
凡例  YR:山梨県記録 YHR:山梨県高校記録

トラック審判長 半田　昌一
跳躍審判長 時澤　豊見 招集所審判長 宇津木　天

平成26年10月11日（土）　山梨中銀スタジアム 投てき審判長 保坂　重機 記録主任 小林　直樹
種目

小田　遼太(3) 11.13 浅利　拓(1) 11.24 長坂　宏紀(2) 11.33 奈良　光洋(2) 11.35 鈴木　啓太 11.35 堀内　勇(3) 11.37 渡辺　竜麻(3) 11.49 伴野　雄高(1) 11.65

山梨・駿台甲府高 山梨・千葉大 山梨・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台ＡＣ 山梨・甲府工業高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府工業高

松木　智雅(3) 50.45 築野　凌(2) 50.54 渡辺　翔太(3) 51.52 小俣　洋(1) 51.84 伴野　雄高(1) 52.65 山本　武(1) 53.03 望月　郁杜(1) 53.24 藤原　瑞木(1) 53.26

北海道・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院高 山梨・都留高 山梨・甲府工業高 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・甲府南高

望月　満帆(2) 2:42.64 渡邊　宏太(2) 2:47.03 岩瀬　大周(3) 2:50.46 廣瀬　雄大(1) 2:53.15 中野　薫(2) 2:53.34 内山　紘斗(1) 2:54.95 奥脇　琢朗(1) 2:56.58 渡邊　祐大(2) 2:57.92

山梨・大国陸上クラブ 山梨・吉田高 山梨・大国陸上クラブ 山梨・甲府東高 山梨・谷村工業高 山梨・山梨高 山梨・吉田高 山梨・吉田高

澤邊　直人 14.87(+0.5) 飯久保　明洋(3) 14.90(+0.5) 澤登　大河(2) 15.95(+0.5) 高橋　亨光(4) 15.96(+0.5) 秋山　剛 16.14(+0.5) 山﨑　翼(2) 16.23(+0.5) 市川　俊弥(4) 16.36(+0.5) 國母　尚也(3) 16.47(+0.5)

山梨・山梨大AC 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨陸協 山梨・甲府昭和高 山梨・工学院大 山梨・甲府工業高

駿台甲府高Ｂ 1:59.14 駿台甲府高Ａ 2:01.21 山梨学院高Ｅ 2:02.61 巨摩高Ｂ 2:03.04 TEAMHAL・神奈川 2:03.05 甲府工業高Ｂ 2:04.23 巨摩高Ｅ 2:04.72 都留高Ａ 2:05.14

辰巳　海斗(1) 功刀　蓮太郎(2) 清原　一真(3) 溝口　嶺(2) 宮本　義久 國母　尚也(3) 秋山　智哉(1) 衣川　海星(1)

渡辺　陵(1) 渡辺　竜麻(3) 近藤　大聖(3) 澤登　大河(2) 西倉　鴻士 笹本　大夢(3) 小林　達彦(1) 設樂　開人(2)

奈良　光洋(2) 小田　遼太(3) 堀内　隼也(3) 佐野　圭亮(2) 澤田　憲吾 芳賀　翔(3) 勝俣　雄登(1) 水野　大夢(1)

安田　壮太(2) 若杉　武史(1) 渡辺　翔太(3) 築野　凌(2) 中村　祐樹 普久原　竜二(3) 山本　武(1) 藤原　尚俊(2)

鈴木　徹 1m98 水越　海(3) 1m98 佐藤　一哉(2) 1m80 杉田　勇人(1) 1m70 山寺　真輝(2) 1m70 萱沼　成生(2) 1m70 前川　祐樹(2) 1m70

山梨・ﾌﾟｰﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ 山梨・上野原高 山梨・富士北稜高 山梨・山梨大 山梨・韮崎高 山梨・富士河口湖高 山梨・甲府南高

丹沢　進太郎(2) 1m70

山梨・身延高

杉山　貴哉(2) 4m00 澤邊　直人 3m90 普久原　竜二(3) 3m90 芳賀　翔(3) 3m80 加藤　真嵩(3) 3m80 戸田　和文 3m60 加藤　大喜(2) 3m50 深澤　広大(1) 3m50

山梨・都留文科大 山梨・山梨大AC 山梨・甲府工業高 山梨・甲府工業高 山梨・巨摩高 山梨・山梨陸協 山梨・桂高 山梨・巨摩高

浅利　拓(1) 6m78(+1.4) 渡辺　竜麻(3) 6m72(+1.5) 畠中　俊(1) 6m44(+1.4) 髙橋　一輝(3) 6m42(+1.8) 藤原　尚俊(2) 6m23(+1.4) 菊池　柊斗(1) 6m10(+1.8) 武井　咲斗(3) 6m08(+1.3) 後藤　克士(2) 6m06(+0.9)

山梨・千葉大 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨大 山梨・都留高 山梨・上野原高 山梨・上野原西中 山梨・山梨学院高

雨宮　巧(2) 14m04 齊藤　亮太(2) 12m13 小林　元(2) 11m23 田中　健太郎(2) 10m51 岡　透(2) 9m89 小丹　拓海(2) 9m89 綱島　嘉誠(1) 9m77 深澤　澪(1) 9m77

山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・日本航空高 山梨・甲府工業高 山梨・甲府工業高 山梨・韮崎高 山梨・日本航空高 山梨・甲府東高

村田　雅弥(3) 12m39 久保田　尊士 11m13 芦川　祥崇(2) 10m18

山梨・山梨学院大 山梨・南巨摩陸協 山梨・山梨大

青沼　李軌(3) 50m78 岡　透(2) 49m31 松永　賢哉(1) 47m18 勝俣　雄登(1) 46m37 辻口　裕一(1) 44m85 加藤　真嵩(3) 43m18 中山　凌真(1) 43m15 笹本　悠太(2) 42m58

山梨・山梨学院高 山梨・甲府工業高 山梨・身延高 山梨・巨摩高 山梨・日本航空高 山梨・巨摩高 山梨・甲府工業高 山梨・山梨学院高

山梨選抜 41.17 駿台甲府高Ａ 42.60 駿台甲府高B 42.98 甲府工業高 43.09 身延高 44.95 甲府昭和高 45.40

土屋　拓斗 辰巳　海斗(1) 矢部　裕太郎(2) 堀内　勇(3) 望月　郁杜(1) 進藤　翼(2)

遠藤　修平 大久保　雄平(1) 安田　壮太(2) 笹本　大夢(3) 佐野　航平(1) 山﨑　翼(2)

宮崎　充弘 渡辺　陵(1) 小田　遼太(3) 塩澤　聖矢(2) 川窪　太貴(2) 宮下　滉平(1)

深澤　拓巳 奈良　光洋(2) 渡邊　黎旺(3) 伴野　雄高(1) 望月　瑠雅(1) 野中　勇人(1)

池内　英里香(4) 12.20 齊藤　莉奈(2) 12.64 秋山　萌(1) 12.85 白倉  若奈(3) 12.91 横山　文香(1) 13.26 藤巻　祐香里(2) 13.27 近藤　祐未(3) 13.28 剱持　クリア(2) 13.49

兵庫・都留文科大 山梨・桂高 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院高

齊藤　莉奈(2) 1:01.34 雨宮　珠麻(3) 1:01.75 松木　菜々(2) 1:02.90 長田　侑加(1) 1:03.59 堀内　美成子(1) 1:05.58 細川　遥香(2) 1:05.79 保坂　光里(2) 1:05.92 宮澤　遙(1) 1:07.63

山梨・桂高 山梨・中村塾 山梨・身延高 山梨・駿台甲府高 山梨・富士河口湖高 山梨・上野原高 山梨・甲府西高 山梨・甲府昭和高

鰻池　琴美(2) 3:21.04 大澤　真由(2) 3:21.37 林　輝(2) 3:23.83 佐藤　夏月(1) 3:26.58 羽田　麗子(2) 3:32.53 水上　詩織(1) 3:35.67 米山　千尋(1) 3:41.34 網野　万里也(1) 3:45.52

山梨・甲府西高 山梨・大国陸上クラブ 山梨・甲府南高 山梨・吉田高 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・甲府東高 山梨・甲府南高 山梨・上野原高

小林　里帆(2) 14.87(-1.3) 野坂　優(4) 15.12(-1.3) 原田　優己(3) 15.14(-1.3) 村上　史奈(1) 15.93(-0.3) 樫山　結(1) 16.09(-1.3) 衣川　佳奈(2) 16.75(-1.3) 板楠　千尋(3) 16.99(-1.4) 堀内　美成子(1) 17.44(-0.6)

山梨・駿台甲府高 岡山・都留文科大 岡山・都留文科大 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・身延高 山梨・駿台甲府高 山梨・韮崎西中 山梨・富士河口湖高

駿台甲府高Ａ 2:15.15 駿台甲府高Ｂ 2:25.41 巨摩高Ａ 2:28.09 甲府西高Ａ 2:30.10 身延高 2:30.22 甲府南高Ｂ 2:31.78 山梨学院高Ｂ 2:32.63 甲府南高Ａ 2:33.38

秋山　萌(1) YR,YHR 井上　萌花(2) 杉山　夢実(2) 若林　花蓮(2) 樫山　結(1) 宮本　成美(1) 近藤　祐未(3) 中野　あゆみ(2)

小松　さくら(2) 小林　里帆(2) 中込　早恵(2) 白鳥　舞子(1) 松木　菜々(2) 竹馬　李星(1) 澤登　裕佳(3) 雨宮　利奈(2)

白倉  若奈(3) 衣川　佳奈(2) 菊池　雛乃(2) 保坂　光里(2) 遠藤　あい子(3) 海宝　梨瑚(1) 村田　朋実(3) 五味　梨緒奈(2)

山田　美衣(2) 横山　文香(1) 原田　夏帆(2) 鰻池　琴美(2) 羽田　あすか(3) 神澤　朱里(1) 望月　愛美(3) 林　輝(2)

田中　女瑠萌(2) 1m55 渡邊　野乃(1) 1m50 長沼　未希(2) 1m45 猪股　南美(1) 1m40 坂本　三奈(1) 1m40 鯨岡　真由(2) 1m35

山梨・桂高 山梨・富士北稜高 山梨・都留高 山梨・韮崎高 山梨・甲府昭和高 山梨・都留高

竹馬　李星(1) 1m40 高木　花奈子(2) 1m35

山梨・甲府南高 山梨・甲府昭和高

小林　翠(M2) 2m90 加々美　杏(2) 2m20

山梨・山梨大 山梨・富士北稜高

山路　舞香(4) 4m97(+1.1) 雨宮　利奈(2) 4m94(+1.6) 篠原　理加(1) 4m86(0.0) 雨宮　珠麻(3) 4m85(-1.1) 知見　真衣(1) 4m74(+2.1) 松岡　実玖(2) 4m46(+0.9) 河野　昌美(2) 4m43(+1.8) 瀧森　琴乃(1) 4m40(+0.8)

