
男子 平成２５年度　第６４回山梨県中学校総合体育大会陸上競技の部　兼　第６８回国民体育大会予選会 平成２５年７月２９日（月）、３０日（火）

山梨中銀スタジアム

日付 種目

29 １年 １００ｍ 坂本　迅(1) 12.24 五味　勇太(1) 12.47 山口 大空(1) 12.51 金      俊鎬(1) 12.75 長倉  脩斗(1) 12.77 武川　真(1) 12.88 深沢　直也(1) 12.95 志村 和記(1) 13.32

風:0.0 山梨・猿橋 山梨・玉穂 山梨・上野原西 山梨・城南 山梨・城南 山梨・松里 山梨・一宮 山梨・上野原

30 １年 １５００ｍ 望月　　満帆(1) 4:37.20 土屋  雅也(1) 4:38.89 小山　翔太郎(1) 4:39.19 篠原　麓(1) 4:43.23 矢野　加冶斗(1) 4:47.66 成田  知希(1) 4:49.04 磯貝　慧(1) 4:51.26 山本　隆悟(1) 4:53.21

山梨・甲府東 山梨・石和 山梨・玉穂 山梨・韮崎西 山梨・鰍沢 山梨・石和 山梨・山梨北 山梨・白根巨摩

30 １年 ４×１００ｍ 猿橋・山梨 49.77 城南・山梨 50.06 山梨南・山梨 50.82 八田・山梨 52.08 明見・山梨 52.11 上野原西・山梨 52.17 春日居・山梨 52.24 玉穂・山梨 52.30

坂本　健太郎(1) 桝形  圭吾(1) 藤井　章史(1) 吉田　将太郎(1) 志村　侑樹(1) 阿部 馨介(1) 田中　駿也(1) 松野　滉大(1)

坂本　迅(1) 長倉  脩斗(1) 萩原　日向(1) 萩原　銀河(1) 渡邊　嵐(1) 白川 潤(1) 平塚　怜苑(1) 五味　勇太(1)

小林　大悟(1) 小林　　黎(1) 坂本　壮平(1) 矢ヶ崎 秀太(1) 桑原　光輝(1) 小俣　陸人(1) 日原　和志(1) 山形　裕規(1)

鈴木　海翔(1) 金    俊鎬(1) 小森　由仁(1) 水越　将司(1) 羽田　黎弥(1) 山口 大空(1) 桑本　滉也(1) 小山　翔太郎(1)

30 １年 走幅跳 坂本　迅(1) 5m29(+0.3) 古屋　律(1) 5m19(+0.9) 輿水　和輝(1) 5m10(+1.1) 飯嶋　華王　(1) 5m09(+0.1) 加藤　大虎(1) 5m08(+0.8) 鈴木　海翔(1) 5m04(+1.5) 根津　鷹斗(1) 5m00(+0.9) 三澤　直裕(1) 4m95(+1.0)

山梨・猿橋 山梨・塩山 山梨・高根 山梨・山梨北 山梨・甲府北東 山梨・猿橋 山梨・田富 山梨・南部

30 １年 砲丸投 長沼  航平(1) 12m40 橘田  岬(1) 11m18 金森  勇也(1) 10m95 川野　光希(1) 10m92 坂本　司(1) 10m49 湯山　敦紀(1) 10m02 三科  海渡(1) 9m98 滝口　怜　(1) 9m80

2.72kg 山梨・浅川 山梨・浅川 山梨・大月東 山梨・櫛形 山梨・櫛形 山梨・吉田 山梨・勝沼 山梨・組合立河口湖南

29 ２年 １００ｍ 廣瀬　錬哉(2) 11.67 土屋　拓斗(2) 11.68 野村　涼(2) 11.74 大勝  立己(2) 12.26 新奥　亮雅(2) 12.30 織田 侑希(2) 12.30 川和田 　龍聖(2) 12.38 望月　康聖(2) 12.45

風:-0.4 山梨・塩山 山梨・石和 山梨・甲府南 山梨・城南 山梨・八田 山梨・上野原西 山梨・城南 山梨・早川

29 ２年 ８００ｍ 坂本　利直　(2) 2:11.31 大柴  孝太(2) 2:12.34 長倉　光希(2) 2:12.98 望月　悠斗(2) 2:13.22 林部　瑞季(2) 2:14.02 澤登　恒河(2) 2:17.31 前島  友作(2) 2:21.59 藤本 真生(2) 2:26.64

