
期　　　日　　

会　　　場　　

主　　　催　　

主　　　管　　

　　平成２4年９月１5日（土）

　　山梨中銀スタジアム

　　山梨陸上競技協会

　　山梨陸上競技協会強化委員会



コンディション情報

大会総務 保坂　一仁 トラック審判長 半田　昌一

跳躍審判長 時澤　豊見 投てき審判長 久保田　尊文

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2012/09/15 09:00 晴 28.5 60.0 東南東 0.6 競技場

10:00 晴 28.5 57.0 南南東 0.5

11:00 晴 30.5 53.0 東北東 1.1

12:00 晴 31.5 49.0 西南西 1.8

13:00 晴 33.0 47.0 東南東 1.3

14:00 晴 32.5 42.0 南南東 2.1

15:00 曇 32.5 44.0 南南東 1.7

16:00 晴 31.5 49.0 南南東 1.9

17:54 晴 31.5 66.0 南南西 1.0
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２０１２　山梨陸上グランプリ２ｎｄ 決勝一覧表
グランプリ得点はＡ決勝 山梨中銀スタジアム 平成２４年９月１５日(土)

種目

１００ｍA決勝 長坂  宏紀(3) 11.29 疋田　舞弥(4) 11.35 小田　遼太(1) 11.63 淀川　剣矢(2) 11.68 須貝　英太郎(1) 11.76 足立　裕紀(2) 11.78 深澤　拓己(1) 11.89

風：-2.6 山梨・駿台甲府高 山梨・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府南高 山梨・都留文科大 山梨・身延高校

１００ｍB決勝 杉本　昂士(2) 11.52 早川　純一(4) 11.69 小林　拓史(1) 11.70 依田　尚彌(2) 11.72 佐藤　健太(2) 11.77 窪田　悠介(2) 11.79

風：-0.8 山梨・桂高 山梨・山梨大 山梨・甲府工業高 山梨・増穂商業高 山梨・山梨学院大 山梨・甲府西高

４００ｍ 渡邊　黎旺(1) 49.95 杉本　昂士(2) 52.71 早川　雄貴(2) 52.96 小林　若葉(2) 52.97 名取　廣(2) 53.10 須貝　英太郎(1) 53.52 安田　壮太(3) 53.87 中嶋　勇樹(2) 53.91

山梨・駿台甲府高 山梨・桂高 山梨・富士北稜高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府南高 山梨・甲府南高 山梨・大国陸上クラブ 山梨・富士学苑高

１０００ｍ 沼田　拓也 2:28.24 加藤　聡 2:34.13 齊藤　秀映(2) 2:43.62 井上　陸(1) 2:48.54 武藤　有亮(1) 2:48.71 雨宮　俊祐 2:48.79 小暮　和真(1) 2:49.29 藤巻　輝(3) 2:51.41

愛知・トヨタ自動車 愛知・トヨタ自動車 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府昭和高 山梨・富士河口湖高 山梨・山梨市体協 山梨・身延高校 山梨・梨大附属中

110mH(1.067m) 澤邊　直人 15.17(-0.5) 飯久保　明洋(1) 15.81(-0.5) 高橋　享光(2) 16.03(-0.5) 塩澤　大輔(2) 16.14(-0.5) 市川　俊弥(2) 16.17(-1.7) 樋川　遼太朗(2) 16.22(-1.7) 津田　丈嗣 16.48(-0.5) 平出　圭亮(1) 16.78(-1.7)

山梨・山梨大ＡＣ 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・工学院大 山梨・甲府西高 山梨・山梨陸協 山梨・駿台甲府高

110mJH(0.99m) 横谷　真人(2) 16.06 澤登　大河(中2) 16.24 川住　亮之(1) 16.39 渡邊　聖火(1) 20.45

風：+1.1 山梨・甲府西高 山梨・桃の郷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山梨・甲府西高 山梨・富士河口湖高

４００ｍＨ 石畑　光(3) 53.84 依田　幸裕(4) 53.96 松田　康平(3) 54.91 望月　勇人(3) 56.40 末松　裕鏡(3) 58.17 高松　宜央(1) 58.31 高橋　享光(2) 59.02 吹野　大(2) 59.78

山梨・山梨大 山梨・山梨大 山梨・山梨学院大付高 山梨・山梨学院大付高 山梨・未来の森AC 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大付高

５０００ｍＷ 青栁  至(2) 24:56.87 井上　大地(2) 25:01.93 尾崎　雄大 27:18.30 坂野　安希(2) 27:54.19 飯島　一博(2) 29:48.73 若林　亮太(1) 30:02.78 武井　修平(1) 32:21.15 佐藤　寿樹(1) 32:22.08

山梨・駿台甲府高 山梨・身延高校 愛知・トヨタ自動車 山梨・桂高 山梨・山梨学院大付高 山梨・身延高校 山梨・桂高 山梨・桂高

４×１００ｍＲ 山梨選抜 42.12 駿台甲府高Ａ 43.65 都留高 44.58 甲府工業高 44.60 駿台甲府高Ｂ 44.69 甲府昭和高 44.69 山梨学院大付高 44.79 駿台甲府高Ｃ 44.80

宮野　祐太(2) 相澤  右近(3) 安藤 浩平(2) 國母　尚也(1) 浅利　拓(2) 宮畑　克哉(1) 着差有 近藤　大聖(1) 平出　圭亮(1)

疋田　舞弥(4) 相山  友希(3) 白須　愁(2) 小林　拓史(1) 清水　隼人(2) 淀川　剣矢(2) 小幡　慎司(2) 渡辺　竜麻(1)

長坂  宏紀(3) 斉藤  一真(3) 小林　修太郎(2) 宮原　正成(1) 深沢　和(2) 秋山　智哉(1) 吹野　大(2) 山下　黎(1)

小田　遼太(1) 長坂  伊織(3) 舩木　勇助(1) 笹本　大夢(1) 小林　若葉(2) 土谷　友亮(2) 石原　駿人(2) 渡邊　黎旺(1)

走高跳 塩澤　大輔(2) 1m90 澤邊　直人 1m90 水越　海(1) 1m85 新井　啓起(1) 1m80 宮畑　克哉(1) 1m80 秋山　智哉(1) 1m75 渡邉　祥治(2) 1m70

山梨・巨摩高 山梨・山梨大ＡＣ 無効試技数差山梨・上野原高 山梨・帝京科学大 山梨・甲府昭和高 無効試技数差山梨・甲府昭和高 山梨・市川高

大谷　琢磨(2) 1m75

山梨・市川高

走幅跳 宮野　祐太(2) 7m33(+3.6) 相山  友希(3) 7m09(+0.2) 廣瀬　勇也 7m08(+1.2) 斉藤  一真(3) 6m98(+1.6) 澤邊　直人 6m78(+1.5) 沢登　良馬(3) 6m67(+1.6) 藤本　聖哉(2) 6m65(+1.3) 日向　一機(2) 6m57(+0.8)

山梨・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・大月短大附教員 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨大ＡＣ 山梨・東京大 山梨・桂高 山梨・甲府第一高

砲丸投 久保田　尊士 11m70 村田　雅弥(1) 10m63 相原　樹 8m92

7.26kg 山梨・南巨摩陸協 山梨・未来の森AC 山梨・山梨大AC

砲丸投 須田　裕太郎(3) 14m22 横内　章裕(2) 11m35 萩原　怜(1) 11m32 三神　徹(1) 10m18 矢崎　裕大(2) 9m80 柏木　英明(2) 9m62 浅見　拓史(1) 9m62 田中　玲帆(1) 9m50

6.0kg 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府昭和高 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・山梨学院大付高 山梨・巨摩高

円盤投 吉田　裕貴 41m05 久保田　尊士 35m07 野田　翔大(2) 30m73 篠原　魁(1) 29m00

2.0kg 山梨・桂高校教員 山梨・南巨摩陸協 山梨・山梨大 山梨・山梨大

円盤投 西中山　創(2) 34m62 横内　章裕(2) 32m67 古屋　力(2) 32m33 矢崎　裕大(2) 30m35 青沼　李軌(1) 28m94 柏木　英明(2) 27m64 三神　徹(1) 25m09 市川　翔(2) 24m65

1.75kg 山梨・山梨学院大付高 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院大付高 山梨・桂高 山梨・甲府昭和高 山梨・身延高校

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
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[ YH:県高校記録／TK:着差あり ]
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２０１２　山梨陸上グランプリ２ｎｄ 決勝一覧表
グランプリ得点はＡ決勝 山梨中銀スタジアム 平成２４年９月１５日(土)

種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍA決勝 中根  舞(3) 12.87 大神田南海(2) 13.07 井上　愛梨(3) 13.09 原田　真衣(2) 13.18 柏木　真央(2) 13.20 田中　璃瑚(1) 13.35 宮澤　佑季(1) 13.41 田中　那実(3) 13.46

風：-2.1 山梨・駿台甲府高 山梨・桂高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・山梨学院大付高 山梨・甲府西高 山梨・山梨学院大付高

１００ｍB決勝 小川　詩織(2) 13.53 高野　美咲(1) 13.63 橋本　葵(2) 13.72 長谷部　いずみ(2) 13.80 清水　彩也子(2) 13.84 志村　茉優(2) 13.87 廣瀬　梨帆(2) 14.04 深美　　優(1) 14.09

風：-0.4 山梨・駿台甲府高 山梨・桂高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府昭和高 山梨・桂高 山梨・巨摩高

４００ｍ 原田　真衣(2) 1:01.84 山田　美衣(中3) 1:01.99 白倉  若奈(1) 1:02.94 功刀　可愛(2) 1:03.68 山口　真利(2) 1:04.24 高野　美咲(1) 1:04.56 羽田　あすか(1) 1:04.64 藤巻　あすか(1) 1:04.82

山梨・巨摩高 山梨・未来の森AC 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院大付高 山梨・都留高 山梨・桂高 山梨・身延高校 山梨・山梨学院大付高

１０００ｍ 保坂　野恋花(3) 3:04.95 青柳　美空(中2) 3:12.86 林　輝(中3) 3:13.74 小林　真和(中2) 3:19.51 大滝　有沙(中3) 3:24.20 小林　帆南(1) 3:25.23 鳴海　カンナ(2) 3:30.81 荻窪　亜衣李(2) 3:33.39

山梨・梨大附属中 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・甲府南高 山梨・富士河口湖高 山梨・富士河口湖高

１００ｍＨ 大神田南海(2) 14.89(+0.6) 村上　史奈(2) 15.94(+0.6) 勝俣　美空(1) 16.26(+0.6) 深沢　果夏(2) 16.98(+1.2) 川野　南緒(1) 16.99(+0.6) 早川　実沙(2) 17.00(+0.5) 大澤　いくみ(2) 17.72(+1.2) 柴田　涼花(1) 17.97(+1.2)

山梨・桂高 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高

１００ｍＹＨ 剱持クリア(中3) 15.58 山下　瀬捺(中2) 17.30 代永　ひな(中3) 17.36 渡邉　萌(1) 18.12 一瀬　美乃莉(1) 18.96 望月　美奈子(1) 20.12 舟久保　遥(1) 23.15

風：-0.7 山梨・未来の森AC 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・甲府南高 山梨・甲府南高 山梨・増穂商業高 山梨・富士河口湖高

４００ｍＨ 田村　優実(2) 1:07.42 深沢　果夏(2) 1:09.78 大澤　いくみ(2) 1:09.80 藏重　泉美(2) 1:10.37 丸山　瑠里子(1) 1:10.96 望月　愛美(1) 1:11.37 山岸  花陽(1) 1:12.53 勝俣　美空(1) 1:12.80

山梨・山梨学院大付高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・都留高 山梨・山梨学院大付高 山梨・山梨学院大付高 山梨・駿台甲府高 山梨・桂高

５０００ｍＷ 山口　知美(2) 27:13.57 川村　美沙季(3) 28:09.32 權正　智美(2) 28:56.29 天野　楓(1) 33:51.38 山田　冬美(2) 34:34.75 河野　史歩(1) 34:39.51

山梨・桂高 山梨・山梨大 山梨・富士河口湖高 山梨・桂高 山梨・身延高校 山梨・桂高

４×１００ｍＲ 駿台甲府高 50.22 巨摩高 50.64 桂高 51.31 山梨学院大付高 51.64 甲府昭和高 54.12 甲府西高 54.51 都留高 54.80 甲府南高 54.92

白倉  若奈(1) 村上　史奈(2) 高野　美咲(1) 田村　優実(2) 内藤　真実(2) 川崎　渚(2) 山口　真利(2) 渡邉　萌(1)

寺本　有那(2) 原田　真衣(2) 柏木　真央(2) 田中　璃瑚(1) 志村　茉優(2) 川崎　七海(2) 藏重　泉美(2) 橋本　葵(2)

藤本  真優(1) 大石　莉乃(1) 大神田南海(2) 功刀　可愛(2) 世古口　聖花(2) 内山　絵理(1) 井上　愛子(2) 大澤　いくみ(2)

小川　詩織(2) 石川　愛梨(1) 杉本　理奈(2) 望月　愛美(1) 岡部　美和(1) 宮澤　佑季(1) 三神　里菜(1) 小林　帆南(1)

走高跳 深美　　優(1) 1m45 木村　奈那(1) 1m40 石川　愛梨(1) 1m40 山田　美樹(2) 1m40 杉本　理奈(2) 1m35 橘田　奈央(1) 1m35 岡部　美和(1) 1m30

山梨・巨摩高 山梨・身延高校 無効試技数差山梨・巨摩高 無効試技数差山梨学院大付高 無効試技数差山梨・桂高 山梨学院大付高 無効試技数差山梨・甲府昭和高

坂巻　奈穂(2) 1m30

山梨・巨摩高

走幅跳 剱持　早紀(3) 5m69(+0.6) 川上　裕加(3) 5m67(+2.0) 剱持　クリア(3) 5m44(0.0) 藤本  真優(1) 5m43(+1.6) 長谷部　いずみ(2) 5m26(+2.6) 柏木　真央(2) 5m12(+1.3) 岡部　美和(1) 5m01(+1.1) 園田　亜莉沙(1) 4m98(-0.5)

山梨・山梨学院大付高 山梨・都留文科大 山梨・未来の森AC 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・甲府昭和高 山梨・都留文科大

砲丸投 石川　果歩(2) 10m51 大久保　祐佳(2) 9m67 澤登　裕佳(1) 9m51 亀ケ川　愛(1) 8m15 星野　希(1) 7m92 衣川　沙希(2) 7m71 金丸　茉由(2) 7m67 一瀬　美乃莉(1) 7m29

4.0kg 山梨・身延高校 山梨・山梨学院大付高 山梨・山梨学院大付高 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・都留高 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府南高

円盤投 石川　果歩(2) 30m25 大久保　祐佳(2) 29m96 大村　祐佳(2) 27m55 小林　えり佳(3) 25m83 星野　希(1) 25m80 勝俣　藤香(3) 25m45 村田　朋実(1) 24m88 衣川　沙希(2) 24m46

1.0kg 山梨・身延高校 山梨・山梨学院大付高 山梨・山梨高 山梨・桂高 山梨・桂高 山梨・桂高 山梨・山梨学院大付高 山梨・都留高

女
子

一
般
・
高
校

[ YH:県高校記録／TK:着差あり ]



3 / 3 ﾍﾟｰｼﾞ

２０１２　山梨陸上グランプリ２ｎｄ 決勝一覧表
グランプリ得点はＡ決勝 山梨中銀スタジアム 平成２４年９月１５日(土)

種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍA決勝 水上　陽仁(6) 13.63 村松　由翔(6) 13.97 坂本　壮平(6) 14.04 望月　満帆(6) 14.27 中込　昌磨(6) 14.39 雨宮　直輝(6) 15.09 塚田　海澪(6) 15.11 吉澤　大聖(5) 15.43

風：-1.0 山梨・中村塾 山梨・ＮＡＣ 山梨・未来の森AC 山梨・大国陸上クラブ 山梨・白根東AC 山梨・一宮町スポ少 山梨・中村塾 山梨・中村塾

１００ｍB決勝 大村　拓矢(5) 15.22 岩崎　世那(5) 15.40 今井　漱哉(4) 15.44 矢ヶ崎　秀太(6) 15.48 中込　将太朗(5) 15.49 山口　祐冊(6) 15.50 小林　拓登(5) 15.65 功刀　滉二郎(6) 15.69

風：-1.9 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・未来の森AC 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・一宮町スポ少 山梨・大国陸上クラブ 山梨・白根東AC

１０００ｍ 橘田　大河(6) 3:07.49 土屋　雅也(6) 3:16.37 小林　拓登(5) 3:16.95 橘田　翔(4) 3:18.37 水上　陽仁(6) 3:29.25 近藤　大介(5) 3:33.77 佐藤　愛起(6) 3:34.78 中楯　健太(5) 3:37.62

山梨・大国陸上クラブ 山梨・一宮町スポ少 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・中村塾 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・中村塾

８０ｍＨ 寺戸　翼(6) 14.37 窪田　冠太(6) 15.85

風：-0.2 山梨・ＮＡＣ 山梨・未来の森AC

４×１００ｍＲ 中村塾 57.96 大国陸上ｸﾗﾌﾞA 58.39 白根東AC A 58.87 未来の森AC 59.11 南ｱﾙﾌﾟｽAC A 1:00.57 大国陸上ｸﾗﾌﾞC 1:02.22 一宮町ｽﾎﾟ少Ａ 1:02.72 白根東AC B 1:03.00

大村　拓矢(5) 小野　健太(5) 三井　陽斗(6) 窪田　冠太(6) 野呂瀬　瑞希(5) 岩瀬　大知(5) 土屋　雅也(6) 中込　壱(6)

吉澤　大聖(5) 望月　満帆(6) 功刀　滉二郎(6) 坂本　壮平(6) 田所　直也(6) 内藤　萌(6) 松村　知哉(5) 櫻本　大雅(6)

岩崎　世那(5) 橘田　大河(6) 芦澤　伊織(6) 今井　漱哉(4) 藤井　佑成(5) 石山　尊哉(5) 山口　祐冊(6) 内田　輝正(6)

水上　陽仁(6) 小林　拓登(5) 中込　昌磨(6) 土屋　祐登(6) 矢ヶ崎　秀太(6) 佐藤　愛起(6) 雨宮　直輝(6) 渡辺　大智(6)

走幅跳 望月　満帆(6) 4m34(+0.7) 内藤　萌(6) 4m04(0.0) 土屋　俊貴(5) 3m94(-0.7) 芦澤　伊織(6) 3m93(+0.1) 水上　陽仁(6) 3m93(+0.1) 橘田　大河(6) 3m92(+1.7) 功刀　滉二郎(6) 3m91(+1.0) 藤井　佑成(5) 3m84(-0.3)

山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大月AC 山梨・白根東AC 山梨・中村塾 山梨・大国陸上クラブ 山梨・白根東AC 山梨・南アルプスＡＣ

１００ｍA決勝 飯島　しおん(6) 14.35 山口　華枝(6) 14.72 飯島　理子(6) 14.79 坂口　莉緒 14.97 山田　幸乃(6) 14.98 小林　紀香(5) 15.19 塩澤　夏音(5) 15.25 松岡　実玖(6) 15.45

風：-2.8 山梨・未来の森AC 山梨・大国陸上クラブ 山梨・未来の森AC 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・未来の森AC 山梨・ＮＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ

１００ｍB決勝 川崎　里奈(6) 15.15 山崎　南津那(6) 15.22 相原　咲良(6) 15.22 岩浅　優花(6) 15.35 今津　櫻(6) 15.50 山崎　幸菜(6) 15.56 廣瀬　花歩(6) 15.57 鶴田　愛(6) 15.73

