
男子 平成２５年度　第６５回山梨県高等学校総合体育大会　陸上競技の部 様式３ 平成２５年５月４日、８日、９日 県名 山梨

兼　第６６回関東高等学校陸上競技対校選手権大会県予選会　兼　国民体育大会選考会 甲府市：山梨中銀スタジアム

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

8日 １００ｍ 80 小田　遼太(2) 10.91 淀川　剣矢(3) 10.95 豊島　泰生(2) 10.98 内田　智大(3) 10.99 深澤　拓己(2) 11.00 依田　尚彌(3) 11.02 浅利　拓(3) 11.06 須貝　英太郎(2) 11.17

風：+1.7 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府昭和　 山梨・桂　 山梨・甲府西　 山梨・身延　 山梨・増穂商業　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府南　

9日 ２００ｍ 72

風：

4日 ４００ｍ 63 浅川　裕亮(3) 49.23 入戸野　晴彦(3) 49.62 渡邊　黎旺(2) 49.76 清水　隼人(3) 50.28 深沢　和(3) 50.89 田草川　裕(3) 50.91 杉本　昂士(3) 51.72 中嶋　勇樹(3) 53.16

山梨・日大明誠　 山梨・韮崎　 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・韮崎　 山梨・桂　 山梨・富士学苑　

8日 ８００ｍ 70 望月　光樹(3) 2:00.83 渡邊　壮(3) 2:00.96 岡本　竜馬(3) 2:01.32 村松　和十(3) 2:01.64 藤巻　輝(1) 2:01.83 高井　雄基(2) 2:02.24 太田　祐也(1) 2:02.67 小林　若葉(3) 2:10.49

山梨・甲府第一　 山梨・吉田　 山梨・日大明誠　 山梨・甲府第一　 山梨・韮崎　 山梨・山梨学院　 山梨・山梨学院　 山梨・駿台甲府　

4日 １５００ｍ 79 西山　　令(3) 4:11.02 小林　雄斗(1) 4:11.41 高橋　将平(2) 4:12.86 諏訪　寛太(2) 4:12.94 渡邊　壮(3) 4:13.59 村松　和十(3) 4:13.71 小池　絢大(3) 4:14.70 山野　亮太(3) 4:15.71

山梨・山梨学院　 山梨・山梨学院　 山梨・韮崎　 山梨・農林　 山梨・吉田　 山梨・甲府第一　 山梨・巨摩　 山梨・農林　

9日 ５０００ｍ 63

4日 １１０ｍＨ 33 飯久保　明洋(2) 15.59 内田　智大(3) 15.71 樋川　遼太朗(3) 15.81 渡邉　斗夢(3) 16.15 飯野　広夢(3) 16.42 横谷　真人(3) 17.03 國母　尚也(2) 17.23 塩澤　大輔(3) 17.39

風：-2.8 山梨・巨摩　 山梨・甲府西　 山梨・甲府西　 山梨・富士河口湖　 山梨・山梨学院　 山梨・甲府西　 山梨・甲府工業　 山梨・巨摩　

8日 ４００ｍＨ 31 浅川　裕亮(3) 55.75 田草川　裕(3) 56.01 樋川　遼太朗(3) 58.02 白須　愁(3) 58.69 名取　佳輝(3) 58.96 吹野　　大(3) 59.17 澤登　大河(1) 59.63 小林　修太郎(3) 1:01.84

山梨・日大明誠　 山梨・韮崎　 山梨・甲府西　 山梨・都留　 山梨・巨摩　 山梨・山梨学院　 山梨・巨摩　 山梨・都留　

8日 ３０００ｍＳＣ 34 矢ノ倉　弘(3) 9:02.66 近藤　　慧(3) 9:50.06 小池　絢大(3) 9:51.87 南　　嘉紀(3) 9:54.00 古屋　啓太(2) 9:54.24 飯村　翔(3) 9:54.57 藤森　真(3) 9:54.64 上田　誠人(1) 10:20.05