山梨・須玉 山梨・須玉 山梨・三珠 山梨・白根巨摩 山梨・甲府南西 山梨・若草 山梨・浅川 山梨・上条

30 ２年 ３０００ｍ 澤登　恒河(2) 9:39.28 神田　朋武(2) 9:40.99 雨宮  聖(2) 9:45.23 横森 　なつ(2) 9:47.96 長倉　光希(2) 9:48.39 望月　悠斗(2) 9:49.32 来城  祥太朗(2) 9:54.99 今村　統希(2) 9:58.39

山梨・若草 山梨・甲府南西 山梨・石和 山梨・韮崎東 山梨・三珠 山梨・白根巨摩 山梨・石和 山梨・田富

30 ２年 １１０ｍＨ 小川　翔力(2) 15.99 大塩 智也(2) 16.22 今井　貫人(2) 16.47 小山　貴史(2) 17.73 堀内  寛太(2) 18.08 清水　玄司(2) 18.49 雨宮  大起(2) 18.60 中込　滉希(2) 23.30

風：-0.3 山梨・櫛形 山梨・増穂 山梨・駿台甲府 山梨・白根巨摩 山梨・御坂 山梨・高根 山梨・石和 山梨・櫛形

29 ２年 走高跳 織田 侑希(2) 1m65 市川　翔大(2) 1m60 小川　翔力(2) 1m60 奥山  晴樹(2) 1m50 河野  快晴(2) 1m50 今村　海渡(2) 1m50

山梨・上野原西 山梨・玉幡 山梨・櫛形 山梨・春日居 山梨・大月東 山梨・下部

笹岡  竜太(2) 1m60 永峯　基考(2) 1m50

山梨・春日居 山梨・都留第二

29 ２年 走幅跳 廣瀬　錬哉(2) 5m82(-0.1) 川和田 　龍聖(2) 5m69(+0.9) 齊藤  郁海(2) 5m69(0.0) 清水　翔斗(2) 5m56(+1.1) 伊藤　裕哉(2) 5m47(+0.2) 向山　発輝(2) 5m39(+0.7) 坂本　剛(2) 5m37(0.0) 河西　佑哉(2) 5m35(+1.3)

山梨・塩山 山梨・城南 山梨・浅川 山梨・高根 山梨・白根御勅使 山梨・塩山北 山梨・山中湖 山梨・田富

29 ２年 砲丸投 森塚　雄也(2) 11m59 武井　玲二(2) 10m79 田草川　恵(2) 10m47 西方　洋介(2) 10m10 前田　匡蔵(2) 9m87 森　葵生(2) 9m60 大森  旭登(2) 9m42 蓮岡　　凌(2) 9m33

4.0kg 山梨・甲西 山梨・東桂 山梨・山梨南 山梨・山梨南 山梨・甲府南 山梨・櫛形 山梨・忍野 山梨・市川

30 共通 １００ｍ 大久保　雄平(3) 11.37 中込　晃太朗(3) 11.43 石黒 直哉(3) 11.52 中山 一樹(3) 11.61 樋川　昂史朗(3) 11.68 佐野　航平(3) 11.71 功刀　啓太郎(3) 11.79 岩澤　太界(3) 12.01

風：-1.1 山梨・石和 山梨・八田 山梨・上条 山梨・小淵沢 山梨・玉幡 山梨・身延 山梨・白根巨摩 山梨・浅川

29 共通 ２００ｍ 中山 一樹(3) 23.27 渡邉  陵(3) 23.33 中込　晃太朗(3) 23.65 石黒 直哉(3) 23.67 菊地　拓磨(3) 23.68 水野　大夢(3) 23.80 向山　隼平(3) 23.89

風:+0.3 山梨・小淵沢 山梨・石和 山梨・八田 山梨・上条 山梨・双葉 山梨・上野原西 山梨・笛川

30 共通 ４００ｍ 保延　海都(3) 51.75 藤原　瑞木(3) 52.75 若杉 武史(3) 53.85 寄特　想(3) 54.95 村松 諒哉(3) 55.84 中山　京也(3) 55.93 山本　武(3) 56.02 坂本　　　悠(3) 56.84