風：+0.3 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・未来の森AC 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・一宮町スポ少 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上クラブ 山梨・未来の森AC 山梨・北西陸上クラブ

８００ｍ 飯島　理子(6) 2:29.79 大澤　真由(6) 2:40.19 名取　万記歩(5) 2:41.12 河野　もな(5) 2:56.70 酒井　彩良(6) 3:00.37 小山　紗来(6) 3:01.84 矢部　綾乃(5) 3:01.98 大澤　菜々穂(4) 3:03.43

山梨・未来の森AC 山梨・Team O 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・一宮町スポ少 山梨・一宮町スポ少 山梨・大月AC 山梨・Team O

８０ｍＨ 山崎　南津那(6) 14.32 山口　華枝(6) 14.56 岩間　三咲(6) 15.45 相原　咲良(6) 16.16 安田　綾花(6) 18.55

風：-1.7 山梨・未来の森AC 山梨・大国陸上クラブ 山梨・ＮＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・ＮＡＣ

４×１００ｍＲ 未来の森AC 58.14 南ｱﾙﾌﾟｽAC A 59.13 大国陸上ｸﾗﾌﾞA 59.92 北西陸上クラブ 1:01.86 一宮町ｽﾎﾟ少Ａ 1:04.88 南ｱﾙﾌﾟｽAC B 1:06.72 大国陸上ｸﾗﾌﾞB 1:08.35 南ｱﾙﾌﾟｽAC C 1:13.04

飯島　しおん(6) 松岡　実玖(6) 塩澤　夏音(5) 山崎　幸菜(6) 酒井　彩良(6) 松本　響(5) 竹田　芽衣(5) 三枝　叶実(3)

飯島　理子(6) 坂口　莉緒 山口　華枝(6) 鶴田　愛(6) 小山　紗来(6) 今津　櫻(6) 天野　笑里(4) 三吉　里緒(4)

山田　幸乃(6) 相原　咲良(6) 保田　萌子(4) 高師　史花(6) 小林　ななみ(6) 名取　万記歩(5) 滝田　智香(4) 江俣　和花(3)

廣瀬　花歩(6) 川崎　里奈(6) 伊藤　彩乃(6) 道村　彩花(6) 岩浅　優花(6) 武重　桃香(5) 河野　もな(5) 今沢　美咲(4)

走幅跳 山崎　南津那(6) 4m27(+1.6) 山口　華枝(6) 4m26(+0.8) 川崎　里奈(6) 4m07(+1.3) 飯島　しおん(6) 4m02(+2.9) 伊藤　有花(6) 3m90(+0.8) 松岡　実玖(6) 3m86(+0.5) 坂口　莉緒 3m80(+0.7) 太田　成美(5) 3m46(+2.0)

山梨・未来の森AC 山梨・大国陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・未来の森AC 山梨・ＮＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・未来の森AC
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子
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子
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[ YH:県高校記録／TK:着差あり ]



一般・高校・中学男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　元(都留高)                      1993

予選 15組0着＋16

1組 風:0.0 2組 風:-1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ

1 4 698 長坂  宏紀(3) 11.06 q 1 5 702 清水　隼人(2) 11.69 q
ﾋｷﾀ ﾏｲﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

2 5 2047 疋田　舞弥(4) 11.16 q 2 4 203 小林　拓史(1) 11.73 q
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ

3 6 3286 橋本　章吾 11.29 q 3 3 316 堀内　亮佑(2) 11.83
ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

4 2 245 淀川　剣矢(2) 11.42 q 4 8 4024 田中　賢司 11.89
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｱｷﾔﾏ ﾕｳ

5 7 707 小田　遼太(1) 11.52 q 5 6 325 秋山　雄(1) 11.91
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ

6 1 2051 足立　裕紀(2) 11.59 q 6 2 732 石原　駿人(2) 11.97
ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ ｺﾊﾞﾘ ﾉﾘﾏｻ

7 3 202 笹本　大夢(1) 11.81 7 1 328 小針　徳正(1) 12.32
ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ

8 4192 塩島　広之助(3) DNS 7 304 深澤　勇飛(3) DNS

3組 風:-0.8 4組 風:-0.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｶﾞｲ ｴｲﾀﾛｳ ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ

1 6 161 須貝　英太郎(1) 11.63 q 1 5 370 依田　尚彌(2) 11.70 q
ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾌｶｻﾜ ﾏﾄﾞｶ

2 4 2542 早川　純一(4) 11.69 q 2 6 700 深沢　和(2) 11.77 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ

3 3 710 渡辺　竜麻(1) 11.83 3 2 244 土谷　友亮(2) 11.83
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ

4 7 4193 望月　亮輔(2) 11.84 4 4 736 近藤　大聖(1) 11.96
ﾅｶﾞｻｶ ｲｵﾘ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ

5 5 697 長坂  伊織(3) 11.88 5 7 494 安藤 浩平(2) 12.19
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄｼ ﾔﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

6 1 1741 藤原　尚俊(3) 12.20 6 3 1745 矢部　裕太郎(3) 12.35
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ

2 2591 田中　陽介(3) DNS 1 143 角田　優人(2) DNS
ﾔｶﾞｻｷ ﾃﾂｵ ｱｲｻﾞﾜ ｳｺﾝ

8 1530 矢ヶ崎　哲夫 DNS 8 692 相澤  右近(3) DNS

5組 風:-2.1 6組 風:-0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ

1 6 200 普久原　竜二(1) 12.19 1 4 540 藤本　聖哉(2) 12.10
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ ﾅﾄﾘ ｺｳ

2 3 117 相川　史弥(1) 12.37 2 5 144 名取　廣(2) 12.13
ｺﾞﾐ ﾅｶﾞﾕｷ ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ

3 5 106 五味　永行(2) 12.65 3 3 216 小島　一樹(2) 12.15
ﾎｻｶ ｷｮｳ ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ

3 1 199 保坂　響(1) 12.65 4 7 760 阿部　卓也(2) 12.18
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

5 8 639 宮下  彰太(1) 12.90 5 2 335 中田　彰宏(1) 12.24
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ ｺｼﾊﾞ ﾀｶﾕｷ

6 2 636 渡邊  忠良(1) 13.16 1 2529 小柴　昂之(3) DNS
ﾊﾀﾞ ｱｽｶ ｽｶﾞ ｹﾝﾀ

7 4 638 羽田  飛鳥(1) 13.26 6 322 須賀　健太(2) DNS
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾔ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ

8 7 631 宮下  弥也(1) 13.31 8 3535 望月　翔太(3) DNS

9月15日 10:20 予選

9月15日 15:00 決勝

山梨・駿台甲府高

山梨・都留文科大

山梨・山梨大AC

山梨・甲府昭和高

山梨・駿台甲府高

山梨・都留文科大

山梨・甲府工業高

山梨・山梨英和大

山梨・駿台甲府高

山梨・甲府工業高

山梨・巨摩高

山梨・山梨英和大職員

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大付高

山梨・巨摩高

山梨・巨摩高

山梨・甲府南高

山梨・山梨大

山梨・駿台甲府高

山梨・山梨英和大

山梨・駿台甲府高

山梨・大月AC

山梨・千葉大

山梨・甲府市陸協

山梨・増穂商業高

山梨・駿台甲府高

山梨・甲府昭和高

山梨・山梨学院大付高

山梨・都留高

山梨・大月AC

山梨・甲府南高

山梨・駿台甲府高

山梨・甲府工業高

山梨・甲府西高

山梨・甲府西高

山梨・甲府工業高

山梨・富士北稜高

山梨・富士北稜高

山梨・富士北稜高

山梨・富士北稜高

山梨・桂高

山梨・甲府南高

山梨・甲府城西高

山梨・東海大甲府高

山梨・巨摩高

山梨・山梨大

山梨・巨摩高

山梨・未来の森AC

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　元(都留高)                      1993

9月15日 10:20 予選

9月15日 15:00 決勝

7組 風:-1.4 8組 風:+0.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ

1 4 538 杉本　昂士(2) 11.70 q 1 1 402 深澤　拓己(1) 11.64 q
ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ

2 2 625 池谷　大介(2) 12.05 2 6 112 窪田　悠介(2) 11.68 q
ﾊｶﾞ ｼｮｳ ｸﾛｴ ﾀｲｷ

3 3 201 芳賀　翔(1) 12.27 3 8 138 黒江　太樹(2) 12.33
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾓﾂ ｵｸﾜｷ ｼｮｳｺﾞ

4 1 398 近藤　保(2) 12.28 4 2 599 奥脇　正悟(2) 12.75
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ ｲﾁﾉﾐﾔ ﾋｶﾙ

5 5 150 小林　大輝(1) 12.30 5 3 517 一ノ宮　光(2) 12.79
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲｾｲ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

6 7 9 村松　大成(1) 12.34 6 4 164 伊藤　涼太(1) 12.99
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ ｲﾉｳｴ ｲﾂｷ

7 8 841 松本　晃介(1) 12.40 5 330 井上　樹(1) DNS
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ

8 6 737 堀内　隼也(1) 12.57 7 332 加藤　真嵩(1) DNS

9組 風:-2.1 10組 風:-1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼｲ ﾋﾛﾄ ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ

1 2 1425 石井　大翔(4) 12.04 1 5 623 早川　雄貴(2) 11.85
ｲｼｲ ﾕｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ

2 4 547 石井　祐太(1) 12.58 2 3 153 近藤　翔真(1) 12.48
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾍｲ ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ

3 7 769 古林　晃平(1) 12.78 3 4 490 今泉　大地(2) 12.71
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ ﾊｼﾄﾞ ｹｲｽｹ

4 3 820 斉藤　寛哉(2) 12.82 4 6 826 橋戸　啓介(1) 12.89
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ ｲｿ ﾘｷﾔ

5 6 1750 羽入田　直斗(1) 13.83 5 2 622 磯　利季也(2) 13.29
ｱﾒﾐﾔ ﾀｹﾄ ｼｵｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

6 5 1617 雨宮　建仁(1) 13.85 6 8 373 塩澤　明大(1) 13.87
ｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ

1 762 小山　昌訓(2) DNS 7 7 1629 藤本　真生(1) 14.50
ｶﾂﾏﾀ ｹｲﾀ

8 637 勝俣  景太(1) DNS

11組 風:+0.7 12組 風:+0.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾄｳ ｹﾝﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾘｭｳ

1 4 1429 佐藤　健太(2) 11.67 q 1 6 552 渡邊　貴龍(1) 11.93
ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｾｲ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ

2 2 550 豊島　泰生(1) 11.84 2 4 427 萩原　響(1) 12.24
ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ ｼﾝﾄﾞｳ　ﾕｳﾀ

3 8 621 天野　一葵(2) 12.23 3 2 764 進藤　優太(1) 12.25
ﾊﾗ ﾕｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ

4 7 493 原　悠介(2) 12.25 4 7 139 小林　秀(2) 12.53
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ

5 3 157 小林　練(1) 12.31 5 3 633 宮下  直也(1) 12.66
ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ ｿﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

6 5 252 髙橋　颯一郎(1) 13.67 6 8 671 園田　亮太(2) 12.69
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ

7 6 1633 萩原　健太(1) 14.30 7 5 372 足達　俊祐(1) 13.35

13組 風:-1.6 14組 風:-1.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾄ

1 7 1623 安田　壮太(3) 12.27 1 7 1427 遠藤　賢人(2) 12.08
ｻﾄｳ ｿｳｷ ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ

2 4 823 佐藤　綜城(1) 12.50 2 6 154 荻野　慧人(1) 12.68
ﾌｶﾐｽﾞ ﾀｸﾏ ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ

3 6 3255 深水　拓真(2) 12.78 3 8 626 堀内　和毅(2) 13.11
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

4 2 624 渡邉　伊織(2) 12.85 4 5 1635 川和田　龍聖(1) 13.42
ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ

5 8 149 野田　義基(2) 13.05 2 4033 中山　太一(1) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

6 3 1749 小林　和樹(1) 13.98 3 10 橋本　祐希(1) DNS
ｵｵﾊﾗ　ｹｲｽｹ ｵｵﾌｻ ｼｭﾝﾀﾛｳ

5 768 大原　啓輔(1) DNS 4 548 大房春太郎(1) DNS

山梨・桂高

山梨・富士北稜高

山梨・甲府工業高

山梨・身延高校

山梨・甲府南高

山梨・北杜高校

山梨・甲府南高

山梨・山梨学院大付高

山梨・身延高校

山梨・甲府西高

山梨・甲府南高

山梨・富士河口湖高

山梨・上野原高

山梨・甲府南高

山梨・巨摩高

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大

山梨・桂高

山梨・東海大甲府高

山梨・富士学苑高

山梨・大月AC

山梨・未来の森AC

山梨・東海大甲府高

山梨・富士北稜高

山梨・富士北稜高

山梨・甲府南高

山梨・都留高

山梨・富士学苑高

山梨・富士北稜高

山梨・増穂商業高

山梨・増穂商業高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・山梨学院大

山梨・桂高

山梨・富士北稜高

山梨・都留高

山梨・甲府南高

山梨・桂高

山梨・笛吹高

山梨・東海大甲府高

山梨・甲府南高

山梨・富士北稜高

山梨・大月短大附属高

山梨・帝京科学大

山梨・富士北稜高

山梨・甲府南高

山梨・大月AC

山梨・甲府昭和高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・東海大甲府高

山梨・山梨学院大

山梨・甲府南高

山梨・富士北稜高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・山梨陸協

山梨・北杜高校

山梨・桂高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・富士学苑高

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　元(都留高)                      1993

9月15日 10:20 予選

9月15日 15:00 決勝

15組 風:-1.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾗ ﾌﾐﾔ

1 6 145 原　郁哉(2) 12.27
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ

2 3 821 中嶋　勇樹(2) 12.36
ｾｷﾄﾞ ﾀｲﾁ

3 4 673 関戸　太一(2) 12.94
ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾔ

3 7 607 大谷　将也(1) 12.94
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ

5 8 627 渡邉　和貴(2) 13.05
ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ

6 2 251 田邉　敦司(1) 13.26
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾙ

5 323 溝口　岳(2) DNS

決勝 2組

1組 風:-0.8 2組 風:-2.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ

1 7 538 杉本　昂士(2) 11.52 1 4 698 長坂  宏紀(3) 11.29
ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾋｷﾀ ﾏｲﾔ

2 6 2542 早川　純一(4) 11.69 2 3 2047 疋田　舞弥(4) 11.35
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

3 2 203 小林　拓史(1) 11.70 3 7 707 小田　遼太(1) 11.63
ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ

4 8 370 依田　尚彌(2) 11.72 4 6 245 淀川　剣矢(2) 11.68
ｻﾄｳ ｹﾝﾀ ｽｶﾞｲ ｴｲﾀﾛｳ

5 5 1429 佐藤　健太(2) 11.77 5 1 161 須貝　英太郎(1) 11.76
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ

6 4 112 窪田　悠介(2) 11.79 6 8 2051 足立　裕紀(2) 11.78
ﾌｶｻﾜ ﾏﾄﾞｶ ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ

1 700 深沢　和(2) DNS 7 2 402 深澤　拓己(1) 11.89
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

3 702 清水　隼人(2) DNS 5 3286 橋本　章吾 DNS

山梨・甲府南高

山梨・富士学苑高

山梨・大月短大附属高

山梨・富士河口湖高

山梨・富士北稜高

山梨・甲府昭和高

山梨・身延高校

山梨・巨摩高

山梨・桂高

山梨・山梨大

山梨・甲府工業高

山梨・増穂商業高

山梨・山梨学院大

山梨・山梨大AC

山梨・甲府西高

山梨・駿台甲府高

山梨・駿台甲府高

山梨・駿台甲府高

山梨・都留文科大

山梨・駿台甲府高

山梨・甲府昭和高

山梨・甲府南高

山梨・都留文科大

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子４００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990
山梨県高校記録(YH)      46.79     堀越　勇介(都留高)                    1990

ﾀｲﾑﾚｰｽ 7組

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ
1 5 711 渡邊　黎旺(1) 49.95 1 6 886 外川　巧(2) 54.09

ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾄ
2 2 538 杉本　昂士(2) 52.71 2 4 197 北村　明豊(2) 54.23

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾊﾞ ｺﾞﾐ ﾅｶﾞﾕｷ
3 7 706 小林　若葉(2) 52.97 3 2 106 五味　永行(2) 54.60

ﾅﾄﾘ ｺｳ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ
4 3 144 名取　廣(2) 53.10 4 3 153 近藤　翔真(1) 54.77

ｲﾉｳｴ ﾀｶｾ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
5 8 326 井上　貴瀬(1) 55.35 5 8 150 小林　大輝(1) 55.29

ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
6 4 735 清原　一真(1) 56.29 6 7 754 渡辺　翔太(1) 55.81

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾀｲｲﾁ ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾔ
7 1 379 土橋　太一(1) 58.25 7 1 607 大谷　将也(1) 1:01.14

ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｾｲ
6 496 舩木　勇助(1) DNS 5 550 豊島　泰生(1) DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾛｴ ﾀｲｷ ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ
1 6 138 黒江　太樹(2) 54.71 1 1 202 笹本　大夢(1) 55.43

ﾊﾗ ﾌﾐﾔ ｴｿﾞｴ ﾋﾛﾀｶ
2 8 145 原　郁哉(2) 56.28 2 8 317 江添　大空(2) 55.52

ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ
3 1 103 飯島　啓之(2) 56.79 3 4 155 足立　拓海(1) 56.81

ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ
4 3 820 斉藤　寛哉(2) 57.78 4 3 1622 石川　稜(3) 57.43

ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾀ ﾑﾄｳ ﾕｳｽｹ
5 2 600 松浦　栞汰(2) 58.36 5 7 605 武藤　有亮(1) 59.66

ｵｸﾜｷ ｼｮｳｺﾞ ﾊﾀﾞ ｱｽｶ
6 4 599 奥脇　正悟(2) 58.52 6 6 638 羽田  飛鳥(1) 1:03.19

ｲｿ ﾘｷﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｶ
7 7 622 磯　利季也(2) 1:00.31 7 2 606 渡邊　聖火(1) 1:04.47

ｽｶﾞ ｹﾝﾀ ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾔ
5 322 須賀　健太(2) DNS 8 5 631 宮下  弥也(1) 1:05.34

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾍﾞﾀ ﾁﾋﾛ ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ
1 1 399 鍋田　芽洋(2) 54.63 1 8 623 早川　雄貴(2) 52.96

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾘｭｳ ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ
2 3 552 渡邊　貴龍(1) 55.25 2 3 1623 安田　壮太(3) 53.87

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
3 8 602 渡邉　斗夢(2) 57.28 3 4 821 中嶋　勇樹(2) 53.91

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ
4 6 499 小林　洋介(1) 57.31 4 7 539 長坂　黎(2) 54.90

ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ
5 7 626 堀内　和毅(2) 59.17 5 2 633 宮下  直也(1) 57.75

ｾｷﾄﾞ ﾀｲﾁ ｵｸﾜｷ ｺｳｼﾛｳ
6 5 673 関戸　太一(2) 59.76 6 6 608 奥脇　滉士郎(1) 58.95

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ
7 2 624 渡邉　伊織(2) 1:00.34 1 402 深澤　拓己(1) DNS

ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ ｶﾂﾏﾀ ｹｲﾀ
8 4 639 宮下  彰太(1) 1:01.49 5 637 勝俣  景太(1) DNS