山梨・山梨学院　 YH 山梨・山梨学院　 山梨・巨摩　 山梨・山梨学院　 山梨・日川　 山梨・農林　 山梨・日川　 山梨・甲府南　

9日 ５０００ｍＷ 12

4日 ４×１００ｍＲ 23 駿台甲府　・山梨 42.62 桂　・山梨 43.02 甲府工業　・山梨 43.54 甲府南　・山梨 43.63 韮崎　・山梨 43.68 山梨学院附属　・山43.76 甲府昭和　・山梨 48.68

浅利　拓(3) 石井　祐太(2) 普久原　竜二(2) 足立　拓海(2) 山本　健史(3) 近藤　大聖(2) 宮畑　克哉(2)

清水　隼人(3) 杉本　昂士(3) 宮原　正成(2) 須貝　英太郎(2) 田草川　裕(3) 清原　一真(2) 淀川　剣矢(3)

深沢　和(3) 渡邊　貴龍(2) 笹本　大夢(2) 小林　大輝(2) 入戸野　晴彦(3) 堀内　隼也(2) 秋山　智哉(2)

小田　遼太(2) 豊島　泰生(2) 小林　拓史(2) 角田　優人(3) 原　佑輔(2) 石原　駿人(3) 山﨑　翼(1)

9日 ４×４００ｍＲ 20

8日 走高跳 24 水越　海(2) 2m04 塩澤　大輔(3) 1m95 宮畑　克哉(2) 1m90 秋山　智哉(2) 1m85 園田　将太(3) 1m80 有泉　裕貴(2) 1m75 中島　健登(2) 1m70

山梨・上野原　 山梨・巨摩　 山梨・甲府昭和　 山梨・甲府昭和　 山梨・吉田　 山梨・巨摩　 山梨・北杜　

大谷　琢磨(3) 1m80 佐野　功貴(1) 1m70

山梨・市川　 山梨・甲府昭和　

4日 棒高跳 11 天野　一葵(3) 3m80 加藤　真嵩(2) 3m70 長坂　黎(3) 3m70 普久原　竜二(2) 3m70 中澤　慶翼(3) 3m60 保坂　響(2) 3m60 芳賀　翔(2) 3m50 井上　樹(2) 3m40

山梨・富士北稜　 山梨・巨摩　 山梨・桂　 無効試技数差山梨・甲府工業　 無効試技数差山梨・巨摩　 山梨・甲府工業　 無効試技数差山梨・甲府工業　 山梨・巨摩　

9日 走幅跳 53

4日 三段跳 31 日向　一機(3) 14m01(0.0) 中込　健太(2) 13m94(+1.7) 飯久保　明洋(2) 13m72(+1.3) 秋山　智哉(2) 13m62(+1.8) 三神　惇志(2) 13m58(+0.8) 園田　将太(3) 13m56(+1.1) 池谷　大介(3) 13m52(+2.5) 渡辺　竜麻(2) 13m33(+0.1)

山梨・甲府第一　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・甲府昭和　 山梨・上野原　 山梨・吉田　 山梨・富士北稜　 山梨・駿台甲府　

8日 砲丸投 36 西中山　創(3) 13m38 雨宮　巧(1) 13m32 横内　章裕(3) 13m15 萩原　怜(2) 12m36 浅見　拓史(2) 12m06 矢崎　裕大(3) 11m78 三村　優斗(2) 10m80 三神　徹(2) 10m75

6.0kg 山梨・山梨学院　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・甲府昭和　 山梨・山梨学院　 山梨・巨摩　 山梨・韮崎工業　 山梨・甲府昭和　

4日 円盤投 28 西中山　創(3) 39m31 横内　章裕(3) 36m01 青沼　李軌(2) 35m10 古屋　力(3) 34m60 矢崎　裕大(3) 32m19 三村　優斗(2) 31m18 田中　玲帆(2) 28m97 萩原　怜(2) 28m82

1.75kg 山梨・山梨学院　 山梨・巨摩　 山梨・山梨学院　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・韮崎工業　 山梨・巨摩　 山梨・甲府昭和　

