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第３２回　山梨県小学生陸上競技大会
山梨中銀スタジアム 平成２４年１１月１１日(日)

種別 種目

１００ｍ 仲上　公賀(4) 15.10 今井　漱哉(4) 15.38 萱沼　俊哉(4) 15.82 青柳　真尋(4) 16.15 池田　脩翔(4) 16.15 鶴田　幸大(4) 16.47 根津　匡広(4) 16.50 中村　圭成(4) 16.64

風：-0.5 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・中村塾 山梨・東山梨ＡＣ 山梨・日下部クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ

１０００ｍ 橘田　　翔(4) 3:17.54 笹本　　侑(4) 3:34.35 ﾌｨｯｾｯﾄ　慶(4) 3:41.31 山田　伊織(4) 3:46.20 雨宮　悠記(4) 3:48.86 川崎　翔哉(3) 3:50.21 内藤　恵太(4) 3:50.26 渡邉　　丈(4) 3:53.73

山梨・大国陸上ｸﾗﾌﾞ GR 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・フリースタイル 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・東山梨ＡＣ

走幅跳 中村　征莉(4) 3m52(+0.5) 向山　汐音(4) 2m98(+0.4) 馬場　天海(4) 2m34(+0.7)

山梨・中村塾 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ

１００ｍ 村松　星哉(5) 14.75 大村　拓矢(5) 14.99 中込　将太朗(5) 15.12 松村　知哉(5) 15.46 岩崎　世那(5) 15.48 吉澤　大聖(5) 15.60 中野　皓平(5) 15.63

風：-1.2 山梨・ＮＡＣ 山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・大国陸上クラブ

１０００ｍ 小林　拓登(5) 3:09.96 森田　克馬(5) 3:10.06 羽田　虎太郎(5) 3:18.28 中村　心乃佑(5) 3:28.37 野呂瀬　瑞稀(5) 3:29.50 中楯　健太(5) 3:31.87 藤木　柊成(5) 3:33.24 村松　　圭(5) 3:35.84

山梨・大国陸上ｸﾗﾌﾞ GR 山梨・大国陸上ｸﾗﾌﾞ GR 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北杜かけっこクラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・中村塾 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・南アルプスＡＣ

走幅跳 藤井　佑成(5) 4m10(+0.5) 土屋　俊貴(5) 4m08(-0.1) 荻野　壮太(5) 3m83(0.0) 小野　健太(5) 3m80(-0.3) 佐野　海輝人(5) 3m75(-0.3) 近藤　大介(5) 3m52(+0.6) 中込　隆人(5) 3m40(0.0) 斉藤　　陸(5) 3m31(-0.6)

山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大月ＡＣ 山梨・甲運陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・東山梨ＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・甲運陸上クラブ 山梨・大石ＡＣ

１００ｍ 前田　祐能(6) 13.51 水上　陽仁(6) 13.56 坂本　壮平(6) 13.81 村松　由翔(6) 13.95 加藤　大虎(6) 14.05 芦澤　芙海(6) 14.19 中込　昌磨(6) 14.33 河野　駿祐(6) 15.16

風：-2.6 山梨・明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山梨・中村塾 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・ＮＡＣ 山梨・相川陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・白根東ＡＣ 山梨・奥野田クラブ

１０００ｍ 望月　満帆(6) 2:54.37 橘田　大河(6) 3:08.04 高橋　隼人(6) 3:12.88 土屋　雅也(6) 3:18.16 佐野　拓海(6) 3:26.14 村松　明博(6) 3:26.45 篠原　　麓(6) 3:28.26 菊池　宙河(6) 3:28.47

山梨・大国陸上ｸﾗﾌﾞ GR,YR 山梨・大国陸上クラブ 山梨・北杜かけっこクラブ 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・相川陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・北西陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ

走幅跳 内藤　　萌(6) 4m30(0.0) 奥山　和紀(6) 4m26(0.0) 芦澤　伊織(6) 4m08(+0.7) 田辺　流輝(6) 3m94(0.0) 石井　元基(6) 3m64(0.0) 田所　直也(6) 3m60(-0.3) 内田　輝正(6) 3m41(0.0) 渡辺　架月(6) 3m18(0.0)

山梨・大国陸上クラブ 山梨・甲州市立玉宮小学校 山梨・白根東ＡＣ 山梨・奥野田クラブ 山梨・境川ＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・白根東ＡＣ 山梨・鳴沢クラブ

