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[ GR:大会記録 ]

第２８回　全国小学生陸上競技交流大会　山梨県予選会
山梨中銀スタジアム 平成２４年７月１４日(土)

種別 種目

１００ｍ 長澤　一輝(4) 14.96 今井　漱哉(4) 15.07 萱沼　俊哉(4) 15.63 青柳　真尋(4) 15.95 齋藤　孝旺(4) 16.02 樋口　　匠(4) 16.05 青柳　日嘉(4) 16.23 岩崎　洸大(4) 16.63

風：-1.4 山梨・増穂クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・大国イダテン 山梨・中村塾ジュニア 山梨・新田ＡＣ 山梨・増穂クラブ 山梨・中村塾ジュニア 山梨・オンリーワン

１０００ｍ 橘田　　翔(4) 3:20.34 笹本　　侑(4) 3:29.69 ﾌｨｯｾｯﾄ　慶(4) 3:39.04 内藤　恵太(4) 3:50.89 中村　太樹(4) 3:53.92 雨宮　永大(4) 3:55.51 中村　　譲(4) 3:58.83 船井　　龍(4) 4:02.30

山梨・大国ジュニア 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・フリースタイル 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・日下部クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・北杜かけっこクラブ 山梨・オンリーワン

走幅跳 内田　虎太朗(4) 3m30(+0.8) 吉岡　良祐(4) 3m21(+0.4) 丸山　貫太(4) 2m74(+1.1) 米持　　壌(4) 2m69(+0.2) 高師　永潤(4) 2m60(0.0)

山梨・ＮＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・北西陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・北西陸上クラブ

１００ｍ 珊瑚　龍之介(5) 13.65 土屋　俊貴(5) 14.24 羽田　虎太郎(5) 14.38 岩崎　世那(5) 14.81 大村　拓矢(5) 15.03 松村　知哉(5) 15.23 佐野　海輝人(5) 15.33

風：+1.3 山梨・富河クラブ GR 山梨・大月ＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・東山梨ＡＣ

吉澤　大聖(5) 15.23

山梨・中村塾

１０００ｍ 小林　拓登(5) 3:13.50 森田　克馬(5) 3:13.69 中村　新之介(5) 3:33.95 中楯　健太(5) 3:36.67 伊藤　克典(5) 3:37.27 藤木　柊成(5) 3:39.31 岩瀬　大知(5) 3:39.48 河野　公哉(5) 3:45.88

山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国ジュニア 山梨・北杜かけっこクラブ 山梨・中村塾ジュニア 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・一宮ＡＣ 山梨・大国イダテン 山梨・小瀬ＡＣ

走幅跳 小野　健太(5) 3m91(-0.5) 近藤　大介(5) 3m83(+0.1) 藤井　佑成(5) 3m81(+0.7) 村松　希海(5) 3m19(+0.4) 浅川　綾汰(5) 3m17(+1.6)

山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国ジュニア 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・東山梨ＡＣ 山梨・北西陸上クラブ

１００ｍ 武川　　真(6) 13.44 水上　陽仁(6) 13.70 坂本　壮平(6) 13.76 加藤　大虎(6) 14.10 深澤　佑樹(6) 14.47 中込　昌磨(6) 14.57 塚田　海澪(6) 14.78

風：-0.9 山梨・松里ＡＣ 山梨・中村塾 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・相川陸上クラブ 山梨・相川陸上クラブ 山梨・白根東ＡＣ 山梨・中村塾

村松　由翔(6) 13.70

山梨・ＮＡＣ

１０００ｍ 望月　満帆(6) 3:01.20 土屋　雅也(6) 3:15.35 遠藤　欽大(6) 3:18.18 村松　明博(6) 3:23.92 深沢　大陽(6) 3:23.99 飯野　太郎(6) 3:30.28 田中　哲史(6) 3:31.13 後藤　  翼(6) 3:34.41

山梨・大国陸上クラブ 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・フリースタイル 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・増穂クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・フリースタイル 山梨・オンリーワン

走幅跳 芦澤　伊織(6) 4m21(+0.7) 内藤　　萌(6) 4m21(+0.9) 望月　　舜(6) 3m88(+1.4) 田辺　流輝(6) 3m85(+0.3) 有野　　嵐(6) 3m79(+1.0) 田所　直也(6) 3m73(+0.4) 石川　　諒(6) 3m54(0.0) 望月　由知(6) 3m54(+0.7)

山梨・白根東ＪＡＣ 山梨・大国ジュニア 山梨・増穂クラブ 山梨・奥野田クラブ 山梨・増穂クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国イダテン 山梨・増穂クラブ

８０ｍＨ 寺戸　　翼(6) 14.15 遠藤　佑紀(6) 14.58 萩原　寛太(6) 15.32 深澤　凌雅(6) 15.33 窪田　冠太(6) 15.50 川口　晃希(6) 15.81 野呂瀬　瑞希(5) 16.61 内田　純矢(6) 16.98

風：+0.7 山梨・ＮＡＣ 山梨・増穂クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・増穂クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・増穂クラブ 山梨・南アルプス陸協 山梨・増穂クラブ

４×１００ｍ 中村塾 56.26 大国陸上クラブ 58.37 相川陸上クラブ 58.63 白根東ＡＣ 59.36 増穂クラブ 59.61 南アルプスＡＣ 59.82 南アルプス陸協 1:00.23 ＮＡＣ 1:01.30

大村　拓矢(5) 萩原　寛太(6) 保坂　　佑(6) 三井　陽斗(6) 望月　　舜(6) 羽田　虎太郎(5) 中込　将太朗(5) 寺戸　　翼(6)

塚田　海澪(6) 望月　満帆(6) 加藤　大虎(6) 功刀　滉二郎(6) 深沢　大陽(6) 藤井　佑成(5) 三枝　史弥(6) 村松　由翔(6)

岩崎　世那(5) 橘田　大河(6) 島田　陽人(6) 櫻本　大雅(6) 遠藤　佑紀(6) 田所　直也(6) 半田　誠志郎(5) 佐々木　聖矢(6)

水上　陽仁(6) 小林　拓登(5) 深澤　佑樹(6) 中込　昌磨(6) 内田　純矢(6) 矢ヶ崎　秀太(6) 野呂瀬　瑞希(5) 佐藤　隼斗(5)

走高跳 済間　大誠(6) 1m30 望月　　丈(6) 1m30 土屋　祐登(6) 1m10 中村　虎太郎(5) 1m00 瀧口　　楽(5) 1m00 深澤　穂高(5) 1m00 久保田　裕磨(4) 0m95

山梨・奥野田クラブ 山梨・早川陸上クラブ 無効試技数差 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 無効試技数差 山梨・駿台甲府陸上クラブ 無効試技数差 山梨・駿台甲府陸上クラブ

ボール投 佐々木　義仁(6) 57m98 矢ヶ崎　秀太(6) 45m75 橘田　大河(6) 42m93 望月　龍之介(5) 40m76 櫻本　大雅(6) 40m70 中嶌　　健(4) 38m60 渡辺　朝陽(5) 37m78 後藤　大心(5) 37m51

山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・白根東ＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・東山梨ＡＣ

１００ｍ 中嶋　萌乃(4) 15.15 珊瑚　菜帆(4) 15.38 保田　萌子(4) 15.98 立澤　亜弥(4) 16.14 駒井　鈴音(4) 16.71 長田　奈々(4) 16.73 斉藤　真和(4) 16.94 天野　笑里(4) 17.05

風：+1.1 山梨・フリースタイル 山梨・富河クラブ 山梨・大国ジュニア 山梨・ＮＡＣ 山梨・牧丘クラブ 山梨・敷島クラブ 山梨・大国ジュニア 山梨・大国イダテン

８００ｍ 藤原　未羽(4) 2:57.86 大澤　菜々穂(4) 3:01.21 雨宮　笑菜(4) 3:05.30 小清水　莉乃(4) 3:13.57 清水　梨乃(4) 3:14.55 今沢　美咲(4) 3:14.70

山梨・フリースタイル 山梨・TeamO 山梨・フリースタイル 山梨・北杜かけっこクラブ 山梨・北杜かけっこクラブ 山梨・南アルプスＡＣ

走幅跳 平山　夏穂(4) 3m12(0.0) 滝田　智香(4) 3m09(-2.0) 井口　ひまり(4) 2m98(+0.6) 雨宮　陽向(4) 2m88(0.0) 岩瀬　千朋(4) 2m55(0.0) 秋山　さくら(4) 2m48(+0.4) 鈴木　夢朋(4) 2m36(+1.0)

山梨・中村塾 山梨・大国イダテン 山梨・敷島クラブ 山梨・中村塾 山梨・大国イダテン 山梨・北西陸上クラブ 山梨・中村塾

１００ｍ 小林　紀香(5) 14.44 駒井　彩来(5) 15.16 濱崎　胡杏(5) 15.36 原田　知佳(5) 15.46 中沢　志保(5) 15.71 大田　なるみ(5) 15.73 中村　美紀子(5) 15.94 藤原　ひより(5) 16.16

風：+2.1 山梨・ＮＡＣ 山梨・牧丘クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・増穂クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・牧丘クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ

８００ｍ 名取　万記歩(5) 2:44.50 河野　もな(5) 2:50.25 田邉　野乃実(5) 2:54.00 田辺　梨々子(5) 2:58.97 河口　紗楽(5) 3:00.21 佐藤　真奈(5) 3:02.88 中川　眞子(5) 3:03.77 竹田　芽依(5) 3:03.82

山梨・南アルプス陸協 山梨・大国ジュニア 山梨・奥野田クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・フリースタイル 山梨・中村塾 山梨・ＮＡＣ 山梨・大国ジュニア

走幅跳 三浦　心蘭(5) 3m39(+1.9) 鞍打　見春(5) 3m10(+0.5) 斉藤　優夕(5) 2m99(0.0) 安室　伶菜(5) 2m96(+1.0) 渡辺　里穂(5) 2m91(+0.8) 山形　　彩(5) 2m85(+0.2) 木下　月楓(5) 2m77(+1.2)

山梨・鳴沢クラブ 山梨・早川陸上クラブ 山梨・白根東ＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・増穂クラブ 山梨・鳴沢クラブ

１００ｍ 飯島　しおん(6) 14.25 坂口　莉緒(6) 14.28 岩浅　優花(6) 14.68 萱沼　結衣(6) 14.79 山田　幸乃(6) 14.87 仙洞田　朋子(6) 14.87 大竹　みなみ(6) 15.02 小林　ミユ(6) 15.03

風：-1.6 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・大国陸上クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・増穂クラブ 山梨・牧丘クラブ 山梨・大国陸上クラブ

８００ｍ 飯島　理子(6) 2:29.04 大澤  真由(6) 2:43.99 高師　史花(6) 2:52.66 酒井　彩良(6) 3:00.96 佐藤　茉莉(6) 3:03.01 山本　月菜(6) 3:08.02 船井　星南(6) 3:12.47

山梨・未来の森ＡＣ GR 山梨・相川陸上クラブ 山梨・北西陸上クラブ 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・奥野田クラブ 山梨・オンリーワン 山梨・オンリーワン

走幅跳 山口　華枝(6) 4m42(+0.6) 川崎　里奈(6) 4m17(+1.0) 伊藤　有花(6) 4m07(+0.8) 雨宮　凜果(6) 4m03(+0.9) 有泉　咲良(6) 4m03(+0.1) 松岡　実玖(6) 3m92(+1.1) 望月　凪沙(6) 3m81(+1.3) 山崎　幸菜(6) 3m55(+1.0)

山梨・大国陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・ＮＡＣ 山梨・白根東ＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・北西陸上クラブ

８０ｍＨ 山崎　南津那(6) 13.86 三吉　南緒(6) 14.16 岩間　三咲(6) 14.92 相原　咲良(6) 16.63 加藤　　優(5) 17.03 安田　綾花(6) 17.12 天野　小春(4) 17.66 古屋　　晶(6) 17.80