山梨・山梨大 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・中村塾 山梨・都留高 公認4m65(+0.9) 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・巨摩高 山梨・都留興譲館高

武井　仁美(2) 11m13 深澤　葉月(2) 10m32 澤登　裕佳(3) 10m17 石川　果歩(1) 9m84 河西　美奈(1) 9m79 龍澤　利佳(2) 9m17 星野　希(3) 9m02 村田　朋実(3) 8m75

山梨・山梨高 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院大 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府城西高 山梨・桂高 山梨・山梨学院高

望月　愛美(3) 38m07 深澤　葉月(2) 33m58 村田　朋実(3) 30m69 北村　菜緒(2) 27m08 上野　真悠(1) 25m93 鈴木　春菜(2) 25m72 青木　瑞歩(1) 25m51 澤登　裕佳(3) 22m72

山梨・山梨学院高 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院高 山梨・桂高 山梨・身延高 山梨・山梨高 山梨・身延高 山梨・山梨学院高
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凡例  YR:山梨県記録 YHR:山梨県高校記録

トラック審判長 半田　昌一
跳躍審判長 時澤　豊見 招集所審判長 宇津木　天

平成26年10月11日（土）　山梨中銀スタジアム 投てき審判長 保坂　重機 記録主任 小林　直樹
種目
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7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

仲上　公賀(6) 13.92 小野　智哉(6) 14.04 古屋　匠海(5) 14.34 矢崎　雅嗣(6) 14.39 荻野　聖也(5) 14.78 小林　練(5) 15.00 古屋　聡太(4) 15.26

山梨・大国陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・中村塾 山梨・小笠原ＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・ＮＡＣ 山　梨・チーム塩山

田中　和馬(6) 3:15.18 水上　紘汰(5) 3:21.47 藤木　海成(4) 3:29.80 川崎　翔哉(5) 3:32.76 小池　直幸(5) 3:32.82 山田　伊織(6) 3:34.25 白鳥　拓海(5) 3:35.53 石原　颯太(3) 3:36.34

山梨・一宮スポ少 山梨・一宮スポ少 山梨・一宮スポ少 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・GONSPO 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上クラブ

笹本　侑(6) 14.39 田中　翔大(6) 15.27 中村　征莉(6) 15.29

山梨・南アルプスＡＣ 山梨・GONSPO 山梨・中村塾

南ｱﾙﾌﾟｽAC A 55.71 南ｱﾙﾌﾟｽAC C 1:00.69 ＮＡＣ 1:01.82 一宮スポ少Ａ 1:03.08 南ｱﾙﾌﾟｽAC B 1:03.23 中村塾 1:04.11 一宮スポ少Ｃ 1:04.71 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 1:05.60

山口　颯太(6) 依田　來人(4) 浅野　倖成(5) 池谷　彗斗(5) 佐藤　蓮(6) 在原　愛斗(5) 早川　隆輝(4) 岡本　和英(6)

笹本　侑(6) 川窪　康生(5) 蘇我　俊介(5) 岩浅　圭祐(5) 塩釜　空(6) 古屋　匠海(5) 風間　勇希(6) 丸山　友哉(6)

田原　和輝(6) 小池　直幸(5) 降矢　智弘(5) 荻原　万寛(4) 川崎　翔哉(5) 根津　舜昌(4) 小林　伊吹(6) 羽中田　聖(6)

小野　智哉(6) 一瀬　塁(4) 小林　練(5) 田中　和馬(6) 白鳥　拓海(5) 三神　琉輝(5) 山口　大貴(6) 清水　裕愛(5)

笹本　侑(6) 4m52(0.0) 小野　智哉(6) 4m15(+1.5) 小池　直幸(5) 3m87(0.0) 古屋　匠海(5) 3m86(-0.1) 仲上　公賀(6) 3m81(+0.4) 中村　征莉(6) 3m71(+0.4) 近藤　光(6) 3m70(+0.9) 古屋　聡太(4) 3m67(-0.4)

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・大国陸上クラブ 山梨・中村塾 山梨・小笠原ＡＣ 山　梨・チーム塩山

笹本　侑(6) 54m79 川窪　康生(5) 43m57 丸山　友哉(6) 42m84 小野　智哉(6) 41m94 青山　海斗(4) 36m70 雨宮　啓暉(4) 35m95 古屋　聡太(4) 35m54 田中　翔大(6) 30m39

山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山　梨・チーム塩山 山　梨・チーム塩山 山梨・GONSPO

珊瑚　菜帆(6) 13.74 古屋　日奈子(6) 14.09 窪田　光莉(6) 14.27 新田　千紘(6) 14.58 廣瀬　七彩(6) 14.62 和光　紀佳(6) 14.75 立澤　真弥(6) 14.76 斉藤　果音(6) 14.79

山梨・富沢クラブ 山　梨・チーム塩山 山　梨・チーム塩山 山梨・南アルプスＡＣ 山　梨・チーム塩山 山　梨・チーム塩山 山梨・ＮＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ

青沼　麗后(5) 2:37.49 岩瀬　千朋(5) 2:42.77 初鹿璃々花(6) 2:44.46 大澤　菜々穂(6) 2:46.70 天野　笑里(6) 2:50.27 古屋　日奈子(6) 2:50.82 萩原　美優(4) 2:51.03 工藤　風花(5) 2:59.57

山梨・GONSPO 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山　梨・チーム塩山 山梨・大国陸上クラブ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ

飯島　佑理(6) 14.68 新田　千紘(6) 15.65 斉藤　果音(6) 15.87 立澤　真弥(6) 15.94 三吉　里緒(6) 17.67 深澤　こころ(5) 18.53

山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・ＮＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ

チーム塩山 55.63 ＮＡＣ 57.96 南ｱﾙﾌﾟｽAC A 58.21 GONSPO 1:00.01 大国陸上ｸﾗﾌﾞＡ 1:01.52 小笠原AC B 1:01.94 南ｱﾙﾌﾟｽAC C 1:02.34 中村塾 1:02.97

和光　紀佳(6) 土屋　実央(6) 三吉　里緒(6) 青沼　麗后(5) 仲上　さくら(4) 佐藤　彩乃(5) 斉藤　美貴(5) 鈴木　未来(5)

廣瀬　七彩(6) 立澤　亜弥(6) 新田　千紘(6) 神田　つぐみ(5) 初鹿璃々花(6) 今津　紗加(5) 土屋　ゆい(5) 飯島　佑理(6)

窪田　光莉(6) 立澤　真弥(6) 斉藤　果音(6) 雨宮　倫可　　(5) 大澤　菜々穂(6) 丸山　依吹(5) 江俣　和花(5) 鈴木　夢朋(4)

古屋　日奈子(6) 雨宮　里桜(6) 矢崎　優(6) 細田　弥々(6) 杉山　みのり(6) 横内　結花(5) 田中　理子(5) 雨宮　陽向(5)

古屋　日奈子(6) 4m21(0.0) 萩原　けい奈(5) 3m96(+0.8) 廣瀬　七彩(6) 3m87(+1.1) 新田　千紘(6) 3m73(+1.7) 窪田　光莉(6) 3m65(+0.1) 雨宮　倫可　　(5 3m63(0.0) 三吉　里緒(6) 3m61(-0.5) 横内　結花(5) 3m55(-0.5)

山　梨・チーム塩山 山梨・山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ 山　梨・チーム塩山 山梨・南アルプスＡＣ 山　梨・チーム塩山 山梨・GONSPO 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・小笠原ＡＣ

村田　安里沙(5) 31m00 奈良　萌々夏(5) 30m04 三吉　里緒(6) 26m24 斉藤　果音(6) 22m49 秋山　さくら(5) 17m86

山梨・GONSPO 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳

４×１００ｍR

８００ｍ

ボール投

小
学
生
男
子

小
学
生
女
子

８０ｍH
風：+0.5

１００ｍ
風：-1.3

ボール投

走幅跳

４×１００ｍR

１０００ｍ

８０ｍH
風：-0.8

１００ｍ
風：-0.4



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993

予　選　19組0着＋24

1組 (風:-0.6) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 山梨

1 4 691 大久保　雄平(1) 駿台甲府高 11.42 q 1 5 693 辰巳　海斗(1) 駿台甲府高 11.49 q
ﾁﾉ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 長野

2 1 148 千野　駿介(2) 甲府南高 11.57 q 2 2 8127 中山　翔梧(1) 山梨学院大 11.53 q
ｺﾊﾞﾘ ﾉﾘﾏｻ 山梨 ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｷ 新潟

3 3 328 小針　徳正(3) 巨摩高 11.81 3 4 4773 古川　夏希(2) 都留文科大 11.81
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 山梨 ｵｵｲｼ ｺｳﾔ 山梨

4 7 556 小林　祐斗(2) 桂高 12.17 4 1 3389 大石　光冶(2) 桃の郷ＡＣ 12.46
ｷﾄﾞｸ ｿｳ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾅﾂｷ 山梨

5 2 195 寄特　想(1) 甲府工業高 12.25 5 7 780 古屋　夏生(1) 日本航空高 12.60
ﾐﾔｼﾀ ｷｮｳﾍｲ 山梨 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 山梨

6 5 590 宮下　恭平(2) 吉田高 12.26 6 6 187 石橋　凌(1) 甲府工業高 13.71
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

7 6 500 藤本　裕太(2) 都留高 12.85 3 402 深澤 拓己(3) 身延高 DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｸﾐ 山梨

8 8 1629 藤本　真生(3) 大国陸上クラブ 12.86 8 139 平出　託海(1) 甲府南高 DNS

3組 (風:-0.2) 4組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 山梨

1 3 707 小田　遼太(3) 駿台甲府高 11.15 q 1 3 3641 鈴木　啓太 駿台ＡＣ 11.21 q
ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 神奈川 ﾊｶﾞ ｼｮｳ 山梨

2 5 10467 澤田　憲吾 TEAMHAL 11.53 q 2 5 201 芳賀　翔(3) 甲府工業高 11.70
ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 山梨 ﾋｶﾜ ｺｳｼﾛｳ 山梨

3 6 611 坂口　汰一(2) 富士河口湖高 11.78 3 4 144 樋川　昂史朗(1) 甲府南高 11.92
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

4 2 1841 珊瑚　龍之介(1) 富沢クラブ 12.01 4 8 1743 松田　康平(2) 山梨学院大 12.05
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｲﾉｳｴ ｲｯｾｲ 山梨

5 1 215 雨宮　良太(2) 甲府工業高 12.06 5 1 587 井上　壱星(2) 吉田高 12.22
ﾖｺﾔ ﾀｸﾏ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

6 4 845 横谷　拓真(2) 甲府南高 12.06 6 2 715 窪田　雄大(2) 駿台甲府高 12.28
ﾅｶｺﾞﾐ ｾｲﾔ 山梨 ｻｴｸﾞｻﾋﾛﾄ 山梨

7 7 855 中込　成冶(2) 山梨学院高 12.18 7 6 421 三枝　拓仁(1) 笛吹高 13.01
ﾊﾝ ｼﾞﾝﾖﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 山梨