4日 ハンマー投 20 西中山　創(3) 47m29 市川　翔(3) 43m76 遠山　龍矢(3) 39m66 柏木　英明(3) 37m95 横内　章裕(3) 34m92 須賀　健太(3) 34m07 渡辺　純平(3) 29m30 望月　渓佑(2) 29m25

6.0kg 山梨・山梨学院　 山梨・身延　 山梨・富士北稜　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・富士河口湖　 山梨・身延　

9日 やり投 34

8,9 ８  種 24

日

総合

ﾄﾗｯｸ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

８種

都道府県内の予選会校数・人数 時刻 風向 風速 気温 湿度 天候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主催者　山梨県高等学校体育連盟　 記録主任 小林　直樹 印

参加校数 36校 第1日目 12:00 南南西 1.5m/s 21.5℃ 26.0% 晴 　　　　山梨陸上競技協会　 総務 保坂　一仁 印

参加人数 460名 第2日目 12:00 北東 3.0m/s 22.5℃ 14.0% 晴 審判長 樋　　幹也 印

第3日目 12:00

学校名・得点

[ YR:県記録 YH:県高校記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録  ]



女子 平成２５年度　第６５回山梨県高等学校総合体育大会　陸上競技の部 様式３ 平成２５年５月４日、８日、９日 県名 山梨

兼　第６６回関東高等学校陸上競技対校選手権大会県予選会　兼　国民体育大会選考会 甲府市：山梨中銀スタジアム

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

8日 １００ｍ 60 寺本　有那(3) 12.24 大神田　南海(3) 12.42 宮澤　佑季(2) 12.51 小松　さくら(1) 12.67 田中　璃瑚(2) 12.80 齋藤　莉奈(1) 12.80 近藤　祐未(2) 12.82 大石　莉乃(2) 12.91

風：+2.8 山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・甲府西　 山梨・駿台甲府　 山梨・山梨学院　 山梨・桂　 山梨・山梨学院　 山梨・巨摩　

9日 ２００ｍ 51

風：

4日 ４００ｍ 38 寺本　有那(3) 57.66 柏木　真央(3) 57.78 白倉  若奈(2) 59.70 丸山　璃里子(2) 59.73 中込　菜(2) 1:01.17 原田　真衣(3) 1:01.33 藤巻　あすか(2) 1:02.28 高野　美咲(2) 1:02.70

山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・駿台甲府　 山梨・山梨学院　 山梨・韮崎　 山梨・巨摩　 山梨・山梨学院　 山梨・桂　

8日 ８００ｍ 52 早川　可奈子(1) 2:24.06 石野　優季(1) 2:24.32 三浦　佑美香(1) 2:25.24 山口　真利(3) 2:26.51 山岸  花陽(2) 2:27.22 中込　菜(2) 2:29.11 道村　歩未(2) 2:35.48 河野　史歩(2) 2:35.83

山梨・山梨学院　 山梨・山梨学院　 山梨・山梨学院　 山梨・都留　 山梨・駿台甲府　 山梨・韮崎　 山梨・北杜　 山梨・桂　

4日 １５００ｍ 34 半田　笑花(3) 4:43.35 保坂　野恋花(1) 4:43.85 榑林　万由子(2) 4:45.99 澤入　　想(1) 4:46.73 唐澤　優奈(1) 4:56.91 初鹿野　香里(2) 4:58.36 天神　瑠菜(3) 5:06.89 内野　加那(3) 5:07.28

山梨・韮崎　 山梨・韮崎　 山梨・山梨学院　 山梨・山梨学院　 山梨・山梨学院　 山梨・韮崎　 山梨・農林　 山梨・桂　

9日 ３０００ｍ 26

4日 １００ｍＨ 33 大神田　南海(3) 15.04 小林　里帆(1) 15.07 村上　史奈(3) 15.25 剱持　クリア(1) 15.62 加賀美　蘭(3) 16.21 藏重　泉美(3) 16.60 望月　愛美(2) 16.62 勝俣　美空(2) 16.73