風：+1.3 山梨・未来の森ＡＣ GR 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・ＮＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・ＮＡＣ 山梨・大月ＡＣ 山梨・中村塾

４×１００ｍ 大国陸上クラブ 56.03 南アルプスＡＣ 57.02 未来の森ＡＣ 58.12 鳴沢クラブ 1:01.36 増穂クラブ 1:02.00 相川陸上クラブ 1:02.72 ＮＡＣ 1:03.49 大国ジュニア 1:04.03

萱沼　結衣(6) 松岡　実玖(6) 飯島　しおん(6) トウサックあやめ(6) 佐野　夏唯(6) 安田　陽菜(6) 志村　遥稀(6) 竹田　芽依(5)

山口　華枝(6) 坂口　莉緒(6) 飯島　理子(6) 渡辺　麻衣(6) 仙洞田　朋子(6) 相澤　華鈴(6) 伊藤　有花(6) 河野　もな(5)

小林　ミユ(6) 相原　咲良(6) 山田　幸乃(6) 加藤　　優(5) 斉藤　奈々(6) 山村　実聖(6) 市ノ瀬　亜弥(6) 斉藤　真和(4)

中澤　杏珠(6) 三吉　南緒(6) 小林　ひばり(6) 渡辺　桃子(6) 眞々田　萌(6) 新福　彩乃(6) 岩間　三咲(6) 保田　萌子(4)

走高跳 鶴田　　愛(6) 1m15 杉山　夏鈴(6) 1m10 伊藤　彩乃(6) 1m00 志村　栞奈(6) 1m00 佐藤　梨花(6) 0m95 今澤　実優(6) 0m95

山梨・北西陸上クラブ 山梨・早川陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 無効試技数差 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 無効試技数差

ボール投 深澤　　涼(6) 33m98 佐藤　加奈(6) 31m43 渡辺　桃子(6) 28m37 笠井　杏奈(5) 28m26 坂野　みれい(6) 27m34 佐野　未歩(4) 22m47

山梨・早川陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・早川陸上クラブ 山梨・相川陸上クラブ 山梨・大国イダテン

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

男子

女子

６年

共通

４年

５年

６年

共通

４年

５年
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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 鈴木　正一

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2012/07/14 09:00 曇 26.5 77.0 南 0.1 競技場

10:00 曇 27.5 74.0 南南西 0.7 競技場

11:00 曇 28.5 71.0 南西 2.1 競技場

12:00 曇 29.0 68.0 南西 2.4 競技場

13:00 曇 29.0 68.0 北 1.6 競技場

14:00 曇 30.5 65.0 北東 1.6 競技場

14:20 曇 30.0 62.0 南西 1.6 競技場



小学４年男子100m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            14.61     坂本　壮平(未来の森)                  2010

予選 5組0着＋8

1組 風:-2.0 2組 風:-2.2

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
ｻｲﾄｳ ﾀｶｵｷ ｲﾏｲ ｿｳﾔ

1 5 36 齋藤　孝旺(4) 16.22 q 1 6 154 今井　漱哉(4) 16.51 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾖｳｾｲ ﾈﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ

2 2 56 藤原　葉生(4) 17.80 2 5 12 根津　匡広(4) 16.61
ﾄｸﾞﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ

3 3 14 戸栗　宗一郎(4) 18.38 3 7 108 細田　夏輝(4) 19.49
ｵﾔｷﾞﾘ ﾕｳﾔ ﾄｲ ﾕｳﾏ

4 6 122 小田切　優也(4) 18.64 4 8 171 樋　　優真(4) 19.99
ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾄ ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ

5 8 63 藤田　尚斗(4) 18.78 5 3 180 高野　夏希(4) 20.63
ﾈﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ ｺｼﾑﾗ ﾀｲﾄ

6 7 169 根津　舜昌(4) 19.30 2 123 越村　太登(4) DNS
ｵｵｼｵ ﾖｼﾔ ｻﾉ ｺｳﾀ

4 141 大塩　由弥(4) DNS 4 142 佐野　康太(4) DNS

3組 風:-0.6 4組 風:-2.0

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
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾋﾛ ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ

1 4 166 青柳　真尋(4) 15.83 q 1 6 143 長澤　一輝(4) 15.03 q
ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

2 8 144 樋口　　匠(4) 16.08 q 2 5 168 飯島　悠太(4) 17.09
ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ ｵｶﾞﾜ ｺｺﾛ

3 3 11 岩崎　洸大(4) 16.60 q 3 2 155 小川　心路(4) 17.20
ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ ﾆｼﾔﾏ ｾｲﾔ

4 7 152 山田　伊織(4) 17.03 4 3 39 西山　聖也(4) 17.78
ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｲﾜｻ ｹｲｽｹ

5 2 170 飯島　康太(4) 17.42 5 4 76 岩浅　圭介(4) 18.59
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ ﾀｷ ﾘｭｳﾔ

6 5 75 山本　康太(4) 17.75 6 8 19 滝　　隆也(4) 18.70
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙﾄ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾔ

7 6 181 望月　晴翔(4) 17.76 7 44 小川　恭哉(4) DNS

5組 風:-0.4

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
ｶﾔﾇﾏ ｼｭﾝﾔ

1 6 193 萱沼　俊哉(4) 15.49 q
ｱｵﾔｷﾞ ﾆﾁｶ

2 8 167 青柳　日嘉(4) 16.12 q
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲ

3 4 94 小笠原　精(4) 16.91
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

4 5 15 坂本　大地(4) 17.25
ﾅｲﾄｳ ｶﾝﾀ

5 7 124 内藤　栞大(4) 18.04
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ

6 3 74 小林　伊吹(4) 18.66
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｼﾝ

7 2 64 高橋　竜士(4) 19.59

決勝 

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

ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ
1 4 143 長澤　一輝(4) 14.96

ｲﾏｲ ｿｳﾔ
2 1 154 今井　漱哉(4) 15.07

ｶﾔﾇﾏ ｼｭﾝﾔ
3 5 193 萱沼　俊哉(4) 15.63

ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾋﾛ
4 3 166 青柳　真尋(4) 15.95

ｻｲﾄｳ ﾀｶｵｷ
5 8 36 齋藤　孝旺(4) 16.02

ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 
6 6 144 樋口　　匠(4) 16.05

ｱｵﾔｷﾞ ﾆﾁｶ
7 7 167 青柳　日嘉(4) 16.23

ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ
8 2 11 岩崎　洸大(4) 16.63

山梨・増穂クラブ

7月14日 11:30 予選

7月14日 13:55 決勝

山梨・新田ＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・白根東ＴＦＣ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・中村塾ジュニア

山梨・フリースタイル

山梨・白根東ＴＦＣ

山梨・オンリーワン

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・中村塾ジュニア

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・早川陸上クラブ

山梨・中村塾ジュニア

山梨・増穂クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・増穂クラブ

山梨・中村塾ジュニア

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・新田ＡＣ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・東山梨ＡＣ

山梨・中村塾ジュニア

山梨・増穂クラブ

山梨・大国イダテン

山梨・中村塾ジュニア

山梨・大月ＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・白根東ＴＦＣ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・増穂クラブ

山梨・中村塾ジュニア

山梨・オンリーワン

山梨・早川陸上クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・大国イダテン

山梨・中村塾ジュニア

山梨・新田ＡＣ

凡例  DNS:欠場



小学４年男子1000m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            3:19.69   望月　満帆(大国ク)                    2010

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
ｷｯﾀ ｼｮｳ

1 6 192 橘田　　翔(4) 3:20.34
ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ

2 12 88 笹本　　侑(4) 3:29.69
ﾌｨｯｾｯﾄ ｹｲ

3 10 177 ﾌｨｯｾｯﾄ　慶(4) 3:39.04
ﾅｲﾄｳ ｹｲﾀ

4 9 87 内藤　恵太(4) 3:50.89
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ

5 4 158 中村　太樹(4) 3:53.92
ｱﾒﾐﾔ ｴｲﾀ

6 13 153 雨宮　永大(4) 3:55.51
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ

7 1 203 中村　　譲(4) 3:58.83
ﾌﾅｲ ﾘｭｳ

8 2 10 船井　　龍(4) 4:02.30
ｵﾏﾀ ﾕｳﾄ

9 11 95 小俣　悠人(4) 4:08.29
んｗん ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ

10 5 107 清水　裕愛(4) 4:10.11
ｻﾄｳ  ｼｭﾝｽｹ

11 7 37 佐藤　俊輔(4) 4:27.81
ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

12 3 54 秋山　大介(4) 4:37.86
ｲﾉｳｴ ｼﾝｾｲ

8 187 井上　真成(4) DNS

7月14日 12:40 決勝

山梨・大国ジュニア

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・フリースタイル

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・日下部クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・北杜かけっこクラブ

山梨・オンリーワン

山梨・大月ＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・新田ＡＣ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 192

記録 1:16
決勝

凡例  DNS:欠場



小学４年男子走幅跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            3m87      進藤　　翼　(大国ク)                  2007

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

ｳﾁﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨 3m30 3m09 3m25 3m30 3m30
1 3 55 内田　虎太朗(4) ＮＡＣ +0.8 +0.4 +1.3 +0.8 +0.8

ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｽｹ 山梨 3m21 2m96 3m04 3m21 3m21
2 4 17 吉岡　良祐(4) 駿台甲府陸上クラブ +0.4 +0.4 +0.3 +0.4 +0.4

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ 山梨 2m74 2m61 2m49 2m74 2m74
3 2 106 丸山　貫太(4) 北西陸上クラブ +1.1 +0.4 +0.9 +1.1 +1.1

ﾖﾈﾓﾁ ｼﾞｮｳ 山梨 × 2m69 2m53 2m69 2m69
4 1 18 米持　　壌(4) 駿台甲府陸上クラブ +0.2 +0.5 +0.2 +0.2

ﾀｶｼ ｴｲｼﾞｭﾝ 山梨 2m29 2m53 2m60 2m60 2m60
5 5 105 高師　永潤(4) 北西陸上クラブ +0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0

7月14日 12:30 決勝

凡例 



小学共通男子走高跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            1m35      東    尚人(塩山北)                    2000

山梨県小学生記録(YR)    1m52      高橋　雄基(北杜武川ク)                2006

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
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 6 58 済間　大誠(6) 奥野田クラブ 1m30
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｮｳ 山梨 － － － ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 4 61 望月　　丈(6) 早川陸上クラブ 1m30
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 山梨 － － ○ ○ × ○ × × ×

3 2 151 土屋　祐登(6) 未来の森ＡＣ 1m10
ﾅｶﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

4 3 23 中村　虎太郎(5) 駿台甲府陸上クラブ 1m00
ﾀｷｸﾞﾁ ﾗｸ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

5 5 31 瀧口　　楽(5) 駿台甲府陸上クラブ 1m00
ﾌｶｻﾜ ﾎﾀｶ 山梨 × ○ ○ × × ○ × × ×

6 7 24 深澤　穂高(5) 駿台甲府陸上クラブ 1m00
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾏ 山梨 ○ ○ × × ×

7 1 20 久保田　裕磨(4) 駿台甲府陸上クラブ 0m95

1m30 1m33

7月14日 10:30 決勝

0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25

凡例 



小学５年男子100m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            13.73     野村　　涼(未来の森)                  2010

予選 5組0着＋8

1組 風:-0.3 2組 風:-1.5

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
ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ ｵｷﾞﾉ ｿｳﾀ

1 3 96 土屋　俊貴(5) 14.36 q 1 7 198 荻野　壮太(5) 15.66
ｲﾜｻｷ ｾﾅ ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾄ

2 6 162 岩崎　世那(5) 15.15 q 2 4 49 栗原　拓斗(5) 16.69
ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｷﾞｻ

3 5 3 古屋　祐樹(5) 15.69 3 3 97 藤本　　渚(5) 17.06
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀ

4 7 50 佐藤　隼斗(5) 15.87 4 5 82 保坂　凉太(5) 17.11
ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ ｶｻﾞﾏ ﾏｻﾔ