8 8 858 韓　鎭永(2) 日本航空高 13.51 8 7 618 渡辺　慧之(1) 富士河口湖高 13.21

5組 (風:+0.4) 6組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨

1 6 202 笹本　大夢(3) 甲府工業高 11.48 q 1 3 341 澤登　大河(2) 巨摩高 11.45 q
ﾜｶｽｷﾞ ﾀｹﾌﾐ 山梨 ﾌｸﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山梨

2 4 695 若杉　武史(1) 駿台甲府高 11.64 2 1 200 普久原　竜二(3) 甲府工業高 11.59 q
ｸﾇｷﾞ ｹｲﾀﾛｳ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｸﾄ 山梨

3 8 124 功刀　啓太郎(1) 甲府西高 12.11 3 5 398 望月　郁杜(1) 身延高 11.98
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｽｹ 山梨

4 3 739 小林　駿(2) 山梨学院高 12.29 4 2 570 長田　悠佑(1) 吉田高 12.02
ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾏ 山梨 ｼﾗｽ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨

5 2 132 石原　佑真(2) 甲府南高 12.41 5 7 496 白須　祥太郎(2) 都留高 12.17
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾏｺﾄ 山梨

6 7 592 渡辺　貴斗(1) 富士河口湖高 12.49 6 6 869 宮下　真(1) 富士北稜高 12.52
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾏﾉ ﾋﾛｷ 山梨

7 1 498 土屋　駿丞(1) 都留高 12.72 7 8 532 閒野　大樹(2) 桂高 13.06
ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

5 550 豊島　泰生(3) 桂高 DNS 4 694 渡辺　陵(1) 駿台甲府高 DQ,FS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 10:05 予　選
10月11日 13:00 決　勝



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 10:05 予　選
10月11日 13:00 決　勝

予　選　19組0着＋24

7組 (風:+1.0) 8組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾎﾘｳﾁ ｲｻﾑ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨

1 1 208 堀内　勇(3) 甲府工業高 11.23 q 1 3 4771 長坂　宏紀(2) 都留文科大 11.21 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨

2 6 499 藤原　尚俊(2) 都留高 11.87 2 5 718 安田　壮太(2) 駿台甲府高 11.57 q
ﾖﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨

3 3 725 依田　大雅(1) 山梨学院高 12.33 3 8 736 近藤　大聖(3) 山梨学院高 11.76
ｵｵﾓﾘ ｼﾞｮｳ 山梨 ﾀｹｲ ｻｷﾄ 山梨

4 4 594 大森　丞(1) 富士河口湖高 12.76 4 7 1300 武井　咲斗(3) 上野原西中 11.76
ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｹﾋﾛ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ 山梨

5 2 422 渡辺　賢宏(1) 笛吹高 12.79 5 2 902 宮下　滉平(1) 甲府昭和高 12.12
ﾅｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 山梨 ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ 山梨

6 7 1625 内藤　萌(2) 大国陸上クラブ 14.18 6 4 46 廣瀬　拓巳(1) 韮崎高 12.55
ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳ 山梨

5 709 山下　黎(3) 駿台甲府高 DNS 7 6 176 深澤　澪(1) 甲府東高 12.66
ｵﾏﾀ ｺｳﾍｲ 山梨 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾔ 山梨

8 553 小俣　康平(2) 桂高 DNS 8 1 188 小泉　洸也(1) 甲府工業高 14.37

9組 (風:-1.3) 10組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂｸﾉ ﾘｮｳ 山梨 ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山梨

1 3 346 築野　凌(2) 巨摩高 11.74 1 4 716 奈良　光洋(2) 駿台甲府高 11.28 q
ｺｲｹ ｶｽﾞｷ 山梨 ｺｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 山梨

2 8 699 小池　一輝(1) 駿台甲府高 11.79 2 3 204 國母　尚也(3) 甲府工業高 11.66
ｼｵｻﾞﾜ ｾｲﾔ 山梨 ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨

3 2 213 塩澤　聖矢(2) 甲府工業高 11.92 3 8 336 飯久保　明洋(3) 巨摩高 11.95
ﾆﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 神奈川 ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ 山梨

4 4 13254 宮本　義久 TEAMHAL 11.95 4 6 3648 由井　玄太 かえで支援教員 12.30
ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 山梨

5 5 8126 小幡　慎司(1) 山梨学院大 12.17 5 2 558 和田　優之介(2) 桂高 12.35
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀｶﾓﾄ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 山梨

6 6 447 小田切　孝元(2) 日川高 12.75 6 5 185 山本　修平(1) 甲府東高 12.43
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

7 7 896 宮川　翼(2) 山梨学院高 12.98 7 7 619 前田　大介(1) 富士河口湖高 13.16
ﾎｻｶ ｼｮｳ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 山梨

8 1 1824 保坂　聖(1) 大国陸上クラブ 13.61 1 419 野口　和輝(1) 身延高 DNS

11組 (風:+0.2) 12組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ 山梨 ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨

1 4 916 伴野　雄高(1) 甲府工業高 11.33 q 1 6 5555 浅利　拓(1) 千葉大 11.12 q
ｵｶﾍﾞ ﾊﾔﾃ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨

2 3 444 岡部　颯(2) 日川高 11.90 2 4 710 渡辺　竜麻(3) 駿台甲府高 11.35 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

3 6 256 山﨑　翼(2) 甲府昭和高 11.95 3 3 8195 森實  高毅(1) 山梨大 11.72
ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ 山梨 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓｷ 山梨

4 7 122 小松　拓矢(2) 甲府西高 12.35 4 8 562 永田　知輝(1) 吉田高 12.35
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 山梨 ｴﾄﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨

5 5 360 髙橋　政也(1) 白根高 12.50 5 7 186 江戸　大輝(1) 甲府工業高 12.78
ｼﾐｽﾞ ﾜｶﾊﾞ 山梨 ｻｸﾗｲ ｹｲｽｹ 山梨

6 8 483 清水　若葉(1) 都留高 12.72 2 29 桜井　啓裕(1) 韮崎高 DNS
ﾐﾂｲ ｺｳｼﾞ 山梨 ｲｼｸﾞﾛ ﾅｵﾔ 山梨

7 2 35 三井　幸治(2) 韮崎高 13.36 5 137 石黒　直哉(2) 甲府南高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 10:05 予　選
10月11日 13:00 決　勝

予　選　19組0着＋24

13組 (風:-1.2) 14組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

1 4 4737 市川　俊弥(4) 工学院大 11.63 q 1 1 399 佐野　航平(1) 身延高 11.41 q
ｼﾀﾞﾗｸ ｶｲﾄ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

2 1 492 設樂　開人(2) 都留高 11.86 2 5 721 笹本　悠太(2) 山梨学院高 11.82
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 山梨

3 6 697 清水　健太郎(1) 駿台甲府高 11.94 3 2 708 平出　圭亮(3) 駿台甲府高 11.89
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾆｼｸﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川

4 5 4072 望月　亮輔(4) 山梨英和大 11.94 4 3 13259 西倉　鴻士 TEAMHAL 12.00
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳ 山梨

5 3 589 守山　遼馬(2) 吉田高 12.28 5 7 463 堀内　昴(2) 山梨高 12.44
ｶｲｾ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾀ 山梨

6 7 36 海瀬　一真(1) 韮崎高 12.54 6 4 449 金子　亮太(1) 日川高 12.49
ｲｲﾑﾛ ﾘｮｳ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸ 山梨

7 8 194 飯室　遼(1) 甲府工業高 12.79 7 6 196 樋口　利来(1) 甲府工業高 12.56
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 山梨 ｼｹﾞﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山梨

2 618 渡辺　慧之(1) 富士河口湖高 DNS 8 8 359 重村　光宏(1) 白根高 12.88

15組 (風:-2.1) 16組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山梨 ﾔﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨

1 7 711 渡邊　黎旺(3) 駿台甲府高 11.40 q 1 2 719 矢部　裕太郎(2) 駿台甲府高 11.71
ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾀｸﾐ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

2 3 476 高畑　拓海(2) 塩山高 11.65 2 1 737 堀内　隼也(3) 山梨学院高 11.78
ｼﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

3 2 255 進藤　翼(2) 甲府昭和高 11.98 3 8 214 田中　健太郎(2) 甲府工業高 12.18
ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾑ 山梨 ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ 山梨

4 8 504 水野　大夢(1) 都留高 12.09 4 6 265 野中　勇人(1) 甲府昭和高 12.32
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨 ｻｲｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨

5 6 465 内田　智樹(1) 山梨高 12.16 5 3 497 三枝　洸太(2) 都留高 12.45
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋｺ 山梨 ｵｵｼﾊﾞ ｹｲ 山梨

6 5 305 小林　達彦(1) 巨摩高 12.33 6 5 28 大芝　渓(1) 韮崎高 13.29
ｲﾘｸﾗ ﾘｭｳｲﾁ 山梨 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｺﾞ 静岡

4 190 入倉　隆一(1) 甲府工業高 DNS 4 4758 水野　健吾(S1) 都留文科大 DNS
ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｷ 山梨

7 876 荒川　広樹(1) 都留興譲館高 DNS

17組 (風:-0.2) 18組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｷﾔﾏ ﾕｳ 山梨 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

1 2 325 秋山　雄(3) 巨摩高 11.59 q 1 2 1601 野村　涼(3) GONSPO 11.47 q
ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋｻ 山梨 ｵﾏﾀ ﾖｳ 山梨

2 7 125 内田　暁久(1) 甲府西高 11.76 2 8 501 小俣　洋(1) 都留高 11.64 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ 山梨 ｲｹﾀﾞ ｶｲﾄ 山梨

3 5 396 望月　瑠雅(1) 身延高 11.80 3 3 713 池田　海人(2) 駿台甲府高 11.88
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾄ 山梨

4 8 481 渡邊　友弘(1) 都留高 12.17 4 6 856 早川　泰斗(2) 日本航空高 12.12
ｵｵﾑﾗ ｶｲﾄ 山梨 ﾌｼﾞｲ ｱﾗｼ 山梨

5 1 466 大村　海斗(1) 山梨高 12.44 5 4 339 藤井　嵐士(2) 巨摩高 12.38
ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 山梨 ｳｴﾉ ﾕｳﾏ 山梨

6 4 554 加藤　大喜(2) 桂高 13.06 6 5 728 上野　祐馬(1) 山梨学院高 12.79
ﾑｶｲ ﾏｻﾐﾁ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨

3 1732 向井　眞統(4) 山梨学院大 DNS 1 1740 望月　勇人(2) 山梨学院大 DNS
ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

6 1802 横内　峻(1) 小笠原ＡＣ DNS 7 619 前田　大介(1) 富士河口湖高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 10:05 予　選
10月11日 13:00 決　勝

予　選　19組0着＋24

19組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 神奈川

1 8 10471 中村　祐樹 TEAMHAL 11.44 q
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 山梨

