
1 / 3 ﾍﾟｰｼﾞ

[ YR:県記録／YHR:県高校記録/YJR:県中学記録／GR:大会記録／EGR：大会タイ記録／TK:着差あり ]

第６７回　山梨県陸上競技選手権大会
兼第８６回関東選手権大会県予選　兼第６８回国民体育大会第３次予選 山梨中銀スタジアム 平成２５年６月１日(土)、２日（日）

日付 種目

1 １００ｍ 堀内　貫平(4) 10.89 雨宮　大昴(2) 11.01 望月　翔太(4) 11.04 長坂　宏紀(1) 11.11 遠藤　修平(2) 11.18 宮崎　充弘(2) 11.26 内田　智大(3) 11.40 小田　遼太(2) 11.40

風：-1.4 山梨・都留文科大 山梨・駿河台大 山梨・山梨学院大 山梨・都留文科大 山梨・国士舘大 山梨・山梨大 山梨・甲府西高 山梨・駿台甲府高

2 ２００ｍ 堀内　貫平(4) 22.02 望月　翔太(4) 22.15 遠藤　修平(2) 22.19 小田　遼太(2) 22.46 井上　成(1) 22.70 深澤　拓己(2) 22.75 依田　尚彌(3) 22.76 杉本　昂士(3) 22.85

風：+1.5 山梨・都留文科大 山梨・山梨学院大 山梨・国士舘大 山梨・駿台甲府高 山梨・国士舘大 山梨・身延高 山梨・増穂商業高 山梨・桂高

1 ４００ｍ 中村　圭(2) 48.97 望月　勇人(1) 49.20 浅川　裕亮(3) 49.33 入戸野　晴彦(3) 49.47 井上　智仁(2) 49.63 杉山　誠(3) 49.89 深沢　和(3) 51.71

山梨・日本体育大 山梨・山梨学院大 山梨・日大明誠高 山梨・韮崎高 山梨・駿河台大 山梨・駿河台大 山梨・駿台甲府高

2 ８００ｍ 永井　佑樹(2) 1:59.19 金丸　隼涼(2) 1:59.20 岡本　竜馬(3) 1:59.84 村松　和十(3) 1:59.95 吉原　優人(3) 2:00.99 齊藤　秀映(3) 2:02.09 渡邊　壮(3) 2:02.29 高井　雄基(2) 2:05.30

山梨・日本体育大 山梨・国際武道大 山梨・日大明誠高 山梨・甲府第一高 山梨・駿河台大 山梨・甲府昭和高 山梨・吉田高 山梨・山梨学院附高

男 1 １５００ｍ 諏訪　寛太(2) 4:05.82 小林　拓磨 4:06.06 岡本　竜馬(3) 4:07.48 小栗　宙(3) 4:07.79 増山　稔 4:08.13 原　寿人 4:09.00 山野　亮太(3) 4:10.44 渡邊　壮(3) 4:10.75

山梨・山梨農林高 山梨・ニスカ 山梨・日大明誠高 山梨・桂高 山梨・山梨陸協 山梨・南ｱﾙﾌﾟｽ陸協 山梨・山梨農林高 山梨・吉田高

子 2 ５０００ｍ 依田　崇弘 14:55.95 篠塚　春希 15:00.06 濱崎　武雅 15:04.12 上田　誠斗 15:04.86 平賀　喜裕(1) 15:27.39 上條　俊之(4) 15:31.00 松本　大樹 15:36.03 五味　翔太(2) 15:42.93

山梨・山梨学院クラブ 山梨・中村農場 山梨・甲斐市陸協 山梨・中央大同好会 山梨・駿河台大 山梨・山梨大 山梨・中村農場 山梨・山梨農林高

ト 1 １００００ｍ 依田　崇弘 31:05.55 篠塚　春希 31:53.31 松本　大樹 32:13.07 秋山　大志(2) 32:50.63 中部　大也 34:04.60