風：-0.8 山梨・桂　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・山梨学院　 山梨・甲府第一　 山梨・都留　 山梨・山梨学院　 山梨・桂　

8日 ４００ｍＨ 18 小川　詩織(3) 1:04.75 藏重　泉美(3) 1:06.55 大澤　いくみ(3) 1:07.37 勝俣　美空(2) 1:08.49 小林　里帆(1) 1:08.50 丸山　璃里子(2) 1:08.73 深沢　果夏(3) 1:12.33 川野　南緒(2) 1:15.84

山梨・駿台甲府　 山梨・都留　 山梨・甲府南　 山梨・桂　 山梨・駿台甲府　 山梨・山梨学院　 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　

9日 ５０００ｍＷ 10

4日 ４×１００ｍＲ 19 駿台甲府　・山梨 48.67 山梨学院附属 49.08 桂　・山梨 49.85 韮崎　・山梨 51.26 甲府昭和　・山梨 51.27 山梨　・山梨 52.73 巨摩　・山梨 57.44

白倉  若奈(2) 小林　咲子(2) 大神田　南海(3) 保延　真実(3) 世古口　聖花(3) 齋藤　詩織(1) 村上　史奈(3)

寺本　有那(3) 田中　璃瑚(2) 柏木　真央(3) 山寺　久美子(2) 岡部　美和(2) 夏八木　かな(3) 大石　莉乃(2)

小川　詩織(3) 剱持　クリア(1) 勝俣　美空(2) 宮沢　いぶき(2) 志村　茉優(3) 雨宮　怜菜(2) 野中　南歩(2)

小松　さくら(1) 近藤　祐未(2) 齋藤　莉奈(1) 中込　菜(2) 内藤　真実(3) 村松　歩(2) 竹野　芙紀(3)

9日 ４×４００ｍＲ 14

8日 走高跳 25 剱持　クリア(1) 1m58 田中　女瑠萌(1) 1m55 近藤　祐未(2) 1m50 深美　優(2) 1m45 長谷部いずみ(3) 1m45 高木　花奈子(1) 1m45

山梨・山梨学院　 山梨・桂　 山梨・山梨学院　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 関東大会へ 山梨・甲府昭和　

清水　栄里華(1) 1m45 木村　奈那(2) 1m45

山梨・甲府城西　 山梨・身延　

9日 走幅跳 45

8日 砲丸投 24 澤登　裕佳(2) 11m41 武井　仁美(1) 10m98 石川　果歩(3) 9m75 星野　希(2) 9m64 深澤　葉月(1) 9m54 龍澤　利佳(1) 8m97 金丸　茉由(3) 8m36 前田　涼楓(1) 8m14

山梨・山梨学院　 山梨・山梨　 山梨・身延　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・甲府城西　 山梨・甲府昭和　 山梨・甲府城西　

4日 円盤投 24 星野　希(2) 31m04 石川　果歩(3) 30m42 大村　祐佳(3) 29m81 ｶﾞﾚﾘｱﾉ　ｱｹﾐ(3) 28m96 村田　朋実(2) 27m21 武井　仁美(1) 26m06 望月　美玖(1) 25m91 深澤　葉月(1) 24m65

山梨・桂　 山梨・身延　 山梨・山梨　 山梨・増穂商業　 山梨・山梨学院　 山梨・山梨　 山梨・甲府昭和　 山梨・巨摩　

9日 やり投 29

8,9 ７  種 15

日

総合

ﾄﾗｯｸ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

７種

都道府県内の予選会校数・人数 時刻 風向 風速 気温 湿度 天候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主催者　山梨県高等学校体育連盟　 記録主任 小林　直樹 印

参加校数 31校 第1日目 12:00 南南西 1.5m/s 21.5℃ 26.0% 晴 　　　　山梨陸上競技協会　 総務 保坂　一仁 印

参加人数 264名 第2日目 12:00 北東 3.0m/s 22.5℃ 14% 晴 審判長 樋　　幹也 印

第3日目 12:00

学校名・得点

[ YR:県記録 YH:県高校記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録  ]