2 2 47 中山　一樹(1) 韮崎高 11.66
ﾜｶｵ ｼﾞｭﾝ 山梨

3 3 127 若尾　潤(1) 甲府西高 11.76
ﾅﾄﾘ ｱﾗﾀ 山梨

4 7 301 名取　新(2) 巨摩高 11.82
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨

5 4 878 渡辺　陸(1) 都留興譲館高 11.83
ﾌｶｻﾜ ﾘｭｳｾｲ 山梨

6 6 717 深澤　隆晟(2) 駿台甲府高 11.85
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 山梨

7 5 917 中山　凌真(1) 甲府工業高 13.05

決　勝　3組

Ｃ決勝 (風:-1.7) Ｂ決勝 (風:-2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾁﾉ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山梨

1 6 148 千野　駿介(2) 甲府南高 11.61 1 4 711 渡邊　黎旺(3) 駿台甲府高 11.37
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 長野 ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

2 5 8127 中山　翔梧(1) 山梨学院大 11.61 2 5 399 佐野　航平(1) 身延高 11.42
ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 神奈川

3 4 718 安田　壮太(2) 駿台甲府高 11.67 3 3 10471 中村　祐樹 TEAMHAL 11.51
ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 神奈川 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨

4 3 10467 澤田　憲吾 TEAMHAL 11.67 4 8 341 澤登　大河(2) 巨摩高 11.53
ｱｷﾔﾏ ﾕｳ 山梨 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

5 8 325 秋山　雄(3) 巨摩高 11.71 5 7 1601 野村　涼(3) GONSPO 11.55
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ 山梨

6 1 4737 市川　俊弥(4) 工学院大 11.74 6 2 202 笹本　大夢(3) 甲府工業高 11.57
ｵﾏﾀ ﾖｳ 山梨 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 山梨

7 2 501 小俣　洋(1) 都留高 11.77 6 1 693 辰巳　海斗(1) 駿台甲府高 11.57
ﾌｸﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

8 7 200 普久原　竜二(3) 甲府工業高 11.79 6 691 大久保　雄平(1) 駿台甲府高 DNS

Ａ決勝 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

1 3 707 小田　遼太(3) 駿台甲府高 11.13
ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨

2 4 5555 浅利　拓(1) 千葉大 11.24
ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨

3 6 4771 長坂　宏紀(2) 都留文科大 11.33
ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山梨

4 7 716 奈良　光洋(2) 駿台甲府高 11.35
ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 山梨

5 5 3641 鈴木　啓太 駿台ＡＣ 11.35
ﾎﾘｳﾁ ｲｻﾑ 山梨

6 8 208 堀内　勇(3) 甲府工業高 11.37
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨

7 1 710 渡辺　竜麻(3) 駿台甲府高 11.49
ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ 山梨

8 2 916 伴野　雄高(1) 甲府工業高 11.65



凡例  DNS:欠場

男子４００ｍ

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990
山梨県高校記録(YHR)     46.79     堀越　勇介(都留高)                    1990

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｷ ﾄﾓﾏｻ 北海道 ｵﾏﾀ ﾖｳ 山梨

1 6 1739 松木　智雅(3) 山梨学院大 50.45 1 4 501 小俣　洋(1) 都留高 51.84
ﾂｸﾉ ﾘｮｳ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨

2 4 346 築野　凌(2) 巨摩高 50.54 2 5 313 山本　武(1) 巨摩高 53.03
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨

3 7 754 渡辺　翔太(3) 山梨学院高 51.52 3 3 145 藤原　瑞木(1) 甲府南高 53.26
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 ｵｵﾂｶ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

4 2 47 中山　一樹(1) 韮崎高 53.65 4 8 5354 大塚　光太朗(1) 山梨大 53.50
ｺﾊﾞﾘ ﾉﾘﾏｻ 山梨 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾑ 山梨

1 328 小針　徳正(3) 巨摩高 DNS 5 6 504 水野　大夢(1) 都留高 54.68
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 神奈川 ﾖﾈﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨

3 10471 中村　祐樹 TEAMHAL DNS 2 493 米山　大貴(2) 都留高 DNS
ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 ｵﾏﾀ ｺｳﾍｲ 山梨

5 399 佐野　航平(1) 身延高 DNS 7 553 小俣　康平(2) 桂高 DNS
ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨

8 718 安田　壮太(2) 駿台甲府高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｸﾄ 山梨 ｷﾄﾞｸ ｿｳ 山梨

1 4 398 望月　郁杜(1) 身延高 53.24 1 8 195 寄特　想(1) 甲府工業高 54.07
ﾀｶﾏﾂ ﾖｼﾋｻ 山梨 ｶﾜｸﾏ ｻﾄﾙ 愛知

2 3 8123 高松　宜央(3) 山梨学院大 54.03 2 6 9307 川熊　悟 愛知陸協 54.57
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾀｹｲ ﾏｻﾕｷ 山梨

3 5 215 雨宮　良太(2) 甲府工業高 55.24 3 4 726 武井　優幸(1) 山梨学院高 55.86
ｱﾕｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 山梨 ｻｲｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨

4 7 723 鮎澤　賢介(2) 山梨学院高 56.09 4 5 497 三枝　洸太(2) 都留高 56.68
ｶｲｾ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｽﾐﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

5 2 36 海瀬　一真(1) 韮崎高 56.59 5 3 448 住田　大輔(1) 日川高 57.18
ｼﾀﾞﾗｸ ｶｲﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

6 492 設樂　開人(2) 都留高 DNS 6 7 500 藤本　裕太(2) 都留高 57.78
ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾜｶﾊﾞ 山梨

8 550 豊島　泰生(3) 桂高 DNS 7 2 483 清水　若葉(1) 都留高 58.28

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

1 5 999 武藤　正一 山梨ﾏｽﾀｰｽﾞ 59.32 1 2 586 渡邊　宏太(2) 吉田高 55.69
ﾐﾂｲ ｺｳｼﾞ 山梨 ｵｵﾓﾘ ｼﾞｮｳ 山梨

2 8 35 三井　幸治(2) 韮崎高 1:00.45 2 4 594 大森　丞(1) 富士河口湖高 56.76
ｵｵｼﾊﾞ ｹｲ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 山梨

3 4 28 大芝　渓(1) 韮崎高 1:01.56 3 8 865 鈴木　将樹(2) 富士北稜高 58.23
ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾔ 山梨 ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 山梨

4 2 188 小泉　洸也(1) 甲府工業高 1:02.79 4 7 565 岡村　優太(1) 吉田高 1:01.04
ﾏﾉ ﾋﾛｷ 山梨 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 山梨

5 3 532 閒野　大樹(2) 桂高 1:03.88 5 5 187 石橋　凌(1) 甲府工業高 1:02.77
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 山梨

6 7 900 中村　和博(2) 山梨学院高 1:04.00 3 879 小林　瑞輝(1) 都留興譲館高 DNS
ｻｸﾗｲ ｹｲｽｹ 山梨 ｲｼｲ ﾀｸﾐ 山梨

6 29 桜井　啓裕(1) 韮崎高 DNS 6 461 石井　匠(2) 山梨高 DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ



凡例  DNS:欠場

男子４００ｍ

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990
山梨県高校記録(YHR)     46.79     堀越　勇介(都留高)                    1990

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 山梨 ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ 山梨

1 8 460 柴田　大輝(2) 山梨高 54.61 1 7 916 伴野　雄高(1) 甲府工業高 52.65
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 山梨

2 4 556 小林　祐斗(2) 桂高 57.65 2 6 844 望月　幸樹(1) 甲府南高 58.22
ﾋｸﾞﾁ ﾘｸ 山梨 ｴﾄﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨

3 7 196 樋口　利来(1) 甲府工業高 58.63 3 3 186 江戸　大輝(1) 甲府工業高 59.01
ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｹﾞﾝ 山梨 ｲｼｸﾗ ｶｹﾙ 山梨

4 2 576 増田　瑞玄(1) 吉田高 1:00.16 4 5 616 石倉　翔(1) 富士河口湖高 59.40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 山梨

5 6 577 渡邊　洋人(1) 吉田高 1:00.21 5 8 573 高橋　宏暢(1) 吉田高 1:00.37
ｻﾄｳ ｼｭﾝｷ 山梨 ｶﾅｲ ﾅｵｷ 山梨

6 5 510 佐藤　舜紀(1) 都留高 1:03.03 6 4 778 金井　直輝(1) 日本航空高 1:02.55
ｶﾂﾏﾀ ｲｸﾐ 山梨 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨

3 610 勝俣　郁実(2) 富士河口湖高 DNS 2 498 土屋　駿丞(1) 都留高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子１０００ｍ

山梨県記録(YR)          2:30.98   原　寿人(山梨学院附高)                2009
山梨県高校最高記録(YHSR)2:30.98   原　寿人(山梨学院附高)                2009

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｾ ﾀｲｼｭｳ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂﾎ 山梨

1 2 1632 岩瀬　大周(3) 大国陸上クラブ 2:50.46 1 10 1621 望月　満帆(2) 大国陸上クラブ 2:42.64
ﾋﾛｾ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

2 5 174 廣瀬　雄大(1) 甲府東高 2:53.15 2 14 586 渡邊　宏太(2) 吉田高 2:47.03
ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨 ﾅｶﾉ ｶｵﾙ 山梨

3 9 1703 羽田　虎太郎(1) 南アルプスＡＣ 3:00.92 3 12 891 中野　薫(2) 谷村工業高 2:53.34
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 山梨 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄ 山梨

4 4 569 渡邊　弘章(1) 吉田高 3:01.22 4 6 464 内山　紘斗(1) 山梨高 2:54.95
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 ｵｸﾜｷ ﾀｸﾛｳ 山梨

5 1 577 渡邊　洋人(1) 吉田高 3:02.58 5 8 574 奥脇　琢朗(1) 吉田高 2:56.58
ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

6 8 565 岡村　優太(1) 吉田高 3:06.07 6 11 561 渡邊　祐大(2) 吉田高 2:57.92
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨

7 14 882 杉本　勝(1) 都留興譲館高 3:09.28 7 1 1640 小林　拓登(1) 大国陸上クラブ 3:00.63
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾒｲ 山梨

8 11 467 松村　謙(1) 山梨高 3:09.30 8 4 568 渡邉　孔明(1) 吉田高 3:01.56
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨

9 13 511 小林　明斗(1) 上野原高 3:17.11 9 7 1629 藤本　真生(3) 大国陸上クラブ 3:02.87
ｵﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ ｻﾄｳ ｱﾂｷ

10 12 886 小俣　大地(1) 都留興譲館高 3:24.19 10 3 885 佐藤　温樹(1) 都留興譲館高 3:11.52
ｺｽｹﾞ ﾘｭｳｼﾞ 山梨 ｻﾄｳ ﾀｶﾅﾘ 山梨

3 531 古菅　竜司(2) 桂高 DNS 11 5 513 佐藤　宝成(1) 上野原高 3:16.50
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 山梨

6 1822 近藤　大介(1) 大国陸上クラブ DNS 12 13 612 渡邊　圭太(2) 富士河口湖高 3:48.20
ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 山梨