山梨・山梨学院クラブ 山梨・中村農場 山梨・中村農場 山梨・駿河台大 山梨・塩川病院

ラ 1 １１０ｍＨ 飯久保　智洋 15.06 澤邊　直人 15.16 横谷　真人(3) 15.20 斉藤　太郎 15.33 松田　康平(1) 15.43 高橋　亨光(3) 15.55 新津　和樹 15.61 内田　智大(3) 16.33

風：-1.0 山梨・順天堂大 山梨・山梨大ＡＣ 山梨・甲府西高 山梨・小菅村職員 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨県庁 山梨・甲府西高

ッ 2 ４００ｍＨ 中込　清太(3) 52.60 石畑　光(4) 53.80 小林　史弥(3) 53.99 依田　幸裕(M1) 55.01 松田　康平(1) 55.27 市川　俊弥(3) 56.04 田草川　裕(3) 57.38

山梨・東海大 山梨・山梨大 山梨・駿河台大 山梨・山梨大 山梨・山梨学院大 山梨・工学院大 山梨・韮崎高

ク 1 ３０００ｍＳＣ 近藤　慧(3) 9:32.59 上條　俊之(4) 9:36.27 山口　兼孝(3) 9:40.06 藤森　真(3) 9:43.28 南　嘉紀(3) 9:44.94 飯村　翔(3) 9:47.88 古屋　啓太(2) 9:56.66 小池　絢大(3) 10:02.03

山梨・山梨学院附高 山梨・山梨大 山梨・帝京大 山梨・日川高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨農林高 山梨・日川高 山梨・巨摩高

2 ５０００ｍＷ 笹川　友輝(4) 20:30.05 小林　大地(3) 21:43.80 市川　和明(1) 22:18.25 青栁  至(3) 22:46.26 市川　泰樹(4) 23:33.50 細川　直樹(1) 23:48.36 長田　卓也 24:03.85 若林　亮太(2) 24:55.01

山梨・山梨学院大 山梨・山梨農林高 山梨・山梨学院大 山梨・駿台甲府高 山梨・立教大 山梨・国際武道大 山梨・山の都福祉会 山梨・身延高

1 ４×１００ｍＲ 駿台甲府高Ａ 42.05 国士舘大・山梨 42.22 駿河台大・山梨 42.39 韮崎高Ａ・山梨 43.08 甲府西高Ａ・山梨 43.14 山梨学院附高Ａ 43.91 駿台甲府高Ｃ 44.11

浅利　拓(3) 井上　成(1) 杉山　誠(3) 山本　健史(3) 相川　史弥(2) 近藤　大聖(2) 矢部　裕太郎(1)

小田　遼太(2) 遠藤　修平(2) 雨宮　大昴(2) 田草川　裕(3) 窪田　悠介(2) 清原　一真(2) 渡辺　竜麻(2)

深沢　和(3) 山地　悟(3) 吉原　優人(3) 入戸野　晴彦(3) 樋川　遼太朗(3) 堀内　隼也(2) 山下　黎(2)

清水　隼人(3) 赤池　拓哉(2) 小林　史弥(3) 原　佑輔(2) 内田　智大(3) 石原　駿人(3) 安田　壮太(1)

2 ４×４００ｍＲ 駿河台大・山梨 3:18.76 駿台甲府高Ａ 3:23.02 韮崎高Ａ・山梨 3:23.15 山梨大・山梨 3:24.49 山梨学院大Ｂ 3:25.83 日大明誠高・山梨 3:28.40 巨摩高・山梨 3:29.18 駿台甲府高Ｂ 3:31.53

井上　智仁(2) 渡邊　黎旺(2) 入戸野　晴彦(3) 荻窪　拓生(1) 末松　裕鏡(4) 守谷　健汰(2) 澤登　大河(1) 安田　壮太(1)

雨宮　大昴(2) 小田　遼太(2) 田草川　裕(3) 宮崎　充弘(2) 松田　康平(1) 和田　容司郎(3) 築野　凌(1) 山下　黎(2)

小林　史弥(3) 清水　隼人(3) 上野　裕貴(2) 高橋　一輝(2) 高橋　亨光(3) 天野　聡(3) 井上　貴瀬(2) 矢部　裕太郎(1)