5 2 159 上村　政博(5) 15.99 5 2 29 風間　政弥(5) 17.91
ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｶﾄ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｼｮｳ

6 8 91 中込　貴人(5) 18.51 6 8 62 高橋　竜翔(5) 18.02
ﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ

4 80 野口　好亮(5) DNS 7 6 71 荻原　笙太(5) 18.16

3組 風:-1.0 4組 風:+0.4

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
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

1 6 69 松村　知哉(5) 15.47 q 1 4 85 羽田　虎太郎(5) 14.65 q
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ

2 7 48 村松　星哉(5) 15.64 2 7 164 吉澤　大聖(5) 15.28 q
ﾀｶﾑﾗ ﾕｳﾄ ｻﾉ ﾐｷﾄ

3 2 30 高村　優翔(5) 16.33 3 8 43 佐野　海輝人(5) 15.36 q
ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ

4 5 194 中野　皓平(5) 16.43 4 5 90 中込　将太朗(5) 15.50
ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ ﾋﾛｾ ｹﾝﾔ

5 3 92 半田　誠志郎(5) 16.47 5 6 70 広瀬　堅也(5) 15.67
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ ﾎﾘｴ ｼｭﾝﾔ

6 4 72 小林　佑平(5) 17.09 6 3 99 堀江　隼矢(5) 16.48
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ

7 8 86 渡辺　　剛(5) 18.28 7 2 51 古屋　　匠(5) 16.61

5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
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 7 4 珊瑚　龍之介(5) 13.93 q
ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ

2 5 163 大村　拓矢(5) 15.30 q
ﾖｺﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ

3 8 140 横塚　大和(5) 15.81
ｶﾅｲ ﾚｲｷ

4 6 98 金井　玲貴(5) 16.08
ｲｼｲ ﾀｶﾄ

5 3 40 石井　嵩人(5) 16.16
ﾅﾄﾘ ｶｹﾙ

6 2 52 名取　翔琉(5) 16.27
ﾉｸﾞﾁ ﾗﾝﾏﾙ

4 81 野口　蘭丸(5) DNS

決勝 

風:+1.3
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

ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
1 5 4 珊瑚　龍之介(5) 13.65 GR

ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ
2 4 96 土屋　俊貴(5) 14.24

ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ
3 6 85 羽田　虎太郎(5) 14.38

ｲﾜｻｷ ｾﾅ
4 3 162 岩崎　世那(5) 14.81

ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ
5 8 163 大村　拓矢(5) 15.03

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ
6 2 69 松村　知哉(5) 15.23

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ
6 7 164 吉澤　大聖(5) 15.23

ｻﾉ ﾐｷﾄ
8 1 43 佐野　海輝人(5) 15.33

山梨・一宮ＡＣ

7月14日 10:50 予選

7月14日 13:45 決勝

山梨・大月ＡＣ

山梨・中村塾

山梨・牧丘クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・甲運陸上クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・大月ＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・早川陸上クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・大国イダテン

山梨・南アルプス陸協

山梨・一宮ＡＣ

山梨・日下部クラブ

山梨・南アルプス陸協

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・東山梨ＡＣ

山梨・南アルプス陸協

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・大月ＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・ＮＡＣ

山梨・富河クラブ

山梨・中村塾

山梨・増穂クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・東山梨ＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・中村塾

山梨・東山梨ＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・富河クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・中村塾

山梨・中村塾

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



小学共通男子ボール投
審 判 長：

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            65m03     岡﨑　英治(大月東ク)                  2008

山梨県小学生記録(YR)    74m14     岡﨑　英治(大月東ク)                  2008

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

ｻｻｷ ﾖｼﾋﾄ 山梨
1 12 32 佐々木　義仁(6) 駿台甲府陸上クラブ 55m43 54m52 57m31 57m31 8 57m98 55m28 54m11 57m98

ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨
2 3 77 矢ヶ崎　秀太(6) 南アルプスＡＣ 44m74 41m67 44m48 44m74 7 45m75 41m68 37m95 45m75

ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ 山梨
3 8 185 橘田　大河(6) 大国陸上クラブ 40m33 41m45 36m34 41m45 6 42m89 42m93 × 42m93

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨
4 18 25 望月　龍之介(5) 駿台甲府陸上クラブ 40m76 38m02 40m14 40m76 5 39m77 40m15 40m67 40m76

ｻｸﾗﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 山梨
5 6 113 櫻本　大雅(6) 白根東ＡＣ 40m70 37m78 35m36 40m70 4 32m38 33m46 34m06 40m70

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 山梨
6 9 16 中嶌　　健(4) 駿台甲府陸上クラブ × 33m82 31m62 33m82 1 37m25 38m01 38m60 38m60

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾋ 山梨
7 10 60 渡辺　朝陽(5) 鳴沢クラブ 35m44 36m54 35m88 36m54 2 35m68 35m15 37m78 37m78

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼ 山梨
8 11 41 後藤　大心(5) 東山梨ＡＣ 33m46 37m49 37m51 37m51 3 × 34m95 35m82 37m51

ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋﾛ 山梨
9 17 38 井上　仁裕(4) 新田ＡＣ 32m35 33m65 30m14 33m65 33m65

ｱｷﾔﾏ ﾘｷ 山梨
10 15 22 秋山　梨生(5) 駿台甲府陸上クラブ 32m10 29m87 29m72 32m10 32m10

ｺｳﾄﾞ ｼｭｳﾔ 山梨
11 2 174 神戸　秀哉(6) フリースタイル 31m89 30m85 29m95 31m89 31m89

ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ 山梨
12 1 102 秋山　　翔(6) 北西陸上クラブ 30m14 28m59 31m65 31m65 31m65

ｵﾉ ﾕｳｲ 山梨
13 14 175 小野  裕祐生(6) フリースタイル 27m19 29m87 28m60 29m87 29m87

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨
14 13 178 清水　颯人(5) フリースタイル 22m57 29m12 27m63 29m12 29m12

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨
15 16 53 丸山　翔大(5) ＮＡＣ 25m22 × 23m68 25m22 25m22

ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 山梨
16 7 179 清水　唯生(4) フリースタイル 21m67 20m04 19m17 21m67 21m67

ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 山梨
17 4 13 佐藤　祐一(4) 駿台甲府陸上クラブ × 9m47 17m31 17m31 17m31

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼｷ 山梨
18 5 200 丸山　芳樹(6) 甲運陸上クラブ 13m79 14m07 16m69 16m69 16m69

7月14日 10:00 決勝

凡例 



小学５年男子1000m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            3:11.82   望月　満帆(大国ク)                    2011

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

ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ
1 6 190 森田　克馬(5) 3:13.69 1 8 186 小林　拓登(5) 3:13.50

ｲﾄｳ ｶﾂﾉﾘ ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ
2 8 157 伊藤　克典(5) 3:37.27 2 10 202 中村　新之介(5) 3:33.95

ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ ﾅｶﾀﾞﾃ ｹﾝﾀ
3 2 73 藤木　柊成(5) 3:39.31 3 6 165 中楯　健太(5) 3:36.67

ｲﾜｾ ﾀﾞｲﾁ ｵｶ ﾀﾂﾄ
4 1 196 岩瀬　大知(5) 3:39.48 4 7 156 岡　　達人(5) 3:53.75

ｺｳﾉ ﾋﾛﾄｼ ﾑﾗﾏﾂ ｹｲ
5 3 1 河野　公哉(5) 3:45.88 5 5 83 村松　　圭(5) 4:00.32

ｱﾘｲｽﾞﾐ ｿｳﾀ ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ
6 10 176 有泉　蒼大(5) 3:58.86 6 9 6 石原　広都(5) 4:02.80

ｷﾇｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ
7 4 28 衣川　祥平(5) 4:01.85 7 4 104 秋山　雅志(5) 4:03.57

ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾔ ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ
8 5 8 藤原　誓也(5) 4:01.88 8 3 21 遠藤　弥宙(5) 4:20.95

ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ｾﾄ ｼﾞﾝ
9 9 7 武田　龍篤(5) 4:11.80 9 1 26 瀬戸　　仁(5) 4:37.12

ｵｵｻﾜ ｹﾝｾｲ ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾝﾀ
7 9 大澤　謙世(5) DNS 2 172 遠藤　欽大(6) DNS

山梨・大国ジュニア

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・一宮ＡＣ

山梨・大国イダテン

山梨・小瀬ＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・北杜かけっこクラブ

山梨・中村塾ジュニア

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

7月14日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・オンリーワン

山梨・北西陸上クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・フリースタイル

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・オンリーワン

山梨・オンリーワン

山梨・オンリーワン

ラップ表 400m 800m

ナンバー 190 190

記録 1:14 2:35

ナンバー 186 186

記録 1:16 2:36

ﾀｲﾑﾚｰｽ 1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

凡例  DNS:欠場



小学５年男子走幅跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            4m22      小林    良(大国)                      1989

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

ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨 3m65 × 3m53 3m65 4 3m54 3m49 3m91 3m91
1 4 184 小野　健太(5) 大国陸上クラブ +0.7 +0.9 +0.7 +1.0 +1.0 -0.5 -0.5

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 3m41 × 3m69 3m69 5 × × 3m83 3m83
2 1 189 近藤　大介(5) 大国ジュニア 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.1

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 × × × 1 × 3m52 3m81 3m81
3 2 84 藤井　佑成(5) 南アルプスＡＣ 0.0 +0.7 +0.7

ﾑﾗﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ 山梨 3m19 × 3m00 3m19 3 2m98 3m08 3m03 3m19
4 5 42 村松　希海(5) 東山梨ＡＣ +0.4 +1.7 +0.4 +0.4 +0.9 +1.5 +0.4

ｱｻｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 3m11 3m01 3m17 3m17 2 2m94 3m03 2m69 3m17
5 3 103 浅川　綾汰(5) 北西陸上クラブ 0.0 +1.2 +1.6 +1.6 +0.2 +0.2 +2.3 +1.6

ﾜﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨
6 27 和田　大河(5) 駿台甲府陸上クラブ DNS

7月14日 09:30 決勝

凡例  DNS:欠場



小学６年男子100m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            12.87     金子　亮太(日川ク)                    2010

山梨県小学生記録(YR)    12.35     山内  亮太(猿橋)                      1991

予選 3組0着＋8

1組 風:-1.3 2組 風:-1.6

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 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
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ

1 6 149 坂本　壮平(6) 14.00 q 1 4 146 深澤　佑樹(6) 14.62 q
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾏ

2 4 161 塚田　海澪(6) 15.16 q 2 2 114 中込　昌磨(6) 14.63 q
ﾎｻｶ ﾀｽｸ ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ

3 5 148 保坂　　佑(6) 15.34 3 6 68 雨宮　直樹(6) 15.17
ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ ｼﾗﾄﾘ ｾｲﾔ

4 3 89 三枝　史弥(6) 15.50 4 3 79 白鳥　聖也(6) 17.39
ﾐﾂｲ ﾊﾙﾄ ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ

5 7 112 三井　陽斗(6) 15.63 5 7 147 島田　陽人(6) 17.42
ｶﾓ ﾕｳｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ

6 2 118 加茂　優樹(6) 16.51 6 5 67 村松　稜介(6) 18.86
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ

7 8 121 清水　颯人(6) 17.50

3組 風:-1.3

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
ﾑｶﾜ ﾏｺﾄ

1 3 111 武川　　真(6) 13.54 q
ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ

2 7 160 水上　陽仁(6) 13.70 q
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ

3 6 45 村松　由翔(6) 13.71 q
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ

4 4 145 加藤　大虎(6) 14.37 q
ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ

5 5 115 功刀　滉二郎(6) 15.35
ﾅｶｺﾞﾐ ｶｽﾞ

6 2 119 中込　　壱(6) 15.83

決勝 

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

ﾑｶﾜ ﾏｺﾄ
1 5 111 武川　　真(6) 13.44

ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ
2 6 45 村松　由翔(6) 13.70

ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ
2 4 160 水上　陽仁(6) 13.70

ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ
4 3 149 坂本　壮平(6) 13.76

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ
5 7 145 加藤　大虎(6) 14.10

ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ
6 8 146 深澤　佑樹(6) 14.47

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾏ
7 2 114 中込　昌磨(6) 14.57

ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ
8 1 161 塚田　海澪(6) 14.78

7月14日 10:15 予選

7月14日 13:35 決勝

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・中村塾

山梨・相川陸上クラブ

山梨・南アルプス陸協

山梨・白根東ＡＣ

山梨・白根東ＪＡＣ

山梨・白根東ＴＦＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・白根東ＡＣ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・一宮ＡＣ