山梨・山梨大附属 QSR 山梨・押原 山梨・上条 山梨・田富 山梨・上条 山梨・白州 山梨・櫛形 山梨・城南

29 共通 ８００ｍ 保延　海都(3) 2:03.47 志村 仁夢(3) 2:04.58 成田  成司(3) 2:05.30 村松 諒哉(3) 2:08.03 輿石　諄人(3) 2:08.06 流石　研志郎(3) 2:08.90 飯野　峻太(3) 2:10.50 坂本　　　悠(3) 2:13.71

山梨・山梨大附属 山梨・双葉 山梨・石和 山梨・上条 山梨・双葉 山梨・勝山 山梨・白根巨摩 山梨・城南

30 共通 １５００ｍ 藤巻  天(2) 4:12.81 笠井　虎壱(3) 4:18.52 小林  大樹(3) 4:23.61 萩原  健太(2) 4:26.60 長谷川　孝太(3) 4:27.11 望月　岳斗(3) 4:27.66 山田　駿(2) 4:28.72 岩瀬　大周(2) 4:29.92

山梨・石和 山梨・八田 山梨・石和 山梨・城南 山梨・櫛形 山梨・白根巨摩 山梨・韮崎西 山梨・山梨大附属

29 共通 ３０００ｍ 米長　諒(3) 9:18.71 小林  大樹(3) 9:18.93 小澤  一元(3) 9:19.03 長谷川　孝太(3) 9:24.71 岩瀬　大周(2) 9:27.68 若尾　光希(3) 9:29.40 勝俣　雄登(3) 9:38.06 石澤　航也(3) 9:43.22

山梨・若草 山梨・石和 山梨・石和 山梨・櫛形 山梨・山梨大附属 山梨・白根巨摩 山梨・櫛形 山梨・玉穂

30 共通 １１０ｍＨ 菊地　拓磨(3) 15.19 樋川　昂史朗(3) 15.25 隠﨑　大海(3) 15.79 齊藤　聡(3) 16.37 宮下　滉平(3) 16.39 功刀　啓太郎(3) 16.45 栗田　航希(3) 16.64 渡邊　貴弘(3) 17.32

風：-0.7 山梨・双葉 山梨・玉幡 山梨・甲府北東 山梨・東桂 山梨・田富 山梨・白根巨摩 山梨・甲府北東 山梨・河口湖北

30 共通 ４×１００ｍ 石和・山梨 43.84 双葉・山梨 45.31 塩山・山梨 45.35 八田・山梨 45.36 押原・山梨 45.37 櫛形・山梨 45.64 上野原西・山梨 45.90 甲府北東・山梨 46.16

辰巳　海斗(3) GR 櫻井　啓裕(3) 衣川  海星(3) 新奥　亮雅(2) 小林  達彦(3) 長沼　拓斗(3) 織田 侑希(2) 平出　託海(3)

大久保　雄平(3) 菊地　拓磨(3) 内田　智樹(3) 中込　晃太朗(3) 藤原　瑞木(3) 古川　夏輝(3) 武井 咲斗(2) 古屋　有留人(3)

渡邉  陵(3) 大澤　佑多(3) 辻井  蒼竜(3) 中島　一薫(3) 望月  聖也(3) 渡辺　琉悟(3) 山根 翔太(2) 隠﨑　大海(3)

土屋　拓斗(2) 窪田　雄人(3) 廣瀬　錬哉(2) 河西　真弥(3) 清水  健太郎(3) 内田　暁久(3) 水野　大夢(3) 栗田　航希(3)

29 共通 走高跳 望月　舜(3) 1m65 秋山　甲斐(3) 1m65 雨宮　千大(3) 1m60 鶴田　光貴(3) 1m60 瀬沼  大地(3) 1m60 降矢　悠(3) 1m55

山梨・早川 山梨・白根巨摩 山梨・塩山北 山梨・松里 山梨・春日居 山梨・上野原

可知　祐希(3) 1m60 杉田 亮(3) 1m55

山梨・都留第一 山梨・富士見台

30 共通 棒高跳 渡邉　　健太(3) 3m50 入倉　隆一(3) 3m00 手塚　裕太(3) 2m90 坂巻　佑都(3) 2m90 深澤 広大(3) 2m80 奥田　雅也(2) 2m80 秋山　秀人(3) 2m40 富田 巧(2) 2m40