杉山　誠(3) 深沢　和(3) 内藤　瑠星(3) 石畑　光(4) 望月　勇人(1) 浅川　裕亮(3) 名取　佳輝(3) 小林　若葉(3)

2 走高跳 小林　祥典 2m01 斉藤　一真(1) 1m98 水越　海(2) 1m95 山地　悟(3) 1m95 塩澤　大輔(3) 1m85 秋山　智哉(2) 1m80 園田　将太(3) 1m80 宮畑　克哉(2) 1m80

山梨・高体連 山梨・東京医科歯科大 山梨・上野原高 山梨・国士舘大 無効試技数差 山梨・巨摩高 山梨・甲府昭和高 山梨・吉田高 無効試技数差 山梨・甲府昭和高 無効試技数差

1 棒高跳 小笠原　涼介(3) 4m30 相原　樹 3m80 天野　一葵(3) 3m80 加藤　真嵩(2) 3m80 芳賀　翔(2) 3m60 普久原　竜二(2) 3m60 佐藤　信賢(2) 3m50

男 山梨・国際武道大 山梨・山梨大ＡＣ 山梨・富士北稜高 無効試技数差 山梨・巨摩高 無効試技数差 山梨・甲府工業高 山梨・甲府工業高 無効試技数差 山梨・山梨大

保坂　響(2) 3m50

子 山梨・甲府工業高

1 走幅跳 宮野　祐太(3) 7m28(+0.6) 常盤　春輝(M1) 7m26(+1.1) 浅利　拓(3) 7m13(0.0) 奈良　光洋(1) 6m87(-0.5) 高橋　一輝(2) 6m78(+0.6) 山下　黎(2) 6m76(+0.2) 雨宮　瞬哉(3) 6m60(+0.9) 渡辺　竜麻(2) 6m48(+1.0)

フ 山梨・都留文科大 山梨・山梨大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨大 山梨・駿台甲府高 山梨・日川高 山梨・駿台甲府高

2 三段跳 廣瀬　勇也 15m27(+4.4) 赤池　拓哉(2) 14m95(+3.2) 大房　秋臣(3) 14m81(+4.0) 日向　一機(3) 13m97(+2.7) 常盤　春輝(M1) 13m95(+2.6) 飯久保　明洋(2) 13m87(+4.2) 中込　健太(2) 13m48(+3.1) 園田　将太(3) 13m44(+0.7)

ィ 山梨・大月市陸協 山梨・国士舘大 山梨・都留文科大 山梨・甲府第一高 山梨・山梨大 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・吉田高

2 砲丸投 久保田　尊士 12m88 吉田　裕貴 12m65 村田　雅弥(2) 12m31 雨宮　巧(1) 12m25 久保田　泰史 11m67 加賀美  昌宏 11m60 西中山　創(3) 11m53 野田　翔大(3) 11m47

｜ 7.26kg 山梨・南巨摩陸協 山梨・桂高校教員 山梨・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・南部町役場 山梨・農林高校教員 山梨・学院大学附高 山梨・山梨大

1 円盤投 吉田　裕貴 41m98 大池　優介(3) 40m59 野田　翔大(3) 35m82 村田　雅弥(2) 35m33 久保田　尊士 34m71 西中山　創(3) 34m25 篠原　魁(2) 34m15 久保田　泰史 32m67

ル 2kg 山梨・桂高校教員 山梨・都留文科大 山梨・山梨大 山梨・山梨学院大 山梨・南巨摩陸協 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨大 山梨・南部町役場

1 ハンマー投 高橋　大地 51m48 久保田　尊士 44m99 深沢　翔基(3) 42m50 野田　翔大(3) 42m37 尾崎　圭亮(3) 41m58 三神　勇樹 40m88 芦川　祥崇(1) 39m93 市川　翔(3) 37m19

ド 7.26kg 山梨・山梨県体育協会 山梨・南巨摩陸協 山梨・山梨陸協 山梨・山梨大 山梨・都留文科大 山梨・山梨陸上Ｍ 山梨・山梨大 山梨・身延高

2 やり投 百木田　雄亮(4) 68m38 坂口　正芳 56m43 望月　俊希(3) 53m35 青沼　李軌(2) 52m89 渡邊　大雅(2) 49m92 畠中　俊(3) 48m69 望月　渓佑(2) 46m96 榊原　寛(2) 46m09