7 533 笹川　夏輝(2) 桂高 DNS 2 560 渡邊　奨也(2) 桂高 DNS
ｻﾄｳ ﾄｼｷ 山梨 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 山梨

10 551 佐藤　寿樹(3) 桂高 DNS 9 544 吉村　湧太(2) 桂高 DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 1632 1632

記録 1:04 2:15

ナンバー 1621 1621

記録 1:02 2:08

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

男子１１０ｍH

山梨県記録(YR)          14.28     劒持　英紀(県教委)                    1986
山梨県高校記録(YHR)     14.88     飯久保　明洋(巨摩高)                  2014

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 山梨

1 5 3287 澤邊　直人 山梨大AC 14.87 1 4 2968 髙橋　一輝(3) 山梨大 16.55
ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨 ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 山梨

2 4 336 飯久保　明洋(3) 巨摩高 14.90 2 3 708 平出　圭亮(3) 駿台甲府高 16.66
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨 ﾋｶﾜ ｺｳｼﾛｳ 山梨

3 8 341 澤登　大河(2) 巨摩高 15.95 3 6 144 樋川　昂史朗(1) 甲府南高 16.83
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ 山梨

4 3 1741 高橋　亨光(4) 山梨学院大 15.96 4 7 902 宮下　滉平(1) 甲府昭和高 17.33
ｱｷﾔﾏ ﾂﾖｼ 山梨 ｸﾘﾀ ｺｳｷ 山梨

5 7 999 秋山　剛 山梨陸協 16.14 5 2 128 栗田　航希(1) 甲府西高 17.65
ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨

6 1 256 山﨑　翼(2) 甲府昭和高 16.23 6 5 123 飯島　一貴(2) 甲府西高 18.04
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｼﾉﾊﾗ ｶｲ 山梨

7 6 4737 市川　俊弥(4) 工学院大 16.36 7 1 2967 篠原　魁(3) 山梨大 18.25
ｺｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 山梨 ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾕｷ 山梨

8 2 204 國母　尚也(3) 甲府工業高 16.47 8 8 340 市川　直幸(2) 巨摩高 20.06

3組 (風:-1.4) 4組 (風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 山梨 ｲｼｸﾗ ｶｹﾙ 山梨

1 3 650 佐藤　一哉(2) 富士北稜高 19.24 1 7 616 石倉　翔(1) 富士河口湖高 17.53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨 ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

2 4 694 渡辺　陵(1) 駿台甲府高 20.33 2 5 692 髙野　隼人(1) 駿台甲府高 18.45
ｷﾇｶﾞﾜ ｶｲｾｲ 山梨 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 山梨

3 6 502 衣川　海星(1) 都留高 20.45 3 8 693 辰巳　海斗(1) 駿台甲府高 19.89
ｺｲｹ ｶｽﾞｷ 山梨 ｱﾏﾉ ﾀｽｸ 山梨

4 8 699 小池　一輝(1) 駿台甲府高 21.19 4 6 884 天野　佑(1) 都留興譲館高 20.94
ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 山梨

5 2 312 深澤　広大(1) 巨摩高 21.82 5 2 864 石川　颯(2) 富士北稜高 21.89
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨 ﾖﾈﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨

6 1 691 大久保　雄平(1) 駿台甲府高 23.25 3 493 米山　大貴(2) 都留高 DNF
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｲｷ 山梨 ﾎｼﾉ ﾕｳﾄ 山梨

5 415 川窪　太貴(2) 身延高 DNS 4 901 星野　優人(1) 甲府昭和高 DNS
ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ 山梨

7 265 野中　勇人(1) 甲府昭和高 DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 11:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ



凡例  DNS:欠場

男子スエーデンリレー

山梨県記録(YR)          1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013
山梨県高校記録(YHR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組
1着 7ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ

2:02.61 2:04.72 2:06.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 735 1 308 1 740

2 736 2 305 2 733

3 737 3 311 3 721

4 754 4 313 4 855

4着 5ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
2:06.87 2:13.32 2:19.00

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1736 1 42 1 481

2 1747 2 41 2 498

3 1739 3 43 3 507

4 1737 4 45 4 484

2組
1着 7ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ

2:04.23 2:11.80 2:13.63
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 204 1 339 1 485

2 202 2 340 2 496

3 201 3 301 3 497

4 200 4 347 4 500

4着 2ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
2:16.56 2:18.74 2:21.73

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 462 1 724 1 615

2 466 2 896 2 592

3 467 3 727 3 619

4 464 4 897 4 618

7着 6ﾚｰﾝ
2:22.55

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 570

2 576

3 573

4 588

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨学院高Ｅ

ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾏ
清原　一真(3)

山梨
山梨学院高

山梨
巨摩高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ
近藤　大聖(3)

山梨
山梨学院高

ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
堀内　隼也(3)

山梨
山梨学院高

巨摩高Ｅ

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ
秋山　智哉(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋｺ
小林　達彦(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ
勝俣　雄登(1)

山梨
巨摩高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
渡辺　翔太(3)

山梨
山梨学院高 山本　武(1)

山梨
巨摩高

山梨学院高Ｄ

ｺﾞﾄｳ ｶﾂｼ
後藤　克士(2)

ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ
笹本　悠太(2)

山梨
巨摩高

山梨
山梨学院高

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ
青沼　李軌(3)

山梨
山梨学院高
山梨
山梨学院高

ﾅｶｺﾞﾐ ｾｲﾔ
中込　成冶(2)

山梨
山梨学院高

山梨学院大Ｃ

ｻﾄﾞ ﾘｮｳ
佐渡　亮(3)

山梨
山梨学院大

ｵｸﾞﾆ ｺｳｷ 山形
山梨学院大

ﾏﾂｷ ﾄﾓﾏｻ
松木　智雅(3)

北海道
山梨学院大

ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳｽｹ
柴田　恭祐(3)

静岡
山梨学院大

韮崎高Ｃ

ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｷ
雨宮　寛来(3)

ﾊﾗ ﾋﾛｷ
上野　裕貴(3)

小国　航希(2)

山梨
韮崎高

ﾊﾗ ﾕｳｽｹ
原　佑輔(3)

山梨
韮崎高
山梨
韮崎高

ｵｵｼﾊﾞ ﾚｲ
大柴　怜(3)

山梨
韮崎高

都留高Ｃ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ
渡邊　友弘(1)

山梨
都留高

ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ
土屋　駿丞(1)

山梨
都留高

ｳﾁﾀﾞ ｲｯｾｲ
内田　壱世(1)

山梨
都留高

ｳｴﾉ ｱｻﾋ
上野　　旭(1)

山梨
都留高

甲府工業高Ｂ

ｺｸﾎﾞ ﾅｵﾔ

巨摩高Ｄ

ﾌｼﾞｲ ｱﾗｼ

都留高Ｂ

ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ
國母　尚也(3)

山梨
甲府工業高

ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ
笹本　大夢(3)

山梨
甲府工業高

ﾊｶﾞ ｼｮｳ
芳賀　翔(3)

山梨
甲府工業高

ﾌｸﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ
普久原　竜二(3)

山梨
甲府工業高

藤井　嵐士(2)
山梨
巨摩高

ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾕｷ
市川　直幸(2)

山梨
巨摩高

ﾅﾄﾘ ｱﾗﾀ
名取　新(2)

山梨
巨摩高

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｽｹ
望月　泰祐(2)

山梨
巨摩高

小川　和人(1)
山梨
都留高

ｼﾗｽ ｼｮｳﾀﾛｳ
白須　祥太郎(2)

山梨
都留高

ｻｲｸﾞｻ ｺｳﾀ
三枝　洸太(2)

山梨
都留高

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ
藤本　裕太(2)

山梨
都留高

山梨
山梨高

山梨高Ｂ

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ
清水　建久也(2)

山梨
山梨高

ｵｵﾑﾗ ｶｲﾄ

山梨学院高Ｃ

ｱｷﾔﾏ ｶｲ
秋山　甲斐(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｷ
望月　大輝(1)

大村　海斗(1)
山梨
山梨高

ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ
松村　謙(1)

山梨
山梨学院高

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
宮川　翼(2)

山梨
山梨学院高
山梨
山梨学院高

ﾐｶﾐ ﾀｸﾐ
三神　匠(2)

山梨
山梨学院高

富士河口湖高Ｂ

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵ
萱沼　成生(2)

山梨
富士河口湖高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ
渡辺　貴斗(1)

山梨
富士河口湖高

ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
前田　大介(1)

山梨
富士河口湖高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ
渡辺　慧之(1)

山梨
富士河口湖高

吉田高Ｂ

ｵｻﾀﾞ ﾕｳｽｹ

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄ
内山　紘斗(1)

山梨
山梨高

長田　悠佑(1)
山梨
吉田高

ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｹﾞﾝ
増田　瑞玄(1)

山梨
吉田高

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ
高橋　宏暢(1)

山梨
吉田高

ﾎﾘｳﾁ ﾖｳﾍｲ
堀内　洋平(2)

山梨
吉田高



凡例  DNS:欠場

男子スエーデンリレー

山梨県記録(YR)          1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013
山梨県高校記録(YHR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

3組
1着 4ﾚｰﾝ 2着 8ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ

1:59.14 2:09.89 2:12.14
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 693 1 1735 1 739

2 694 2 8127 2 725

3 716 3 9999 3 726

4 718 4 8123 4 723

4着 7ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
2:15.74 2:17.00 2:18.94

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 126 1 28 1 330

2 122 2 46 2 306

3 128 3 36 3 338

4 130 4 44 4 312

7着 5ﾚｰﾝ
2:22.23

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 400

2 411

3 408

4 413

4組
1着 7ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ

2:03.04 2:10.28 2:12.19
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 302 1 616 1 589

2 341 2 611 2 587

3 344 3 594 3 561

4 346 4 610 4 586

4着 2ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
2:16.45 2:18.53 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 858 1 884 1 532

2 780 2 877 2 554

3 778 3 878 3 558

4 856 4 882 4 556

8ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

駿台甲府高Ｂ

ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ
辰巳　海斗(1)

山梨
駿台甲府高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨
駿台甲府高

ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ
奈良　光洋(2)

山梨
駿台甲府高

ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ
安田　壮太(2)

山梨
駿台甲府高

山梨学院大Ｂ

ｺｽﾀﾞ ﾀｸﾛｳ
小須田　卓郎(3)

ｻﾄｳ ｹﾝﾀ
佐藤　健太(4)

渡辺　陵(1)

山梨
山梨学院大

ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
中山　翔梧(1)

長野
山梨学院大
山梨
山梨学院大

ﾀｶﾏﾂ ﾖｼﾋｻ
高松　宜央(3)

山梨
山梨学院大

山梨学院高Ｂ

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ
小林　駿(2)

山梨
山梨学院高

ﾖﾀﾞ ﾀｲｶﾞ
依田　大雅(1)

山梨
山梨学院高

ﾀｹｲ ﾏｻﾕｷ
武井　優幸(1)

山梨
山梨学院高

ｱﾕｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ
鮎澤　賢介(2)

山梨
山梨学院高

甲府西高Ｂ

ｶｻｲ ｼｮｳﾏ

韮崎高Ｂ

ｵｵｼﾊﾞ ｹｲ

巨摩高Ｃ

ｲﾉｳｴ ｲﾂｷ
河西　捷真(1)