山梨・甲府東 山梨・櫛形 山梨・白根巨摩 山梨・櫛形 山梨・増穂 山梨・玉幡 山梨・白根巨摩 山梨・増穂

30 共通 走幅跳 望月　璃雅(3) 6m13(-1.5) 田之口　修平(3) 6m06(-1.0) 髙野  隼人(3) 5m97(-1.0) 吉田　健人(3) 5m87(0.0) 築地　和馬(3) 5m84(0.0) 大瀧 衛(3) 5m82(-0.3) 小俣　洋(3) 5m79(+0.5) 天野　泰誠(3) 5m70(+0.7)

山梨・身延 山梨・上条 山梨・石和 山梨・塩山北 山梨・白根巨摩 山梨・増穂 山梨・富浜 山梨・山中湖

30 共通 砲丸投 深澤　澪(3) 10m87 佐藤　嵩大(3) 10m84 赤沼 明広(3) 10m44 窪田　凌士(3) 10m36 靏田　健太(3) 10m17 前島　裕斗(3) 10m11 名取 恒星(3) 9m93 青木 大明(3) 9m92

5.0kg 山梨・早川 山梨・都留第二 山梨・小淵沢 山梨・田富 山梨・塩山北 山梨・笛川 山梨・市川 山梨・増穂

30 共通 四種競技 野田　堅太(3) 1817点 飯室　遼(3) 1704点 武藤  舜弥(3) 1613点 小掠 一輝(3) 1600点 野中　勇人(3) 1574点 藤田　雄大(3) 1388点 大久保　風(2) 1356点

山梨・櫛形 山梨・櫛形 山梨・押原 山梨・石和 山梨・田富 山梨・石和 山梨・田富

18.20(+0.1)-10m71 17.87(+0.1)-8m71 18.50(+0.1)-8m31 18.34(+0.1)-8m32 17.95(+0.1)-8m01 20.13(+0.1)-8m25 20.40(+0.1)-7m52

1m35-57.53 1m35-58.22 1m45-1:00.41 1m35-59.21 1m30-59.57 1m40-1:01.88 1m30-58.94

猿橋 27点 城南 16点 浅川 15点 玉穂 14点 石和 10点 上野原西 9点 櫛形 9点 甲府東 8点

櫛形 17点 石和 17点 塩山 16点 須玉 15点 城南 14点 白根巨摩 13点
若草
上野原西

11点

石和 70点 櫛形 43点 上条 33点 白根巨摩 32点 双葉 30点 八田 25点 山梨大附属 21点 田富 20点

共通男子リレー　石和中　予選記録43.74　大会新記録

共通男子100m　大久保雄平(石和)　予選記録11.21(+0.3)　大会新記録　全日中標突 記録主任 吉澤　直樹 　印 

総　　務 保坂　一仁 　印 

審 判 長

１年総合　学校名・得点

２年総合　学校名・得点

名取　和仁　　　印　　　上田　直人 　　　印

８位７位

共通総合　学校名・得点

１位 ６位２位 ３位 ４位 ５位

[ QSR：全中標突 YJ:県中学新記録 GR:大会新記録 ]



女子 平成２５年度　第６４回山梨県中学校総合体育大会陸上競技の部　兼　第６８回国民体育大会予選会 平成２５年７月２９日（月）、３０日（火）

山梨中銀スタジアム

日付 種目

29 １年 １００ｍ 山口　華枝(1) 13.12 飯島　しおん(1) 13.26 小宮山　未来(1) 13.88 山崎　七海(1) 14.08 大竹　みなみ(1) 14.16 岩浅　優花(1) 14.18 山田　幸乃(1) 14.20 松岡　実玖(1) 14.22

風:0.0 山梨・上条 山梨・山梨南 山梨・玉穂 山梨・上野原 山梨・笛川 山梨・御坂 山梨・駿台甲府 山梨・白根御勅使

30 １年 ８００ｍ 野田　美月(1) 2:28.69 相原　来夢(1) 2:30.64 亀ヶ川　幸子(1) 2:31.48 山崎  南津那(1) 2:34.69 大澤　真由(1) 2:34.73 山崎　幸菜(1) 2:35.19 橋本　萌生(1) 2:36.27 天野　真(1) 2:36.78

