
第５１回山梨県実業団対抗陸上競技大会 決勝記録一覧表

【 男  子 】

種目

１００ｍ
(-0.2)
１００ｍ
ｵｰﾌﾟﾝ(+0.7)
４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

１５００ｍ
４０歳以上
５０００ｍ
４０歳以上
１００００ｍ

4×100mR

走高跳

走幅跳

三段跳

三段跳
オープン
砲丸投

砲丸投
オープン
円盤投

やり投

【 女  子 】

種目

１００ｍ
(-1.2)
２００ｍ
(-1.5)
８００ｍ

３０００ｍ

4×100mR

走高跳

走幅跳

砲丸投

やり投

　　３４分４１秒０９ 　　３５分３３秒１８

　　４９秒４４ 　　５３秒４８ 　　５５秒５９

     １４m６４ (+2.2)

     ２０m５３      １２m００      １１m０９

     ６m６７      ６m５９      ４m８４

     ３m７０ (+0.6)     ４m１７ (+1.2)      ４m１４ (-0.3)      ３m８２ (+0.1)      ３m７６ (+0.7)

     １m０５      １m０５      １m００

     ３８m９０      １８m２４

島田喜文　　（ＪＲ東日本千葉）

     １７m８０

吉田裕貴　　（桂高校職員） 久保田尊士　（里垣小教員） 久保田尊文　（万沢農園） 坂口正芳　　（山日ＹＢＳ） 中澤秀二　　（横河電機）

    ４９m８９      ４３m４５

     １１m９１      １１m３９      １０m６５      ９m４９

　　１分０４秒６８ 　　１分０６秒１５

　　１５分３０秒１１

　　３５秒４５ 　　４２秒９６

　　２分５６秒１３ 　　２分５６秒４０ 　　３分３６秒９４

　　３１秒８０

　　１３秒６０ 　　１５秒２６ 　　１５秒５６ 　　１５秒６８ 　　１６秒２５ 　　１６秒７３ 　　１６秒７９ 　　１８秒８９

     １m２５

　　１６分４１秒２１ 　　１７分０１秒３８ 　　１９分１４秒３７ 　　２２分０６秒８４

　　３５分３９秒３３ 　　３５分５４秒３８ 　　３７分４３秒０４

　　４分４９秒３２

　　２分０６秒４０

　　４分３９秒３６ 　　４分４３秒９９ 　　５分０８秒１６ 　　６分０３秒９７

　　５２秒０５ 　　５２秒９６ 　　５３秒８７ 　　５７秒６３ 　　１分０４秒４４

　　１２秒２２ 　　１４秒４３

　　１１秒６１

　　１分０５秒３１ 　　１分２５秒３０

相原　樹　　（サンポー）

　　２分０７秒６４ 　　２分１０秒４８ 　　２分１０秒８１ 　　２分２９秒３４

　　４分０５秒３３ 　　４分１８秒２５

     ４０m４８      ３３m３８      ２５m５１      １５m０３      １４m６３

     １m６５      １m６０      １m４０

     １２m４２ (+0.5)      １０m０７ (+1.1)      ６m４８ (-0.1)
平賀昭彦　　（横河電機）相原　樹　　（サンポー） 土屋憲佑　　（山日ＹＢＳ）