４×１００ｍ 明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 56.39 ＮＡＣA 57.70 白根東ＡＣA 58.50 大国陸上クラブA 59.18 南アルプスＡＣA 59.50 未来の森ＡＣA 59.70 南アルプスＡＣB 1:00.42 相川陸上クラブA 1:00.94

雨宮　賢昇(6) 村松　星哉(5) 三井　陽斗(6) 萩原　寛太(6) 田所　直也(6) 窪田　冠太(6) 中込　将太朗(5) 星野　　輝(6)

前田　祐能(6) 村松　由翔(6) 中込　昌磨(6) 望月　満帆(6) 矢ヶ崎　秀太(6) 伊藤　克典(5) 三枝　史弥(6) 加藤　大虎(6)

程原　翔太(6) 寺戸　　翼(6) 芦澤　伊織(6) 中野　皓平(5) 藤井　佑成(5) 今井　漱哉(4) 半田　誠志郎(5) 島田　陽人(6)

金森　勇也(6) 佐々木　聖矢(6) 功刀　滉二郎(6) 橘田　大河(6) 羽田　虎太郎(5) 坂本　壮平(6) 野呂瀬　瑞稀(5) 佐野　拓海(6)

８０ｍＨ 寺戸　　翼(6) 14.74 窪田　冠太(6) 14.94 萩原　寛太(6) 15.26 金丸　大輝(6) 16.37

風：-2.8 山梨・ＮＡＣ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・松里ＡＣ

走高跳 済間　大誠(6) 1m36 金森　勇也(6) 1m33 望月　　丈(6) 1m30 程原　翔太(6) 1m20 土屋　佑登(6) 1m10 越石　陸斗(6) 1m05

山梨・奥野田クラブ 山梨・明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山梨・早川陸上クラブ 山梨・明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ

ボール投 橘田　　岬(6) 63m19 佐々木　義仁(6) 60m83 風間　球星(6) 60m31 佐々木　聖矢(6) 51m68 矢ヶ崎　秀太(6) 50m40 小林　龍弥(6) 46m03 日原　海来(6) 45m94 中嶌　　健(4) 43m35

山梨・境川ＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・奥野田クラブ 山梨・ＮＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・境川ＡＣ 山梨・松里ＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ

１００ｍ 中嶋　萌乃(4) 15.48 立澤  亜弥(4) 16.36 細田　弥々(4) 16.61 石黒　七瀬(4) 16.70 天野　笑里(4) 16.75 駒井　鈴音(4) 17.16 立澤  真弥(4) 17.24 土屋  実央(4) 17.42

風：+1.1 山梨・フリースタイル 山梨・ＮＡＣ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・東山梨ＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・牧丘クラブ 山梨・ＮＡＣ 山梨・ＮＡＣ

８００ｍ 保田　萌子(4) 2:49.28 市川　　慧(4) 2:58.25 大澤　菜々穂(4) 3:00.56 小清水　理乃(4) 3:01.59 萩原　恵里奈(4) 3:02.92 雨宮　笑菜(4) 3:03.40 岩瀬　千朋(4) 3:03.42 今沢　美咲(4) 3:04.43

山梨・大国陸上クラブ 山梨・日下部クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・北杜かけっこクラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・フリースタイル 山梨・大国陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ

走幅跳 滝田　智香(4) 3m36(+0.4) 三吉　里緒(4) 2m87(+0.7) 雨宮　陽向(4) 2m81(+1.0) 鈴木　夢朋(4) 2m64(+1.0) 秋山　さくら(4) 2m52(+0.9)

山梨・大国陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・北西陸上クラブ

１００ｍ 塩沢　夏音(5) 14.71 小林  紀香(5) 14.76 土屋　あい(5) 15.44 駒井　彩来(5) 15.52 浜崎　胡杏(5) 15.54 鈴木　瑠菜(5) 15.80 三枝  愛有捺(5) 15.88 藤原　ひより(5) 16.41

風：-0.7 山梨・大国陸上クラブ 山梨・ＮＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・牧丘クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・中村塾 山梨・ＮＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ

８００ｍ 名取　万記歩(5) 2:43.35 河野　もな(5) 2:43.52 中川  眞子(5) 3:00.78 佐藤　真奈(5) 3:00.81 竹田　芽依(5) 3:01.21 田辺　梨々子(5) 3:03.11 田中　理子(5) 3:04.26 大木　愛奈(5) 3:09.61

山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・ＮＡＣ 山梨・中村塾 山梨・大国陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ

走幅跳 太田　成美(5) 3m55(+0.1) 三浦　心蘭(5) 3m53(-0.4) 鞍打　見春(5) 3m49(0.0) 中村　真依(5) 3m22(0.0) 安室　伶菜(5) 3m08(0.0) 降矢  茉歩(5) 3m06(0.0) 大橋　美結(5) 3m06(+0.6) 菊地　梨湖(5) 2m97(-0.1)