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大付高

山梨・市川高

9月15日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・駿台甲府高

山梨・桂高

山梨・駿台甲府高

山梨・都留高

山梨・静岡大

山梨・甲府工業高

山梨・甲府西高

山梨・甲府南高

山梨・甲府南高

山梨・山梨学院大付高

山梨・富士河口湖高

山梨・桂高

山梨・甲府南高

山梨・富士河口湖高

山梨・富士河口湖高

山梨・富士北稜高

山梨・巨摩高

山梨・甲府南高

山梨・甲府南高

山梨・甲府西高

山梨・富士学苑高

山梨・富士河口湖高

山梨・富士北稜高

山梨・富士河口湖高

山梨・富士北稜高

山梨・甲府工業高

山梨・巨摩高

山梨・甲府南高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・富士北稜高

山梨・大月短大附属高

山梨・富士北稜高

山梨・富士北稜高

山梨・身延高校

山梨・桂高

山梨・富士河口湖高

山梨・都留高

山梨・富士北稜高

山梨・富士河口湖高

山梨・身延高校

山梨・富士北稜高

山梨・富士北稜高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・富士学苑高

山梨・桂高

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子４００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990
山梨県高校記録(YH)      46.79     堀越　勇介(都留高)                    1990 9月15日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

7組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞｲ ｴｲﾀﾛｳ
1 6 161 須貝　英太郎(1) 53.52

ﾌｼﾞﾏｷ ﾃﾙ
2 4 1626 藤巻　輝(3) 55.25

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ
3 3 636 渡邊  忠良(1) 1:00.09

ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ
4 2 603 宮下　聖矢(2) 1:00.65

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ
5 5 632 堀内  裕太(1) 1:00.84

ｼﾗｽ ｶｲ
6 7 604 白須　快(1) 1:10.82

ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ
8 370 依田　尚彌(2) DNS

山梨・富士北稜高

山梨・富士河口湖高

山梨・増穂商業高

山梨・甲府南高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・富士北稜高

山梨・富士河口湖高

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学男子１０００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県最高記録(YRS)     2:30.98   原　寿人(山梨学院附高)                2009
山梨県高校最高記録(YHS) 2:30.98   原　寿人(山梨学院附高)                2009

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾇﾏﾀ ﾀｸﾔ ｶﾄｳ ｻﾄｼ
1 17 19 沼田　拓也 2:28.24 1 13 25 加藤　聡 2:34.13

ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ ｲﾉｳｴ ﾘｸ
2 13 242 齊藤　秀映(2) 2:43.62 2 10 247 井上　陸(1) 2:48.54

ﾑﾄｳ ﾕｳｽｹ ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀﾛｳ
3 12 605 武藤　有亮(1) 2:48.71 3 4 456 廣瀬　祥太郎(2) 3:00.54

ｱﾒﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ ｵｸﾜｷ ｺｳｼﾛｳ
4 11 2560 雨宮　俊祐 2:48.79 4 15 608 奥脇　滉士郎(1) 3:03.61

ｺｸﾞﾚ ｶｽﾞﾏ ｶﾔﾇﾏ ﾔﾏﾄ
5 7 401 小暮　和真(1) 2:49.29 5 6 628 萱沼　倭(2) 3:04.37

ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ
6 2 200 藤巻　輝(3) 2:51.41 6 8 146 藤巻　雄太郎(2) 3:08.40

ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ
7 4 818 大嶺　正幸(2) 2:52.28 7 9 499 小林　洋介(1) 3:09.97

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾊﾔｶﾜ ｱｵｿﾞﾗ
8 6 1746 渡邊　俊平(3) 2:55.10 8 3 1501 早川　青空(3) 3:11.42

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾙ
9 9 1622 石川　稜(3) 2:57.02 9 7 672 大神田　優(2) 3:17.00

ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾀ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ
10 16 600 松浦　栞汰(2) 2:59.54 10 5 1629 藤本　真生(1) 3:17.09

ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾀ ｸｻｶﾍﾞ ｺｳｽｹ
11 14 1755 吉村　湧太(3) 3:00.13 11 1 1502 日下部　航介(2) 3:18.10

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔ
12 10 522 小林　光陽(1) 3:00.48 12 12 354 若林　克弥(1) 3:20.21

ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾔ ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾋﾛｷ
13 8 518 長田　拓也(2) 3:07.42 13 14 635 荻窪  宏吉(1) 3:20.45

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ ﾎﾝﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ
14 3 632 堀内  裕太(1) 3:10.50 14 16 526 本間勇次郎(1) 3:22.50

ｻｶｷ ｱｲﾄ ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ
15 1 1503 榊　碧人(2) 3:12.12 15 2 525 大久保大地(1) 3:23.90

ｱｲｻﾞﾜ ﾙｲ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ
16 5 1504 相澤　塁(1) 4:03.60 16 11 1634 宮本　湧也(1) 3:27.72

ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
15 17 尾崎　雄大 DNS

9月15日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

愛知・トヨタ自動車

山梨・甲府昭和高

山梨・富士河口湖高

山梨・山梨市体協

山梨・身延高校

愛知・トヨタ自動車

山梨・甲府昭和高

山梨・山梨高

山梨・富士河口湖高

山梨・梨大附属中

山梨・富士学苑高

山梨・大月AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・富士河口湖高

山梨・大月AC

山梨・上野原高

山梨・上野原高

山梨・富士北稜高

山梨・富士学苑中

山梨・富士学苑中

愛知・トヨタ自動車

山梨・富士北稜高

山梨・甲府南高

山梨・都留高

山梨・富士学苑中

山梨・大月短大附属高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・富士学苑中

山梨・白根高

山梨・富士北稜高

山梨・上野原高

山梨・上野原高

山梨・大国陸上クラブ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 19 19

記録 57 1:56

ナンバー 25 25

記録 59 2:01

ﾀｲﾑﾚｰｽ 1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

凡例  DNS:欠場



一般・高校・男子１１０ｍJH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県高校記録(YH)      14.46     飯久保　智洋(巨摩高)                  2010

決勝 

風:+1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾔ ﾏｻﾄ
1 4 111 横谷　真人(2) 16.06

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ
2 5 1762 澤登　大河(2) 16.24

ｶﾜｽﾐ ﾘｮｳﾉ
3 6 118 川住　亮之(1) 16.39

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｶ
4 7 606 渡邊　聖火(1) 20.45

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ
3 105 内田　智大(2) DNS

山梨・富士河口湖高

山梨・甲府西高

9月15日 12:20 決勝

山梨・甲府西高

山梨・桃の郷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

山梨・甲府西高

凡例  DNS:欠場



一般・高校・男子１１０ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          14.28     劒持　英紀(県教委)                    1986
山梨県高校記録(YH)      15.00     斉藤　太郎(韮崎高)                    2004

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 風:-0.5 2組 風:-1.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ

1 4 3287 澤邊　直人 15.17 1 2 5085 市川　俊弥(2) 16.17
ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ ﾋｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2 3 336 飯久保　明洋(1) 15.81 2 5 109 樋川　遼太朗(2) 16.22
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ

3 1 1431 高橋　享光(2) 16.03 3 6 708 平出　圭亮(1) 16.78
ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｺｸﾎﾞ ﾅｵﾔ

4 5 321 塩澤　大輔(2) 16.14 4 3 204 國母　尚也(1) 17.68
ﾂﾀﾞ ﾀｹﾂｸﾞ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ

5 8 4029 津田　丈嗣 16.48 5 8 520 飯島　拓実(2) 18.60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ

6 2 602 渡邉　斗夢(2) 17.36 6 4 491 小林　修太郎(2) 19.12
ﾖｼﾓﾘ ﾏｻﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ

6 4415 吉森　優(2) DNS 7 499 小林　洋介(1) DNS
ｼﾑﾗ ﾀﾛｳ

7 729 志村　太郎(2) DNS

山梨・富士河口湖高

山梨・山梨大

9月15日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・山梨大ＡＣ

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大

山梨・山梨学院大付高

山梨・工学院大

山梨・甲府西高

山梨・駿台甲府高

山梨・甲府工業高

山梨・上野原高

山梨・都留高

山梨・都留高

山梨・巨摩高

山梨・山梨陸協

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子４００ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          49.49     野澤　啓佑(早稲田大)                  2012
山梨県高校記録(YH)      51.35     野澤　啓佑(巨摩高)                    2009

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾀ ﾋｶﾙ ﾌｷﾉ ﾏｻﾙ
1 3 2530 石畑　光(3) 53.84 1 4 728 吹野　大(2) 59.78

ﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ
2 6 2540 依田　幸裕(4) 53.96 2 6 113 内藤　祐貴　(2) 1:00.84

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ
3 5 722 松田　康平(3) 54.91 3 7 491 小林　修太郎(2) 1:02.39

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ ｺｸﾎﾞ ﾅｵﾔ
4 4 721 望月　勇人(3) 56.40 4 8 204 國母　尚也(1) 1:04.45

ｽｴﾏﾂ ﾋﾛｱｷ ﾅﾍﾞﾀ ﾁﾋﾛ
5 1 3536 末松　裕鏡(3) 58.17 5 1 399 鍋田　芽洋(2) 1:05.07

ﾅﾄﾘ ﾖｼｷ ｲﾉｳｴ ﾀｶｾ
6 2 313 名取　佳輝(2) 1:00.59 6 5 326 井上　貴瀬(1) 1:08.02

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ
7 8 761 高橋　涼太(2) 1:01.33 2 103 飯島　啓之(2) DNS

ﾆｲﾂ ｶｽﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ
7 3467 新津　和樹 DNS 3 602 渡邉　斗夢(2) DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾏﾂ ﾖｼﾋｻ
1 8 5446 高松　宜央(1) 58.31

ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ
2 1 1431 高橋　享光(2) 59.02

ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ
3 6 727 小幡　慎司(2) 1:00.36

ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ
4 5 621 天野　一葵(2) 1:02.89

ｼﾗｽ ｼｭｳ
5 4 492 白須　愁(2) 1:05.61

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ　ｺｳﾀ
6 7 766 柳本　弘太(1) 1:10.79

ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ
2 5085 市川　俊弥(2) DNS

ｺﾊﾞﾘ ﾉﾘﾏｻ
3 328 小針　徳正(1) DNS

山梨・未来の森AC

山梨・巨摩高

山梨・東海大甲府高

9月15日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・山梨大

山梨・山梨大

山梨・山梨学院大付高

山梨・山梨県庁

山梨・山梨学院大付高

山梨・甲府西高

山梨・都留高

山梨・甲府工業高

山梨・身延高校

山梨・巨摩高

山梨・甲府西高

山梨・富士河口湖高

山梨・山梨学院大付高

山梨・都留高

山梨・東海大甲府高

山梨・工学院大

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大

山梨・山梨学院大

山梨・山梨学院大付高

山梨・富士北稜高

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子５０００ｍＷ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          19:42.33  笹川　友輝(山梨学院大)                2011
山梨県高校記録(YH)      21:21.15  笹川　友輝(桂高)                      2009

決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｵﾔｷﾞ ｲﾀﾙ

1 8 704 青栁  至(2) 24:56.87
ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ

2 9 396 井上　大地(2) 25:01.93
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ

3 1 17 尾崎　雄大 27:18.30
ｻｶﾉ ﾔｽｷ

4 5 545 坂野　安希(2) 27:54.19
ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

5 6 731 飯島　一博(2) 29:48.73
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

6 3 404 若林　亮太(1) 30:02.78
ﾀｹｲ ｼｭｳﾍｲ

7 2 549 武井　修平(1) 32:21.15
ｻﾄｳ ﾋｻｷ

8 7 551 佐藤　寿樹(1) 32:22.08
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

4 634 渡邊  拓巳(1) DSQ,*W2

山梨・身延高校

山梨・桂高

山梨・桂高

山梨・富士北稜高

9月15日 15:10 決勝

山梨・駿台甲府高

山梨・身延高校

愛知・トヨタ自動車

山梨・桂高

山梨・山梨学院大付高

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 704 704 704 704

記録 4:36 9:28 14:43 19:56
決勝

凡例  DSQ:失格 *W2:屈膝



一般・高校男子４X１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木良､鈴木陽､大家､萩原(山梨大)       2001
山梨県高校記録(YH)      40.91     鷹巣・中込・吉成・斉藤(駿台甲府高)    2005

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨選抜・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院大付高・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.12 記録 43.65 記録 44.79

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨 ｱｲｻﾞﾜ ｳｺﾝ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨
1 2056 宮野　祐太(2) 都留文科大 1 692 相澤  右近(3) 駿台甲府高 1 736 近藤　大聖(1) 山梨学院大付高

ﾋｷﾀ ﾏｲﾔ 山梨 ｱｲﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨
2 2047 疋田　舞弥(4) 都留文科大 2 693 相山  友希(3) 駿台甲府高 2 727 小幡　慎司(2) 山梨学院大付高

ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾌｷﾉ ﾏｻﾙ 山梨
3 698 長坂  宏紀(3) 駿台甲府高 3 696 斉藤  一真(3) 駿台甲府高 3 728 吹野　大(2) 山梨学院大付高

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ｲｵﾘ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 山梨
4 707 小田　遼太(1) 駿台甲府高 4 697 長坂  伊織(3) 駿台甲府高 4 732 石原　駿人(2) 山梨学院大付高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院大・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南高Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂高・山梨

4 2 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.37 記録 45.39 記録 45.66

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 山梨 ｸﾛｴ ﾀｲｷ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨
1 5447 遠藤　雄太(1) 山梨学院大 1 138 黒江　太樹(2) 甲府南高 1 540 藤本　聖哉(2) 桂高

ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 山梨 ｽｶﾞｲ ｴｲﾀﾛｳ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨
2 1429 佐藤　健太(2) 山梨学院大 2 161 須貝　英太郎(1) 甲府南高 2 538 杉本　昂士(2) 桂高

ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾘｭｳ 山梨
3 1425 石井　大翔(4) 山梨学院大 3 150 小林　大輝(1) 甲府南高 3 552 渡邊　貴龍(1) 桂高

ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾄ 山梨 ﾅﾄﾘ ｺｳ 山梨 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 山梨
4 1427 遠藤　賢人(2) 山梨学院大 4 144 名取　廣(2) 甲府南高 4 547 石井　祐太(1) 桂高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府西高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨大・山梨

7 8 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 45.74 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 山梨
1 117 相川　史弥(1) 甲府西高 1

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ 山梨
2 112 窪田　悠介(2) 甲府西高 2

ﾋｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨
3 109 樋川　遼太朗(2) 甲府西高 3

ｶﾜｽﾐ ﾘｮｳﾉ 山梨
4 118 川住　亮之(1) 甲府西高 4

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府工業高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高Ｂ・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.58 記録 44.60 記録 44.69

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 山梨 ｺｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 山梨 ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨
1 494 安藤 浩平(2) 都留高 1 204 國母　尚也(1) 甲府工業高 1 701 浅利　拓(2) 駿台甲府高

ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨
2 492 白須　愁(2) 都留高 2 203 小林　拓史(1) 甲府工業高 2 702 清水　隼人(2) 駿台甲府高

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾅﾘ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 山梨
3 491 小林　修太郎(2) 都留高 3 205 宮原　正成(1) 甲府工業高 3 700 深沢　和(2) 駿台甲府高

ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾊﾞ 山梨
4 496 舩木　勇助(1) 都留高 4 202 笹本　大夢(1) 甲府工業高 4 706 小林　若葉(2) 駿台甲府高

9月15日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R3:オーバーゾーン ３→４



一般・高校男子４X１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木良､鈴木陽､大家､萩原(山梨大)       2001
山梨県高校記録(YH)      40.91     鷹巣・中込・吉成・斉藤(駿台甲府高)    2005 9月15日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 身延高校・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.69 記録 44.96 記録 46.62

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾔﾊﾀ ｶﾂﾔ 山梨 ﾅｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾓﾂ 山梨
1 250 宮畑　克哉(1) 甲府昭和高 1 335 中田　彰宏(1) 巨摩高 1 398 近藤　保(2) 身延高校

ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨
2 245 淀川　剣矢(2) 甲府昭和高 2 316 堀内　亮佑(2) 巨摩高 2 402 深澤　拓己(1) 身延高校

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳ 山梨 ﾅﾍﾞﾀ ﾁﾋﾛ 山梨
3 246 秋山　智哉(1) 甲府昭和高 3 325 秋山　雄(1) 巨摩高 3 399 鍋田　芽洋(2) 身延高校

ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨 ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳ 山梨
4 244 土谷　友亮(2) 甲府昭和高 4 336 飯久保　明洋(1) 巨摩高 4 400 市川　翔(2) 身延高校

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 上野原高・山梨

7 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.09

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 山梨
1 523 三神　惇志(1) 上野原高

ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞｷ 山梨
2 524 飯塚　一輝(1) 上野原高

ｲﾁﾉﾐﾔ ﾋｶﾙ 山梨
3 517 一ノ宮　光(2) 上野原高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵ 山梨
4 522 小林　光陽(1) 上野原高

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高Ｃ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士学苑高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 増穂商業高・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.80 記録 47.98 記録 50.59

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ 山梨
1 708 平出　圭亮(1) 駿台甲府高 1 821 中嶋　勇樹(2) 富士学苑高 1 370 依田　尚彌(2) 増穂商業高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨 ｻﾄｳ ｿｳｷ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 山梨
2 710 渡辺　竜麻(1) 駿台甲府高 2 823 佐藤　綜城(1) 富士学苑高 2 372 足達　俊祐(1) 増穂商業高

ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 山梨 ｼｵｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 山梨
3 709 山下　黎(1) 駿台甲府高 3 820 斉藤　寛哉(2) 富士学苑高 3 373 塩澤　明大(1) 増穂商業高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山梨 ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾕｷ 山梨 ﾋﾛｾ ﾀｲﾁ 山梨
4 711 渡邊　黎旺(1) 駿台甲府高 4 818 大嶺　正幸(2) 富士学苑高 4 371 広瀬　太一(1) 増穂商業高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南高Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖高・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R1 3 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R3
記録 53.41 記録 記録

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 山梨 ｵｸﾜｷ ｼｮｳｺﾞ 山梨
1 1634 宮本　湧也(1) 大国陸上クラブ 1 841 松本　晃介(1) 甲府南高 1 599 奥脇　正悟(2) 富士河口湖高

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ 山梨
2 1635 川和田　龍聖(1) 大国陸上クラブ 2 157 小林　練(1) 甲府南高 2 602 渡邉　斗夢(2) 富士河口湖高

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 山梨
3 1629 藤本　真生(1) 大国陸上クラブ 3 164 伊藤　涼太(1) 甲府南高 3 603 宮下　聖矢(2) 富士河口湖高

ﾌｼﾞﾏｷ ﾃﾙ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 山梨 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾔ 山梨
4 1626 藤巻　輝(3) 大国陸上クラブ 4 153 近藤　翔真(1) 甲府南高 4 607 大谷　将也(1) 富士河口湖高

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R3:オーバーゾーン ３→４



一般・高校男子４X１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木良､鈴木陽､大家､萩原(山梨大)       2001
山梨県高校記録(YH)      40.91     鷹巣・中込・吉成・斉藤(駿台甲府高)    2005 9月15日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士北稜高・山梨

6 ｺﾒﾝﾄ DNF
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
1 625 池谷　大介(2) 富士北稜高

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 山梨
2 623 早川　雄貴(2) 富士北稜高

ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山梨
3 621 天野　一葵(2) 富士北稜高

ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ 山梨
4 639 宮下  彰太(1) 富士北稜高

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R3:オーバーゾーン ３→４



一般・高校・中学男子走高跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          2m16      榎本　修之(筑波大)                    1999
山梨県高校記録(YH)      2m13      榎本　修之(都留高)                    1997

決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 － － － － － ○ ○ × ○ × × ×

1 13 321 塩澤　大輔(2) 巨摩高 1m90
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 － － － － － ○ ○ × × ○ × × ×

2 22 3287 澤邊　直人 山梨大ＡＣ 1m90
ﾐｽﾞｺｼ ｶｲ 山梨 － － － － － ○ ○ × × ×

3 16 521 水越　海(1) 上野原高 1m85
ｱﾗｲ ｹｲｷ 山梨 － － － ○ ○ ○ × × ×

4 12 3260 新井　啓起(1) 帝京科学大 1m80
ﾐﾔﾊﾀ ｶﾂﾔ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ○ × × ×