山梨・櫛形 山梨・櫛形 山梨・若草 山梨・石和 山梨・甲府北東 山梨・韮崎西 山梨・東桂 山梨・甲府北

30 １年 ４×１００ｍ 櫛形・山梨 53.98 甲府東・山梨 55.10 山梨南・山梨 55.61 韮崎西・山梨 56.02 石和・山梨 56.25 上野原・山梨 57.13 若草・山梨 57.16 高根・山梨 57.26

澤登　美怜(1) 萱沼　　結衣(1) 中山　礼菜(1) 山崎　幸菜(1) 市ノ瀬　亜弥(1) 横瀬　梨歩(1) 河西　菜乃葉(1) 形村　璃呼(1)

川崎　里奈(1) 伊藤　　彩香(1) 飯島 佳奈子(1) 佐野　梓(1) 伊藤　有花(1) 山崎　七海(1) 内田　結夏(1) 清水　千夏(1)

相原　咲良(1) 小林　　ミユ(1) 飯田　悠花(1) 髙師　史花(1) 山崎  南津那(1) 山口　亜美(1) 常盤　絢音(1) 安達　聖(1)

三吉　南緒(1) 内田　　蓮紀(1) 飯島　しおん(1) 道村　彩花(1) 安田 綾花(1) 杉本　あみ(1) 坂口　莉緒(1) 出水　木乃香(1)

30 １年 走幅跳 山口　華枝(1) 4m92(+1.1) 小宮山　未来(1) 4m72(-0.3) 山崎  南津那(1) 4m70(0.0) 飯島　しおん(1) 4m57(+0.3) 川崎　里奈(1) 4m54(+0.4) 出水　木乃香(1) 4m36(+1.4) 松岡　実玖(1) 4m29(0.0) 岩間  三咲(1) 4m29(+0.5)

山梨・上条 山梨・玉穂 山梨・石和 山梨・山梨南 山梨・櫛形 山梨・高根 山梨・白根御勅使 山梨・石和

30 １年 砲丸投 池谷　香澄(1) 8m74 深澤　涼(1) 8m53 田中　りよか(1) 8m21 粟田 菜月(1) 8m12 荻原　八重(1) 7m73 武田　直美(1) 7m69 三枝万利衣(1) 7m67 渡辺　結衣(1) 7m67

2.72kg 山梨・道志 山梨・早川 山梨・勝山 山梨・小淵沢 山梨・甲西 山梨・上条 山梨・塩山北 山梨・組合立河口湖南

29 ２年 １００ｍ 中田　舞花(2) 13.12 菊嶋　夏帆(2) 13.40 望月　優(2) 13.42 角屋　　朝花(2) 13.55 今村　令那(2) 13.57 長谷川　佳南(2) 13.60 小池　知穂(2) 13.61 横森　一加(2) 13.83

風:-0.1 山梨・南部 山梨・石和 山梨・石和 山梨・甲府東 山梨・八田 山梨・押原 山梨・一宮 山梨・双葉

30 ２年 ８００ｍ 工藤　楓(2) 2:28.12 村松　実桜(2) 2:29.45 齊藤　花恋(2) 2:29.87 落合　真子(2) 2:32.89 増山　彩夏(2) 2:32.90 堀内璃々子(2) 2:36.33 三井　柚月(2) 2:38.09 小川　奈恵(2) 2:40.32

山梨・韮崎西 山梨・櫛形 山梨・双葉 山梨・若草 山梨・高根 山梨・山梨南 山梨・泉 山梨・塩山

30 ２年 １００ｍＨ 中田　舞花(2) 15.60 板楠　千尋(2) 15.75 佐々木　果歩(2) 16.60 古屋　愛理(2) 16.60 有泉　結菜(2) 16.94 丸田　紫乃(2) 17.04 落合　美菜(2) 17.48 中込　さくら(2) 17.50

風：+0.4 山梨・南部 山梨・韮崎西 山梨・玉幡 山梨・塩山 山梨・山梨南 山梨・塩山北 山梨・猿橋 山梨・櫛形

30 ２年 走高跳 大森　杏華(2) 1m45 中嶋　楓子(2) 1m40 今村　令那(2) 1m40 二宮　香菜(2) 1m35 笠井　梨奈(2) 1m35 志村　朱紀(2) 1m35 中込  楓花(2) 1m35 小沢　芽生(2) 1m30