山梨・東海大 山梨・山日ＹＢＳ 山梨・身延高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨学院附高 山梨・身延高 山梨・甲府東高

男 1,2 十種 澤邊　直人 6351点 深澤　宇善(2) 6035点 足立　裕紀(3) 5928点 相原　樹 5809点 篠原　魁(2) 4942点 長坂　黎(3) 4314点 小針　徳正(2) 3574点 大房　春太郎(2) 2898点

子 山梨・山梨大ＡＣ 山梨・国際武道大 山梨・都留文科大 山梨・山梨大ＡＣ 山梨・山梨大 山梨・桂高 山梨・巨摩高 山梨・桂高

混 11.66(-1.3)-6m46(+0.6)-9m78 11.28(-1.3)-6m55(+2.5)-9m60 11.34(+0.2)-6m35(0.0)-8m73 11.97(+0.2)-6m47(+2.6)-9m54 12.12(+0.2)-5m91(+2.2)-9m35 12.38(-1.3)-5m19(+0.6)-7m34 11.99(-1.3)-5m25(+1.2)-6m04 12.46(+0.2)-5m28(+1.4)-5m40

成 1m91-53.71-15.21(+0.6)-33m92 1m88-50.90-16.47(-0.3)-24m40 1m70-51.75-15.71(+0.6)-26m63 1m70-54.13-17.70(-0.3)-27m97 1m65-56.62-18.80(+0.6)-30m57 1m55-54.39-21.10(+0.6)-20m33 NM-54.21-17.95(+0.6)-14m82 NM-57.03-19.41(-0.3)-12m28

4m20-43m66-4:59.47 3m70-43m21-5:04.43 3m20-45m51-4:37.61 4m10-44m71-4:38.32 2m90-39m25-4:58.06 3m50-29m02-4:48.46 2m40-21m08-5:09.54 NM-14m74-5:02.98

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
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第６７回　山梨県陸上競技選手権大会
兼第８６回関東選手権大会県予選　兼第６８回国民体育大会第３次予選 山梨中銀スタジアム 平成２５年６月１日(土)、２日（日）

日付 種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

1 １００ｍ 松山　文奈 12.39 寺本　有那(3) 12.49 小松　さくら(1) 12.86 宮澤　佑季(2) 13.16 大石　莉乃(2) 13.16 齋藤　莉奈(1) 13.17 横山　文香(3) 13.18

風：-1.3 山梨・都留ＡＣ 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府西高 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・韮崎東中

2 ２００ｍ 松山　文奈 25.12 柏木　真央(3) 26.03 小澤　詩織(2) 26.11 山口　初乃香(3) 26.42 新藤　はるか(3) 26.56 小松　さくら(1) 26.72 大石　莉乃(2) 27.06

女 風：-1.0 山梨・都留ＡＣ 山梨・桂高 山梨・日女体大 山梨・都留文科大 山梨・日女体大 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高

1 ４００ｍ 山口　初乃香(3) 57.43 新藤　はるか(3) 58.37 柏木　真央(3) 58.38 今泉　友里惠(3) 59.04 白倉  若奈(2) 59.67 山田　美衣(1) 1:00.95 丸山　瑠里子(2) 1:00.96 中込　菜(2) 1:01.29

子 山梨・都留文科大 山梨・日女体大 山梨・桂高 山梨・日女体大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院附高 山梨・韮崎高

2 ８００ｍ 山浦　友華(4) 2:21.01 飯島　理子(中1) 2:21.80 山口　真利(3) 2:24.90 渡邉　眞里子(1) 2:25.52 山岸  花陽(2) 2:26.41 林　輝(1) 2:26.90 斉藤　千花(1) 2:27.72 内野　加那(3) 2:32.63

ト 山梨・都留文科大 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・都留高 山梨・韮崎高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府南高 山梨・韮崎高 山梨・桂高