5 8 250 宮畑　克哉(1) 甲府昭和高 1m80
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 7 246 秋山　智哉(1) 甲府昭和高 1m75
ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾏ 山梨 － － ○ ○ × ○ × × ×

6 17 378 大谷　琢磨(2) 市川高 1m75
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ×

8 11 377 渡邉　祥治(2) 市川高 1m70
ｵｻﾀﾞ ｼｽﾞﾔ 山梨 － ○ ○ × × ○ × × ×

9 9 352 長田　静弥(1) 白根高 1m70
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

10 6 8 中島　健登(1) 北杜高校 1m65
ｱｻﾐ ﾋﾛﾌﾐ 山梨 － － ○ × × ×

10 15 734 浅見　拓史(1) 山梨学院大付高 1m65
ｶﾝﾉ ｶｽﾞﾏ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

12 18 498 菅野　一真(1) 都留高 1m65
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄｼ 山梨 ○ ○ × × ×

13 3 1741 藤原　尚俊(3) 大月AC 1m60
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 － ○ × × ×

13 5 3292 相原　樹 山梨大AC 1m60
ｺｼｲｼ ｼｮｳﾀ 山梨 ○ × ○ × × ／

15 1 422 越石　翔太(2) 笛吹高 1m60
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 山梨 × ○ × × ×

16 23 459 小林　祥(1) 山梨高 1m55
ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 山梨 × × ×

10 251 田邉　敦司(1) 甲府昭和高 NM
ｲﾁﾉﾐﾔ ﾋｶﾙ 山梨 × × ×

20 517 一ノ宮　光(2) 上野原高 NM
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 山梨 － － － － － － － － × × ×

21 886 外川　巧(2) 静岡大 NM
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 山梨

2 5447 遠藤　雄太(1) 山梨学院大 DNS
ﾏﾙﾀ ﾓﾄﾏｻ 山梨

4 458 丸田　誉真(1) 山梨高 DNS
ﾋｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

14 109 樋川　遼太朗(2) 甲府西高 DNS
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨

19 539 長坂　黎(2) 桂高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾖｼﾉﾘ 山梨

24 3027 小林　祥典 高体連専門部 DNS

9月15日 12:30 決勝

1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般・高校・中学男子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(KEN　AC)                   1996
山梨県高校記録(YH)      7m24      保坂　英也(駿台甲府高)                1990

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨 7m06 7m33 7m18 7m33 8 7m22 × 7m13 7m33
1 20 2056 宮野　祐太(2) 都留文科大 -0.9 +3.6 +1.9 +3.6 +2.3 +1.7 +3.6

ｱｲﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 7m09 7m06 6m94 7m09 7 6m64 6m64 × 7m09
2 9 693 相山  友希(3) 駿台甲府高 +0.2 +1.4 +2.9 +0.2 +1.7 +1.0 +0.2

ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ 山梨 6m74 6m76 × 6m76 5 6m75 × 7m08 7m08
3 42 3114 廣瀬　勇也 大月短大附教員 +1.0 +2.3 +2.3 +1.4 +1.2 +1.2

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 × 6m98 6m79 6m98 6 6m98 6m89 6m89 6m98
4 16 696 斉藤  一真(3) 駿台甲府高 +1.9 +4.5 +1.9 +1.6 +1.5 +1.1 +1.6

ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 6m43 6m42 6m60 6m60 3 6m50 6m78 6m59 6m78
5 6 3287 澤邊　直人 山梨大ＡＣ -0.2 -0.2 +1.6 +1.6 +2.9 +1.5 +1.3 +1.5

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾏ 山梨 × 6m49 6m52 6m52 1 6m07 6m67 6m49 6m67
6 30 2291 沢登　良馬(3) 東京大 +2.4 +2.4 +2.4 +1.1 +1.6 +0.8 +1.6

ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 6m47 6m63 6m65 6m65 4 × × 6m40 6m65
7 10 540 藤本　聖哉(2) 桂高 +0.3 +1.9 +1.3 +1.3 +0.9 +1.3

ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 山梨 6m46 6m55 6m52 6m55 2 6m31 6m54 6m57 6m57
8 22 69 日向　一機(2) 甲府第一高 -1.1 +2.6 +1.8 +2.6 +2.2 +1.3 +0.8 +0.8

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 × 6m50 × 6m50 6m50
9 11 701 浅利　拓(2) 駿台甲府高 +1.8 +1.8 +1.8

ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨 6m31 6m23 － 6m31 6m31
10 41 709 山下　黎(1) 駿台甲府高 +1.4 +1.6 +1.4 +1.4

ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 山梨 × 6m12 × 6m12 6m12
11 21 334 有泉　裕貴(1) 巨摩高 +3.1 +3.1 +3.1

ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 5m99 × 6m09 6m09 6m09
12 38 625 池谷　大介(2) 富士北稜高 +0.4 +2.1 +2.1 +2.1

ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨 5m93 × 5m64 5m93 5m93
13 43 329 中込　健太(1) 巨摩高 +0.8 +0.9 +0.8 +0.8

ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 山梨 5m68 5m89 5m92 5m92 5m92
14 23 426 宮田　健登(1) 笛吹高 -0.1 +2.3 +1.0 +1.0 +1.0

ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 山梨 5m51 5m91 4m23 5m91 5m91
15 15 117 相川　史弥(1) 甲府西高 -0.3 +2.3 +1.4 +2.3 +2.3

ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 山梨 × 5m88 × 5m88 5m88
16 32 523 三神　惇志(1) 上野原高 +2.3 +2.3 +2.3

ｼﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 × 5m79 × 5m79 5m79
17 29 1621 進藤　翼(3) 大国陸上クラブ +2.9 +2.9 +2.9

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 5m67 5m62 5m78 5m78 5m78
18 34 246 秋山　智哉(1) 甲府昭和高 +1.0 +2.3 +1.5 +1.5 +1.5

ﾐﾔﾊﾀ ｶﾂﾔ 山梨 5m77 5m21 × 5m77 5m77
19 18 250 宮畑　克哉(1) 甲府昭和高 -0.8 +2.2 -0.8 -0.8

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 山梨 5m22 5m75 5m12 5m75 5m75
20 19 157 小林　練(1) 甲府南高 -0.8 +1.7 +2.7 +1.7 +1.7

ﾌｸﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山梨 5m74 5m64 5m67 5m74 5m74
21 35 200 普久原　竜二(1) 甲府工業高 +2.3 +2.0 +2.2 +2.3 +2.3

ｲｼｲ ﾕｳﾀ 山梨 5m38 5m65 3m77 5m65 5m65
22 8 547 石井　祐太(1) 桂高 +0.9 +0.5 +2.3 +0.5 +0.5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 5m64 × 5m20 5m64 5m64
23 33 627 渡邉　和貴(2) 富士北稜高 -0.1 +1.2 -0.1 -0.1

ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ 山梨 5m49 5m37 5m22 5m49 5m49
24 25 154 荻野　慧人(1) 甲府南高 -0.2 +1.8 +1.6 -0.2 -0.2

ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 5m27 5m40 5m46 5m46 5m46
25 3 140 島田　隆成(2) 甲府南高 +0.2 +0.5 +1.6 +1.6 +1.6

ｷﾀﾊﾀ ﾀｹｼ 山梨 5m12 5m08 5m31 5m31 5m31
26 13 500 北畑　毅(1) 都留高 -0.8 +1.8 +1.8 +1.8 +1.8

ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｳｷ 山梨 4m62 5m17 4m72 5m17 5m17
27 14 217 土橋　光樹(2) 甲府城西高 -0.4 +2.4 +1.2 +2.4 +2.4

ﾊｼﾄﾞ ｹｲｽｹ 山梨 5m13 － － 5m13 5m13
28 27 826 橋戸　啓介(1) 富士学苑高 -1.1 -1.1 -1.1

ﾓﾛｵｶ ﾀｲｷ 山梨 × 4m98 4m83 4m98 4m98
29 17 842 諸岡　大生(1) 甲府南高 +2.9 +1.7 +2.9 +2.9

ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞｷ 山梨 × 4m81 4m78 4m81 4m81
30 26 524 飯塚　一輝(1) 上野原高 +2.1 +1.0 +2.1 +2.1

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 4m53 4m80 3m95 4m80 4m80
31 24 1635 川和田　龍聖(1) 大国陸上クラブ -0.1 +1.9 +1.1 +1.9 +1.9

9月15日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般・高校・中学男子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(KEN　AC)                   1996
山梨県高校記録(YH)      7m24      保坂　英也(駿台甲府高)                1990

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

9月15日 14:00 決勝

ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾅﾘ 山梨 4m80 × × 4m80 4m80
32 39 205 宮原　正成(1) 甲府工業高 +0.4 +0.4 +0.4

ﾐﾔﾊﾗ ｶﾂﾔ 山梨 × 4m57 4m76 4m76 4m76
33 4 158 宮原　徳也(1) 甲府南高 +0.6 +2.4 +2.4 +2.4

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 4m64 4m61 4m72 4m72 4m72
34 5 1750 羽入田　直斗(1) 大月AC +0.2 -0.5 +2.0 +2.0 +2.0

ｿﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 4m57 × 4m63 4m63 4m63
35 7 671 園田　亮太(2) 大月短大附属高 +0.1 +0.9 +0.9 +0.9

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 山梨 4m32 3m24 2m27 4m32 4m32
36 2 525 大久保大地(1) 上野原高 +0.7 +0.5 +2.5 +0.7 +0.7

ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 山梨 × × ×
31 603 宮下　聖矢(2) 富士河口湖高 NM

ﾏﾂｷ ﾕｳﾄ 山梨 × × ×
36 403 松木　祐斗(1) 身延高校 NM

ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾏ 山梨 × × ×
40 378 大谷　琢磨(2) 市川高 NM

ﾏﾙﾀ ﾓﾄﾏｻ 山梨
1 458 丸田　誉真(1) 山梨高 DNS

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 山梨
12 459 小林　祥(1) 山梨高 DNS

ｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 山梨
28 2539 志村　優斗(4) 山梨大 DNS

ｵｵﾌｻ ｼｭﾝﾀﾛｳ 山梨
37 548 大房春太郎(1) 桂高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子砲丸投(6kg)
審 判 長：久保田　尊文

記録主任：小林　直樹

山梨県高校記録(YH)      15m39     須田　裕太郎(巨摩高)                  2012

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨
1 2 306 須田　裕太郎(3) 巨摩高 13m52 13m18 × 13m52 8 13m53 14m22 × 14m22

ﾖｺｳﾁ ｱｷﾋﾛ 山梨
2 7 315 横内　章裕(2) 巨摩高 9m34 10m23 10m85 10m85 6 11m30 11m35 × 11m35

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨
3 11 248 萩原　怜(1) 甲府昭和高 11m06 11m04 10m72 11m06 7 10m91 10m98 11m32 11m32

ﾐｶﾐ ﾄｵﾙ 山梨
4 16 249 三神　徹(1) 甲府昭和高 8m32 8m79 9m27 9m27 2 9m49 9m70 10m18 10m18

ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨
5 13 324 矢崎　裕大(2) 巨摩高 9m23 9m80 × 9m80 5 9m43 8m80 9m42 9m80

ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨
6 1 542 柏木　英明(2) 桂高 9m62 9m18 8m94 9m62 4 9m51 9m40 8m97 9m62

ｱｻﾐ ﾋﾛﾌﾐ 山梨
7 17 734 浅見　拓史(1) 山梨学院大付高 9m17 9m40 9m17 9m40 3 9m01 9m44 9m62 9m62

ﾀﾅｶ ﾚｲﾎ 山梨
8 6 337 田中　玲帆(1) 巨摩高 9m21 8m81 8m74 9m21 1 8m63 × 9m50 9m50

ﾄｵﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 山梨
9 15 629 遠山　龍矢(2) 富士北稜高 8m76 8m67 7m66 8m76 8m76

ｵｵﾀ ﾕｳﾔ 山梨
10 12 495 太田　優也(1) 都留高 7m93 7m44 8m34 8m34 8m34

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ 山梨
11 9 630 渡辺　悠雅(2) 富士北稜高 7m92 7m40 8m11 8m11 8m11

ﾌﾙﾔ ﾁｶﾗ 山梨
12 5 541 古屋　力(2) 桂高 7m99 8m04 7m47 8m04 8m04

ｶｻﾊﾗ ｹﾝｼ 山梨
13 4 327 笠原　健志(1) 巨摩高 7m89 7m96 7m66 7m96 7m96

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 山梨
14 3 406 望月　俊希(2) 身延高校 7m25 7m34 7m77 7m77 7m77

ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲｽｹ 山梨
15 8 407 望月　渓佑(1) 身延高校 × 6m72 × 6m72 6m72

ｼﾗｽ ｶｲ 山梨
16 14 604 白須　快(1) 富士河口湖高 × 5m75 6m20 6m20 6m20

ﾋﾛｾ ﾀｲﾁ 山梨
17 10 371 広瀬　太一(1) 増穂商業高 × 5m25 5m31 5m31 5m31

9月15日 14:00 決勝

凡例 



男子砲丸投(7.26kg)
審 判 長：久保田　尊文

記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          15m66     高橋    修(田富中教)                  1993

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ　ﾀｶｼ 山梨
1 4 2332 久保田　尊士 南巨摩陸協 10m91 11m70 × 11m70 3 11m38 × × 11m70

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾔ 山梨
2 3 3540 村田　雅弥(1) 未来の森AC 10m63 10m30 10m21 10m63 2 10m46 10m40 10m04 10m63

ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨
3 1 3292 相原　樹 山梨大AC 8m92 × 8m83 8m92 1 × 8m54 × 8m92

ﾅﾘﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡
2 28 成田　知一 静岡陸協 DNS

9月15日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投(1.75kg)
審 判 長：久保田　尊文

記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          40m37     村田　雅弥(身延高)                    2011

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾅｶﾔﾏ ｿｳ 山梨
1 15 725 西中山　創(2) 山梨学院大付高 33m83 × 34m62 34m62 8 × × × 34m62

ﾖｺｳﾁ ｱｷﾋﾛ 山梨
2 11 315 横内　章裕(2) 巨摩高 28m75 32m67 32m50 32m67 7 × 29m56 × 32m67

ﾌﾙﾔ ﾁｶﾗ 山梨
3 18 541 古屋　力(2) 桂高 29m99 32m33 × 32m33 6 × × × 32m33

ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨
4 5 324 矢崎　裕大(2) 巨摩高 28m18 29m03 29m01 29m03 5 30m35 × × 30m35

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山梨
5 1 733 青沼　李軌(1) 山梨学院大付高 25m38 × 27m36 27m36 3 × × 28m94 28m94

ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨
6 13 542 柏木　英明(2) 桂高 27m64 25m06 × 27m64 4 25m00 25m83 × 27m64

ﾐｶﾐ ﾄｵﾙ 山梨
7 8 249 三神　徹(1) 甲府昭和高 × 22m86 25m09 25m09 2 23m48 22m88 21m78 25m09

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳ 山梨
8 12 400 市川　翔(2) 身延高校 × 24m02 24m65 24m65 1 × 22m98 19m90 24m65

ﾀﾅｶ ﾚｲﾎ 山梨
9 14 337 田中　玲帆(1) 巨摩高 23m24 24m26 24m02 24m26 24m26

ﾄｵﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 山梨
10 6 629 遠山　龍矢(2) 富士北稜高 23m48 22m16 × 23m48 23m48

ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 山梨
11 20 322 須賀　健太(2) 巨摩高 21m10 22m43 22m40 22m43 22m43

ﾔｼﾞﾏ ﾃﾙｶｽﾞ 山梨
12 10 207 矢島　輝一(1) 甲府工業高 21m20 21m46 22m26 22m26 22m26

ｵｵﾀ ﾕｳﾔ 山梨
13 16 495 太田　優也(1) 都留高 × 22m08 21m59 22m08 22m08

ﾅﾄﾘ ﾖｼｷ 山梨
14 7 313 名取　佳輝(2) 巨摩高 20m56 19m79 － 20m56 20m56

ｶｻﾊﾗ ｹﾝｼ 山梨
15 3 327 笠原　健志(1) 巨摩高 20m11 19m68 19m71 20m11 20m11

ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾕｷ 山梨
16 9 818 大嶺　正幸(2) 富士学苑高 15m90 18m87 18m60 18m87 18m87

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ 山梨
17 2 630 渡辺　悠雅(2) 富士北稜高 17m87 17m52 17m70 17m87 17m87

ｲｼｸﾗ ｱｷﾄ 山梨
18 19 163 石倉　秋人(1) 甲府南高 14m59 14m95 17m38 17m38 17m38

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 山梨
19 4 406 望月　俊希(2) 身延高校 15m31 × 16m48 16m48 16m48

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨
17 248 萩原　怜(1) 甲府昭和高 × × × NM

9月15日 10:00 決勝

凡例  NM:記録なし



一般男子円盤投(2.0kg)
審 判 長：久保田　尊文

記録主任：小林　直樹

山梨県高校記録(YH)      55m06     前田  裕孝(甲府工高教)                1986

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨
1 4 3120 吉田　裕貴 桂高校教員 35m23 36m21 37m16 37m16 4 37m86 38m45 41m05 41m05

ｸﾎﾞﾀ　ﾀｶｼ 山梨
2 3 2332 久保田　尊士 南巨摩陸協 33m49 × × 33m49 3 35m07 × × 35m07

ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 山梨
3 1 2528 野田　翔大(2) 山梨大 × 30m73 × 30m73 2 × × × 30m73

ｼﾉﾊﾗ ｶｲ 山梨
4 2 4603 篠原　魁(1) 山梨大 25m86 26m29 29m00 29m00 1 28m91 25m82 × 29m00

9月15日 10:00 決勝

凡例 



一般・高校・中学女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010

山梨県高校記録(YH)      12.11     松野　佳奈(甲府商業高)                2008

予選 7組0着＋16

1組 風:-0.9 2組 風:-1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾈ ﾏｲ ｼﾐｽﾞ ｻﾔｺ

1 2 466 中根  舞(3) 12.93 q 1 8 473 清水　彩也子(2) 13.92 q
ｲﾉｳｴ ｴﾘ ｶﾜｻｷ ﾅﾅﾐ

2 4 165 井上　愛梨(3) 13.09 q 2 6 67 川崎　七海(2) 14.62
ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾁｹﾝ ﾏｲ

3 5 344 大神田南海(2) 13.18 q 3 1 1759 知見　真衣(2) 14.69
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ

4 7 180 原田　真衣(2) 13.19 q 4 5 359 鈴木　玖実子(1) 15.01
ﾀﾅｶ ﾘｺ ｵｶﾍﾞ ﾅｷﾞｻ

5 3 494 田中　璃瑚(1) 13.39 q 5 4 325 岡部　　汀(1) 15.25
ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾐ

6 8 472 小川　詩織(2) 13.55 q 6 2 316 近藤　日南美(1) 15.25
ﾉｻﾞﾜ ﾐﾅ ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ

6 202 野沢　美菜(1) DSQ,*T4 3 192 斉藤　なつみ(1) DNS
ｶﾅｲ ｻﾔｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷｺ

1 327 金井　彩香(1) DNS 7 496 小林　咲子(1) DNS

3組 風:-1.1 4組 風:+0.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ

1 6 69 宮澤　佑季(1) 13.27 q 1 7 343 柏木　真央(2) 13.20 q
ﾀｶﾉ ﾐｻｷ ﾊｾﾍﾞ ｲｽﾞﾐ

2 4 353 高野　美咲(1) 13.96 q 2 2 179 長谷部　いずみ(2) 13.82 q
ｵﾏﾀ ﾚﾅ ｼﾑﾗ ﾏﾕ

3 3 1760 小俣　玲奈(2) 14.92 3 5 129 志村　茉優(2) 13.99 q
ﾐｶﾐ ﾘﾅ ﾑﾗﾏﾂ ｱﾕﾐ

4 5 314 三神　里菜(1) 15.10 4 8 286 村松　歩(1) 14.32
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ ｶﾜｻｷ ﾅｷﾞｻ

5 8 1505 山本　萌加(1) 16.10 5 4 66 川崎　渚(2) 14.89
ｶﾜﾉ ｻｸﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾉ

2 1632 河野　さくら(2) DNS 6 6 413 渡邉　梨乃(2) 15.36
ﾀｹﾉ ﾌｷ ﾀｹ ｽﾐﾚ

7 178 竹野　芙紀(2) DNS 3 1637 武　すみれ(1) DNS

5組 風:+0.2 6組 風:+0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｶﾐ ﾕｳ ﾀﾅｶ ﾅﾐ

1 2 185 深美　　優(1) 13.96 q 1 7 488 田中　那実(3) 13.38 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ

2 6 417 小林  志帆(1) 14.04 2 5 90 橋本　葵(2) 13.52 q
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ ﾋﾛｾ ﾘﾎ

3 4 351 杉本　理奈(2) 14.10 3 8 342 廣瀬　梨帆(2) 13.83 q
ﾀｶﾉ ﾉｿﾞﾐ ｱﾒﾐﾔ ﾚﾅ

4 5 122 鷹野　夢実(1) 14.26 4 4 285 雨宮　怜奈(1) 14.18
ｶｻﾞﾏ ｶﾅ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｶ

5 8 127 風間　加菜(2) 15.10 5 3 216 水島　結花(1) 15.02
ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾉ ｻﾜﾑﾗ ｱﾔｶ

6 7 552 杉本　富美乃(2) 15.55 6 2 411 澤村　彩夏(2) 15.07
ｲﾀﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾖﾘ ﾕｷ

7 3 88 井田　菜月(2) 15.62 6 184 飯寄　由季(1) DNS

9月15日 09:55 予選

9月15日 14:50 決勝

山梨・駿台甲府高

山梨・巨摩高

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大付高

山梨・桂高

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大付高

山梨・駿台甲府高

山梨・駿台甲府高

山梨・甲府西高

山梨・大月AC

山梨・桂高

山梨・上野原高

山梨・都留高

山梨・甲府西高

山梨・桂高

山梨・大月AC

山梨・都留高

山梨・白根高

山梨・上野原高

山梨・桂高

山梨・巨摩高

山梨・甲府昭和高

山梨・山梨高

山梨・甲府西高

山梨・富士北稜高

山梨・巨摩高

山梨・巨摩高

山梨・富士北稜高

山梨・桂高

山梨・甲府城西高

山梨・富士学苑中

山梨・大国陸上クラブ

山梨・巨摩高 山梨・大国陸上クラブ

山梨・山梨学院大付高

山梨・甲府南高

山梨・桂高

山梨・山梨高

山梨・増穂商業高

山梨・富士北稜高

山梨・甲府昭和高

山梨・富士学苑高

山梨・甲府南高

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *T4:２度の不正スタート



一般・高校・中学女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010

山梨県高校記録(YH)      12.11     松野　佳奈(甲府商業高)                2008

9月15日 09:55 予選

9月15日 14:50 決勝

7組 風:+1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ

1 2 130 世古口　聖花(2) 14.07
ｲﾉｳｴ ｱｲｺ

2 6 309 井上　愛子(2) 14.62
ｵｵｷﾞ ｶﾅ

3 3 201 大木　奏(1) 14.63
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ

4 8 215 鈴木　くるみ(1) 15.28
ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ

4 348 坂本　明里(2) DNS
ｵｻﾀﾞ ｱﾔ

5 326 長田　亜矢(1) DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ

7 414 渡邊　里沙(2) DNS

決勝 2組

1組 風:-0.4 2組 風:-2.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ ﾅｶﾈ ﾏｲ

1 5 472 小川　詩織(2) 13.53 1 4 466 中根  舞(3) 12.87
ﾀｶﾉ ﾐｻｷ ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ

2 8 353 高野　美咲(1) 13.63 2 5 344 大神田南海(2) 13.07
ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ ｲﾉｳｴ ｴﾘ

3 3 90 橋本　葵(2) 13.72 3 6 165 井上　愛梨(3) 13.09
ﾊｾﾍﾞ ｲｽﾞﾐ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ

4 4 179 長谷部　いずみ(2) 13.80 4 3 180 原田　真衣(2) 13.18
ｼﾐｽﾞ ｻﾔｺ ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ

5 7 473 清水　彩也子(2) 13.84 5 8 343 柏木　真央(2) 13.20
ｼﾑﾗ ﾏﾕ ﾀﾅｶ ﾘｺ

6 1 129 志村　茉優(2) 13.87 6 2 494 田中　璃瑚(1) 13.35
ﾋﾛｾ ﾘﾎ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ

7 6 342 廣瀬　梨帆(2) 14.04 7 7 69 宮澤　佑季(1) 13.41
ﾌｶﾐ ﾕｳ ﾀﾅｶ ﾅﾐ

8 2 185 深美　　優(1) 14.09 8 1 488 田中　那実(3) 13.46

山梨・甲府昭和高

山梨・都留高

山梨・白根高

山梨・増穂商業高

山梨・甲府西高

山梨・桂高

山梨・甲府南高

山梨・巨摩高

山梨・駿台甲府高

山梨・桂高

山梨・上野原高

山梨・富士北稜高

山梨・駿台甲府高

山梨・山梨学院大付高

山梨・甲府昭和高

山梨・桂高

山梨・巨摩高

山梨・駿台甲府高

山梨・桂高

山梨・巨摩高

山梨・巨摩高

山梨・桂高

山梨・山梨学院大付高

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *T4:２度の不正スタート



一般・高校・中学女子４００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          55.07     上田  千暁(都留文科大)                2007
山梨県高校記録(YH)      56.22     山口　初乃香(駿台甲府高)              2010

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ
1 4 180 原田　真衣(2) 1:01.84 1 3 476 白倉  若奈(1) 1:02.94

ｸﾇｷﾞ ｶｱｲ ﾀｶﾉ ﾐｻｷ
2 2 492 功刀　可愛(2) 1:03.68 2 5 353 高野　美咲(1) 1:04.56

ﾔﾅｸﾞﾁ ﾏﾘ ﾊﾀﾞ ｱｽｶ
3 3 312 山口　真利(2) 1:04.24 3 4 239 羽田　あすか(1) 1:04.64

ﾌｼﾞﾏｷ ｱｽｶ ﾄﾞｲ ｱﾕﾐ
4 5 501 藤巻　あすか(1) 1:04.82 4 2 13 土肥　鮎美(1) 1:10.57

ｳﾁﾔﾏ ｴﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ
5 7 70 内山　絵理(1) 1:06.74 5 7 417 小林  志帆(1) 1:11.33

ｵｵｲｼ ﾘﾉ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏﾕ
6 182 大石　莉乃(1) DNS 6 6 133 宮川　真優(1) 1:13.28

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲ
1 6 1606 山田　美衣(3) 1:01.99

ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ
2 7 7201 野口　彩夏(2) 1:06.09

ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ
3 5 241 遠藤　あい子(1) 1:08.26

ｺｳﾉ ｻﾄ
4 3 256 河野　紗都(1) 1:16.77

ﾐｶﾐ ﾘﾅ
4 314 三神　里菜(1) DNS

9月15日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大付高

山梨・都留高

山梨・駿台甲府高

山梨・桂高

山梨・身延高校

山梨・北杜高校

山梨・富士北稜高

山梨・甲府昭和高

山梨・都留高

山梨・未来の森AC

山梨・山梨学院大

山梨・身延高校

山梨・笛吹高

山梨・山梨学院大付高

山梨・甲府西高

山梨・巨摩高

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学女子１０００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県最高記録(YRS)     2:55.14   田中　花歩(韮崎高)                    2008
山梨県高校最高記録(YHS) 2:55.14   田中　花歩(韮崎高)                    2008

決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｻｶ ﾉｺｶ

1 3 193 保坂　野恋花(3) 3:04.95
ｱｵﾔｷﾞ ﾐｿﾗ

2 2 1631 青柳　美空(2) 3:12.86
ﾊﾔｼ ｱｷﾗ

3 10 1622 林　輝(3) 3:13.74
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ

4 4 1629 小林　真和(2) 3:19.51
ｵｵﾀｷ ｱﾘｻ

5 14 1621 大滝　有沙(3) 3:24.20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾅﾐ

6 6 94 小林　帆南(1) 3:25.23
ﾅﾙﾐ ｶﾝﾅ

7 13 383 鳴海　カンナ(2) 3:30.81
ｵｷﾞｸﾎﾞ ｱｲﾘ

8 1 384 荻窪　亜衣李(2) 3:33.39
ﾀﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

9 12 1635 龍澤　遥(1) 3:34.77
ｵｸﾜｷ ｱﾔ

10 11 389 奥脇　亜耶(2) 3:34.91
ｲﾁﾉｾ ﾗﾑ

11 9 135 市瀨　来夢(1) 3:41.25
ﾐｽﾞｺｼ ﾐｻｷ

12 15 323 水越　未咲(2) 3:53.55
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ

13 8 392 渡辺　祐希(1) 3:57.37
ﾔｽﾄﾒ ﾚﾅ

5 415 安留  玲奈(1) DNS
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕ

7 134 川口　真由(1) DNS

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・甲府南高

山梨・富士河口湖高

9月15日 14:25 決勝

山梨・梨大附属中

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・上野原高

山梨・富士河口湖高

山梨・富士北稜高

山梨・甲府昭和高

山梨・富士河口湖高

山梨・大国陸上クラブ

山梨・富士河口湖高

山梨・甲府昭和高

ラップ表 400m 800m

ナンバー 193 193

記録 1:15 2:28
決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学女子１００ｍＹH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県高校記録(YH)      14.86     内田　莉奈(巨摩高)                    2010

決勝 

風:-0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ
1 4 1601 剱持　クリア(3) 15.58

ﾔﾏｼﾀ ｾﾅ
2 7 1628 山下　瀬捺(2) 17.30

ｼﾛﾅｶﾞ ﾋﾅ 
3 8 1627 代永　ひな(3) 17.36

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ
4 5 93 渡邉　萌(1) 18.12

ｲﾁﾉｾ ﾐﾉﾘ
5 3 92 一瀬　美乃莉(1) 18.96

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾅｺ
6 2 217 望月　美奈子(1) 20.12

ﾌﾅｸﾎﾞ ﾊﾙｶ
7 6 391 舟久保　遥(1) 23.15

ｶﾜﾉ ｻｸﾗ
1 1632 河野　さくら(2) DNS山梨・大国陸上クラブ

山梨・甲府南高

山梨・甲府南高

山梨・増穂商業高

山梨・富士河口湖高

9月15日 12:00 決勝

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学女子１００ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          14.10     小林　悠香(都留文科大)                2011
山梨県高校記録(YH)      14.34     塚越　　彩(駿台甲府高)                2011

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組 風:+0.6 2組 風:+1.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾌｶｻﾜ ｶﾅ

1 3 344 大神田南海(2) 14.89 1 3 175 深沢　果夏(2) 16.98
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ

2 4 176 村上　史奈(2) 15.94 2 5 89 大澤　いくみ(2) 17.72
ｶﾂﾏﾀ ﾐｸ ｼﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ

3 8 349 勝俣　美空(1) 16.26 3 6 188 柴田　涼花(1) 17.97
ｶﾜﾉ ﾅｵ ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ

4 5 475 川野　南緒(1) 16.99 4 4 388 坂本　あかね(2) 18.95
ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ

5 6 131 内藤　真実(2) 18.21 5 7 54 加賀美　蘭(2) 22.00
ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾉ ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ

6 7 552 杉本　富美乃(2) 22.13 2 348 坂本　明里(2) DNS
ｵｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ

8 237 小澤　真里奈(2) DNS

3組 風:+0.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｶﾜ ﾐｻ

1 5 174 早川　実沙(2) 17.00
ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ

2 6 313 藏重　泉美(2) 18.02
ﾉﾅｶ ﾅｵ

3 8 183 野中　南歩(1) 18.14
ﾅｲﾄｳ ﾌﾐﾅ

4 4 189 内藤　史奈(1) 19.48
ｶｻｲ ﾐﾜ

5 3 132 河西　美和(1) 19.50
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾋｶﾘ

6 7 555 渕上　ひかり(1) 21.89

9月15日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・桂高

山梨・巨摩高

山梨・桂高

山梨・駿台甲府高

山梨・甲府昭和高

山梨・富士学苑高

山梨・巨摩高

山梨・甲府南高

山梨・巨摩高

山梨・富士河口湖高

山梨・甲府第一高

山梨・桂高

山梨・巨摩高

山梨・甲府昭和高

山梨・富士学苑高

山梨・身延高校

山梨・巨摩高

山梨・都留高

山梨・巨摩高

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子４００ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          58.09     上田　千曉(都留文科大)                2009
山梨県高校記録(YH)      1:00.40   上田　千暁(駿台甲府高)                2005

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾑﾗ ﾕﾐ ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ
1 3 490 田村　優実(2) 1:07.42 1 1 89 大澤　いくみ(2) 1:09.80

ﾌｶｻﾜ ｶﾅ ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾔ
2 2 175 深沢　果夏(2) 1:09.78 2 3 474 山岸  花陽(1) 1:12.53

ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ ﾅｲﾄｳ ﾌﾐﾅ
3 1 313 藏重　泉美(2) 1:10.37 3 6 189 内藤　史奈(1) 1:13.46

ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘｺ ｻﾜﾑﾗ ｱﾔｶ
4 4 497 丸山　瑠里子(1) 1:10.96 4 8 411 澤村　彩夏(2) 1:17.20

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ ｵｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ
5 5 495 望月　愛美(1) 1:11.37 5 5 237 小澤　真里奈(2) 1:17.90

ｶﾂﾏﾀ ﾐｸ ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ
6 8 349 勝俣　美空(1) 1:12.80 6 4 388 坂本　あかね(2) 1:18.79

ｷｹｶﾞﾜ ﾏﾅ ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ
7 7 187 亀ケ川　愛(1) 1:15.04 7 7 118 古川　奈緒(1) 1:22.90

ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾊﾔｶﾜ ﾐｻ
6 344 大神田南海(2) DNS 2 174 早川　実沙(2) DNS

山梨・山梨学院大付高

山梨・桂高

山梨・巨摩高

9月15日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・山梨学院大付高

山梨・巨摩高

山梨・都留高

山梨・桂高

山梨・甲府南高

山梨・駿台甲府高

山梨・巨摩高

山梨・富士北稜高

山梨・身延高校

山梨・富士河口湖高

山梨・甲府城西高

山梨・巨摩高

山梨・山梨学院大付高

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子５０００ｍＷ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          21:32.05  三森　由佳(総合警備保障)              1995
山梨県高校記録(YH)      24:04.77  三森　理恵(山梨学院大附高)            1992

決勝 

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ

1 2 346 山口　知美(2) 27:13.57
ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ

2 1 6843 川村　美沙季(3) 28:09.32
ｺﾞﾝｼｮｳ ｻﾄﾐ

3 6 387 權正　智美(2) 28:56.29
ｱﾏﾉ ｶｴﾃﾞ

4 7 352 天野　楓(1) 33:51.38
ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕﾐ

5 5 235 山田　冬美(2) 34:34.75
ｶﾜﾉ ｼﾎ

6 4 361 河野　史歩(1) 34:39.51
ｻｶｲ ﾕｳｺ

3 315 酒井　優子(1) DNS

山梨・桂高

山梨・身延高校

山梨・桂高

山梨・都留高

9月15日 15:10 決勝

山梨・桂高

山梨・山梨大

山梨・富士河口湖高

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 346 346 346 346

記録 5:16 10:27 16:02 21:35
決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子４×１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          46.87     松野、佐野、上田、勝俣(山梨選抜)      2009
山梨県高校記録(YH)      47.66     杉原・横山・輿石・松山(駿台甲府高)    2007

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂高・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.22 記録 50.64 記録 51.31

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ﾀｶﾉ ﾐｻｷ 山梨
1 476 白倉  若奈(1) 駿台甲府高 1 176 村上　史奈(2) 巨摩高 1 353 高野　美咲(1) 桂高

ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 山梨 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨
2 471 寺本　有那(2) 駿台甲府高 2 180 原田　真衣(2) 巨摩高 2 343 柏木　真央(2) 桂高

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨 ｵｵｲｼ ﾘﾉ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨
3 478 藤本  真優(1) 駿台甲府高 3 182 大石　莉乃(1) 巨摩高 3 344 大神田南海(2) 桂高

ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ 山梨
4 472 小川　詩織(2) 駿台甲府高 4 191 石川　愛梨(1) 巨摩高 4 351 杉本　理奈(2) 桂高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院大付高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南高・山梨

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.64 記録 54.12 記録 54.92

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ 山梨
1 490 田村　優実(2) 山梨学院大付高 1 131 内藤　真実(2) 甲府昭和高 1 93 渡邉　萌(1) 甲府南高

ﾀﾅｶ ﾘｺ 山梨 ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨
2 494 田中　璃瑚(1) 山梨学院大付高 2 129 志村　茉優(2) 甲府昭和高 2 90 橋本　葵(2) 甲府南高

ｸﾇｷﾞ ｶｱｲ 山梨 ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨
3 492 功刀　可愛(2) 山梨学院大付高 3 130 世古口　聖花(2) 甲府昭和高 3 89 大澤　いくみ(2) 甲府南高

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨 ｵｶﾍﾞ ﾐﾜ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾅﾐ 山梨
4 495 望月　愛美(1) 山梨学院大付高 4 136 岡部　美和(1) 甲府昭和高 4 94 小林　帆南(1) 甲府南高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨選抜・山梨

5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府西高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 身延高校・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 54.51 記録 54.80 記録 55.47

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾜｻｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 ﾔﾅｸﾞﾁ ﾏﾘ 山梨 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾂｷ 山梨
1 66 川崎　渚(2) 甲府西高 1 312 山口　真利(2) 都留高 1 240 今村　美月(1) 身延高校

ｶﾜｻｷ ﾅﾅﾐ 山梨 ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 ﾊﾀﾞ ｱｽｶ 山梨
2 67 川崎　七海(2) 甲府西高 2 313 藏重　泉美(2) 都留高 2 239 羽田　あすか(1) 身延高校

ｳﾁﾔﾏ ｴﾘ 山梨 ｲﾉｳｴ ｱｲｺ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 山梨
3 70 内山　絵理(1) 甲府西高 3 309 井上　愛子(2) 都留高 3 237 小澤　真里奈(2) 身延高校

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 山梨 ﾐｶﾐ ﾘﾅ 山梨 ｷﾑﾗ ﾅﾅ 山梨
4 69 宮澤　佑季(1) 甲府西高 4 314 三神　里菜(1) 都留高 4 238 木村　奈那(1) 身延高校

9月15日 16:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子４×１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          46.87     松野、佐野、上田、勝俣(山梨選抜)      2009
山梨県高校記録(YH)      47.66     杉原・横山・輿石・松山(駿台甲府高)    2007 9月15日 16:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士北稜高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 増穂商業高・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 56.49 記録 57.86 記録 58.32

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾑﾗﾏﾂ ｱﾕﾐ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｸ 山梨
1 286 村松　歩(1) 山梨高 1 417 小林  志帆(1) 富士北稜高 1 214 杉本　未来(1) 増穂商業高