山梨・甲府西 山梨・泉 山梨・八田 山梨・若草 山梨・早川 山梨・東桂 山梨・白根巨摩 山梨・韮崎東

29 ２年 走幅跳 雨宮　珠麻(2) 4m90(+1.2) 角屋　　朝花(2) 4m83(+0.3) 笹本　みなみ(2) 4m64(+0.7) 菊川　　泉(2) 4m60(0.0) 半田  心(2) 4m51(+0.6) 保坂　綾音(2) 4m41(+0.1) 河西　葵(2) 4m40(+0.6) 相澤　ゆつき(2) 4m35(0.0)

山梨・山梨北 山梨・甲府東 山梨・八田 山梨・甲府東 山梨・石和 山梨・櫛形 山梨・双葉 山梨・都留第二

29 ２年 砲丸投 山口あすか(2) 8m84 小尾　綾菜(2) 8m55 内田　玲奈(2) 8m52 戸田　萌希(2) 8m48 望月　美南(2) 8m48 早川　ひかる(2) 8m31 三神　優衣(2) 8m25 加々美　侑花(2) 8m10

2.72kg 山梨・山梨南 山梨・高根 山梨・長坂 山梨・笛川 山梨・六郷 山梨・竜王北 山梨・玉幡 山梨・組合立河口湖南

30 共通 １００ｍ 横山　文香(3) 12.80 宮川　蘭子(3) 12.96 秋山　萌(3) 13.15 篠原　かなみ(3) 13.22 石原　佳菜(2) 13.34 藤田　カオリ(3) 13.34 渡辺　彩花(3) 13.35 長田　侑加(3) 13.43

風：-1.7 山梨・韮崎東 山梨・玉穂 山梨・櫛形 山梨・双葉 山梨・田富 山梨・玉穂 山梨・石和 山梨・敷島

29 共通 ２００ｍ 横山　文香(3) 26.69 石原　佳菜(2) 26.95 小林  茉優(3) 27.31 白鳥　舞子(3) 27.67 篠原　かなみ(3) 27.71 海宝　梨瑚(3) 27.80 橋本　梨沙(3) 27.92 古屋　詩花(3) 28.25

風:+0.3 山梨・韮崎東 山梨・田富 山梨・石和 山梨・櫛形 山梨・双葉 山梨・山梨大附属 山梨・上野原 山梨・双葉

29 共通 ８００ｍ 飯島　理子(1) 2:21.05 山下　京香(3) 2:21.20 原　恵梨子(3) 2:21.62 落合　舞衣(3) 2:24.09 小田切　愛優(2) 2:24.58 中込　美鈴(3) 2:29.07 矢澤　茉璃奈(3) 2:29.38 青柳　美空(3) 2:29.56

山梨・甲府北 山梨・櫛形 山梨・韮崎西 山梨・田富 山梨・八田 山梨・櫛形 山梨・甲陵 山梨・城南

30 共通 １５００ｍ 原　恵梨子(3) 4:42.13 小田切　愛優(2) 4:48.12 飯島　理子(1) 4:53.37 櫻田　由稀(3) 4:53.68 青柳　美空(3) 4:53.96 石井　彩(3) 4:58.93 田中　栞(3) 5:01.63 矢澤　茉璃奈(3) 5:06.21

山梨・韮崎西 山梨・八田 山梨・甲府北 山梨・櫛形 山梨・城南 山梨・若草 山梨・櫛形 山梨・甲陵

30 共通 １００ｍＨ 樫山　　結(3) 15.42 篠原　理加(3) 15.46 竹馬　李星(3) 15.72 三吉　南緒(1) 15.91 大谷　萌恵子(3) 16.28 長田　侑加(3) 16.35 渡邉　美月(3) 17.23 滝島　美桜(3) 17.56

風：+0.2 山梨・市川 山梨・韮崎西 山梨・山梨大附属 山梨・櫛形 山梨・櫛形 山梨・敷島 山梨・甲府北東 山梨・塩山

30 共通 ４×１００ｍ 櫛形・山梨 50.49 石和・山梨 51.18 玉穂・山梨 51.40 双葉・山梨 51.89 田富・山梨 52.70 山梨大附属・山梨 52.77 韮崎西・山梨 52.91 韮崎東・山梨 53.47