1 １５００ｍ 青葉　愛(3) 4:32.71 斎藤　暁(2) 4:32.72 坂口　真子(2) 4:35.46 高橋　真以(2) 4:35.71 島田　美穂(1) 4:37.30 畠山　実弓(2) 4:37.37 榑林　万由子(2) 4:37.51 保坂　野恋花(1) 4:38.00

ラ 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨学院附高 山梨・韮崎高

2 ５０００ｍ 横田　直緒(2) 17:36.74 原　悠梨佳(2) 17:38.07 半田　笑花(3) 18:24.45 山崎　あかね(2) 18:27.45 初鹿野　香里(2) 18:42.61 高村　杏(3) 18:55.83 大木　祐菜(2) 19:26.43

ッ 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・都留文科大 山梨・山梨農林高

1 １００００ｍ 出場者なし

ク

1 １００ｍＨ 小林　悠香 14.13 大神田　南海(3) 14.42 黒谷　めぐみ(4) 14.78 深沢　千暁 14.97 小林　里帆(1) 15.00 塚越　彩(2) 15.14 村上　史奈(3) 15.54 加賀美　蘭(2) 16.60

風：-0.9 山梨・都留ＡＣ GR 山梨・桂高 山梨・山梨大 山梨・都留ＡＣ 山梨・駿台甲府高 山梨・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・甲府第一高

2 ４００ｍＨ 小川　詩織(3) 1:03.61 深沢　千暁 1:03.66 内田　莉奈(1) 1:04.00 原沢　希(3) 1:05.66 藏重　泉美(3) 1:06.05 大澤　いくみ(3) 1:06.44 小林　里帆(1) 1:07.10 深沢　果夏(3) 1:11.37

山梨・駿台甲府高 山梨・都留ＡＣ 山梨・東女体大 山梨・山梨大 山梨・都留高 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高

1 ３０００ｍＳＣ 出場者なし

2 ５０００ｍＷ 川村　美沙季(4) 28:19.69 山口　知美(3) 28:20.24 森　歩(1) 29:06.52 權正　智美(3) 31:24.42 天野　楓(2) 33:08.01 酒井　優子(2) 33:40.82 渡辺　祐希(2) 37:11.82

山梨・山梨大 山梨・桂高 山梨・山梨学院大 山梨・富士河口湖高 山梨・桂高 山梨・都留高 山梨・富士河口湖高

1 ４×１００ｍＲ 駿台甲府高Ａ 48.16 桂高・山梨 49.39 山梨学院附高 49.61 巨摩高Ａ・山梨 50.33 駿台甲府高Ｂ 50.48 石和中・山梨 50.76 櫛形中・山梨 51.37 韮崎高・山梨 51.39

小松　さくら(1) GR 大神田　南海(3) 小林　咲子(2) 村上　史奈(3) 川野　南緒(2) 梶原　瑞奈(3) 大谷　萌恵子(3) 保延　真実(3)

寺本　有那(3) 柏木　真央(3) 田中　璃瑚(2) 大石　莉乃(2) 小林　里帆(1) 渡辺　彩花(3) 白鳥　舞子(3) 山寺　久美子(2)

白倉  若奈(2) 高野　美咲(2) 剱持　クリア(1) 野中　南歩(2) 藤本  真優(2) 小林　茉優(3) 保坂　奈菜(3) 宮沢　いぶき(2)

小川　詩織(3) 齋藤　莉奈(1) 近藤　祐未(2) 竹野　芙紀(3) 山田　美衣(1) 菊嶋　夏帆(2) 秋山　萌(3) 中込　菜(2)

2 ４×４００ｍＲ 駿台甲府高・山梨 4:02.04 桂高・山梨 4:07.85 韮崎高・山梨 4:08.32 山梨大・山梨 4:16.06 巨摩高Ａ・山梨 4:16.85 巨摩高Ｂ・山梨 4:20.93 甲府西高・山梨 4:28.60 都留高・山梨 4:37.91

小松　さくら(1) 高野　美咲(2) 山寺　久美子(2) 山路　舞香(3) 村上　史奈(3) 石川　愛梨(2) 宮澤　佑季(2) 三神　里菜(2)