山梨
甲府西高

ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ
小松　拓矢(2)

山梨
甲府西高

ｸﾘﾀ ｺｳｷ
栗田　航希(1)

山梨
甲府西高

ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ
山本　蓮(2) 甲府西高

大芝　渓(1)
山梨
韮崎高

ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ
廣瀬　拓巳(1)

山梨
韮崎高

ｶｲｾ ｶｽﾞﾏ
海瀬　一真(1)

山梨
韮崎高

ｹﾞｼﾞｮｳ ﾅｵﾄ
下條　直緒人(3)

山梨
韮崎高

井上　樹(3)
山梨
巨摩高

ｻｶﾏｷ ﾕｳﾄ
坂巻　佑都(1)

山梨
巨摩高

ｲﾄｳ ｼﾞｮｳ ﾔ
伊藤　城也(2)

山梨
巨摩高

ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ
深澤　広大(1)

山梨
巨摩高

身延高Ｂ

ｻﾉ ﾄﾓﾔ
佐野　智哉(1)

山梨
身延高

ｱﾗｲ ﾀｸﾐ
新井　琢己(2)

山梨
身延高

ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝﾔ
松永　賢哉(1)

山梨
身延高

ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ
丹沢　進太郎(2)

山梨
身延高

巨摩高Ｂ

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾚｲ
溝口　嶺(2)

山梨
巨摩高

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ
澤登　大河(2)

山梨
巨摩高

ｻﾉ ｹｲｽｹ
佐野　圭亮(2)

山梨
巨摩高

ﾂｸﾉ ﾘｮｳ
築野　凌(2)

山梨
巨摩高

富士河口湖高Ａ

ｲｼｸﾗ ｶｹﾙ
石倉　翔(1)

山梨
富士河口湖高

ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 山梨
富士河口湖高

ｵｵﾓﾘ ｼﾞｮｳ
大森　丞(1)

山梨
富士河口湖高

ｶﾂﾏﾀ ｲｸﾐ
勝俣　郁実(2)

山梨
富士河口湖高

吉田高Ａ

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾏ
守山　遼馬(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
渡邊　祐大(2)

坂口　汰一(2)

山梨
吉田高

ｲﾉｳｴ ｲｯｾｲ
井上　壱星(2)

山梨
吉田高
山梨
吉田高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ
渡邊　宏太(2)

山梨
吉田高

日本航空高Ａ

ﾊﾝ ｼﾞﾝﾖﾝ
韓　鎭永(2)

山梨
日本航空高

ﾌﾙﾔ ﾅﾂｷ
古屋　夏生(1)

山梨
日本航空高

ｶﾅｲ ﾅｵｷ
金井　直輝(1)

山梨
日本航空高
山梨
日本航空高

都留興譲館高

ｱﾏﾉ ﾀｽｸ
天野　佑(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ
渡辺　陸(1)

山梨
都留興譲館高

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ
岩本　優希(1)

山梨
都留興譲館高
山梨
都留興譲館高

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ
杉本　勝(1)

山梨
都留興譲館高

桂高

ﾏﾉ ﾋﾛｷ
閒野　大樹(2)

山梨
桂高

ｶﾄｳ ﾋﾛｷ
加藤　大喜(2)

山梨
桂高

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ
和田　優之介(2)

山梨
桂高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
小林　祐斗(2)

山梨
桂高

山梨高Ａ

ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾄ
早川　泰斗(2)



凡例  DNS:欠場

男子スエーデンリレー

山梨県記録(YR)          1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013
山梨県高校記録(YHR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組
1着 5ﾚｰﾝ 2着 8ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ

2:07.46 2:09.10 2:09.19
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 196 1 124 1 35

2 916 2 123 2 31

3 215 3 125 3 32

4 195 4 127 4 47

4着 2ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
2:10.30 2:13.74 2:28.36

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 869 1 532 1 729

2 864 2 554 2 900

3 646 3 558 3 728

4 650 4 556 4 901

7ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 396

2 399

3 415

4 398

6組
1着 3ﾚｰﾝ 2着 2ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ

2:01.21 2:03.05 2:05.14
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 714 1 13254 1 502

2 710 2 13259 2 492

3 707 3 10467 3 504

4 695 4 10471 4 499

4着 6ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
2:10.77 2:12.80 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 144 1 325 1

2 145 2 332 2

3 148 3 336 3

4 844 4 328 4

7ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

甲府工業高Ａ 甲府西高Ａ 韮崎高Ａ

ﾋｸﾞﾁ ﾘｸ
樋口　利来(1)

山梨
甲府工業高

ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ
伴野　雄高(1)

山梨
甲府工業高

ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳﾀ
雨宮　良太(2)

山梨
甲府工業高

ｷﾄﾞｸ ｿｳ
寄特　想(1)

山梨
甲府工業高

ｸﾇｷﾞ ｹｲﾀﾛｳ
功刀　啓太郎(1)

山梨
甲府西高

ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
飯島　一貴(2)

山梨
甲府西高

ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋｻ
内田　暁久(1)

山梨
甲府西高

ﾜｶｵ ｼﾞｭﾝ
若尾　潤(1)

山梨
甲府西高

ﾐﾂｲ ｺｳｼﾞ
三井　幸治(2)

山梨
韮崎高

ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ
横森　友朗(1)

山梨
韮崎高

ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏｻｷ
山寺　真輝(2)

山梨
韮崎高

ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ
中山　一樹(1)

山梨
韮崎高

山梨
富士北稜高

富士北稜高

ﾐﾔｼﾀ ﾏｺﾄ
宮下　真(1)

山梨
富士北稜高

ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 

桂高

ﾏﾉ ﾋﾛｷ
閒野　大樹(2)

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ
和田　優之介(2)

石川　颯(2)
山梨
富士北稜高

ｲｼﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ
石森　龍乃介(2)

山梨
桂高

ｶﾄｳ ﾋﾛｷ
加藤　大喜(2)

山梨
桂高
山梨
桂高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
小林　祐斗(2)

山梨
桂高

山梨学院高Ａ

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ
清水　勇輝(1)

山梨
山梨学院高

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ
中村　和博(2)

山梨
山梨学院高

ｳｴﾉ ﾕｳﾏ
上野　祐馬(1)

山梨
山梨学院高

ﾂﾁﾔ ﾋﾛｷ
土屋　宏貴(2)

山梨
山梨学院高

身延高Ａ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ

ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ
佐藤　一哉(2)

山梨
富士北稜高

望月　瑠雅(1)
山梨
身延高

ｻﾉ ｺｳﾍｲ
佐野　航平(1)

山梨
身延高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ

ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｲｷ
川窪　太貴(2)

山梨
身延高

ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｸﾄ
望月　郁杜(1)

山梨
身延高

駿台甲府高
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
小田　遼太(3)

山梨
駿台甲府高

駿台甲府高Ａ

ｸﾇｷﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
功刀　蓮太郎(2)

山梨
駿台甲府高

若杉　武史(1)
山梨
駿台甲府高

TEAMHAL

ﾆﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
宮本　義久

ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ
澤田　憲吾

渡辺　竜麻(3)
山梨

神奈川
TEAMHAL

ﾆｼｸﾗ ｺｳｼﾞ
西倉　鴻士

神奈川
TEAMHAL
神奈川
TEAMHAL

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
中村　祐樹

神奈川
TEAMHAL

都留高Ａ

ｷﾇｶﾞﾜ ｶｲｾｲ
衣川　海星(1)

山梨
都留高

ｼﾀﾞﾗｸ ｶｲﾄ
設樂　開人(2)

山梨
都留高

ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾑ
水野　大夢(1)

山梨
都留高

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾄｼ
藤原　尚俊(2)

山梨
都留高

甲府南高

ﾋｶﾜ ｺｳｼﾛｳ

巨摩高Ａ

ｱｷﾔﾏ ﾕｳ

甲府昭和高

ﾜｶｽｷﾞ ﾀｹﾌﾐ

樋川　昂史朗(1)
山梨
甲府南高

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ
藤原　瑞木(1)

山梨
甲府南高

千野　駿介(2)
山梨
甲府南高

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ
望月　幸樹(1)

山梨
甲府南高

秋山　雄(3)
山梨
巨摩高

ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ
加藤　真嵩(3)

山梨
巨摩高

山梨学院大Ａ

ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ
飯久保　明洋(3)

山梨
巨摩高

ｺﾊﾞﾘ ﾉﾘﾏｻ
小針　徳正(3)

山梨
巨摩高

ﾁﾉ ｼｭﾝｽｹ



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走高跳

山梨県記録(YR)          2m16      榎本　修之(筑波大)                    1999
山梨県高校記録(YHR)     2m13      榎本　修之(都留高)                    1997

決　勝　

ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 山梨 － － － － － ○ ○ ○

1 17 4005 鈴木　徹 ﾌﾟｰﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ × ○ × × × 1m98
ﾐｽﾞｺｼ ｶｲ 山梨 － － － － － ○ × ○ × ○

2 18 521 水越　海(3) 上野原高 × ○ × × × 1m98
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 山梨 － － ○ × ○ ○ × × ×

3 15 650 佐藤　一哉(2) 富士北稜高 1m80
ｽｷﾞﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

4 12 5356 杉田　勇人(1) 山梨大 1m70
ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

4 13 413 丹沢　進太郎(2) 身延高 1m70
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏｻｷ 山梨 － － × ○ × × ×

6 14 32 山寺　真輝(2) 韮崎高 1m70
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵ 山梨 ○ × × ○ × ○ × × ×

7 1 615 萱沼　成生(2) 富士河口湖高 1m70
ﾏｴｶﾜ ﾕｳｷ 山梨 ○ ○ × × ○ × × ×

8 10 843 前川　祐樹(2) 甲府南高 1m70
ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾄ 山梨 － × ○ × × ○ × × ×

9 11 529 矢ヶ崎　修斗(2) 上野原高 1m70
ｸﾐﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 山梨 ○ × × ○ × × ×

10 5 361 汲田　慎平(1) 白根高 1m65
ﾌｼﾞｲ ｱﾗｼ 山梨 × ○ × × ×

11 7 339 藤井　嵐士(2) 巨摩高 1m60
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝ 山梨 × ○ × × ×

11 9 304 望月　舜(1) 巨摩高 1m60
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾄ 山梨 × × ×

4 592 渡辺　貴斗(1) 富士河口湖高 NM
ｼﾉﾊﾗ ｶｲ 山梨 × × ×

8 2967 篠原　魁(3) 山梨大 NM
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 山梨

2 589 守山　遼馬(2) 吉田高 DNS
ｳﾁﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨

3 507 内田　壱世(1) 都留高 DNS
ｳｴﾉ ｱｻﾋ 山梨

6 484 上野　　旭(1) 都留高 DNS
ｻﾉ ｺｳｷ 山梨

16 254 佐野　功貴(2) 甲府昭和高 DNS

1m98

1m80

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 10:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60 1m85 1m90 1m95