ﾅﾂﾔｷﾞ ｶﾅ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾉ 山梨 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｶ 山梨
2 281 夏八木　かな(2) 山梨高 2 413 渡邉　梨乃(2) 富士北稜高 2 216 水島　結花(1) 増穂商業高

ｱﾒﾐﾔ ﾚﾅ 山梨 ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾅｺ 山梨
3 285 雨宮　怜奈(1) 山梨高 3 412 真田　華茄(2) 富士北稜高 3 217 望月　美奈子(1) 増穂商業高

ｵｵﾀ ﾕｳｷ 山梨 ｻﾜﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨 ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ 山梨
4 283 太田　有紀(2) 山梨高 4 411 澤村　彩夏(2) 富士北稜高 4 215 鈴木　くるみ(1) 増穂商業高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖高・山梨

7 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 58.39

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ 山梨
1 388 坂本　あかね(2) 富士河口湖高

ﾄｵﾔﾏ ﾘﾅ 山梨
2 390 遠山　里奈(1) 富士河口湖高

ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨
3 386 三浦　希美(2) 富士河口湖高

ﾌﾅｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 山梨
4 391 舟久保　遥(1) 富士河口湖高

凡例  DNS:欠場



一般・高校・中学女子走高跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          1m70      原田　真妃(東女体大)                  1983
山梨県記録(YR)          1m70      橋本　寿子(甲府一高教)                1985
山梨県高校記録(YH)      1m68      原田　真妃(山梨高)                    1981

決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾌｶﾐ ﾕｳ 山梨 － － × ○ ○ × ○ × × ×

1 1 185 深美　　優(1) 巨摩高 1m45
ｷﾑﾗ ﾅﾅ 山梨 － ○ ○ ○ × × ×

2 11 238 木村　奈那(1) 身延高校 1m40
ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ 山梨 － － × ○ ○ × × ×

3 5 191 石川　愛梨(1) 巨摩高 1m40
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 8 489 山田　美樹(2) 山梨学院大付高 1m40
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ 山梨 － － ○ × × ×

5 10 351 杉本　理奈(2) 桂高 1m35
ｷｯﾀ ﾅｵ 山梨 － × ○ × ○ × × ×

6 2 500 橘田　奈央(1) 山梨学院大付高 1m35
ｵｶﾍﾞ ﾐﾜ 山梨 ○ × ○ × × ×

7 3 136 岡部　美和(1) 甲府昭和高 1m30
ｻｶﾏｷ ﾅﾎ 山梨 － × ○ × × ×

7 7 177 坂巻　奈穂(2) 巨摩高 1m30
ﾈﾓﾄ ｼｭｳｶ 山梨 × × ×

4 362 根本　珠花(1) 桂高 NM
ﾋﾛｾ ﾘﾎ 山梨 － － × × ×

6 342 廣瀬　梨帆(2) 桂高 NM
ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｸ 山梨 × × ×

12 214 杉本　未来(1) 増穂商業高 NM
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾐ 山梨

9 316 近藤　日南美(1) 都留高 DNS

9月15日 10:00 決勝

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般・高校女子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          5m98      荘　　久慧(田富中)                    1998
山梨県高校記録(YH)      5m85      相原　千枝(駿台甲府高)                2010

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 5m53 × 5m47 5m53 8 5m64 5m69 × 5m69
1 24 486 剱持　早紀(3) 山梨学院大付高 0.0 +0.8 0.0 +1.4 +0.6 +0.6

ｶﾜｶﾐ ﾕｶ 山梨 × × 5m52 5m52 7 5m67 5m32 5m56 5m67
2 15 6722 川上　裕加(3) 都留文科大 +2.1 +2.1 +2.0 +1.9 +1.0 +2.0

ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨 5m31 5m44 × 5m44 6 × 5m44 × 5m44
3 12 1601 剱持　クリア(3) 未来の森AC -1.7 0.0 0.0 +0.3 0.0

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨 × × 5m17 5m17 4 5m11 － 5m43 5m43
4 20 478 藤本  真優(1) 駿台甲府高 +1.2 +1.2 +1.0 +1.6 +1.6

ﾊｾﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 4m93 4m95 5m19 5m19 5 4m90 5m11 5m26 5m26
5 7 179 長谷部　いずみ(2)巨摩高 +0.6 +0.3 +2.4 +2.4 +1.2 +1.1 +2.6 +2.6

ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 × 5m12 × 5m12 3 × － × 5m12
6 29 343 柏木　真央(2) 桂高 +1.3 +1.3 +1.3

ｵｶﾍﾞ ﾐﾜ 山梨 4m73 4m57 4m89 4m89 1 4m76 5m01 4m95 5m01
7 5 136 岡部　美和(1) 甲府昭和高 -0.1 +1.4 +2.3 +2.3 +0.9 +1.1 +1.1 +1.1

ｿﾉﾀﾞ ｱﾘｻ 山梨 4m98 × × 4m98 2 × × 4m89 4m98
8 23 6742 園田　亜莉沙(1) 都留文科大 -0.5 -0.5 +1.0 -0.5

ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ 山梨 4m59 4m85 4m80 4m85 4m85
9 22 54 加賀美　蘭(2) 甲府第一高 -0.8 +2.2 +1.6 +2.2 +2.2

ﾅﾂﾔｷﾞ ｶﾅ 山梨 4m51 4m78 4m68 4m78 4m78
10 30 281 夏八木　かな(2) 山梨高 -1.4 +2.7 +1.5 +2.7 +2.7

ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ 山梨 4m72 × 4m72 4m72 4m72
11 17 191 石川　愛梨(1) 巨摩高 -2.3 +1.8 -2.3 -2.3

ｶｻｲ ﾚﾅ 山梨 4m61 4m23 4m70 4m70 4m70
12 11 116 河西　玲奈(1) 甲府城西高 0.0 -0.1 +1.2 +1.2 +1.2

ｱｲｶﾜ ｱﾔｶ 山梨 4m38 4m54 4m40 4m54 4m54
13 34 181 相川　礼夏(1) 巨摩高 -0.3 +2.2 +3.6 +2.2 +2.2

ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 山梨 4m36 4m34 4m52 4m52 4m52
14 28 477 中澤  美結(1) 駿台甲府高 -0.5 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0

ｶｻｲ ﾐﾜ 山梨 × 4m50 4m32 4m50 4m50
15 19 132 河西　美和(1) 甲府昭和高 +1.7 +1.7 +1.7 +1.7

ｵｸﾑﾗ ﾐﾅﾐ 山梨 4m09 4m18 4m46 4m46 4m46
16 27 117 奥村　未菜実(1) 甲府城西高 -1.1 +2.3 +3.1 +3.1 +3.1

ﾐﾂｷﾞ ﾙｶ 山梨 4m15 4m16 4m46 4m46 4m46
17 8 357 三木　瑠花(1) 桂高 +0.8 +0.6 +2.3 +2.3 +2.3

ﾅｶｻﾞﾜ ﾁｶ 山梨 4m40 3m85 × 4m40 4m40
18 3 190 中澤　知佳(1) 巨摩高 +0.2 +2.0 +0.2 +0.2

ｷﾑﾗ ﾅﾅ 山梨 × 4m30 4m27 4m30 4m30
19 21 238 木村　奈那(1) 身延高校 +2.2 +2.2 +2.2 +2.2

ﾁｹﾝ ﾏｲ 山梨 3m71 3m99 4m07 4m07 4m07
20 4 1759 知見　真衣(2) 大月AC 0.0 +0.5 +1.6 +1.6 +1.6

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾐ 山梨 4m06 3m90 3m71 4m06 4m06
21 32 328 山口佳容美(1) 上野原高 -1.1 +2.3 +2.2 -1.1 -1.1

ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 3m91 4m02 3m95 4m02 4m02
22 26 130 世古口　聖花(2) 甲府昭和高 0.0 +3.5 +2.3 +3.5 +3.5

ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ 山梨 3m65 × 4m02 4m02 4m02
23 35 359 鈴木　玖実子(1) 桂高 0.0 +2.2 +2.2 +2.2

ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾉ 山梨 3m84 3m81 3m95 3m95 3m95
24 9 552 杉本　富美乃(2) 富士学苑高 +0.1 0.0 +2.1 +2.1 +2.1

ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨 3m69 3m92 3m79 3m92 3m92
25 25 412 真田　華茄(2) 富士北稜高 0.0 +2.4 +0.6 +2.4 +2.4

ｶﾜｻｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 × 3m75 × 3m75 3m75
26 16 66 川崎　渚(2) 甲府西高 +0.2 +0.2 +0.2

ﾄｵﾔﾏ ﾘﾅ 山梨 3m50 3m71 3m46 3m71 3m71
27 18 390 遠山　里奈(1) 富士河口湖高 -1.4 +0.8 +1.0 +0.8 +0.8

ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ 山梨 × × 3m58 3m58 3m58
28 1 355 佐藤　衣純(1) 桂高 +2.4 +2.4 +2.4

ｲｼｲ ｴﾐ 山梨 × 3m41 × 3m41 3m41
29 2 451 石井　えみ(3) 大月短大附属高 -1.6 -1.6 -1.6

ﾈﾓﾄ ｼｭｳｶ 山梨 3m11 × × 3m11 3m11
30 6 362 根本　珠花(1) 桂高 +0.4 +0.4 +0.4

ｶﾜｻｷ ﾅﾅﾐ 山梨
13 67 川崎　七海(2) 甲府西高

9月15日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          5m98      荘　　久慧(田富中)                    1998
山梨県高校記録(YH)      5m85      相原　千枝(駿台甲府高)                2010

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

9月15日 14:00 決勝

ｲﾉｳｴ ｱｲｺ 山梨
10 309 井上　愛子(2) 都留高 DNS

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨
14 493 近藤　祐未(1) 山梨学院大付高 DNS

ﾓﾘﾓﾄ ｺﾉﾐ 山梨
31 324 森本　このみ(2) 上野原高 DNS

ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨
33 356 上野　瑞妃(1) 桂高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子砲丸投
審 判 長：久保田　尊文

記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000
山梨県高校記録(YH)      13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨
1 15 234 石川　果歩(2) 身延高校 9m42 9m46 9m36 9m46 6 9m81 10m12 10m51 10m51

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨
2 8 491 大久保　祐佳(2) 山梨学院大付高 9m24 8m98 9m67 9m67 8 9m47 9m01 × 9m67

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｶ 山梨
3 7 498 澤登　裕佳(1) 山梨学院大付高 9m51 8m61 × 9m51 7 8m79 9m34 9m41 9m51

ｷｹｶﾞﾜ ﾏﾅ 山梨
4 2 187 亀ケ川　愛(1) 巨摩高 7m52 8m15 7m98 8m15 5 7m85 7m98 8m15 8m15

ﾎｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 山梨
5 3 350 星野　希(1) 桂高 7m92 7m78 ／ 7m92 4 7m92

ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨
6 1 311 衣川　沙希(2) 都留高 7m71 7m44 7m28 7m71 3 7m00 7m58 7m31 7m71

ｶﾈﾏﾙ ﾏﾕ 山梨
7 14 128 金丸　茉由(2) 甲府昭和高 7m36 7m67 6m66 7m67 2 7m38 7m50 7m57 7m67

ｲﾁﾉｾ ﾐﾉﾘ 山梨
8 16 92 一瀬　美乃莉(1) 甲府南高 6m60 7m29 6m42 7m29 1 6m54 6m52 7m03 7m29

ｲｲﾖﾘ ﾕｷ 山梨
9 9 184 飯寄　由季(1) 巨摩高 5m85 6m18 6m70 6m70 6m70

ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨
10 10 386 三浦　希美(2) 富士河口湖高 5m84 6m02 6m08 6m08 6m08

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾉ 山梨
11 4 322 安藤　夢乃(2) 上野原高 5m46 5m18 5m84 5m84 5m84

ﾔﾅｲ ﾒｲ 山梨
12 12 317 谷内　芽生(1) 都留高 5m28 5m61 5m60 5m61 5m61

ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ 山梨
13 13 236 田中　葵玲々(2) 身延高校 5m54 4m47 × 5m54 5m54

ｺｽﾞｹﾞ ﾐｶ 山梨
14 11 347 小菅　身香(2) 桂高 5m21 5m34 5m35 5m35 5m35

ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ 山梨
15 6 355 佐藤　衣純(1) 桂高 × 4m75 4m67 4m75 4m75

ｲﾏﾑﾗ ﾐﾂｷ 山梨
5 240 今村　美月(1) 身延高校 DNS

9月15日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子円盤投
審 判 長：久保田　尊文

記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          44m86     吉野　トヨ子(教育庁)                  1952
山梨県高校記録(YH)      38m90     望月　志津(身延高)                    1986

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨
1 1 234 石川　果歩(2) 身延高校 27m86 27m82 × 27m86 7 30m25 29m47 × 30m25

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨
2 10 491 大久保　祐佳(2) 山梨学院大付高 27m77 29m96 24m77 29m96 8 28m22 × 26m14 29m96

ｵｵﾑﾗ ﾕｶ 山梨
3 12 284 大村　祐佳(2) 山梨高 × 27m55 24m65 27m55 6 25m38 × 26m11 27m55

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 山梨
4 4 332 小林　えり佳(3) 桂高 23m77 24m19 25m83 25m83 5 × × × 25m83

ﾎｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 山梨
5 9 350 星野　希(1) 桂高 24m91 21m47 23m10 24m91 3 24m94 25m80 25m34 25m80

ｶﾂﾏﾀ ﾌｼﾞｶ 山梨
6 18 341 勝俣　藤香(3) 桂高 25m45 × × 25m45 4 23m54 × 24m83 25m45

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐ 山梨
7 17 499 村田　朋実(1) 山梨学院大付高 24m04 24m71 24m88 24m88 2 × 24m57 × 24m88

ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨
8 2 311 衣川　沙希(2) 都留高 21m93 24m46 23m98 24m46 1 × 24m23 22m78 24m46

ｺｽﾞｹﾞ ﾐｶ 山梨
9 15 347 小菅　身香(2) 桂高 21m29 20m54 22m11 22m11 22m11

ｵｵﾀ ﾕｳｷ 山梨
10 5 283 太田　有紀(2) 山梨高 19m45 19m86 21m30 21m30 21m30

ｵｵｴ ﾏﾕ 山梨
11 16 282 大江　真由(2) 山梨高 20m05 × 19m81 20m05 20m05

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾎ 山梨
12 7 55 川口　梨歩(2) 甲府第一高 × 18m69 18m39 18m69 18m69

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｶ 山梨
13 6 498 澤登　裕佳(1) 山梨学院大付高 × 17m71 17m22 17m71 17m71

ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ 山梨
14 14 236 田中　葵玲々(2) 身延高校 × 15m90 16m82 16m82 16m82

ﾊﾀﾞ ｱｽｶ 山梨
15 8 239 羽田　あすか(1) 身延高校 × × 15m62 15m62 15m62

ﾐﾂｷﾞ ﾙｶ 山梨
3 357 三木　瑠花(1) 桂高 DNS

ﾆｲﾉｳ ｱﾘｻ 山梨
11 7412 新納　有紗(1) 山梨大 DNS

ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨
13 356 上野　瑞妃(1) 桂高 DNS

9月15日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場



小学生男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991

予選 10組0着＋16

1組 風:-1.3 2組 風:-1.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ

1 3 101 水上　陽仁(6) 13.87 q 1 5 107 大村　拓矢(5) 15.28 q
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ ｵﾉ ｹﾝﾀ

2 5 460 坂本　壮平(6) 14.18 q 2 8 3 小野　健太(5) 16.03
ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ

3 4 203 功刀　滉二郎(6) 15.55 q 3 3 185 内田　輝正(6) 16.54
ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ ｼﾗﾄﾘ ｾｲﾔ

4 8 10 中野　皓平(5) 15.62 4 4 264 白鳥　聖也(6) 17.44
ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ ﾑﾗﾏﾂ ｹｲ

5 2 251 三枝　史弥(6) 15.63 5 6 298 村松　圭(5) 17.77
ｱｻｶﾜ ﾘｮｳﾀ ﾀｶｼ ｴｲﾙ

6 6 78 浅川　綾汰(5) 17.93 6 7 62 高師　永潤(3) 18.75
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ

7 7 364 山本　康太(4) 18.89 7 2 357 荻原　笙太(5) 18.87

3組 風:+0.4 4組 風:-1.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ ｲﾜｻｷ ｾﾅ

1 5 102 塚田　海澪(6) 15.24 q 1 3 105 岩崎　世那(5) 15.30 q
ﾐﾂｲ ﾊﾙﾄ ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ

2 4 204 三井　陽斗(6) 15.70 2 6 287 田所　直也(6) 15.79
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ

3 8 277 藤井　佑成(5) 16.24 3 8 355 土屋　雅也(6) 15.82
ｻﾄｳ ｱｲｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

4 7 5 佐藤　愛起(6) 16.26 4 7 25 近藤　大介(5) 16.32
ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀ

5 3 74 秋山　雅志(5) 17.13 5 4 296 保坂　涼太(5) 17.14
ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｶﾄ ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ

6 6 290 中込　貴人(5) 17.94 6 2 67 秋山　翔(6) 17.28
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ

2 356 松村　知哉(5) DNS 7 5 999 清水　颯人(6) 17.66

5組 風:+0.3 6組 風:-0.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾏ

1 2 500 村松　由翔(6) 14.10 q 1 3 189 中込　昌磨(6) 14.57 q
ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ

2 6 254 中込　将太朗(5) 15.40 q 2 5 109 吉澤　大聖(5) 15.25 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ ｲﾏｲ ｿｳﾔ

3 7 20 小林　拓登(5) 15.55 q 3 8 466 今井　漱哉(4) 15.39 q
ﾅｶｺﾞﾐ ｶｽﾞ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ

4 5 192 中込　壱(6) 16.20 4 1 63 横山　裕陸(6) 16.79
ﾋﾛｾ ｹﾝﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ

5 8 360 広瀬　堅也(5) 16.21 5 2 359 小林　佑平(5) 17.43
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ

6 4 65 丸山　貫太(3) 18.19 6 6 262 川窪　康生(3) 17.63
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｹ

7 3 255 深澤　亮雅(3) 19.81 7 7 352 村松　稜介(6) 19.20
ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ

4 22 橘田　大河(6) DNS

山梨・白根東AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

9月15日 09:25 予選

9月15日 12:50 決勝

山梨・中村塾

山梨・未来の森AC

山梨・中村塾

山梨・大国陸上クラブ

山梨・白根東AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・白根東AC

山梨・中村塾

山梨・白根東AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・一宮町スポ少 山梨・一宮町スポ少

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・白根東AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・一宮町スポ少

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・白根東AC

山梨・中村塾

山梨・未来の森AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・一宮町スポ少

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・大国陸上クラブ

凡例  DNS:欠場



小学生男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991 9月15日 09:25 予選

9月15日 12:50 決勝

7組 風:+0.9 8組 風:0.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ ﾓﾛﾀ ﾐﾂﾎ

1 4 354 雨宮　直輝(6) 14.98 q 1 7 14 望月　満帆(6) 14.46 q
ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ

2 3 186 芦澤　伊織(6) 15.64 2 5 289 矢ヶ崎　秀太(6) 15.30 q
ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ ﾉｸﾞﾁ ﾗﾝﾏﾙ

3 8 266 白鳥　拓海(3) 18.26 3 2 271 野口　蘭丸(5) 16.46
ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ

4 2 292 川崎　翔哉(3) 18.30 4 4 358 藤木　柊成(5) 16.70
ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ ｲﾜｻ ｹｲｽｹ

5 6 365 藤木　海成(3) 19.10 5 8 363 岩浅　圭祐(4) 18.50
ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ ｶﾓ ｼﾞｭﾝﾔ

5 17 森田　克馬(5) DNS 6 6 999 加茂　淳弥(4) 19.18
ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ

7 72 篠原　麓(6) DNS 3 461 窪田　冠太(6) DNS

9組 風:-2.0 10組 風:-1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｲﾄｳ ﾓｴ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ

1 2 1 内藤　萌(6) 15.82 1 4 353 山口　祐冊(6) 15.51 q
ｶﾓ ﾕｳｷ ｶﾅｲ ﾚｲｷ

2 5 193 加茂　優樹(6) 16.60 2 8 150 金井　玲貴(5) 16.14
ｶｼﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ ｻｸﾗﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

3 3 351 梶原　俊輔(6) 17.28 3 6 188 櫻本　大雅(6) 16.24
ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾔ

4 4 263 小池　直幸(3) 17.66 4 2 7 石山　尊哉(5) 16.25
ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ

5 6 75 清水　裕愛(3) 18.74 5 3 299 半田　誠志郎(5) 16.44
ｵｵｶﾂ ﾘｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ

7 293 大勝　遼(5) DNS 6 7 366 小林　伊吹(4) 19.08
ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ

8 12 萩原　寛太(6) DNS 5 280 野呂瀬　瑞希(5) DNS

決勝 2組

1組 風:-1.9 2組 風:-1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ

1 3 107 大村　拓矢(5) 15.22 1 5 101 水上　陽仁(6) 13.63
ｲﾜｻｷ ｾﾅ ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ

2 6 105 岩崎　世那(5) 15.40 2 4 500 村松　由翔(6) 13.97
ｲﾏｲ ｿｳﾔ ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ

3 5 466 今井　漱哉(4) 15.44 3 6 460 坂本　壮平(6) 14.04
ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ ﾓﾛﾀ ﾐﾂﾎ

4 4 289 矢ヶ崎　秀太(6) 15.48 4 3 14 望月　満帆(6) 14.27
ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾏ

5 8 254 中込　将太朗(5) 15.49 5 7 189 中込　昌磨(6) 14.39
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ

6 7 353 山口　祐冊(6) 15.50 6 8 354 雨宮　直輝(6) 15.09
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ

7 1 20 小林　拓登(5) 15.65 7 2 102 塚田　海澪(6) 15.11
ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ

8 2 203 功刀　滉二郎(6) 15.69 8 1 109 吉澤　大聖(5) 15.43

山梨・大国陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・一宮町スポ少

山梨・白根東AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・白根東AC

山梨・一宮町スポ少

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・一宮町スポ少

山梨・白根東AC

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・一宮町スポ少

山梨・大月AC

山梨・白根東AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・大国陸上クラブ

山梨・白根東AC

山梨・中村塾

山梨・中村塾

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・白根東AC

山梨・一宮町スポ少

山梨・中村塾

山梨・中村塾

山梨・中村塾

山梨・ＮＡＣ

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

凡例  DNS:欠場



小学生男子１０００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      2:56.62   深沢　　優(山梨陸友クラブ)            2006

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ
1 7 20 小林　拓登(5) 3:16.95 1 16 22 橘田　大河(6) 3:07.49

ｻﾄｳ ｱｲｷ ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ
2 15 5 佐藤　愛起(6) 3:34.78 2 8 355 土屋　雅也(6) 3:16.37

ﾅｶﾀﾞﾃ ｹﾝﾀ ｷｯﾀ ｼｮｳ
3 14 108 中楯　健太(5) 3:37.62 3 7 24 橘田　翔(4) 3:18.37

ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ
4 12 468 山田　伊織(4) 3:43.45 4 15 101 水上　陽仁(6) 3:29.25

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
5 11 63 横山　裕陸(6) 3:44.02 5 3 25 近藤　大介(5) 3:33.77

ｲﾄｳ ｶﾂﾉﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ
6 3 459 伊藤　克典(5) 3:45.26 6 2 191 渡辺　大智(6) 3:37.91

ｶｼﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ
7 2 351 梶原　俊輔(6) 3:50.61 7 10 358 藤木　柊成(5) 3:40.63

ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ ｲﾜｾ ﾀﾞｲﾁ
8 6 292 川崎　翔哉(3) 3:51.38 8 1 18 岩瀬　大知(5) 3:41.39

ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ ｵﾉ ｹﾝﾀ
9 16 74 秋山　雅志(5) 3:51.55 9 11 3 小野　健太(5) 3:45.55

ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ ﾑﾗﾏﾂ ｹｲ
10 5 75 清水　裕愛(3) 4:03.22 10 12 298 村松　圭(5) 3:53.75

ｵﾉ ﾄﾐｷ ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ
11 10 184 小野　富生(6) 4:07.13 11 13 365 藤木　海成(3) 4:16.01

ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ
12 1 266 白鳥　拓海(3) 4:09.00 12 9 109 吉澤　大聖(5) 4:25.00

ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ ｼﾗﾄﾘ ｾｲﾔ
13 9 263 小池　直幸(3) 4:10.60 13 4 264 白鳥　聖也(6) 4:30.25

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ
14 13 65 丸山　貫太(3) 4:18.65 5 12 萩原　寛太(6) DNS

ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ ｵｶ ﾀﾂﾄ
15 4 255 深澤　亮雅(3) 4:22.25 6 462 岡　達人(5) DNS

ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ
8 72 篠原　麓(6) DNS 14 17 森田　克馬(5) DNS

山梨・未来の森AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・未来の森AC

山梨・一宮町スポ少

9月15日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・白根東AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・一宮町スポ少

山梨・大国陸上クラブ

山梨・中村塾

山梨・大国陸上クラブ

山梨・白根東AC

山梨・一宮町スポ少

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 20 20

記録 1:19 2:39

ナンバー 22 22

記録 1:14 2:30

ﾀｲﾑﾚｰｽ 1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

凡例  DNS:欠場



小学生男子８０ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      12.33     小林　修太郎(大月AC)                  2007

決勝 

風:-0.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ
1 5 501 寺戸　翼(6) 14.37

ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ
2 4 461 窪田　冠太(6) 15.85

ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ
3 12 萩原　寛太(6) DNS

9月15日 11:50 決勝

山梨・ＮＡＣ

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

凡例  DNS:欠場



小学生男子４×１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      50.60     雨宮･天野･北浦･小林(峡東クラブ)       1992

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東AC A・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森AC・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞC・山梨

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 58.87 記録 59.11 記録 1:02.22

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾂｲ ﾊﾙﾄ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨 ｲﾜｾ ﾀﾞｲﾁ 山梨
1 204 三井　陽斗(6) 白根東AC 1 461 窪田　冠太(6) 未来の森AC 1 18 岩瀬　大知(5) 大国陸上クラブ

ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾓｴ 山梨
2 203 功刀　滉二郎(6) 白根東AC 2 460 坂本　壮平(6) 未来の森AC 2 1 内藤　萌(6) 大国陸上クラブ

ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ 山梨 ｲﾏｲ ｿｳﾔ 山梨 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾔ 山梨
3 186 芦澤　伊織(6) 白根東AC 3 466 今井　漱哉(4) 未来の森AC 3 7 石山　尊哉(5) 大国陸上クラブ

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾏ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 山梨 ｻﾄｳ ｱｲｷ 山梨
4 189 中込　昌磨(6) 白根東AC 4 451 土屋　祐登(6) 未来の森AC 4 5 佐藤　愛起(6) 大国陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町ｽﾎﾟ少Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC B・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上クラブ・山梨

4 1 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:02.72 記録 1:04.53 記録 1:07.90

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 山梨
1 355 土屋　雅也(6) 一宮町スポ少 1 254 中込　将太朗(5) 南アルプスＡＣ 1 63 横山　裕陸(6) 北西陸上クラブ

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ 山梨
2 356 松村　知哉(5) 一宮町スポ少 2 251 三枝　史弥(6) 南アルプスＡＣ 2 67 秋山　翔(6) 北西陸上クラブ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ 山梨
3 353 山口　祐冊(6) 一宮町スポ少 3 299 半田　誠志郎(5) 南アルプスＡＣ 3 75 清水　裕愛(3) 北西陸上クラブ

ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ｾｲﾔ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 山梨
4 354 雨宮　直輝(6) 一宮町スポ少 4 264 白鳥　聖也(6) 南アルプスＡＣ 4 74 秋山　雅志(5) 北西陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東AC C・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC C・山梨

7 4 ｺﾒﾝﾄ 8 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:08.96 記録 1:09.06

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨 ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀ 山梨
1 999 清水　颯人(6) 白根東AC 1 296 保坂　涼太(5) 南アルプスＡＣ

ｶﾓ ﾕｳｷ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾗﾝﾏﾙ 山梨
2 193 加茂　優樹(6) 白根東AC 2 271 野口　蘭丸(5) 南アルプスＡＣ

ｶﾓ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｶﾄ 山梨
3 999 加茂　淳弥(4) 白根東AC 3 290 中込　貴人(5) 南アルプスＡＣ

ｵﾉ ﾄﾐｷ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｹｲ 山梨
4 184 小野　富生(6) 白根東AC 4 298 村松　圭(5) 南アルプスＡＣ

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC A・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 57.96 記録 58.39 記録 1:00.57

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 山梨 ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨 ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ 山梨
1 107 大村　拓矢(5) 中村塾 1 3 小野　健太(5) 大国陸上クラブ 1 280 野呂瀬　瑞希(5) 南アルプスＡＣ

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾓﾛﾀ ﾐﾂﾎ 山梨 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ 山梨
2 109 吉澤　大聖(5) 中村塾 2 14 望月　満帆(6) 大国陸上クラブ 2 287 田所　直也(6) 南アルプスＡＣ

ｲﾜｻｷ ｾﾅ 山梨 ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ 山梨 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨
3 105 岩崎　世那(5) 中村塾 3 22 橘田　大河(6) 大国陸上クラブ 3 277 藤井　佑成(5) 南アルプスＡＣ

ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨 ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨
4 101 水上　陽仁(6) 中村塾 4 20 小林　拓登(5) 大国陸上クラブ 4 289 矢ヶ崎　秀太(6) 南アルプスＡＣ

9月15日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例 



小学生男子４×１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      50.60     雨宮･天野･北浦･小林(峡東クラブ)       1992 9月15日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東AC B・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町ｽﾎﾟ少Ｂ・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.00 記録 1:03.11 記録 1:08.85

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶｺﾞﾐ ｶｽﾞ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨
1 192 中込　壱(6) 白根東AC 1 25 近藤　大介(5) 大国陸上クラブ 1 358 藤木　柊成(5) 一宮町スポ少

ｻｸﾗﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 山梨 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾋﾛｾ ｹﾝﾔ 山梨
2 188 櫻本　大雅(6) 白根東AC 2 10 中野　皓平(5) 大国陸上クラブ 2 360 広瀬　堅也(5) 一宮町スポ少

ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 山梨 ｷｯﾀ ｼｮｳ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 山梨
3 185 内田　輝正(6) 白根東AC 3 24 橘田　翔(4) 大国陸上クラブ 3 359 小林　佑平(5) 一宮町スポ少

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 山梨
4 191 渡辺　大智(6) 白根東AC 4 12 萩原　寛太(6) 大国陸上クラブ 4 351 梶原　俊輔(6) 一宮町スポ少

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町ｽﾎﾟ少Ｃ・山梨

7 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:16.56

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 山梨
1 364 山本　康太(4) 一宮町スポ少

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｹ 山梨
2 352 村松　稜介(6) 一宮町スポ少

ｲﾜｻ ｹｲｽｹ 山梨
3 363 岩浅　圭祐(4) 一宮町スポ少

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山梨
4 366 小林　伊吹(4) 一宮町スポ少

凡例 



小学生男子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      5m39      秋山　哲一(増穂南小)                  1992
山梨県小学記録(YS)      5m39      内尾　将吾(四方津小)                  1998

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾛﾀ ﾐﾂﾎ 山梨 × 4m34 × 4m34 4m34
1 38 14 望月　満帆(6) 大国陸上クラブ +0.7 +0.7 +0.7

ﾅｲﾄｳ ﾓｴ 山梨 × 3m91 4m04 4m04 4m04
2 43 1 内藤　萌(6) 大国陸上クラブ -0.2 0.0 0.0 0.0

ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨 3m91 3m93 3m94 3m94 3m94
3 26 152 土屋　俊貴(5) 大月AC +0.2 +0.4 -0.7 -0.7 -0.7

ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ 山梨 × 3m61 3m93 3m93 3m93
4 41 186 芦澤　伊織(6) 白根東AC +0.6 +0.1 +0.1 +0.1

ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 3m22 3m17 3m93 3m93 3m93
5 35 101 水上　陽仁(6) 中村塾 0.0 0.0 +0.1 +0.1 +0.1

ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ 山梨 3m88 3m77 3m92 3m92 3m92
6 10 22 橘田　大河(6) 大国陸上クラブ +1.9 +0.9 +1.7 +1.7 +1.7

ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨 3m91 3m67 × 3m91 3m91
7 46 203 功刀　滉二郎(6) 白根東AC +1.0 +1.8 +1.0 +1.0

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 × 3m84 × 3m84 3m84
8 44 277 藤井　佑成(5) 南アルプスＡＣ -0.3 -0.3 -0.3

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾏ 山梨 3m73 3m28 3m61 3m73 3m73
9 3 189 中込　昌磨(6) 白根東AC +0.7 +1.9 +1.1 +0.7 +0.7

ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨 3m57 3m37 3m73 3m73 3m73
10 14 3 小野　健太(5) 大国陸上クラブ +0.4 +1.1 +1.2 +1.2 +1.2

ﾐﾂｲ ﾊﾙﾄ 山梨 3m43 3m60 3m68 3m68 3m68
11 13 204 三井　陽斗(6) 白根東AC +1.5 +1.3 +1.0 +1.0 +1.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 山梨 3m14 3m66 3m46 3m66 3m66
12 50 191 渡辺　大智(6) 白根東AC +1.5 +1.2 -0.4 +1.2 +1.2

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ 山梨 3m62 × 3m10 3m62 3m62
13 2 287 田所　直也(6) 南アルプスＡＣ +0.9 +1.2 +0.9 +0.9

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 × × 3m58 3m58 3m58
14 12 25 近藤　大介(5) 大国陸上クラブ +1.0 +1.0 +1.0

ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 × 2m96 3m54 3m54 3m54
15 18 10 中野　皓平(5) 大国陸上クラブ +0.4 +1.2 +1.2 +1.2

ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 3m25 2m47 3m44 3m44 3m44
16 36 251 三枝　史弥(6) 南アルプスＡＣ -0.5 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4

ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 山梨 × 3m44 3m25 3m44 3m44
17 29 107 大村　拓矢(5) 中村塾 0.0 -0.6 0.0 0.0

ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾔ 山梨 3m16 3m32 3m07 3m32 3m32
18 47 7 石山　尊哉(5) 大国陸上クラブ +1.2 +2.0 -1.1 +2.0 +2.0

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 3m31 3m01 2m93 3m31 3m31
19 6 353 山口　祐冊(6) 一宮町スポ少 +1.1 +1.0 0.0 +1.1 +1.1

ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨 3m17 3m04 3m29 3m29 3m29
20 25 289 矢ヶ崎　秀太(6) 南アルプスＡＣ +0.3 +1.5 +0.5 +0.5 +0.5

ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨 3m27 3m15 3m00 3m27 3m27
21 22 262 川窪　康生(3) 南アルプスＡＣ +1.2 +1.4 +2.0 +1.2 +1.2

ｲﾜｻｷ ｾﾅ 山梨 3m26 － 3m23 3m26 3m26
22 32 105 岩崎　世那(5) 中村塾 0.0 -1.3 0.0 0.0

ﾅｶｺﾞﾐ ｶｽﾞ 山梨 3m18 3m18 2m88 3m18 3m18
23 39 192 中込　壱(6) 白根東AC +0.1 +1.5 +0.3 +0.1 +0.1

ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀ 山梨 2m85 3m18 3m18 3m18
24 31 296 保坂　涼太(5) 南アルプスＡＣ +1.9 +0.5 +0.5 +0.5

ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 山梨 × 3m17 2m99 3m17 3m17
25 27 185 内田　輝正(6) 白根東AC +1.4 -0.7 +1.4 +1.4

ﾋﾛｾ ｹﾝﾔ 山梨 3m16 2m89 2m97 3m16 3m16
26 5 360 広瀬　堅也(5) 一宮町スポ少 +0.6 +1.0 -0.1 +0.6 +0.6

ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ 山梨 × 3m15 3m12 3m15 3m15
27 16 354 雨宮　直輝(6) 一宮町スポ少 +0.4 +0.5 +0.4 +0.4

ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 3m04 × × 3m04 3m04
28 37 299 半田　誠志郎(5) 南アルプスＡＣ -0.7 -0.7 -0.7

ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ 山梨 × 3m00 2m15 3m00 3m00
29 42 67 秋山　翔(6) 北西陸上クラブ +0.5 -0.7 +0.5 +0.5

ｷｯﾀ ｼｮｳ 山梨 × 2m75 2m91 2m91 2m91
30 21 24 橘田　翔(4) 大国陸上クラブ +1.1 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ 山梨 2m85 2m78 2m66 2m85 2m85
31 4 468 山田　伊織(4) 未来の森AC +0.8 +1.3 -0.8 +0.8 +0.8

9月15日 10:30 決勝

凡例  NM:記録なし



小学生男子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      5m39      秋山　哲一(増穂南小)                  1992
山梨県小学記録(YS)      5m39      内尾　将吾(四方津小)                  1998

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

9月15日 10:30 決勝

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 山梨 2m80 2m77 2m61 2m80 2m80
32 8 359 小林　佑平(5) 一宮町スポ少 +1.9 +1.0 +0.8 +1.9 +1.9

ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ 山梨 2m75 2m77 2m61 2m77 2m77
33 20 292 川崎　翔哉(3) 南アルプスＡＣ +0.6 -0.5 +1.4 -0.5 -0.5

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 山梨 2m69 2m47 × 2m69 2m69
34 1 164 小林　晃大(4) 大月AC +0.2 +0.6 +0.2 +0.2

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ 山梨 2m50 2m66 2m55 2m66 2m66
35 28 65 丸山　貫太(3) 北西陸上クラブ +2.0 +0.7 -0.1 +0.7 +0.7

ｱｻｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 × 2m60 2m24 2m60 2m60
36 7 78 浅川　綾汰(5) 北西陸上クラブ 0.0 +1.3 0.0 0.0

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｹ 山梨 2m51 × × 2m51 2m51
37 9 352 村松　稜介(6) 一宮町スポ少 +1.8 +1.8 +1.8

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 山梨 × 2m48 2m45 2m48 2m48
38 34 364 山本　康太(4) 一宮町スポ少 +0.3 -0.5 +0.3 +0.3

ｻｸﾗﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 山梨 × 2m36 2m48 2m48 2m48
39 30 188 櫻本　大雅(6) 白根東AC +0.7 0.0 0.0 0.0

ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ 山梨 2m30 × 2m48 2m48 2m48
40 48 75 清水　裕愛(3) 北西陸上クラブ +0.8 -0.7 -0.7 -0.7

ﾉｸﾞﾁ ﾗﾝﾏﾙ 山梨 2m42 2m13 2m24 2m42 2m42
41 15 271 野口　蘭丸(5) 南アルプスＡＣ +1.9 +1.4 0.0 +1.9 +1.9

ﾀｶｼ ｴｲﾙ 山梨 2m10 2m18 2m30 2m30 2m30
42 49 62 高師　永潤(3) 北西陸上クラブ 0.0 +2.0 -0.2 -0.2 -0.2

ｲﾜｻ ｹｲｽｹ 山梨 × 2m06 2m26 2m26 2m26
43 45 363 岩浅　圭祐(4) 一宮町スポ少 +0.1 -1.1 -1.1 -1.1

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨 2m24 2m22 2m20 2m24 2m24
44 11 999 清水　颯人(6) 白根東AC +0.9 0.0 +1.6 +0.9 +0.9

ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｶﾄ 山梨 × 2m16 × 2m16 2m16
45 23 290 中込　貴人(5) 南アルプスＡＣ +1.6 +1.6 +1.6

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山梨 2m05 × × 2m05 2m05
46 24 366 小林　伊吹(4) 一宮町スポ少 +0.4 +0.4 +0.4

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 山梨 ／
17 356 松村　知哉(5) 一宮町スポ少 NM

ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 山梨 ／
19 357 荻原　笙太(5) 一宮町スポ少 NM

ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 山梨 × × ×
33 451 土屋　祐登(6) 未来の森AC NM

ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨 ／
40 72 篠原　麓(6) 北西陸上クラブ NM

凡例  NM:記録なし



小学生女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

予選 7組0着＋16

1組 風:-1.1 2組 風:-0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｶ

1 6 466 山田　幸乃(6) 14.58 q 1 8 527 小林　紀香(5) 15.17 q
ｼｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾈ ｺﾔﾏ ｻﾗ

2 2 10 塩澤　夏音(5) 14.89 q 2 1 366 小山　紗来(6) 16.80
ﾏﾂｵｶ ﾐｸ ﾀｹｼｹﾞ ﾓﾓｶ

3 5 267 松岡　実玖(6) 15.28 q 3 5 253 武重　桃香(5) 16.93
ﾀｶｼ ﾌﾐｶ ｶﾜﾉ ﾓﾅ

4 8 82 高師　史花(6) 16.74 4 7 8 河野　もな(5) 16.96
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾗﾘ

5 4 353 小林　ななみ(6) 16.81 5 4 202 中込　拓里(6) 17.42
ﾊｯﾄﾘ ｼｽﾞｷ ｲﾉｳｴ ﾅﾅ

6 3 156 服部　紫月(4) 17.46 6 3 142 井上　成菜(4) 18.20
ﾅﾄﾘ ﾏｷﾎ ｸﾎﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ

7 7 274 名取　万記歩(5) 17.49 7 6 453 窪田　和(2) 19.15
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ

2 264 松本　響(5) DNS

3組 風:-0.9 4組 風:-0.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ

1 5 83 山崎　幸菜(6) 15.72 q 1 4 452 飯島　しおん(6) 14.47 q
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ

2 2 23 伊藤　彩乃(6) 16.80 2 7 273 相原　咲良(6) 15.30 q
ﾀｷﾀ ﾄﾓｶ ｲﾜｻ ﾕｳｶ

3 6 11 滝田　智香(4) 17.90 3 8 357 岩浅　優花(6) 15.61 q
ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ

4 3 258 江俣　和花(3) 18.26 4 6 9 竹田　芽衣(5) 17.11
ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾎ ｱﾏﾉ ｴﾘ

5 4 108 鈴木　夢朋(2) 18.61 5 3 5 天野　笑里(4) 17.61
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ ｱｷﾔﾏ ｻｸﾗ

6 8 363 古屋　柚月(6) 19.83 6 5 69 秋山　さくら(3) 18.68
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾊﾞﾘ ﾌｶｻﾜ ｺｺﾛ

7 451 小林　ひばり(6) DNS 2 64 深澤　こころ(3) DNS

5組 風:-1.1 6組 風:-0.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂﾙﾀ ｱｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ

1 4 61 鶴田　愛(6) 15.75 q 1 5 7 山口　華枝(6) 14.51 q
ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ

2 6 455 太田　成美(5) 16.25 2 6 467 飯島　理子(6) 14.72 q
ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ

3 2 13 保田　萌子(4) 16.42 3 1 283 坂口　莉緒 15.00 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂﾞｷ ﾋﾛｾ ｶﾎ

4 8 361 小林　恵月(4) 17.80 4 8 457 廣瀬　花歩(6) 15.98 q
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ ﾐﾁﾑﾗ ｱﾔｶ

5 7 107 平山　夏穂(3) 17.86 5 3 62 道村　彩花(6) 16.13
ﾐﾖｼ ﾘｵ ｻｴｸﾞｻ ｶﾅﾐ

6 3 254 三吉　里緒(4) 17.91 6 4 259 三枝　叶実(3) 19.13
ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｷ ｻｶｲ ｽﾐﾚ

7 5 356 中町　優希(6) 20.66 7 7 360 酒井　すみれ(6) 19.16
ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ

8 2 281 今沢　美咲(4) 19.33

山梨・一宮町スポ少

山梨・大月AC

9月15日 09:00 予選

9月15日 12:40 決勝

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・白根東AC

山梨・大月AC

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・一宮町スポ少

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・北西陸上クラブ

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・一宮町スポ少

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・中村塾

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・大国陸上クラブ

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・未来の森AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・南アルプスＡＣ

凡例  DNS:欠場



小学生女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月15日 09:00 予選

9月15日 12:40 決勝

7組 風:-0.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜｻｷ ﾘﾅ

1 3 284 川崎　里奈(6) 15.36 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ

2 4 461 山崎　南津那(6) 15.44 q
ｲﾏｽﾞ ｻｸﾗ

3 5 287 今津　櫻(6) 15.95 q
ｲﾁﾉｾ ｱﾐ

4 6 501 市ノ瀬　亜弥(6) 16.25
ｻｶｲ ｻﾗ

5 7 355 酒井　彩良(6) 17.13
ｻｶｲ ｱｵｲ

6 2 364 酒井　あおい(4) 20.28
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ

8 3 小林　ミユ(6) DNS

決勝 2組

1組 風:+0.3 2組 風:-2.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｻｷ ﾘﾅ ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ

1 3 284 川崎　里奈(6) 15.15 1 5 452 飯島　しおん(6) 14.35
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ

2 6 461 山崎　南津那(6) 15.22 2 4 7 山口　華枝(6) 14.72
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ

3 5 273 相原　咲良(6) 15.22 3 6 467 飯島　理子(6) 14.79
ｲﾜｻ ﾕｳｶ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ

4 4 357 岩浅　優花(6) 15.35 4 7 283 坂口　莉緒 14.97
ｲﾏｽﾞ ｻｸﾗ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ

5 1 287 今津　櫻(6) 15.50 5 3 466 山田　幸乃(6) 14.98
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｶ

6 8 83 山崎　幸菜(6) 15.56 6 2 527 小林　紀香(5) 15.19
ﾋﾛｾ ｶﾎ ｼｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾈ

7 2 457 廣瀬　花歩(6) 15.57 7 8 10 塩澤　夏音(5) 15.25
ﾂﾙﾀ ｱｲ ﾏﾂｵｶ ﾐｸ

8 7 61 鶴田　愛(6) 15.73 8 1 267 松岡　実玖(6) 15.45

山梨・ＮＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・一宮町スポ少

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・未来の森AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町スポ少

山梨・未来の森AC

山梨・ＮＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・未来の森AC

山梨・南アルプスＡＣ

凡例  DNS:欠場



小学生女子８００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      2:25.60   有泉　千佳(大国陸上クラブ)            2003

決勝 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ

1 6 467 飯島　理子(6) 2:29.79
ｵｵｻﾜ ﾏﾕ

2 9 751 大澤　真由(6) 2:40.19
ﾅﾄﾘ ﾏｷﾎ

3 12 274 名取　万記歩(5) 2:41.12
ｶﾜﾉ ﾓﾅ

4 3 8 河野　もな(5) 2:56.70
ｻｶｲ ｻﾗ

5 2 355 酒井　彩良(6) 3:00.37
ｺﾔﾏ ｻﾗ

6 10 366 小山　紗来(6) 3:01.84
ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ

7 7 141 矢部　綾乃(5) 3:01.98
ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ

8 8 752 大澤　菜々穂(4) 3:03.43
ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ

9 11 9 竹田　芽衣(5) 3:05.27
ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ

10 15 468 萩原　恵里菜(4) 3:05.33
ｲﾜｾ ﾁｱｷ

11 5 19 岩瀬　千明(3) 3:05.41
ｵｵｷ ｱｲﾅ

12 13 266 大木　愛奈(5) 3:07.77
ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ

13 4 281 今沢　美咲(4) 3:08.62
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ

1 264 松本　響(5) DNS
ｵｶﾞﾜ ﾐﾅ

14 103 小川　美奈(4) DNS

山梨・大国陸上クラブ

山梨・一宮町スポ少

山梨・一宮町スポ少

山梨・大月AC

9月15日 13:55 決勝

山梨・未来の森AC

山梨・Team O

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・中村塾

山梨・Team O

山梨・大国陸上クラブ

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

ラップ表 400m

ナンバー 467

記録 1:10
決勝

凡例  DNS:欠場



小学生女子８０ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      13.56     篠原　理加(北西陸上クラブ)            2010

決勝 

風:-1.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ
1 4 461 山崎　南津那(6) 14.32

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ
2 7 7 山口　華枝(6) 14.56

ｲﾜﾏ ﾐｻｷ
3 6 505 岩間　三咲(6) 15.45

ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ
4 5 273 相原　咲良(6) 16.16

ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ
5 3 506 安田　綾花(6) 18.55

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・ＮＡＣ

9月15日 11:45 決勝

山梨・未来の森AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・ＮＡＣ

凡例 



小学生女子４×１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      53.94     小林･志村･岡野･中澤(大国陸上クラブ)   2005

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町ｽﾎﾟ少Ａ・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 59.92 記録 1:01.86 記録 1:04.88

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾈ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨 ｻｶｲ ｻﾗ 山梨
1 10 塩澤　夏音(5) 大国陸上クラブ 1 83 山崎　幸菜(6) 北西陸上クラブ 1 355 酒井　彩良(6) 一宮町スポ少

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 ﾂﾙﾀ ｱｲ 山梨 ｺﾔﾏ ｻﾗ 山梨
2 7 山口　華枝(6) 大国陸上クラブ 2 61 鶴田　愛(6) 北西陸上クラブ 2 366 小山　紗来(6) 一宮町スポ少

ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨 ﾀｶｼ ﾌﾐｶ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 山梨
3 13 保田　萌子(4) 大国陸上クラブ 3 82 高師　史花(6) 北西陸上クラブ 3 353 小林　ななみ(6) 一宮町スポ少

ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨 ﾐﾁﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨
4 23 伊藤　彩乃(6) 大国陸上クラブ 4 62 道村　彩花(6) 北西陸上クラブ 4 357 岩浅　優花(6) 一宮町スポ少

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC B・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC C・山梨

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:06.72 記録 1:13.04

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｶﾅﾐ 山梨
1 264 松本　響(5) 南アルプスＡＣ 1 259 三枝　叶実(3) 南アルプスＡＣ

ｲﾏｽﾞ ｻｸﾗ 山梨 ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨
2 287 今津　櫻(6) 南アルプスＡＣ 2 254 三吉　里緒(4) 南アルプスＡＣ

ﾅﾄﾘ ﾏｷﾎ 山梨 ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ 山梨
3 274 名取　万記歩(5) 南アルプスＡＣ 3 258 江俣　和花(3) 南アルプスＡＣ

ﾀｹｼｹﾞ ﾓﾓｶ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨
4 253 武重　桃香(5) 南アルプスＡＣ 4 281 今沢　美咲(4) 南アルプスＡＣ

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森AC・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC A・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞB・山梨

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 58.14 記録 59.13 記録 1:08.35

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨 ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 山梨
1 452 飯島　しおん(6) 未来の森AC 1 267 松岡　実玖(6) 南アルプスＡＣ 1 9 竹田　芽衣(5) 大国陸上クラブ

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ 山梨 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨 ｱﾏﾉ ｴﾘ 山梨
2 467 飯島　理子(6) 未来の森AC 2 283 坂口　莉緒 南アルプスＡＣ 2 5 天野　笑里(4) 大国陸上クラブ

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 山梨 ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ﾀｷﾀ ﾄﾓｶ 山梨
3 466 山田　幸乃(6) 未来の森AC 3 273 相原　咲良(6) 南アルプスＡＣ 3 11 滝田　智香(4) 大国陸上クラブ

ﾋﾛｾ ｶﾎ 山梨 ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨 ｶﾜﾉ ﾓﾅ 山梨
4 457 廣瀬　花歩(6) 未来の森AC 4 284 川崎　里奈(6) 南アルプスＡＣ 4 8 河野　もな(5) 大国陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町ｽﾎﾟ少Ｂ・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:16.58

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂﾞｷ 山梨
1 361 小林　恵月(4) 一宮町スポ少

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 山梨
2 363 古屋　柚月(6) 一宮町スポ少

ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｷ 山梨
3 356 中町　優希(6) 一宮町スポ少

ｻｶｲ ｽﾐﾚ 山梨
4 360 酒井　すみれ(6) 一宮町スポ少

9月15日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例 



小学生女子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      5m05      荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ 山梨 × 4m27 × 4m27 4m27
1 18 461 山崎　南津那(6) 未来の森AC +1.6 +1.6 +1.6

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 4m13 4m20 4m26 4m26 4m26
2 24 7 山口　華枝(6) 大国陸上クラブ +0.6 +1.9 +0.8 +0.8 +0.8

ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨 3m91 4m07 3m94 4m07 4m07
3 30 284 川崎　里奈(6) 南アルプスＡＣ +2.3 +1.3 +1.2 +1.3 +1.3

ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨 × × 4m02 4m02 4m02
4 27 452 飯島　しおん(6) 未来の森AC +2.9 +2.9 +2.9

ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 3m90 3m78 3m71 3m90 3m90
5 16 500 伊藤　有花(6) ＮＡＣ +0.8 +0.6 -0.2 +0.8 +0.8

ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 3m86 3m52 3m58 3m86 3m86
6 4 267 松岡　実玖(6) 南アルプスＡＣ +0.5 +0.1 +1.1 +0.5 +0.5

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨 3m80 3m63 3m60 3m80 3m80
7 35 283 坂口　莉緒 南アルプスＡＣ +0.7 0.0 -0.3 +0.7 +0.7

ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ 山梨 3m27 3m46 3m15 3m46 3m46
8 12 455 太田　成美(5) 未来の森AC +0.2 +2.0 +0.3 +2.0 +2.0

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨 3m44 3m31 3m14 3m44 3m44
9 6 83 山崎　幸菜(6) 北西陸上クラブ +2.3 0.0 +1.4 +2.3 +2.3

ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨 3m30 3m31 3m36 3m36 3m36
10 11 13 保田　萌子(4) 大国陸上クラブ +1.7 +1.8 +0.8 +0.8 +0.8

ﾐﾁﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨 × 3m34 × 3m34 3m34
11 5 62 道村　彩花(6) 北西陸上クラブ +0.6 +0.6 +0.6

ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 3m31 3m00 2m89 3m31 3m31
12 17 357 岩浅　優花(6) 一宮町スポ少 +0.3 +0.5 0.0 +0.3 +0.3

ﾂｶﾊﾗ ﾅﾐ 山梨 × 3m22 3m12 3m22 3m22
13 19 204 塚原　奈美(6) 白根東AC +2.1 +1.2 +2.1 +2.1

ﾀｶｼ ﾌﾐｶ 山梨 3m18 3m00 3m01 3m18 3m18
14 29 82 高師　史花(6) 北西陸上クラブ +1.8 +2.0 +3.0 +1.8 +1.8

ﾂﾙﾀ ｱｲ 山梨 3m17 × 3m08 3m17 3m17
15 10 61 鶴田　愛(6) 北西陸上クラブ +1.4 +0.3 +1.4 +1.4

ﾀｷﾀ ﾄﾓｶ 山梨 3m08 3m01 3m16 3m16 3m16
16 2 11 滝田　智香(4) 大国陸上クラブ +1.7 -1.2 +2.4 +2.4 +2.4

ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨 3m14 3m13 × 3m14 3m14
17 25 107 平山　夏穂(3) 中村塾 +1.3 +1.2 +1.3 +1.3

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂﾞｷ 山梨 3m05 2m90 × 3m05 3m05
18 33 361 小林　恵月(4) 一宮町スポ少 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2

ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨 × 2m98 2m93 2m98 2m98
19 9 23 伊藤　彩乃(6) 大国陸上クラブ +0.2 +0.9 +0.2 +0.2

ｱﾏﾉ ｴﾘ 山梨 2m94 × 2m87 2m94 2m94
20 14 5 天野　笑里(4) 大国陸上クラブ +1.0 +0.2 +1.0 +1.0

ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾎ 山梨 2m62 2m44 2m85 2m85 2m85
21 20 108 鈴木　夢朋(2) 中村塾 +1.4 +1.0 +0.9 +0.9 +0.9

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 山梨 2m74 2m81 × 2m81 2m81
22 3 353 小林　ななみ(6) 一宮町スポ少 +0.5 -0.5 -0.5 -0.5

ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 × 2m78 2m69 2m78 2m78
23 23 701 萩原　けい奈(3) 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ +1.2 -0.6 +1.2 +1.2

ｻｶｲ ｱｵｲ 山梨 2m68 2m65 2m49 2m68 2m68
24 31 364 酒井　あおい(4) 一宮町スポ少 +1.1 +1.1 +1.0 +1.1 +1.1

ｱｷﾔﾏ ｻｸﾗ 山梨 × × 2m57 2m57 2m57
25 1 69 秋山　さくら(3) 北西陸上クラブ 0.0 0.0 0.0

ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾗﾘ 山梨 2m52 2m46 2m54 2m54 2m54
26 22 202 中込　拓里(6) 白根東AC +0.2 +0.1 +0.6 +0.6 +0.6

ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ 山梨 2m52 2m36 × 2m52 2m52
27 8 258 江俣　和花(3) 南アルプスＡＣ +1.4 -0.3 +1.4 +1.4

ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 2m44 2m26 2m23 2m44 2m44
28 32 254 三吉　里緒(4) 南アルプスＡＣ +0.3 +1.0 +0.1 +0.3 +0.3

ｻｶｲ ｽﾐﾚ 山梨 2m29 2m38 × 2m38 2m38
29 21 360 酒井　すみれ(6) 一宮町スポ少 +0.8 +1.0 +1.0 +1.0

ｻｴｸﾞｻ ｶﾅﾐ 山梨 2m31 2m20 × 2m31 2m31
30 15 259 三枝　叶実(3) 南アルプスＡＣ +1.1 +0.7 +1.1 +1.1

ｸﾎﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ 山梨 ／
7 453 窪田　和(2) 未来の森AC NM

ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｷ 山梨 × × ×
13 356 中町　優希(6) 一宮町スポ少 NM

9月15日 10:30 決勝

凡例  NM:記録なし



小学生女子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      5m05      荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

9月15日 10:30 決勝

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 山梨 × × ×
26 363 古屋　柚月(6) 一宮町スポ少 NM

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ／
28 264 松本　響(5) 南アルプスＡＣ NM

ｵｶﾞﾜ ﾐﾅ 山梨 ／
34 103 小川　美奈(4) 中村塾 NM

凡例  NM:記録なし


	2012グランプリ2nd記録集　表紙
	00コンディションリスト
	11-1-1 コンディションリスト

	0012グランプリ2nd-T8
	印刷処理

	01m100
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	02m400
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	03m1000
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	04m110JH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	05m110H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	06m400H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	07m5000w
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	08m400r
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	09m高跳
	R6_1組

	10m幅
	R6_1組

	12ｍ砲丸
	R6_1組

	13m砲丸
	R6_1組

	14m円盤
	R6_1組

	15m円盤
	R6_1組

	21w100
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	22w400
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	23w1000
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	24w100YH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	25w100H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	26w400H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	27w5000W
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	28w400r
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	29w高跳
	R6_1組

	30w幅
	R6_1組

	31w砲丸
	R6_1組

	32w円盤
	R6_1組

	16小m100
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	17小m1000
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	18小m80H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	19小m400r
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	20小m幅跳
	R6_1組

	33小w100
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	34小w800
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	35小80H
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	36小400R
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	37小幅跳
	R6_1組