山梨・松里ＡＣ

山梨・中村塾

山梨・ＮＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・白根東ＡＣ

山梨・白根東ＪＡＣ

山梨・白根東ＡＣ

山梨・中村塾

山梨・松里ＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・中村塾

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・相川陸上クラブ

凡例 



小学６年男子1000m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            2:58.37   深沢　　優(八幡ク)                    2006

山梨県小学生記録(YR)    2:55.62   深沢　　優(八幡ク)                    2006

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
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂﾎ

1 7 183 望月　満帆(6) 3:01.20
ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ

2 2 66 土屋　雅也(6) 3:15.35
ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾝﾀ

3 16 172 遠藤　欽大(6) 3:18.18
ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾋﾛ

4 4 33 村松　明博(6) 3:23.92
ﾌｶｻﾜ ﾀｲﾖｳ

5 15 134 深沢　大陽(6) 3:23.99
ｲｲﾉ ﾀﾛｳ

6 14 34 飯野　太郎(6) 3:30.28
ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

7 12 173 田中　哲史(6) 3:31.13
ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

8 5 5 後藤　  翼(6) 3:34.41
ｷｸﾁ ﾐﾁｶ

9 8 195 菊池　宙河(6) 3:40.51
ｶｼﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ

10 3 65 梶原　俊輔(6) 3:46.09
ﾌｶｻﾜ ｹﾝﾀ

11 13 133 深澤　健太(6) 3:52.05
ﾎﾘｳﾁ ﾋｮｳ

12 6 136 堀内　飛陽(6) 4:02.70
ｵﾉ ﾄﾐｷ

13 11 120 小野　富生(6) 4:03.39
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ

1 201 高橋　隼人(6) DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾔ

9 2 藤原　直哉(6) DNS
ｵﾀﾞ ｶｽﾞｼ

10 110 小田　和志(6) DNS

山梨・増穂クラブ

7月14日 13:00 決勝

山梨・大国陸上クラブ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・フリースタイル

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・白根東ＴＦＣ

山梨・北杜かけっこクラブ

山梨・牧丘クラブ

山梨・松里ＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・オンリーワン

山梨・大国イダテン

山梨・一宮ＡＣ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 183 183

記録 1:08 2:25
決勝

凡例  DNS:欠場



小学６年男子走幅跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            5m22      内尾  将吾(四方津)                    1998
山梨県小学生記録(YR)    5m39      秋山  哲一(増穂南)                    1992

山梨県小学生記録(YR)    5m39      内尾  将吾(四方津)                    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

ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ 山梨 3m81 × 4m17 4m17 8 4m04 4m03 4m21 4m21
1 1 117 芦澤　伊織(6) 白根東ＪＡＣ +1.0 +1.2 +1.2 +0.1 +0.9 +0.7 +0.7

ﾅｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 山梨 4m01 3m77 3m81 4m01 7 3m67 3m87 4m21 4m21
2 3 191 内藤　　萌(6) 大国ジュニア +1.0 +0.8 +0.4 +1.0 0.0 -0.1 +0.9 +0.9

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝ 山梨 3m59 3m66 3m49 3m66 4 3m65 3m47 3m88 3m88
3 5 137 望月　　舜(6) 増穂クラブ +0.8 +0.4 +0.2 +0.4 +0.4 +0.3 +1.4 +1.4

ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ 山梨 × 3m64 3m61 3m64 3 × 3m46 3m85 3m85
4 15 59 田辺　流輝(6) 奥野田クラブ +0.9 +0.9 +0.9 +1.3 +0.3 +0.3

ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨 3m65 3m68 3m79 3m79 6 3m69 3m49 × 3m79
5 13 125 有野　　嵐(6) 増穂クラブ +0.3 +0.4 +1.0 +1.0 0.0 -0.8 +1.0

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ 山梨 3m73 3m67 3m46 3m73 5 × × 3m71 3m73
6 8 78 田所　直也(6) 南アルプスＡＣ +0.4 +1.3 +1.2 +0.4 +1.0 +0.4

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨 3m54 3m44 3m54 3m54 2 × 3m42 3m50 3m54
7 14 197 石川　　諒(6) 大国イダテン 0.0 0.0 +0.5 0.0 +1.1 -0.1 0.0

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾄﾓ 山梨 3m54 3m42 3m50 3m54 1 3m47 3m39 3m49 3m54
8 2 138 望月　由知(6) 増穂クラブ +0.7 0.0 +1.1 +0.7 +0.7 +2.1 -0.7 +0.7

ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 山梨 3m50 3m22 3m53 3m53 3m53
9 4 116 内田　輝正(6) 白根東ＪＡＣ +1.4 +0.6 +0.2 +0.2 +0.2

ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨 3m37 × 3m50 3m50 3m50
10 12 100 篠原　　麓(6) 北西陸上クラブ 0.0 +1.5 +1.5 +1.5

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨 3m36 2m60 3m24 3m36 3m36
11 7 139 山本　　龍(6) 増穂クラブ +0.9 +1.1 +0.6 +0.9 +0.9

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 山梨 3m06 3m26 3m35 3m35 3m35
12 6 101 横山　裕陸(6) 北西陸上クラブ +1.1 +1.2 +1.0 +1.0 +1.0

ｲｼﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 山梨 2m99 3m28 3m32 3m32 3m32
13 9 126 石部　真吾(6) 増穂クラブ +0.7 +1.3 +2.4 +2.4 +2.4

ﾌﾙﾔ ﾀｽｸ 山梨 3m19 2m95 2m92 3m19 3m19
14 10 47 古屋　　丞(6) ＮＡＣ +0.1 +0.8 +1.4 +0.1 +0.1

ｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 山梨 2m90 2m73 × 2m90 2m90
15 11 131 志村　優人(6) 増穂クラブ 0.0 +0.9 0.0 0.0

ﾌｶｻﾜ ｹｲﾄ 山梨
16 132 深澤　圭人(6) 増穂クラブ DNS

7月14日 09:30 決勝

凡例  DNS:欠場



小学共通男子80mH
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            13.11     足立　拓海(大国ク)                    2008

山梨県小学生記録(YR)    12.33     小林修太郎(大月ＡＣ)                  2007

予選 2組0着＋8

1組 風:-1.1 2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
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ  ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ

1 2 129 遠藤　佑紀(6) 15.55 q 1 2 46 寺戸　　翼(6) 14.19 q
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ

2 6 135 深澤　凌雅(6) 15.87 q 2 4 182 萩原　寛太(6) 15.55 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾀｶ ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ

3 3 35 小林　俊尊(6) 18.38 3 6 150 窪田　冠太(6) 15.64 q
ｶﾅﾏﾙ ﾀﾞｲｷ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ

4 109 金丸　大輝(6) DNS 4 7 130 川口　晃希(6) 16.07 q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾏ ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ

5 199 中川　祐馬(6) DNS 5 5 93 野呂瀬　瑞希(5) 16.65 q
ｻﾄｳ ﾏﾅｷ ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

7 188 佐藤　愛起(6) DNS 6 3 128 内田　純矢(6) 16.82 q
ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ

8 127 井上　　幹(6) DNS

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

ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ
1 4 46 寺戸　　翼(6) 14.15

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ  
2 3 129 遠藤　佑紀(6) 14.58

ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ
3 5 182 萩原　寛太(6) 15.32

ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ
4 7 135 深澤　凌雅(6) 15.33

ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ
5 6 150 窪田　冠太(6) 15.50

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ
6 8 130 川口　晃希(6) 15.81

ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ
7 2 93 野呂瀬　瑞希(5) 16.61

ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
8 1 128 内田　純矢(6) 16.98

7月14日 09:40 予選

7月14日 13:15 決勝

山梨・増穂クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・松里ＡＣ

山梨・甲運陸上クラブ

山梨・大国ジュニア

山梨・増穂クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・増穂クラブ

山梨・南アルプス陸協

山梨・増穂クラブ

山梨・南アルプス陸協

山梨・増穂クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・増穂クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・増穂クラブ

凡例  DNS:欠場



小学共通男子4×100mR
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            52.96     大国クラブ(大国ク)                    2008

山梨県小学生記録(YR)    50.60     峡東クラブ(峡東ク)                    1992

予選 3組0着＋8

1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 南アルプス陸協・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 増穂クラブ・山梨

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 56.58 q 記録 1:00.42 q 記録 1:00.50

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 ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝ 山梨
1 163 大村　拓矢(5) 中村塾 1 90 中込　将太朗(5) 南アルプス陸協 1 137 望月　　舜(6) 増穂クラブ

ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｲﾖｳ 山梨
2 161 塚田　海澪(6) 中村塾 2 89 三枝　史弥(6) 南アルプス陸協 2 134 深沢　大陽(6) 増穂クラブ

ｲﾜｻｷ ｾﾅ 山梨 ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ  山梨
3 162 岩崎　世那(5) 中村塾 3 92 半田　誠志郎(5) 南アルプス陸協 3 129 遠藤　佑紀(6) 増穂クラブ

ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨
4 160 水上　陽仁(6) 中村塾 4 93 野呂瀬　瑞希(5) 南アルプス陸協 4 128 内田　純矢(6) 増穂クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東山梨ＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮ＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東ＴＦＣ・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:02.36 記録 1:06.56 記録 1:10.94

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

ｻﾉ ﾐｷﾄ 山梨 ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 山梨 ｵﾉ ﾄﾐｷ 山梨
1 43 佐野　海輝人(5) 東山梨ＡＣ 1 71 荻原　笙太(5) 一宮ＡＣ 1 120 小野　富生(6) 白根東ＴＦＣ

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｵﾔｷﾞﾘ ﾕｳﾔ 山梨
2 41 後藤　大心(5) 東山梨ＡＣ 2 65 梶原　俊輔(6) 一宮ＡＣ 2 122 小田切　優也(4) 白根東ＴＦＣ

ｲｼｲ ﾀｶﾄ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨
3 40 石井　嵩人(5) 東山梨ＡＣ 3 72 小林　佑平(5) 一宮ＡＣ 3 121 清水　颯人(6) 白根東ＴＦＣ

ﾑﾗﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨 ﾅｲﾄｳ ｶﾝﾀ 山梨
4 42 村松　希海(5) 東山梨ＡＣ 4 73 藤木　柊成(5) 一宮ＡＣ 4 124 内藤　栞大(4) 白根東ＴＦＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国ジュニア・山梨

4 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R3
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
1 189 近藤　大介(5) 大国ジュニア

ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山梨
2 190 森田　克馬(5) 大国ジュニア

ｷｯﾀ ｼｮｳ 山梨
3 192 橘田　　翔(4) 大国ジュニア

ﾅｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 山梨
4 191 内藤　　萌(6) 大国ジュニア

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東ＪＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ＡＣ・山梨

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 1:00.34 記録 1:01.62 記録 1:01.90

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

ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｶｽﾞ 山梨 ﾎﾘｴ ｼｭﾝﾔ 山梨
1 77 矢ヶ崎　秀太(6) 南アルプスＡＣ 1 119 中込　　壱(6) 白根東ＪＡＣ 1 99 堀江　隼矢(5) 大月ＡＣ

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 山梨 ｶﾅｲ ﾚｲｷ 山梨
2 84 藤井　佑成(5) 南アルプスＡＣ 2 116 内田　輝正(6) 白根東ＪＡＣ 2 98 金井　玲貴(5) 大月ＡＣ

ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｶﾓ ﾕｳｷ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨
3 82 保坂　凉太(5) 南アルプスＡＣ 3 118 加茂　優樹(6) 白根東ＪＡＣ 3 96 土屋　俊貴(5) 大月ＡＣ

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ 山梨 ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 山梨
4 78 田所　直也(6) 南アルプスＡＣ 4 117 芦澤　伊織(6) 白根東ＪＡＣ 4 97 藤本　　渚(5) 大月ＡＣ

7月14日 12:10 予選

7月14日 14:05 決勝

凡例  DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



小学共通男子4×100mR
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            52.96     大国クラブ(大国ク)                    2008

山梨県小学生記録(YR)    50.60     峡東クラブ(峡東ク)                    1992

7月14日 12:10 予選

7月14日 14:05 決勝

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 大国イダテン・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾ｼﾞｭﾆｱ・山梨

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:02.12 記録 1:02.50 記録 1:06.54

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

ｲﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 山梨 ｶﾔﾇﾏ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｱｵﾔｷﾞ ﾆﾁｶ 山梨
1 157 伊藤　克典(5) 未来の森ＡＣ 1 193 萱沼　俊哉(4) 大国イダテン 1 167 青柳　日嘉(4) 中村塾ジュニア

ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾋﾛ 山梨
2 150 窪田　冠太(6) 未来の森ＡＣ 2 194 中野　皓平(5) 大国イダテン 2 166 青柳　真尋(4) 中村塾ジュニア

ｲﾏｲ ｿｳﾔ 山梨 ｷｸﾁ ﾐﾁｶ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 山梨
3 154 今井　漱哉(4) 未来の森ＡＣ 3 195 菊池　宙河(6) 大国イダテン 3 168 飯島　悠太(4) 中村塾ジュニア

ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 山梨 ｲﾜｾ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ﾅｶﾀﾞﾃ ｹﾝﾀ 山梨
4 151 土屋　祐登(6) 未来の森ＡＣ 4 196 岩瀬　大知(5) 大国イダテン 4 165 中楯　健太(5) 中村塾ジュニア

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 新田ＡＣ・山梨

7 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:07.09

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋﾛ 山梨
1 38 井上　仁裕(4) 新田ＡＣ

ｻｲﾄｳ ﾀｶｵｷ 山梨
2 36 齋藤　孝旺(4) 新田ＡＣ

ﾆｼﾔﾏ ｾｲﾔ 山梨
3 39 西山　聖也(4) 新田ＡＣ

ｻﾄｳ  ｼｭﾝｽｹ 山梨
4 37 佐藤　俊輔(4) 新田ＡＣ

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相川陸上クラブ・山梨 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 白根東ＡＣ・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 58.03 q 記録 58.08 q 記録 58.65

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

ﾎｻｶ ﾀｽｸ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ 山梨 ﾐﾂｲ ﾊﾙﾄ 山梨
1 148 保坂　　佑(6) 相川陸上クラブ 1 182 萩原　寛太(6) 大国陸上クラブ 1 112 三井　陽斗(6) 白根東ＡＣ

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂﾎ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨
2 145 加藤　大虎(6) 相川陸上クラブ 2 183 望月　満帆(6) 大国陸上クラブ 2 115 功刀　滉二郎(6) 白根東ＡＣ

ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｻｸﾗﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 山梨
3 147 島田　陽人(6) 相川陸上クラブ 3 185 橘田　大河(6) 大国陸上クラブ 3 113 櫻本　大雅(6) 白根東ＡＣ

ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾏ 山梨
4 146 深澤　佑樹(6) 相川陸上クラブ 4 186 小林　拓登(5) 大国陸上クラブ 4 114 中込　昌磨(6) 白根東ＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ＮＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮陸上スポ少・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上クラブ・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 1:00.20 記録 1:01.21 記録 1:04.57

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

ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ 山梨 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 山梨
1 46 寺戸　　翼(6) ＮＡＣ 1 66 土屋　雅也(6) 一宮陸上スポ少 1 101 横山　裕陸(6) 北西陸上クラブ

ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨 ﾋﾛｾ ｹﾝﾔ 山梨 ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨
2 45 村松　由翔(6) ＮＡＣ 2 70 広瀬　堅也(5) 一宮陸上スポ少 2 100 篠原　　麓(6) 北西陸上クラブ

ｻｻｷ ｾｲﾔ 山梨 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 山梨 ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ 山梨
3 57 佐々木　聖矢(6) ＮＡＣ 3 69 松村　知哉(5) 一宮陸上スポ少 3 102 秋山　　翔(6) 北西陸上クラブ

ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ 山梨
4 50 佐藤　隼斗(5) ＮＡＣ 4 68 雨宮　直樹(6) 一宮陸上スポ少 4 107 清水　裕愛(4) 北西陸上クラブ

凡例  DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



小学共通男子4×100mR
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            52.96     大国クラブ(大国ク)                    2008

山梨県小学生記録(YR)    50.60     峡東クラブ(峡東ク)                    1992

7月14日 12:10 予選

7月14日 14:05 決勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府陸上クラブ・山梨

7 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:08.26

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｽｹ 山梨
1 17 吉岡　良祐(4) 駿台甲府陸上クラブ

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 山梨
2 15 坂本　大地(4) 駿台甲府陸上クラブ

ﾄｸﾞﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 山梨
3 14 戸栗　宗一郎(4) 駿台甲府陸上クラブ

ｷﾇｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 山梨
4 28 衣川　祥平(5) 駿台甲府陸上クラブ

決勝 

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 大国陸上クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相川陸上クラブ・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 56.26 記録 58.37 記録 58.63

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 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ 山梨 ﾎｻｶ ﾀｽｸ 山梨
1 163 大村　拓矢(5) 中村塾 1 182 萩原　寛太(6) 大国陸上クラブ 1 148 保坂　　佑(6) 相川陸上クラブ

ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂﾎ 山梨 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨
2 161 塚田　海澪(6) 中村塾 2 183 望月　満帆(6) 大国陸上クラブ 2 145 加藤　大虎(6) 相川陸上クラブ

ｲﾜｻｷ ｾﾅ 山梨 ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 山梨
3 162 岩崎　世那(5) 中村塾 3 185 橘田　大河(6) 大国陸上クラブ 3 147 島田　陽人(6) 相川陸上クラブ

ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ 山梨
4 160 水上　陽仁(6) 中村塾 4 186 小林　拓登(5) 大国陸上クラブ 4 146 深澤　佑樹(6) 相川陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東ＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 増穂クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣ・山梨

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 1 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 59.36 記録 59.61 記録 59.82

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 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝ 山梨 ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨
1 112 三井　陽斗(6) 白根東ＡＣ 1 137 望月　　舜(6) 増穂クラブ 1 85 羽田　虎太郎(5) 南アルプスＡＣ

ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｲﾖｳ 山梨 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨
2 115 功刀　滉二郎(6) 白根東ＡＣ 2 134 深沢　大陽(6) 増穂クラブ 2 84 藤井　佑成(5) 南アルプスＡＣ

ｻｸﾗﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ  山梨 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ 山梨
3 113 櫻本　大雅(6) 白根東ＡＣ 3 129 遠藤　佑紀(6) 増穂クラブ 3 78 田所　直也(6) 南アルプスＡＣ

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾏ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨
4 114 中込　昌磨(6) 白根東ＡＣ 4 128 内田　純矢(6) 増穂クラブ 4 77 矢ヶ崎　秀太(6) 南アルプスＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプス陸協・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ＮＡＣ・山梨

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:00.23 記録 1:01.30

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

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨
1 90 中込　将太朗(5) 南アルプス陸協 1 46 寺戸　　翼(6) ＮＡＣ

ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨
2 89 三枝　史弥(6) 南アルプス陸協 2 45 村松　由翔(6) ＮＡＣ

ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 ｻｻｷ ｾｲﾔ 山梨
3 92 半田　誠志郎(5) 南アルプス陸協 3 57 佐々木　聖矢(6) ＮＡＣ

ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨
4 93 野呂瀬　瑞希(5) 南アルプス陸協 4 50 佐藤　隼斗(5) ＮＡＣ

凡例  DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



小学４年女子100m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            15.01     小澤　詩織　(北西陸上ク)              2003

予選 4組0着＋8

1組 風:-1.4 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 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
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴﾉ ﾂﾁﾔ ﾐｵ

1 5 157 中嶋　萌乃(4) 15.75 q 1 8 47 土屋　実央(4) 17.33
ｺﾏｲ ﾘﾝ ﾐﾖｼ ﾘｵ

2 7 8 駒井　鈴音(4) 17.14 q 2 2 81 三吉　里緒(4) 17.56
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾞｶ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｶ

3 3 167 斉藤　真和(4) 17.31 q 3 7 32 萩原　李香(4) 17.68
ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ ｲﾉｳｴ ﾅﾅ

4 6 46 立澤　真弥(4) 17.71 4 3 89 井上　成菜(4) 18.02
ﾀｹｲ ｱﾕﾈ ﾅﾗ ﾓﾓｶ

5 2 146 武井　歩音(4) 18.57 5 5 103 奈良　萌々夏(4) 18.80
ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ ｽｽﾞｷ ﾐｸ

4 137 藤原　綾乃(4) DNS 6 6 152 鈴木　未来(4) 18.86
ｱﾒﾐﾔ ﾅﾅﾐ

7 4 145 雨宮　七海(4) 19.53

3組 風:-1.1 4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
ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ

1 4 10 珊瑚　菜帆(4) 15.62 q 1 8 168 保田　萌子(4) 16.16 q
ｵｻﾀﾞ ﾅﾅ ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ

2 2 28 長田　奈々(4) 17.17 q 2 7 45 立澤　亜弥(4) 16.71 q
ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ ｲﾁｶﾜ ｹｲ

3 7 170 天野　笑里(4) 17.24 q 3 3 142 市川　　慧(4) 17.37
ｶｶﾞﾐ ﾋﾅ ﾊｯﾄﾘ ｼﾂﾞｷ

4 6 155 加々美　日菜(4) 17.78 4 5 88 服部　紫月(4) 17.85
ｸﾗｳﾁ ﾁｸﾞｻ ﾌｶｻﾜ ｺｺﾛ

5 3 65 鞍打　千種(4) 18.96 5 6 104 深澤　こころ(4) 17.94
ｻｶｲ ｱｵｲ ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ

6 5 74 酒井　あおい(4) 19.65 6 4 136 萩原　恵理菜(4) 17.96
ｻﾄｳ ﾎﾀﾙ

7 2 151 佐藤　ほたる(4) 18.56

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

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴﾉ
1 5 157 中嶋　萌乃(4) 15.15

ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ
2 4 10 珊瑚　菜帆(4) 15.38

ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ
3 6 168 保田　萌子(4) 15.98

ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ
4 3 45 立澤　亜弥(4) 16.14

ｺﾏｲ ﾘﾝ
5 7 8 駒井　鈴音(4) 16.71

ｵｻﾀﾞ ﾅﾅ
6 8 28 長田　奈々(4) 16.73

ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾞｶ
7 2 167 斉藤　真和(4) 16.94

ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ
8 1 170 天野　笑里(4) 17.05

7月14日 11:10 予選

7月14日 13:50 決勝

山梨・フリースタイル

山梨・牧丘クラブ

山梨・大国ジュニア

山梨・ＮＡＣ

山梨・日下部クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・東山梨ＡＣ

山梨・大月ＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・中村塾

山梨・日下部クラブ

山梨・富河クラブ

山梨・敷島クラブ

山梨・大国イダテン

山梨・中村塾

山梨・早川陸上クラブ

山梨・一宮ＡＣ

山梨・大国ジュニア

山梨・ＮＡＣ

山梨・日下部クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・敷島クラブ

山梨・大国ジュニア

山梨・大国イダテン

山梨・中村塾

山梨・フリースタイル

山梨・富河クラブ

山梨・大国ジュニア

山梨・ＮＡＣ

山梨・牧丘クラブ

凡例  DNS:欠場



小学４年女子800m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            2:37.22   有泉  千佳(市川ス)                    2001