山梨・未来の森ＡＣ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・早川陸上クラブ 山梨・井尻クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・ＮＡＣ 山梨・井尻クラブ 山梨・双葉西小学校

１００ｍ 山口　華枝(6) 14.03 飯島　しおん(6) 14.21 山田　幸乃(6) 14.56 坂口　莉緒(6) 14.58 岩浅　優花(6) 14.67 萱沼　結衣(6) 14.86 小林　ミユ(6) 14.94 大竹　みなみ(6) 15.23

風：-1.6 山梨・大国陸上クラブ 山梨・未来の森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 山梨・大国陸上クラブ 山梨・牧丘クラブ

８００ｍ 飯島　理子(6) 2:28.39 大澤　真由(6) 2:34.82 山崎　幸菜(6) 2:44.42 高師　史花(6) 2:48.31 渡邉　　舞(6) 2:50.84 田中　瑠々花(6) 2:57.63 渡辺　亜友美(6) 3:00.29 酒井　彩良(6) 3:02.49

山梨・未来の森ＡＣ 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・東山梨ＡＣ 山梨・明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・一宮陸上スポ少

走幅跳 川崎　里奈(6) 4m22(-0.4) 伊藤  有花(6) 4m17(-0.6) 松岡　実玖(6) 3m92(-0.5) 内田　　歩(6) 3m52(0.0) 小林　杏菜(6) 3m45(-0.3) 細田　　耀(6) 3m44(0.0) 杉山　夏鈴(6) 3m41(0.0) 牛山　夕菜(6) 3m36(0.0)

山梨・南アルプスＡＣ 山梨・ＮＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・甲運陸上クラブ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・早川陸上クラブ 山梨・甲運陸上クラブ

４×１００ｍ 大国陸上クラブA 56.55 未来の森ＡＣA 57.42 南アルプスＡＣA 57.53 北西陸上クラブA 59.85 ＮＡＣA 1:01.06 南アルプスＡＣB 1:02.34 鳴沢クラブA 1:02.66 一宮陸上スポ少A 1:03.39

塩沢　夏音(5) 山田　幸乃(6) 松岡　実玖(6) 山崎　幸菜(6) 市ノ瀬  亜弥(6) 今津　　櫻(6) 渡辺　亜友美(6) 酒井　彩良(6)

山口　華枝(6) 飯島　しおん(6) 坂口　莉緒(6) 鶴田　　愛(6) 伊藤  有花(6) 川崎　里奈(6) ﾄｳｻｯｸ　あやめ(6) 小山　沙来(6)

小林　ミユ(6) 小林　ひばり(6) 相原　咲良(6) 高師　史花(6) 岩間  三咲(6) 名取　万記歩(5) 小林　杏菜(6) 小林　ななみ(6)

萱沼　結衣(6) 飯島　理子(6) 三吉　南緒(6) 道村　彩花(6) 小林  紀香(5) 野田　美月(6) 渡辺　桃子(6) 岩浅　優花(6)

８０ｍＨ 三吉　南緒(6) 13.83 山崎　南津那(6) 14.44 岩間  三咲(6) 14.57 相原　咲良(6) 15.09 塚原　奈美(6) 16.55 加藤　　優(5) 16.81 安田  綾花(6) 17.66 天野　璃奈(5) 18.80

風：-1.3 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・白根東ＡＣ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・ＮＡＣ 山梨・駿台甲府陸上クラブ

走高跳 鶴田　　愛(6) 1m20 山下　未来(5) 1m15 伊藤　彩乃(6) 1m10 志村　栞奈(6) 1m05

山梨・北西陸上クラブ 山梨・牧丘クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ

ボール投 丸山　亜瑞(5) 41m87 深澤　　涼(6) 40m54 酒井　優実(6) 34m92 笠井　杏奈(5) 33m62 小細澤　桃子(5) 32m48 佐藤　加奈(6) 31m39 渡辺　桃子(6) 30m00 渡辺　千帆(5) 29m65

山梨・井尻クラブ 山梨・早川陸上クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・早川陸上クラブ 山梨・井尻クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ 山梨・鳴沢クラブ 山梨・駿台甲府陸上クラブ

共通女子80mH予選１組　13"55(-0.1)　三吉南緒(6)　（南アルプスAC)　県小学生記録、大会記録
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[ YR:県小学生記録、GR:大会記録 ]