小川　詩織(3) 勝俣　美空(2) 宮沢　いぶき(2) 黒谷　めぐみ(4) 原田　真衣(3) 飯寄　由季(2) 三浦　綾音(2) 山口　真利(3)

白倉  若奈(2) 大神田　南海(3) 中込　菜(2) 岡村　みずき(4) 早川　実沙(3) 深美　優(2) 土橋　麻夏(1) 酒井　優子(2)

寺本　有那(3) 柏木　真央(3) 保延　真実(3) 原沢　希(3) 深沢　果夏(3) 大石　莉乃(2) 内山　絵理(2) 藏重　泉美(3)

2 走高跳 小林　未加子(1) 1m66 黒谷　めぐみ(4) 1m55 深美　優(2) 1m50 杉本　理奈(3) 1m50 田中　女瑠萌(1) 1m50 秋山　愛賀(2) 1m50 木村　奈那(2) 1m45

山梨・日女体大 山梨・山梨大 山梨・巨摩高 山梨・桂高 無効試技数差 山梨・桂高 無効試技数差 山梨・押原中 無効試技数差 山梨・身延高

長谷部　いずみ(3) 1m45

女 山梨・巨摩高

1 棒高跳 澤村　彩夏(3) 2m70

子 山梨・富士北稜高

1 走幅跳 小林　悠香 6m06(+1.3) 近藤　祐未(2) 5m71(+2.2) 藤本  真優(2) 5m48(+2.5) 長谷部　いずみ(3) 5m20(+1.7) 保坂　奈菜(3) 5m11(+1.5) 井上　萌花(1) 5m08(+1.5) 森本　このみ(3) 5m08(0.0) 夏八木　かな(3) 4m98(+0.5)

フ 山梨・都留ＡＣ YR,GR 山梨・山梨学院附高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・櫛形中 山梨・駿台甲府高 山梨・上野原高 2nd差 山梨・山梨高

2 三段跳 近藤　祐未(2) 11m34(-0.6) 柏木　真央(3) 10m90(-0.4) 園田　亜莉沙(2) 10m86(+1.5) 大神田　南海(3) 10m67(-0.1) 岡部　美和(2) 10m58(+2.1) 夏八木　かな(3) 10m56(+1.5) 中澤　知佳(2) 10m53(+1.9) 中澤  美結(2) 10m50(+0.8)

ィ 山梨・山梨学院附高 山梨・桂高 山梨・都留文科大 山梨・桂高 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨高 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高

2 砲丸投 杉山　愛海(1) 11m21 澤登　裕佳(2) 10m70 武井　仁美(1) 10m31 石川　果歩(3) 10m23 深澤　葉月(1) 9m82 柏木　玖美(1) 9m27 新納　有紗(2) 9m24 志村　詩織(4) 9m04

｜ 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨高 山梨・身延高 山梨・巨摩高 山梨・山梨大 山梨・山梨大 山梨・山梨大

1 円盤投 杉山　愛海(1) 36m63 石川　果歩(3) 31m83 新納　有紗(2) 30m16 志村　詩織(4) 29m75 大村　祐佳(3) 28m66 村田　朋実(2) 28m42 衣川　沙希(3) 27m48 澤登　裕佳(2) 26m10

ル 1kg 山梨・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・山梨大 山梨・山梨大 山梨・山梨高 山梨・山梨学院附高 山梨・都留高 山梨・山梨学院附高

1 ハンマー投 石川　果歩(3) 37m28 新納　有紗(2) 36m31 志村　詩織(4) 30m28 田中　葵玲々(3) 28m37 小菅　身香(3) 24m82 柏木　玖美(1) 24m61 大江　真由(3) 22m71 川口　梨歩(3) 16m13

ド 4kg 山梨・身延高 山梨・山梨大 山梨・山梨大 山梨・身延高 山梨・桂高 山梨・山梨大 山梨・山梨高 山梨・甲府第一高

2 やり投 岩尾　玲奈 41m72 望月　愛美(2) 41m11 新納　有紗(2) 38m51 小林　えり佳 36m09 志村　詩織(4) 33m68 太田　有紀(3) 33m17 今村　美月(2) 32m29 井田　菜月(3) 30m61