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m65

2m01

1m70

2m04

1m75



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子棒高跳

山梨県記録(YR)          5m30      板倉　智里(甲府西高教員)              1885
山梨県高校記録(YHR)     4m70      雨宮　陽介(都留高)                    2000

決　勝　

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾔ 山梨 － － － － － － － －

1 18 4768 杉山　貴哉(2) 都留文科大 － ○ － ○ － ○ － × × × 4m00
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 － － － － － － － －

2 17 3287 澤邊　直人 山梨大AC － － － － ○ × × × 3m90
ﾌｸﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 山梨 － － － － － － － －

3 16 200 普久原　竜二(3) 甲府工業高 － ○ － × ○ × × ○ × × × 3m90
ﾊｶﾞ ｼｮｳ 山梨 － － － － － － － －

4 14 201 芳賀　翔(3) 甲府工業高 － ○ － ○ × × × 3m80
ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山梨 － － － － － － － －

5 15 332 加藤　真嵩(3) 巨摩高 － × ○ － × ○ － × × × 3m80
ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 山梨 － － － － － － － －

6 5 4025 戸田　和文 山梨陸協 － ○ － × × × 3m60
ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 山梨 － － － － － － ○ ○

7 9 554 加藤　大喜(2) 桂高 × ○ × × × 3m50
ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 － － － － － － ○ ○

8 4 312 深澤　広大(1) 巨摩高 × × ○ × － － × × 3m50
ｻﾉ ｹｲｽｹ 山梨 － － － － － － ○ × × ×

9 10 344 佐野　圭亮(2) 巨摩高 3m30
ｲﾘｸﾗ ﾘｭｳｲﾁ 山梨 － － － － ○ ○ × × ×

10 6 190 入倉　隆一(1) 甲府工業高 3m10
ｻｶﾏｷ ﾕｳﾄ 山梨 － － － － ○ ○ × × ×

10 8 306 坂巻　佑都(1) 巨摩高 3m10
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 山梨 － － － ○ × × ×

12 3 5352 足立　悠輔(1) 山梨大 2m70
ｲｲﾑﾛ ﾘｮｳ 山梨 × × ○ ○ ○ × × ×

13 2 194 飯室　遼(1) 甲府工業高 2m50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 － － － － － × × ×

7 648 渡邊　有啓(2) 富士北稜高 NM
ｲｼﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 － － － － － － － －

11 646 石森　龍乃介(2) 富士北稜高 × × × NM
ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 山梨 － － － － － － × × ×

12 2966 佐藤　信賢(3) 山梨大 NM
ｲﾉｳｴ ｲﾂｷ 山梨 － － － － － － － × × ×

13 330 井上　樹(3) 巨摩高 NM
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｽｹ 山梨

1 347 望月　泰祐(2) 巨摩高 DNS

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 10:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m20

3m50

2m30

3m60

2m50

3m70

2m70

3m80

3m40

4m20
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m90

3m90

3m10

4m00

3m30

4m10



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走幅跳

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(KEN　AC)                   1996
山梨県高校記録(YHR)     7m24      保坂　英也(駿台甲府高)                1990

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 × 6m78 × 6m78 6m78
1 42 5555 浅利　拓(1) 千葉大 +1.4 +1.4 +1.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨 － 6m72 × 6m72 6m72
2 40 710 渡辺　竜麻(3) 駿台甲府高 +1.5 +1.5 +1.5

ﾊﾀﾅｶ ｼｭﾝ 山梨 6m16 6m44 6m38 6m44 6m44
3 41 8122 畠中　俊(1) 山梨学院大 +1.5 +1.4 +1.2 +1.4 +1.4

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 山梨 6m24 6m42 6m19 6m42 6m42
4 39 2968 髙橋　一輝(3) 山梨大 +0.7 +1.8 +1.3 +1.8 +1.8

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 山梨 6m23 6m04 × 6m23 6m23
5 36 499 藤原　尚俊(2) 都留高 +1.4 0.0 +1.4 +1.4

ｷｸﾁ ｼｭｳﾄ 山梨 5m31 5m78 6m10 6m10 6m10
6 29 512 菊池　柊斗(1) 上野原高 0.0 +0.7 +1.8 +1.8 +1.8

ﾀｹｲ ｻｷﾄ 山梨 6m08 6m01 × 6m08 6m08
7 38 1300 武井　咲斗(3) 上野原西中 +1.3 0.0 +1.3 +1.3

ｺﾞﾄｳ ｶﾂｼ 山梨 6m06 6m03 5m92 6m06 6m06
8 37 740 後藤　克士(2) 山梨学院高 +0.9 +0.8 +1.1 +0.9 +0.9

ｲﾘｴ ﾅｵｷ 山梨 5m92 6m02 5m92 6m02 6m02
9 34 5353 入江　直樹(1) 山梨大 +0.6 +0.6 +1.9 +0.6 +0.6

ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 6m01 5m71 5m85 6m01 6m01
10 35 31 横森　友朗(1) 韮崎高 +0.9 +0.6 +1.4 +0.9 +0.9

ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨 5m94 5m87 4m09 5m94 5m94
11 28 8195 森實  高毅(1) 山梨大 +0.6 +0.5 +1.9 +0.6 +0.6

ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 5m74 5m84 5m93 5m93 5m93
12 31 692 髙野　隼人(1) 駿台甲府高 +0.8 0.0 +0.9 +0.9 +0.9

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ 山梨 × × 5m93 5m93 5m93
13 33 528 井上　諒哉(2) 上野原高 +1.2 +1.2 +1.2

ｷﾇｶﾞﾜ ｶｲｾｲ 山梨 5m56 5m88 5m47 5m88 5m88
14 7 502 衣川　海星(1) 都留高 +0.3 +1.9 +1.3 +1.9 +1.9

ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 山梨 5m74 × 5m86 5m86 5m86
15 16 485 小川　和人(1) 都留高 +2.3 +2.8 +2.8 +2.8

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 山梨 5m80 × × 5m80 5m80
16 24 558 和田　優之介(2) 桂高 -0.5 -0.5 -0.5

ｵｵﾀｷ ﾏﾓﾙ 山梨 5m71 5m77 5m77 5m77 5m77
17 18 138 大瀧　衛(1) 甲府南高 +0.9 +1.7 +2.0 +1.7 +1.7

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｽｹ 山梨 5m61 4m30 × 5m61 5m61
18 23 347 望月　泰祐(2) 巨摩高 +0.2 +0.3 +0.2 +0.2

ﾅｶｺﾞﾐ ｾｲﾔ 山梨 5m33 5m23 5m23 5m33 5m33
19 19 855 中込　成冶(2) 山梨学院高 +1.9 +0.2 +0.7 +1.9 +1.9

ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 山梨 × 5m30 5m04 5m30 5m30
20 8 864 石川　颯(2) 富士北稜高 +1.4 +0.2 +1.4 +1.4

ﾌｼﾞｲ ｱﾗｼ 山梨 5m20 3m70 5m28 5m28 5m28
21 17 339 藤井　嵐士(2) 巨摩高 +2.2 +1.9 +1.0 +1.0 +1.0

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨 5m09 × 5m22 5m22 5m22
22 2 1629 藤本　真生(3) 大国陸上クラブ 0.0 +2.2 +2.2 +2.2

ﾅｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 山梨 5m15 4m82 5m08 5m15 5m15
23 14 1625 内藤　萌(2) 大国陸上クラブ +2.1 +1.8 +1.5 +2.1 +2.1

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 山梨 5m11 4m57 4m77 5m11 5m11
24 13 877 岩本　優希(1) 都留興譲館高 +1.4 +1.3 +1.0 +1.4 +1.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 山梨 4m94 4m99 5m02 5m02 5m02
25 3 618 渡辺　慧之(1) 富士河口湖高 +0.6 +0.9 +0.3 +0.3 +0.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 山梨 ／ 4m99 4m99 4m99
26 6 618 渡辺　慧之(1) 富士河口湖高 +0.9 +0.9 +0.9

ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 × 4m67 4m91 4m91 4m91
27 1 619 前田　大介(1) 富士河口湖高 +0.9 +0.8 +0.8 +0.8

ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 山梨 4m39 4m17 4m48 4m48 4m48
28 4 881 杉本　遥(1) 都留興譲館高 +1.3 +1.1 +1.5 +1.5 +1.5

ｶｻｲ ｼｮｳﾏ 山梨 × 4m36 3m76 4m36 4m36
29 22 126 河西　捷真(1) 甲府西高 +0.7 +1.0 +0.7 +0.7

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 山梨 × × 4m18 4m18 4m18
30 15 729 清水　勇輝(1) 山梨学院高 +1.5 +1.5 +1.5

ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ／
9 619 前田　大介(1) 富士河口湖高 NM

ﾊﾔｶﾜ ｶｲﾄ 山梨 － × ×
10 367 早川　海都(1) 増穂商業高 NM

ﾀﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 山梨 × － －
25 143 田之口　修平(1) 甲府南高 NM

ｼﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ／
27 255 進藤　翼(2) 甲府昭和高 NM

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 13:00 決　勝



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走幅跳

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(KEN　AC)                   1996
山梨県高校記録(YHR)     7m24      保坂　英也(駿台甲府高)                1990

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 13:00 決　勝

ｵﾏﾀ ﾖｳ 山梨 ／
32 501 小俣　洋(1) 都留高 NM

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｷ 山梨

5 727 望月　大輝(1) 山梨学院高 DNS
ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 山梨

11 135 加藤　達也(2) 甲府南高 DNS
ｻﾄｳ ｼｭﾝｷ 山梨

12 510 佐藤　舜紀(1) 都留高 DNS
ｳｴﾉ ｱｻﾋ 山梨

20 484 上野　　旭(1) 都留高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨

21 313 山本　武(1) 巨摩高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ 山梨

26 396 望月　瑠雅(1) 身延高 DNS
ｻﾉ ｺｳｷ 山梨

30 254 佐野　功貴(2) 甲府昭和高 DNS



凡例 

男子砲丸投(6kg)

山梨県高校記録(YHR)     15m39     須田　裕太郎(巨摩高)                  2012

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ ﾀｸﾐ 山梨

1 15 348 雨宮　巧(2) 巨摩高 13m61 13m95 14m04 14m04 14m04
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 13 345 齊藤　亮太(2) 巨摩高 11m61 11m67 12m13 12m13 12m13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ 山梨

3 5 784 小林　元(2) 日本航空高 11m23 10m84 10m67 11m23 11m23
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

4 14 214 田中　健太郎(2) 甲府工業高 9m03 10m51 9m66 10m51 10m51
ｵｶ ﾄｵﾙ 山梨

5 12 212 岡　透(2) 甲府工業高 9m74 9m89 9m81 9m89 9m89
ｺﾀﾝ ﾀｸﾐ 山梨

6 11 34 小丹　拓海(2) 韮崎 9m80 9m89 9m20 9m89 9m89
ﾂﾅｼﾏ ﾋﾛｾｲ 山梨

7 6 860 綱島　嘉誠(1) 日本航空高 9m37 9m77 9m36 9m77 9m77
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳ 山梨