     ６m３３      ６m０７
鶴田治彦　　（横河電機）

３位 ４位

庄司陽平　　（山梨大職員）

　　２分１９秒２０
濱崎武雅　　（高体連）

菊池　正　　（横河電機）

成田知一　　（日東富士製粉）

　　１１秒４３ 　　１１秒７１ 　　１１秒７６

鈴木啓太　　（駿台ＡＣ） 新津和樹　　（山梨県庁）

島田喜文　　（ＪＲ東日本千葉）

　　４分１９秒０４

坂口正芳　　（山日ＹＢＳ） 鶴田治彦　　（横河電機）久保田尊士　（里垣小教員）

土屋憲佑　　（山日ＹＢＳ） 佐藤　真　　（山日ＹＢＳ）

５位 ６位

鈴木啓太　　（駿台ＡＣ）

８位

伊藤　真　　（横河電機）

吉田裕貴　　（桂高校職員）

１位 ２位 ３位 ４位

庄司陽平　　（山梨大職員）

１位 ２位

　　１１秒７９ 　　１２秒００

長田和之　　（山日ＹＢＳ） 長坂英和　　（横河電機） 武井一馬　　（横河電機）

５位 ６位

安藤茂樹　　（山梨県庁）田中賢司　（山梨英和大職員） 新津和樹　　（山梨県庁） 由井玄太（かえで支援学校教員）

平成２４年６月１０日（日）
山梨中銀スタジアム

長坂英和　　（横河電機）

７位 ８位

長坂英和　　（横河電機）齊藤賢志　　（高体連） 小林拓磨　　（ニスカ） 濱崎武雅　　（高体連） 大沢正和　　（山日ＹＢＳ） 雨宮俊祐　　（山梨県庁） 小林世紀　  （山日ＹＢＳ） 小野貴史　　（山梨県庁）

菊池　正　　（横河電機）

宮川勇徳　　（湯殿館） 内池直樹　　（横河電機） 小野貴史　　（山梨県庁）

依田崇弘　　（山梨学院クラブ） 齊藤賢志　　（高体連） 大沢正和　　（山日ＹＢＳ）
　　４分２０秒６４ 　　４分２４秒１５ 　　４分３９秒９２

　　２分２５秒１９
草間正博　　（草間加工） 大岡智亮　　（山梨県庁） 小林世紀　　（山日ＹＢＳ）
　　２分１１秒０９

　　４分４２秒２９
河野昭三　　（横河電機）

大沢正和　　（山日ＹＢＳ） 渡辺　匠　　（大和工機） 山内健一　　（フローレン） 菊池　正　　（横河電機） 大岡智亮　　（山梨県庁）

荻　久　　　（山日ＹＢＳ） 内池直樹　　（横河電機） 小野貴史　　（山梨県庁） 河野昭三　　（横河電機）

佐野すみ香　（横河電機）

山梨県庁(雨宮、大岡、新津、安藤) 山日ＹＢＳ(長田、小林、土屋、大沢) 横河電機(武井、内池、長坂、平賀)

７位

濱崎 皓美　 （ＨＲＣ） 飯島みゆき　（未来の森ＡＣ） 中込こずえ　（横河電機） 二宮紗希　　（田中道場） 若尾佳那　　（山日ＹＢＳ） 塚原友美    （横河電機）

濱崎 皓美　 （ＨＲＣ） 佐野すみ香　（横河電機） 塚原友美    （横河電機）

中込こずえ　（横河電機） 渡辺晶子　　（未来の森ＡＣ） 宝方　文　　（横河電機）

宝方　文　　（横河電機）

横河電機(佐野、宝方、塚原、中込)

坂口正芳　　（山日ＹＢＳ） 吉田裕貴　　（桂高校職員） 久保田尊士　（里垣小教員） 平賀昭彦　　（横河電機） 内池直樹　　（横河電機）

山日ＹＢＳ(若尾、三枝、川口、久保嶋)

佐野すみ香　（横河電機） 川口智子　　（山日ＹＢＳ） 塚原友美    （横河電機）

中込こずえ　（横河電機） 久保嶋千尋　（山日ＹＢＳ） 飯島みゆき　（未来の森ＡＣ） 三枝身和　  （山日ＹＢＳ）若尾佳那　　（山日ＹＢＳ）

塚原　紅    （横河電機） 久保嶋千尋　（山日ＹＢＳ） 川口智子　　（山日ＹＢＳ）

三枝身和　　（山日ＹＢＳ） 塚原　紅    （横河電機） 若尾佳那　　（山日ＹＢＳ）

中澤秀二　　（横河電機）

三枝身和　　（山日ＹＢＳ）

     １１m０９

相原　樹　　（サンポー） 長田和之　　（山日ＹＢＳ） 土屋憲佑　　（山日ＹＢＳ） 佐藤　真　　（山日ＹＢＳ）
     ６m４４ (+2.0)      ５m９２ (+0.8)      ５m２４ (+1.0)      ５m１６ (-0.5)     ４m１０ (+0.0)

新津和樹　　（山梨県庁）