保坂　奈菜(3) 梶原　瑞奈(3) 見村　里歩(3) 古屋　詩花(3) 小清水　萌々子(2) 竹馬　李星(3) 保坂　友理(3) 石原　悠里(2)

白鳥　舞子(3) 渡辺　彩花(3) 藤田　カオリ(3) 篠原　かなみ(3) 石原　佳菜(2) 竹馬　光紗(3) 篠原　理加(3) 金山みさき(2)

大谷　萌恵子(3) 小林  茉優(3) 近藤　陽(3) 赤澤　雅(2) 石井　実希(2) 海宝　梨瑚(3) 中澤　瑠菜(2) 深沢　幸奈(3)

秋山　萌(3) 菊嶋　夏帆(2) 宮川　蘭子(3) 横森　一加(2) 山下　瀬捺(3) 神澤　朱里(3) 板楠　千尋(2) 横山　文香(3)

30 共通 走高跳 渡辺　野乃(3) 1m51 秋山　愛賀(2) 1m48 竹馬　李星(3) 1m48 澤田　里彩(3) 1m40 藤井　志帆(3) 1m40 猪股　南美(3) 1m40 石渡　純奈(3) 1m35

山梨・下吉田 山梨・押原 山梨・山梨大附属 山梨・勝山 山梨・市川 山梨・双葉 山梨・東桂

栗原　彩谷華(3) 1m40

山梨・押原

29 共通 走幅跳 宮川　蘭子(3) 5m33(+0.6) 篠原　理加(3) 5m13(+0.5) 保坂　奈菜(3) 5m10(0.0) 野田　穂乃花(2) 5m01(+0.6) 小泉  由衣(3) 4m87(+0.7) 山下　瀬捺(3) 4m72(+0.8) 清水　朝妃(3) 4m67(+0.6) 知見　真衣(3) 4m54(+0.5)

山梨・玉穂 山梨・韮崎西 山梨・櫛形 山梨・櫛形 山梨・石和 山梨・田富 山梨・韮崎西 山梨・猿橋

29 共通 砲丸投 河西　美奈(3) 12m16 杉本　香桜(3) 10m41 小池　莉緒(3) 9m92 城　眞理(3) 9m80 鈴木　彩文(3) 9m57 山口　真美(3) 9m50 田中　さおり(3) 9m19 亀田　舞衣(3) 8m78

2.72kg 山梨・田富 山梨・下吉田 山梨・八田 山梨・山梨南 山梨・櫛形 山梨・大月東 山梨・田富 山梨・東桂

29-30 共通 四種競技 白鳥　舞子(3) 2139点 神澤　朱里(3) 1880点 藤井　春那(3) 1677点 伊藤　さくら(3) 1633点 加藤　琴乃(2) 1589点 笹本　朱莉(2) 1560点 長沼　莉保(2) 1537点 中澤　空見(3) 1508点

山梨・櫛形 山梨・山梨大附属 山梨・八田 山梨・田富 山梨・田富 山梨・白根巨摩 山梨・石和 山梨・櫛形

16.80(+0.9)-1m30 16.70(+1.0)-1m25 17.89(+1.0)-1m30 18.42(+1.0)-1m30 19.13(+0.9)-1m25 18.34(+0.9)-1m25 19.67(+0.9)-1m25 19.72(+1.0)-1m25

9m87-28.52(0.0) 7m41-29.34(0.0) 7m50-31.21(0.0) 6m54-30.14(0.0) 8m60-31.00(0.0) 6m29-30.37(-1.4) 7m69-30.19(-1.4) 8m39-31.26(0.0)

櫛形 27点 上条 19点 山梨南 18点 石和 16点 玉穂 13点 道志 8点 若草 8点
韮崎西
上野原

8点

石和 17点 甲府東 17点 南部 16点 八田 16点 韮崎西 15点 山梨南 15点 高根 11点 櫛形 11点

櫛形 69点 田富 42点 韮崎西 32点 山梨大附属 25点 玉穂 24点 八田 23点 石和 21点 韮崎東 17点

記録主任 　印 

総　　務 　印 

審 判 長

吉澤　直樹

保坂　一仁

名取　和仁　　　印　　　上田　直人 　　　印

１年総合　学校名・得点

２年総合　学校名・得点

共通総合　学校名・得点

５位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ７位６位

[ QSR：全中標突 YJ:県中学新記録 GR:大会新記録 ]