山梨・東女体大 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨大 山梨・東女体大 山梨・山梨大 山梨・山梨高 山梨・身延高 山梨・甲府南高

女 1,2 七種 石川　愛梨(2) 3473点 夏八木　かな(3) 3204点 村田　朋実(2) 3185点 雨宮　怜奈(2) 3021点 三木　瑠花(2) 2763点 村松　歩(2) 2459点 三神　里菜(2) 2458点 亀ケ川　愛(2) 2141点
子 山梨・巨摩高 山梨・山梨高 山梨・山梨学院附高 山梨・山梨高 山梨・桂高 山梨・山梨高 山梨・都留高 山梨・巨摩高
混 17.62(+0.4)-1m40-6m66 18.31(+0.4)-1m25-6m21 19.39(-0.9)-1m40-8m18 19.18(-0.9)-1m30-5m77 20.42(+0.4)-1m20-6m32 21.00(-0.9)-1m25-4m86 18.93(+0.4)-NM-6m55 19.70(-0.9)-NM-9m03
成 27.41(+1.4)-4m82(+0.1)-24m07 28.45(+1.4)-5m00(+1.4)-25m14 29.11(+1.6)-4m57(+0.4)-24m86 27.44(+1.4)-4m35(+0.6)-23m88 27.98(+1.6)-4m35(+0.8)-24m10 27.44(+1.6)-3m98(-0.3)-15m63 29.82(+1.6)-4m02(+0.3)-27m39 31.22(+1.6)-3m40(-1.7)-20m98

2:40.59 2:40.90 2:43.32 2:41.75 2:46.30 2:47.59 2:44.63 2:50.31

最優秀選手　　　　　：小林　悠香（都留AC)　女子１００ｍＨで大会新、女子走幅跳で県新記録・大会新
トラック最優秀選手　：駿台甲府高（小松・寺本・白倉・小川）　女子４×１００ｍＲで大会新
フィールド最優秀選手：吉田　裕貴（桂高校教員）　男子円盤投で８連覇
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第６7回　山梨県陸上競技選手権大会　小学生の部
山梨中銀スタジアム 平成２５年６月１日(土)、２日(日)

日付 種目

男子 1 ４×１００ｍＲ 南ｱﾙﾌﾟｽAC　A 55.03 中村塾Ａ・山梨 56.21 大月ＡＣ　Ａ 56.78 小笠原AC　A 57.13 大国陸上ｸﾗﾌﾞB 59.85 未来の森AC　A 1:01.22 一宮陸上ｽﾎﾟ少A 1:01.59

中込　将太朗 太田　仁 中島　海二 廣田　健人 近藤　大介 小野　翼 藤木　柊成

羽田　虎太郎 大村　拓矢 土屋　俊貴 村田　翔哉 岩瀬　大知 今井　漱哉 松村　知哉

藤井　佑成 岩崎　世那 金井　玲貴 蔵野　健嗣 萱沼　俊哉 山田　伊織 小林　佑平

野呂瀬　瑞樹 吉澤　大聖 渡辺　航大 横内　峻 石山　尊哉 田中　翔大 広瀬　堅也

女子 1 ４×１００ｍＲ 大国陸上ｸﾗﾌﾞA 58.66 ナカムラAC　A 59.56 中村塾Ａ 1:00.67 未来の森AC 1:00.72 南ｱﾙﾌﾟｽAC　A 1:02.09 ナカムラAC　B 1:03.99 大国陸上ｸﾗﾌﾞB 1:04.34

保田　萌子 手塚　結菜 清原　美優 太田　成美 大木　愛奈 土屋　実央 萩原　恵里菜

河野　もな 三枝　愛有捺 鈴木　璃菜 細田　弥々 土屋　あい 立澤　亜弥 竹田　芽依

初鹿　璃々花 内田　怜那 飯島　佑理 神田　つぐみ 三吉　里緒 佐々木　遥香 滝田　智香

塩沢　夏音 小林　紀香 小細澤　桃子 青沼　麗后 武重　桃香 立澤　真弥 天野　笑里

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
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