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
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｳ

1 7 158 藤原　未羽(4) 2:57.86
ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ

2 1 31 大澤　菜々穂(4) 3:01.21
ｱﾒﾐﾔ ｴﾅ

3 2 159 雨宮　笑菜(4) 3:05.30
ｺｼﾐｽﾞ ﾘﾉ

4 3 174 小清水　莉乃(4) 3:13.57
ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ

5 6 175 清水　梨乃(4) 3:14.55
ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ

6 4 82 今沢　美咲(4) 3:14.70
ｵｶﾞﾜ ﾐﾅ

5 149 小川　美奈(4) DNS

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・中村塾

7月14日 12:25 決勝

山梨・フリースタイル

山梨・TeamO

山梨・フリースタイル

山梨・北杜かけっこクラブ

山梨・北杜かけっこクラブ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 158

記録 1:22
決勝

凡例  DNS:欠場



小学４年女子走幅跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            3m85      石橋  優子(増穂ク)                    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

ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨 3m03 3m06 3m12 3m12 7 3m12
1 3 153 平山　夏穂(4) 中村塾 +0.4 +0.1 0.0 0.0 0.0

ﾀｷﾀ ﾄﾓｶ 山梨 3m08 3m09 2m92 3m09 6 3m09
2 1 169 滝田　智香(4) 大国イダテン +0.8 -2.0 0.0 -2.0 -2.0

ｲｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ 山梨 2m98 2m92 2m95 2m98 5 2m98
3 2 27 井口　ひまり(4) 敷島クラブ +0.6 -0.8 0.0 +0.6 +0.6

ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨 2m79 2m85 2m88 2m88 4 2m88
4 7 150 雨宮　陽向(4) 中村塾 +0.7 +0.7 0.0 0.0 0.0

ｲﾜｾ ﾁﾎ 山梨 2m52 × 2m55 2m55 3 2m55
5 6 172 岩瀬　千朋(4) 大国イダテン +0.4 0.0 0.0 0.0

ｱｷﾔﾏ ｻｸﾗ 山梨 2m48 2m40 2m35 2m48 2 2m48
6 4 105 秋山　さくら(4) 北西陸上クラブ +0.4 +1.9 +0.1 +0.4 +0.4

ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾎ 山梨 × 2m36 × 2m36 1 2m36
7 5 154 鈴木　夢朋(4) 中村塾 +1.0 +1.0 +1.0

7月14日 12:30 決勝

凡例 



小学５年女子100m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            14.10     渡辺みなみ(ＮＡＣ)                    2001

予選 5組0着＋8

1組 風:+0.1 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
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾉ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｶ

1 5 4 中澤　莉乃(5) 16.01 1 3 39 小林　紀香(5) 14.98 q
ｱﾏﾉ ﾘﾅ ｵﾉ ｱﾔﾅ

2 2 17 天野　璃奈(5) 16.28 2 4 118 小野　絢凪(5) 16.15
ｳﾁﾀﾞ ﾚｲﾅ ｶﾜﾆｼ ﾏｵ

3 3 38 内田　怜那(5) 17.17 3 5 51 河西　真央(5) 16.30
ｵｻﾞﾜ ｶﾎ ﾔﾏｼﾀ ﾐｸ

4 7 92 小澤　香歩(5) 17.58 4 2 6 山下　未来(5) 16.74
ﾑﾄｳ ﾅﾙﾐ ｵﾏﾀ ｺﾕｷ

5 6 141 武藤　成美(5) 19.69 5 6 93 小俣　こゆき(5) 17.20
ﾀｹｼｹﾞ ﾓﾓｶ ｶﾒﾀﾞ ｱﾕﾐ

4 85 武重　桃香(5) DNS 6 7 144 亀田　あゆみ(5) 17.74

3組 風:+1.6 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
ﾊﾏｻｷ ｳｷｮｳ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ

1 4 139 濱崎　胡杏(5) 15.44 q 1 3 19 藤原　ひより(5) 15.77 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ

2 2 5 中村　美紀子(5) 15.91 q 2 4 7 山本　愛理(5) 16.27
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ ﾋﾗﾀ ﾕｳﾅ

3 6 124 渡辺　真侑子(5) 16.05 3 7 40 平田　結菜(5) 16.97
ｻｴｸﾞｻ ｱﾕﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ

4 7 44 三枝　愛有奈(5) 16.06 4 2 57 渡辺　恵菜(5) 17.00
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ ﾔﾏｻｷ ｻｴ

5 5 91 山﨑　るな(5) 16.12 5 5 143 山﨑　紗英(5) 17.58
ﾂｶﾊﾗ ﾐｶｺ ｷｮｳｼﾞﾏ ﾋｻｺ

6 3 18 塚原　実可子(5) 19.84 6 6 120 京島　久子(5) 17.61

5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
ｺﾏｲ ｻﾗ

1 3 3 駒井　彩来(5) 15.29 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶ

2 2 122 原田　知佳(5) 15.57 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾎ

3 7 13 中沢　志保(5) 15.69 q
ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ

4 6 138 大田　なるみ(5) 15.69 q
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ

5 4 41 手塚　結菜(5) 16.33
ﾎﾘｳﾁ ﾏｲ

6 5 140 堀内　麻衣(5) 17.73
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ

7 8 80 松本　　響(5) 17.99

決勝 

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｶ
1 5 39 小林　紀香(5) 14.44

ｺﾏｲ ｻﾗ
2 6 3 駒井　彩来(5) 15.16

ﾊﾏｻｷ ｳｷｮｳ
3 3 139 濱崎　胡杏(5) 15.36

ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶ
4 4 122 原田　知佳(5) 15.46

ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾎ
5 7 13 中沢　志保(5) 15.71

ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ
6 8 138 大田　なるみ(5) 15.73

ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ
7 1 5 中村　美紀子(5) 15.94

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ
8 2 19 藤原　ひより(5) 16.16

7月14日 10:30 予選

7月14日 13:40 決勝

山梨・牧丘クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・大月ＡＣ

山梨・日下部クラブ

山梨・南アルプス陸協

山梨・ＮＡＣ

山梨・増穂クラブ

山梨・奥野田クラブ

山梨・牧丘クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・日下部クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・牧丘クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・大月ＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・牧丘クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・鳴沢クラブ

山梨・日下部クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・牧丘クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・日下部クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・牧丘クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・牧丘クラブ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・増穂クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

凡例  DNS:欠場



小学５年女子800m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            2:36.07   有泉  千佳(市川)                      2002

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
ﾅﾄﾘ ﾏｷﾎ

1 11 86 名取　万記歩(5) 2:44.50
ｺｳﾉ ﾓﾅ

2 5 166 河野　もな(5) 2:50.25
ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉﾐ

3 8 52 田邉　野乃実(5) 2:54.00
ﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｺ

4 1 15 田辺　梨々子(5) 2:58.97
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾗ

5 10 156 河口　紗楽(5) 3:00.21
ｻﾄｳ ﾏﾅ

6 6 148 佐藤　真奈(5) 3:02.88
ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ

7 2 42 中川　眞子(5) 3:03.77
ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ

8 9 165 竹田　芽依(5) 3:03.82
ｵｵｷ ｱｲﾅ

9 3 87 大木　愛奈(5) 3:12.80
ﾀﾏｷ ﾏﾅｶ

10 12 16 玉木　愛菜花(5) 3:18.03
ｶｹﾓﾄ ｱｽﾞｻ

11 7 2 掛本　明寿早(5) 3:19.20
ﾅﾗ ﾕﾘｶ

12 14 102 奈良　優里香(5) 3:19.22
ｼﾑﾗ ﾋﾏﾘ

13 4 121 志村　ひまり(5) 3:21.15
ｵﾉ ｲｸﾐ

14 13 119 小野　育実(5) 3:31.22

7月14日 12:30 決勝

山梨・南アルプス陸協

山梨・大国ジュニア

山梨・奥野田クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・北西陸上クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・中村塾

山梨・ＮＡＣ

山梨・大国ジュニア

山梨・南アルプス陸協

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・牧丘クラブ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 86

記録 1:20
決勝

凡例 



小学５年女子走幅跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            4m11      小林　由有　(大国ク)                  2004

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

ﾐｳﾗ ｳﾗﾝ 山梨 3m16 3m29 3m39 3m39 7 3m17 2m99 3m19 3m39
1 2 60 三浦　心蘭(5) 鳴沢クラブ +0.2 +0.9 +1.9 +1.9 +0.7 +1.3 +0.2 +1.9

ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨 3m02 2m93 2m68 3m02 6 3m10 2m87 3m05 3m10
2 3 63 鞍打　見春(5) 早川陸上クラブ 0.0 +0.5 +0.7 0.0 +0.5 +1.0 0.0 +0.5

ｻｲﾄｳ ﾕｳ 山梨 2m99 × 2m89 2m99 5 2m87 × 2m91 2m99
3 1 109 斉藤　優夕(5) 白根東ＡＣ 0.0 +0.6 0.0 +0.8 0.0 0.0

ﾔｽﾑﾛ ﾚｲﾅ 山梨 2m96 × 2m88 2m96 4 2m71 × × 2m96
4 7 14 安室　伶菜(5) 駿台甲府陸上クラブ +1.0 +0.8 +1.0 +0.3 +1.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 山梨 2m82 2m90 × 2m90 3 2m91 2m25 2m10 2m91
5 6 59 渡辺　里穂(5) 鳴沢クラブ +0.8 +0.4 +0.4 +0.8 +0.9 +0.7 +0.8

ﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾔ 山梨 2m79 2m51 2m73 2m79 2 2m85 2m64 2m63 2m85
6 8 123 山形　　彩(5) 増穂クラブ +0.5 +0.4 +1.0 +0.5 +0.2 +0.1 +2.1 +0.2

ｷｼﾀ ﾂｷｶ 山梨 × 2m77 2m67 2m77 1 2m56 × × 2m77
7 4 58 木下　月楓(5) 鳴沢クラブ +1.2 +1.6 +1.2 +0.3 +1.2

ﾌﾘﾔ ﾏﾎ 山梨
5 43 降矢　茉歩(5) ＮＡＣ DNS

7月14日 09:30 決勝

凡例  DNS:欠場



小学６年女子100m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            13.63     広瀬  恵美(峡東ク)                    1989

山梨県小学生記録(YR)    13.05     荘    久慧(大国ク)                    1995

予選 5組0着＋8

1組 風:-0.5 2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
ｲﾜｻ ﾕｳｶ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ

1 5 72 岩浅　優花(6) 14.59 q 1 8 75 坂口　莉緒(6) 14.46 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾄﾓｺ

2 8 163 中澤　杏珠(6) 14.96 2 3 115 仙洞田　朋子(6) 14.74 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ

3 7 55 渡辺　麻衣(6) 15.26 3 7 162 小林　ミユ(6) 14.85 q
ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｵ ｵｵﾀｹ ﾐﾅﾐ

4 3 94 小柳　麻織(6) 16.11 4 5 1 大竹　みなみ(6) 14.91 q
ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ

5 4 128 安田　陽菜(6) 16.31 5 4 66 小林　ななみ(6) 16.47
ｺﾔﾏ ｻﾗ ﾋﾗｲ ﾕｳ

6 6 73 小山　紗来(6) 16.52 6 2 83 平井　　佑(6) 18.16
ﾅﾄﾘ ﾏﾅ ｻｶｲ ｽﾐﾚ

7 2 108 名取　舞菜(6) 16.60 7 6 69 酒井　すみれ(6) 19.10

3組 風:-0.4 4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
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾊﾞﾘ ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ

1 2 131 小林　ひばり(6) 15.02 1 6 132 飯島　しおん(6) 14.66 q
ｼﾑﾗ ﾊﾙｷ ｶﾔﾇﾏ ﾕｲ

2 3 35 志村　遥稀(6) 15.48 2 8 160 萱沼　結衣(6) 14.90 q
ｲﾏﾂﾞ ｻｸﾗ ｲﾁﾉｾ ｱﾐ

3 7 84 今津　　櫻(6) 15.70 3 7 34 市ノ瀬　亜弥(6) 15.53
ｱﾏﾀﾂ ｻﾔｶ ﾔﾏﾑﾗ ﾐｻﾄ

4 5 107 天達　清佳(6) 16.80 4 2 129 山村　実聖(6) 16.32
ｻｲﾄｳ ﾅﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ

5 4 113 斉藤　奈々(6) 24.38 5 3 101 渡辺　明日香(6) 17.75
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ ﾌﾙﾔ ﾕﾂﾞｷ

6 95 小澤　悠衣(6) DNS 6 4 71 古屋　柚月(6) 19.55
ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂﾞｷ

5 70 小林　恵月(6) DNS

5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
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ

1 3 133 山田　幸乃(6) 14.72 q
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾘﾝ

2 2 130 相澤　華鈴(6) 15.41
ﾏﾏﾀﾞ ﾓｴ

3 5 117 眞々田　萌(6) 15.71
ｵﾏﾀ ﾐｽｽﾞ

4 4 96 小俣　美鈴(6) 17.28
ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｷ

5 6 68 中町　優希(6) 19.73
ﾐﾁﾑﾗ ｱﾔｶ

7 100 道村　彩花(6) DNS
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝｶ

8 110 雨宮　凜果(6) DNS

決勝 

風:-1.6
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

ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ
1 3 132 飯島　しおん(6) 14.25

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ
2 4 75 坂口　莉緒(6) 14.28

ｲﾜｻ ﾕｳｶ
3 5 72 岩浅　優花(6) 14.68

ｶﾔﾇﾏ ﾕｲ
4 1 160 萱沼　結衣(6) 14.79

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ
5 6 133 山田　幸乃(6) 14.87

ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾄﾓｺ
6 7 115 仙洞田　朋子(6) 14.87

ｵｵﾀｹ ﾐﾅﾐ
7 2 1 大竹　みなみ(6) 15.02

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ
8 8 162 小林　ミユ(6) 15.03

7月14日 09:55 予選

7月14日 13:30 決勝

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・大国陸上クラブ

山梨・鳴沢クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・一宮ＡＣ

山梨・白根東ＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・増穂クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・牧丘クラブ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・南アルプス陸協

山梨・一宮ＡＣ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・南アルプス陸協

山梨・松里ＡＣ

山梨・増穂クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・ＮＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・一宮ＡＣ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・増穂クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・一宮ＡＣ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・増穂クラブ

山梨・牧丘クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・白根東ＡＣ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・大国陸上クラブ

凡例  DNS:欠場



小学６年女子800m
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            2:29.8    小林  晃子(山梨市ク)                  1987

山梨県小学生記録(YR)    2:25.6    有泉　千佳　(大国ク)                  2003

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
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ

1 6 134 飯島　理子(6) 2:29.04 GR
ｵｵｻﾜ ﾏﾕ

2 8 127 大澤  真由(6) 2:43.99
ﾀｶｼ ﾌﾐｶ

3 1 98 高師　史花(6) 2:52.66
ｻｶｲ ｻﾗ

4 5 67 酒井　彩良(6) 3:00.96
ｻﾄｳ ﾏﾂﾘ

5 7 48 佐藤　茉莉(6) 3:03.01
ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾅ

6 4 12 山本　月菜(6) 3:08.02
ﾌﾅｲ ｾﾅ

7 2 11 船井　星南(6) 3:12.47
ﾂﾁﾔ ﾕﾐ

3 106 土屋　由美(6) DNS

山梨・オンリーワン

山梨・オンリーワン

山梨・松里ＡＣ

7月14日 12:35 決勝

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・一宮陸上スポ少

山梨・奥野田クラブ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 134

記録 1:10
決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



小学６年女子走幅跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            4m85      荘    久慧(大国ク)                    1995

山梨県小学生記録(YR)    5m05      荘    久慧(大国ク)                    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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 × 4m42 × 4m42 8 4m32 4m16 4m35 4m42
1 7 161 山口　華枝(6) 大国陸上クラブ +0.6 +0.6 0.0 +1.1 +1.5 +0.6

ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨 × 3m86 4m06 4m06 7 4m17 3m79 3m90 4m17
2 4 79 川崎　里奈(6) 南アルプスＡＣ +1.0 +0.9 +0.9 +1.0 +0.9 +1.0 +1.0

ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 3m98 3m80 3m98 3m98 5 3m98 4m07 × 4m07
3 13 33 伊藤　有花(6) ＮＡＣ 0.0 +0.2 +1.9 0.0 +0.2 +0.8 +0.8

ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝｶ 山梨 3m93 3m97 3m75 3m97 4 3m91 3m83 4m03 4m03
4 16 110 雨宮　凜果(6) 白根東ＡＣ +1.1 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.6 +0.9 +0.9

ｱﾘｲｽﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨 3m90 4m03 3m94 4m03 6 × × 3m76 4m03
5 3 23 有泉　咲良(6) 駿台甲府陸上クラブ +1.0 +0.1 +0.9 +0.1 +1.3 +0.1

ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 3m91 3m34 × 3m91 3 3m87 3m87 3m92 3m92
6 10 78 松岡　実玖(6) 南アルプスＡＣ +0.4 +0.3 +0.4 0.0 -0.4 +1.1 +1.1

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 3m61 3m81 3m69 3m81 2 × × 3m70 3m81
7 5 25 望月　凪沙(6) 駿台甲府陸上クラブ +1.1 +1.3 +1.4 +1.3 +0.8 +1.3

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨 3m12 3m50 3m55 3m55 1 3m18 3m55 3m42 3m55
8 12 97 山崎　幸菜(6) 北西陸上クラブ +0.1 0.0 +1.4 +1.4 +0.2 +1.0 +0.4 +1.0

ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾐ 山梨 3m35 3m41 × 3m41 3m41
9 8 173 内田　　歩(6) 甲運陸上クラブ 0.0 +0.8 +0.8 +0.8

ﾉｻﾞﾜ ｱﾘﾅ 山梨 × 3m40 × 3m40 3m40
10 1 22 野澤　亜莉菜(6) 駿台甲府陸上クラブ +0.9 +0.9 +0.9

ｼﾝﾌﾟｸ ｱﾔﾉ 山梨 3m13 × 3m35 3m35 3m35
11 9 125 新福　彩乃(6) 相川陸上クラブ 0.0 +1.2 +1.2 +1.2

ﾂｶﾊﾗ ﾅﾐ 山梨 2m96 × 3m10 3m10 3m10
12 15 112 塚原　奈美(6) 白根東ＡＣ 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 山梨 3m09 3m04 3m03 3m09 3m09
13 11 49 矢島　真咲(6) 奥野田クラブ +0.1 0.0 +0.3 +0.1 +0.1

ﾌｶｻﾜ ﾏﾎ 山梨 2m99 2m88 2m80 2m99 2m99
14 14 116 深澤　茉帆(6) 増穂クラブ 0.0 0.0 +1.6 0.0 0.0

ﾀｷｼﾏ ﾐﾎ 山梨 × 2m96 × 2m96 2m96
15 2 50 滝嶌　美穂(6) 奥野田クラブ +0.3 +0.3 +0.3

ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾗﾘ 山梨 2m85 2m75 2m78 2m85 2m85
16 6 111 中込　拓里(6) 白根東ＡＣ +0.8 +1.3 +1.3 +0.8 +0.8

7月14日 09:30 決勝

凡例 



小学共通女子80mH
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            13.90     篠原　理加(北西陸上ク)                2010

山梨県小学生記録(YR)    13.56     篠原　理加(北西陸上ク)                2010

予選 2組0着＋8

1組 風:-1.0 2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
ｲﾜﾏ ﾐｻｷ ﾐﾖｼ ﾅｵ

1 6 36 岩間　三咲(6) 16.11 q 1 6 76 三吉　南緒(6) 14.16 q
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ

2 3 77 相原　咲良(6) 16.34 q 2 4 135 山崎　南津那(6) 14.31 q
ｶﾄｳ ﾕｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ

3 5 56 加藤　　優(5) 17.19 q 3 5 37 安田　綾花(6) 17.59 q
ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ ｻﾉ ﾅﾂｲ

4 7 90 天野　小春(4) 18.43 q 4 7 114 佐野　夏唯(6) 19.10
ﾌﾙﾔ ｱｷ ﾄｳｻｯｸ ｱﾔﾒ

5 4 147 古屋　　晶(6) 18.44 q 5 3 53 トウサックあやめ(6) 19.40

決勝 

風:+1.3
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

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ
1 4 135 山崎　南津那(6) 13.86 GR

ﾐﾖｼ ﾅｵ
2 5 76 三吉　南緒(6) 14.16

ｲﾜﾏ ﾐｻｷ
3 6 36 岩間　三咲(6) 14.92

ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ
4 3 77 相原　咲良(6) 16.63

ｶﾄｳ ﾕｳ
5 8 56 加藤　　優(5) 17.03

ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ
6 7 37 安田　綾花(6) 17.12

ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ
7 2 90 天野　小春(4) 17.66

ﾌﾙﾔ ｱｷ
8 1 147 古屋　　晶(6) 17.80

7月14日 09:30 予選

7月14日 13:10 決勝

山梨・ＮＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・鳴沢クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・増穂クラブ

山梨・鳴沢クラブ

山梨・大月ＡＣ

山梨・中村塾

山梨・未来の森ＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・ＮＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・鳴沢クラブ

山梨・ＮＡＣ

凡例  GR:大会記録



小学共通女子4×100mR
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            55.54     大国クラブ(大国ク)                    2005

山梨県小学生記録(YR)    53.94     大国クラブ(大国ク)                    2005

予選 3組0着＋8

1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 増穂クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相川陸上クラブ・山梨

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 58.14 q 記録 1:00.44 q 記録 1:01.93

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 ｻﾉ ﾅﾂｲ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾅ 山梨
1 132 飯島　しおん(6) 未来の森ＡＣ 1 114 佐野　夏唯(6) 増穂クラブ 1 128 安田　陽菜(6) 相川陸上クラブ

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ 山梨 ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾄﾓｺ 山梨 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 山梨
2 134 飯島　理子(6) 未来の森ＡＣ 2 115 仙洞田　朋子(6) 増穂クラブ 2 130 相澤　華鈴(6) 相川陸上クラブ

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾅﾅ 山梨 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｻﾄ 山梨
3 133 山田　幸乃(6) 未来の森ＡＣ 3 113 斉藤　奈々(6) 増穂クラブ 3 129 山村　実聖(6) 相川陸上クラブ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾊﾞﾘ 山梨 ﾏﾏﾀﾞ ﾓｴ 山梨 ｼﾝﾌﾟｸ ｱﾔﾉ 山梨
4 131 小林　ひばり(6) 未来の森ＡＣ 4 117 眞々田　萌(6) 増穂クラブ 4 125 新福　彩乃(6) 相川陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国ジュニア・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東ＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早川陸上クラブ・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 1:02.58 記録 1:02.78 記録 1:06.42

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

ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾗﾘ 山梨 ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨
1 165 竹田　芽依(5) 大国ジュニア 1 111 中込　拓里(6) 白根東ＡＣ 1 63 鞍打　見春(5) 早川陸上クラブ

ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝｶ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾘﾝ 山梨
2 166 河野　もな(5) 大国ジュニア 2 110 雨宮　凜果(6) 白根東ＡＣ 2 61 杉山　夏鈴(6) 早川陸上クラブ

ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾏﾅ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｻﾔｶ 山梨
3 167 斉藤　真和(4) 大国ジュニア 3 108 名取　舞菜(6) 白根東ＡＣ 3 62 深澤　　涼(6) 早川陸上クラブ

ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨 ﾂｶﾊﾗ ﾅﾐ 山梨 ｶｻｲ ｱﾝﾅ 山梨
4 168 保田　萌子(4) 大国ジュニア 4 112 塚原　奈美(6) 白根東ＡＣ 4 64 笠井　杏奈(5) 早川陸上クラブ

2組
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 駿台甲府陸上クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮陸上スポ少・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 56.89 記録 1:03.62 記録 1:03.73

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

ｶﾔﾇﾏ ﾕｲ 山梨 ﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｺ 山梨 ｻｶｲ ｻﾗ 山梨
1 160 萱沼　結衣(6) 大国陸上クラブ 1 15 田辺　梨々子(5) 駿台甲府陸上クラブ 1 67 酒井　彩良(6) 一宮陸上スポ少

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 山梨
2 161 山口　華枝(6) 大国陸上クラブ 2 19 藤原　ひより(5) 駿台甲府陸上クラブ 2 66 小林　ななみ(6) 一宮陸上スポ少

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 山梨 ｱﾏﾉ ﾘﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂﾞｷ 山梨
3 162 小林　ミユ(6) 大国陸上クラブ 3 17 天野　璃奈(5) 駿台甲府陸上クラブ 3 70 小林　恵月(6) 一宮陸上スポ少

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾎ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨
4 163 中澤　杏珠(6) 大国陸上クラブ 4 13 中沢　志保(5) 駿台甲府陸上クラブ 4 72 岩浅　優花(6) 一宮陸上スポ少

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 敷島クラブ・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 南アルプス陸協・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:06.71 記録 1:07.03 記録 1:07.38

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

ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 山梨 ﾀｶｼ ﾌﾐｶ 山梨 ﾋﾗｲ ﾕｳ 山梨
1 29 山本　愛里香(4) 敷島クラブ 1 98 高師　史花(6) 北西陸上クラブ 1 83 平井　　佑(6) 南アルプス陸協

ｽｴｷ ﾐﾕ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾏｷﾎ 山梨
2 30 末木　見侑(4) 敷島クラブ 2 97 山崎　幸菜(6) 北西陸上クラブ 2 86 名取　万記歩(5) 南アルプス陸協

ｲｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ 山梨 ﾅﾗ ﾕﾘｶ 山梨 ｵｵｷ ｱｲﾅ 山梨
3 27 井口　ひまり(4) 敷島クラブ 3 102 奈良　優里香(5) 北西陸上クラブ 3 87 大木　愛奈(5) 南アルプス陸協

ｵｻﾀﾞ ﾅﾅ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 山梨 ｲﾏﾂﾞ ｻｸﾗ 山梨
4 28 長田　奈々(4) 敷島クラブ 4 101 渡辺　明日香(6) 北西陸上クラブ 4 84 今津　　櫻(6) 南アルプス陸協

7月14日 11:55 予選

7月14日 14:00 決勝

凡例 



小学共通女子4×100mR
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            55.54     大国クラブ(大国ク)                    2005

山梨県小学生記録(YR)    53.94     大国クラブ(大国ク)                    2005

7月14日 11:55 予選

7月14日 14:00 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳴沢クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ＮＡＣ・山梨

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 56.89 q 記録 1:01.73 q 記録 1:02.30

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

ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 ﾄｳｻｯｸ ｱﾔﾒ 山梨 ｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨
1 78 松岡　実玖(6) 南アルプスＡＣ 1 53 トウサックあやめ(6) 鳴沢クラブ 1 35 志村　遥稀(6) ＮＡＣ

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 山梨 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨
2 75 坂口　莉緒(6) 南アルプスＡＣ 2 55 渡辺　麻衣(6) 鳴沢クラブ 2 33 伊藤　有花(6) ＮＡＣ

ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ｶﾄｳ ﾕｳ 山梨 ｲﾁﾉｾ ｱﾐ 山梨
3 77 相原　咲良(6) 南アルプスＡＣ 3 56 加藤　　優(5) 鳴沢クラブ 3 34 市ノ瀬　亜弥(6) ＮＡＣ

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 山梨 ｲﾜﾏ ﾐｻｷ 山梨
4 76 三吉　南緒(6) 南アルプスＡＣ 4 54 渡辺　桃子(6) 鳴沢クラブ 4 36 岩間　三咲(6) ＮＡＣ

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 大月ＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国イダテン・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:05.82 記録 1:06.29 記録 1:11.47

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

ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨 ｵﾏﾀ ｺﾕｷ 山梨 ﾀｷﾀ ﾄﾓｶ 山梨
1 150 雨宮　陽向(4) 中村塾 1 93 小俣　こゆき(5) 大月ＡＣ 1 169 滝田　智香(4) 大国イダテン

ｻﾄｳ ﾏﾅ 山梨 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｵ 山梨 ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ 山梨
2 148 佐藤　真奈(5) 中村塾 2 94 小柳　麻織(6) 大月ＡＣ 2 170 天野　笑里(4) 大国イダテン

ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｶﾎ 山梨 ｻﾉ ﾐﾎ 山梨
3 153 平山　夏穂(4) 中村塾 3 92 小澤　香歩(5) 大月ＡＣ 3 171 佐野　未歩(4) 大国イダテン

ﾌﾙﾔ ｱｷ 山梨 ｵﾏﾀ ﾐｽｽﾞ 山梨 ｲﾜｾ ﾁﾎ 山梨
4 147 古屋　　晶(6) 中村塾 4 96 小俣　美鈴(6) 大月ＡＣ 4 172 岩瀬　千朋(4) 大国イダテン

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮ＡＣ・山梨

7 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:18.47

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｶｲ ｽﾐﾚ 山梨
1 69 酒井　すみれ(6) 一宮ＡＣ

ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｷ 山梨
2 68 中町　優希(6) 一宮ＡＣ

ﾌﾙﾔ ﾕﾂﾞｷ 山梨
3 71 古屋　柚月(6) 一宮ＡＣ

ｻｶｲ ｱｵｲ 山梨
4 74 酒井　あおい(4) 一宮ＡＣ

決勝 

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 南アルプスＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森ＡＣ・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 56.03 記録 57.02 記録 58.12

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

ｶﾔﾇﾏ ﾕｲ 山梨 ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨
1 160 萱沼　結衣(6) 大国陸上クラブ 1 78 松岡　実玖(6) 南アルプスＡＣ 1 132 飯島　しおん(6) 未来の森ＡＣ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ 山梨
2 161 山口　華枝(6) 大国陸上クラブ 2 75 坂口　莉緒(6) 南アルプスＡＣ 2 134 飯島　理子(6) 未来の森ＡＣ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 山梨 ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 山梨
3 162 小林　ミユ(6) 大国陸上クラブ 3 77 相原　咲良(6) 南アルプスＡＣ 3 133 山田　幸乃(6) 未来の森ＡＣ

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾊﾞﾘ 山梨
4 163 中澤　杏珠(6) 大国陸上クラブ 4 76 三吉　南緒(6) 南アルプスＡＣ 4 131 小林　ひばり(6) 未来の森ＡＣ

凡例 



小学共通女子4×100mR
審 判 長：渡辺　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            55.54     大国クラブ(大国ク)                    2005

山梨県小学生記録(YR)    53.94     大国クラブ(大国ク)                    2005

7月14日 11:55 予選

7月14日 14:00 決勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鳴沢クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 増穂クラブ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相川陸上クラブ・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:01.36 記録 1:02.00 記録 1:02.72

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

ﾄｳｻｯｸ ｱﾔﾒ 山梨 ｻﾉ ﾅﾂｲ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾅ 山梨
1 53 トウサックあやめ(6) 鳴沢クラブ 1 114 佐野　夏唯(6) 増穂クラブ 1 128 安田　陽菜(6) 相川陸上クラブ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 山梨 ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾄﾓｺ 山梨 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 山梨
2 55 渡辺　麻衣(6) 鳴沢クラブ 2 115 仙洞田　朋子(6) 増穂クラブ 2 130 相澤　華鈴(6) 相川陸上クラブ

ｶﾄｳ ﾕｳ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾅﾅ 山梨 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｻﾄ 山梨
3 56 加藤　　優(5) 鳴沢クラブ 3 113 斉藤　奈々(6) 増穂クラブ 3 129 山村　実聖(6) 相川陸上クラブ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 山梨 ﾏﾏﾀﾞ ﾓｴ 山梨 ｼﾝﾌﾟｸ ｱﾔﾉ 山梨
4 54 渡辺　桃子(6) 鳴沢クラブ 4 117 眞々田　萌(6) 増穂クラブ 4 125 新福　彩乃(6) 相川陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ＮＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国ジュニア・山梨

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.49 記録 1:04.03

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

ｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 山梨
1 35 志村　遥稀(6) ＮＡＣ 1 165 竹田　芽依(5) 大国ジュニア

ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨
2 33 伊藤　有花(6) ＮＡＣ 2 166 河野　もな(5) 大国ジュニア

ｲﾁﾉｾ ｱﾐ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 山梨
3 34 市ノ瀬　亜弥(6) ＮＡＣ 3 167 斉藤　真和(4) 大国ジュニア

ｲﾜﾏ ﾐｻｷ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨
4 36 岩間　三咲(6) ＮＡＣ 4 168 保田　萌子(4) 大国ジュニア

凡例 



小学共通女子走高跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            1m25      三沢真由美(睦合)                      1987
大会記録(GR)            1m25      望月    渚(大国ク)                    1996
大会記録(GR)            1m25      阿部千賀子(須玉ク)                    1996
大会記録(GR)            1m25      五味知佐都(ＮＡＣ)                    2002
山梨県小学生記録(YR)    1m40      小林ほえみ(畑倉)                      1983

山梨県小学生記録(YR)    1m40      松本  智子(吉田西)                    1983

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
ﾂﾙﾀ ｱｲ 山梨 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

1 6 99 鶴田　　愛(6) 北西陸上クラブ 1m15
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾘﾝ 山梨 － － ○ × × ○ × × ○ × × ×

2 4 61 杉山　夏鈴(6) 早川陸上クラブ 1m10
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

3 2 164 伊藤　彩乃(6) 大国陸上クラブ 1m00
ｼﾑﾗ ｶﾝﾅ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

4 5 20 志村　栞奈(6) 駿台甲府陸上クラブ 1m00
ｻﾄｳ ﾘﾝｶ 山梨 ○ ○ × × ×

5 3 21 佐藤　梨花(6) 駿台甲府陸上クラブ 0m95
ｲﾏｻﾜ ﾐﾕ 山梨 ○ × ○ × × ×

6 1 24 今澤　実優(6) 駿台甲府陸上クラブ 0m95

1m25 1m30

7月14日 10:30 決勝

0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m18 1m20

凡例 



小学共通女子ボール投
審 判 長：

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            45m16     小林　亜美(境川ＡＣ)                  2008

山梨県小学生記録(YR)    54m42     小泉    彩(原)                        2001

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

ﾌｶｻﾜ ｻﾔｶ 山梨
1 2 62 深澤　　涼(6) 早川陸上クラブ 33m98 31m51 31m96 33m98 6 32m00 26m29 32m65 33m98

ｻﾄｳ ｶﾅ 山梨
2 7 26 佐藤　加奈(6) 駿台甲府陸上クラブ 24m40 23m83 28m80 28m80 5 27m36 27m67 31m43 31m43

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 山梨
3 3 54 渡辺　桃子(6) 鳴沢クラブ 25m38 26m34 23m59 26m34 2 21m03 24m62 28m37 28m37

ｶｻｲ ｱﾝﾅ 山梨
4 4 64 笠井　杏奈(5) 早川陸上クラブ 25m81 26m35 26m40 26m40 3 27m98 28m26 28m08 28m26

ﾊﾞﾝﾉ ﾐﾚｲ 山梨
5 6 126 坂野　みれい(6) 相川陸上クラブ 26m73 27m34 23m62 27m34 4 23m77 26m13 24m82 27m34

ｻﾉ ﾐﾎ 山梨
6 5 171 佐野　未歩(4) 大国イダテン 20m14 21m48 19m21 21m48 1 22m47 22m07 21m84 22m47

ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾄﾐ 山梨
1 9 陰山　一美(6) 菱山クラブ DNS

7月14日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場
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