8 4 176 深澤　澪(1) 甲府東高 9m11 9m77 9m19 9m77 9m77
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 山梨

9 2 883 佐藤　嵩大(1) 都留興譲館高 9m13 9m48 9m65 9m65 9m65
ﾎｼﾉ ﾕｳﾄ 山梨

10 10 901 星野　優人(1) 甲府昭和高 8m41 8m38 8m72 8m72 8m72
ｶﾜｻｷ　ﾋｶﾙ 山梨

11 8 683 川崎　暉留(高１) 甲陵高 7m74 6m29 8m48 8m48 8m48
ｻﾉ ﾄﾓﾔ 山梨

12 9 400 佐野　智哉(1) 身延高 7m85 7m98 8m03 8m03 8m03
ｱｻｶﾞｲ ｹﾝﾄ 山梨

13 3 779 朝貝　憲斗(1) 日本航空高 7m34 7m28 6m86 7m34 7m34
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 山梨

14 1 534 清水　健佑(2) 桂高 6m85 7m14 6m51 7m14 7m14
ｻﾉ ｼﾝ 山梨

15 7 417 佐野　慎(2) 身延高 6m17 6m19 6m40 6m40 6m40

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:30 決　勝



凡例 

男子砲丸投(7.25kg)

山梨県記録(YR)          15m66     高橋    修(田富中教)                  1993

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾔ 山梨

1 3 1742 村田　雅弥(3) 山梨学院大 11m92 11m67 12m39 12m39 12m39
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

2 2 2332 久保田　尊士 南巨摩陸協 10m20 11m02 11m13 11m13 11m13
ｱｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ 山梨

3 1 2970 芦川　祥崇(2) 山梨大 9m05 9m82 10m18 10m18 10m18

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:30 決　勝



凡例  DNS:欠場

男子やり投(800g)

山梨県高校記録(YHR)     64m74     中村　英詞(都留高)                    1990

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山梨

1 29 733 青沼　李軌(3) 山梨学院高 49m76 50m78 50m16 50m78 50m78
ｵｶ ﾄｵﾙ 山梨

2 26 212 岡　透(2) 甲府工業高 43m51 44m65 49m31 49m31 49m31
ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝﾔ 山梨

3 22 408 松永　賢哉(1) 身延高 × 47m18 42m17 47m18 47m18
ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ 山梨

4 25 311 勝俣　雄登(1) 巨摩高 42m85 39m39 46m37 46m37 46m37
ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 山梨

5 13 781 辻口　裕一(1) 日本航空高 44m80 44m85 39m17 44m85 44m85
ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山梨

6 28 332 加藤　真嵩(3) 巨摩高 43m18 42m61 41m82 43m18 43m18
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 山梨

7 15 917 中山　凌真(1) 甲府工業高 42m22 39m34 43m15 43m15 43m15
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

8 23 721 笹本　悠太(2) 山梨学院高 42m12 41m87 42m58 42m58 42m58
ﾌｼﾞｻﾜ ﾔｽﾌﾐ 山梨

9 5 857 藤澤　康文(2) 日本航空高 40m94 40m04 × 40m94 40m94
ｱｷﾔﾏ ｶｲ 山梨

10 21 724 秋山　甲斐(1) 山梨学院高 36m66 × 40m69 40m69 40m69
ﾊﾀﾞ ｹﾝﾔ 山梨

11 1 645 羽田　賢哉(2) 富士北稜高 39m07 37m88 37m64 39m07 39m07
ｻﾅﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨

12 9 649 眞田　大輝(2) 富士北稜高 25m43 29m27 38m70 38m70 38m70
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

13 16 737 堀内　隼也(3) 山梨学院高 38m45 35m45 36m99 38m45 38m45
ﾎｼﾉ ﾕｳﾄ 山梨

14 18 901 星野　優人(1) 甲府昭和高 34m62 34m04 38m36 38m36 38m36
ｲﾜｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨

15 8 494 岩澤　俊介(2) 都留高 37m40 × 31m14 37m40 37m40
ﾅｶﾞｲ ﾘｸ 山梨

16 6 643 永井　陸(2) 富士北稜高 × 32m36 36m99 36m99 36m99
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 山梨

17 24 411 新井　琢己(2) 身延高 × 35m28 36m65 36m65 36m65
ﾐｶﾐ ﾀｸﾐ 山梨

18 19 897 三神　匠(2) 山梨学院高 29m31 36m25 31m68 36m25 36m25
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 山梨

19 17 197 野澤　侑飛(1) 甲府工業高 34m90 33m84 32m30 34m90 34m90
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 山梨

20 2 462 清水　建久也(2) 山梨高 34m50 34m58 32m35 34m58 34m58
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｷ 山梨

21 7 727 望月　大輝(1) 山梨学院高 31m96 × 25m95 31m96 31m96
ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 山梨

22 14 33 伊藤　聖流(1) 韮崎高 × 31m72 × 31m72 31m72
ｲｼﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

23 4 646 石森　龍乃介(2) 富士北稜高 30m43 30m40 29m64 30m43 30m43
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨

24 11 736 近藤　大聖(3) 山梨学院高 × 27m74 27m89 27m89 27m89
ｲﾄｳ ｼﾞｮｳ ﾔ 山梨

25 10 338 伊藤　城也(2) 巨摩高 × 26m18 × 26m18 26m18
ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨

3 123 飯島　一貴(2) 甲府西高 DNS
ﾐｳﾗ ﾋﾛﾄ 山梨

12 861 三浦　裕斗(2) 富士北稜高 DNS
ﾊｲﾊﾞﾗ ｾｲｼﾞ 山梨

20 133 埴原　聖司(2) 甲府南高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 山梨

27 409 望月　俊徳(2) 身延高 DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

10月11日 13:00 決　勝



凡例  DQ:失格 R23:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（2→3）内でバトンパスが完了しなかった

一般男子4X100mR オープン種目

決　勝　

1着 6ﾚｰﾝ 2着 7ﾚｰﾝ 3着 8ﾚｰﾝ
41.17 42.60 42.98

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 631 1 693 1 719

2 1450 2 691 2 718

3 2969 3 694 3 707

4 402 4 716 4 711

4着 5ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
43.09 44.95 45.40

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 208 1 398 1 255

2 202 2 399 2 256

3 213 3 415 3 902

4 916 4 396 4 265

4ﾚｰﾝ
DQ,R23

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 639

2 634

3 636

4 640

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾄ
榊原　智仁

山　梨
石和中

ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ
田中　拓海

山　梨
石和中

小幡　隆史
山　梨
石和中

ｱﾒﾐﾔ ﾀｲｷ
雨宮　大起

山　梨
石和中

ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ
野中　勇人(1)

山梨
甲府昭和高

石和中

ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ

ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ
伴野　雄高(1)

山梨
甲府工業高

山﨑　翼(2)
山梨
甲府昭和高

ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ
宮下　滉平(1)

山梨
甲府昭和高

甲府昭和高

ｼﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ
進藤　翼(2)

山梨
甲府昭和高

ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ

山梨
身延高

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ
望月　瑠雅(1)

山梨
身延高

山梨
身延高

ｻﾉ ｺｳﾍｲ
佐野　航平(1)

山梨
身延高

身延高

ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｸﾄ
望月　郁杜(1)

ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｲｷ
川窪　太貴(2)

笹本　大夢(3)
山梨
甲府工業高

ｼｵｻﾞﾜ ｾｲﾔ
塩澤　聖矢(2)

山梨
甲府工業高

甲府工業高

ﾎﾘｳﾁ ｲｻﾑ
堀内　勇(3)

山梨
甲府工業高

ｻｻﾓﾄ ﾋﾛﾑ

山梨
駿台甲府高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ
渡邊　黎旺(3)

山梨
駿台甲府高

山梨
駿台甲府高

ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ
安田　壮太(2)

山梨
駿台甲府高

駿台甲府高B

ﾔﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
矢部　裕太郎(2)

ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
小田　遼太(3)

山梨
駿台甲府高
山梨
駿台甲府高

ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ
深澤　拓巳

山　梨
山梨選抜 奈良　光洋(2)

山梨
駿台甲府高

駿台甲府高Ａ

ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ
辰巳　海斗(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ
大久保　雄平(1)

ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ
渡辺　陵(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ
遠藤　修平

山　梨
山梨選抜

ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ
宮崎　充弘

山　梨
山梨選抜

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 11:50 決　勝

山梨選抜

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ
土屋　拓斗

山　梨
山梨選抜

山梨
駿台甲府高



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍ

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010
山梨県高校記録(YHR)     12.11     松野　佳奈(甲府商業高)                2008

予　選　7組0着＋8

1組 (風:+0.2) 2組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

1 1 466 秋山　萌(1) 駿台甲府高 13.02 q 1 4 333 齊藤　莉奈(2) 桂高 12.74 q
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｶﾘ 山梨

2 2 3392 村上　史奈(1) 桃の郷ＡＣ 13.70 2 8 138 藤巻　祐香里(2) 甲府昭和高 13.26 q
ﾁｹﾝ ﾏｲ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨

3 5 317 知見　真衣(1) 都留高 14.36 3 2 493 近藤　祐未(3) 山梨学院高 13.29 q
ﾄﾐﾀ ﾒｲ 山梨 ｼﾉﾊﾗ ﾘｶ 山梨

4 4 613 富田　惠衣(1) 上野原高 14.89 4 7 470 篠原　理加(1) 駿台甲府高 13.65
ｱｲｶﾜ ﾕｲ 山梨 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 山梨

5 7 211 相川　結(1) 増穂商業高 15.23 5 6 1634 塩沢　夏音(1) 大国陸上クラブ 14.27
ｻﾄｳ ﾐﾅ 山梨 ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ 山梨

6 6 396 佐藤　美奈(2) 富士河口湖高 15.34 6 3 290 齋藤　詩織(2) 山梨高 14.38
ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨 ﾀｶﾄﾘ ﾏｲ 山梨

3 881 板楠　千尋(3) 韮崎西中 DNS 7 1 321 鷹取　真衣(2) 上野原高 15.01
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ 山梨 ﾐﾁﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨

8 625 中村　早耶(1) 都留興譲館高 DNS 5 884 道村　彩花(2) 韮崎西中 DNS

3組 (風:-0.3) 4組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｲｼ ﾘﾉ 山梨 ｲｹｳﾁ ｴﾘｶ 兵庫

1 5 182 大石　莉乃(3) 巨摩高 13.48 1 6 7293 池内　英里香(4) 都留文科大 12.37 q
ｱﾒﾐﾔ ﾚﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 山梨

2 6 285 雨宮　怜菜(3) 山梨高 14.04 2 2 130 渡辺　彩花(1) 甲府昭和高 13.66
ｲｼｸﾗ ｱｶﾘ 山梨 ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨

3 8 397 石倉　朱莉(2) 富士河口湖高 14.19 3 7 671 小池　知穂(3) 一宮スポ少 13.69
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞﾚｲﾅ 山梨

4 3 1632 辻　彩花(1) 大国陸上クラブ 14.95 4 4 259 渡辺　玲菜(2) 笛吹高 14.19
ｵｵｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｺ 山梨 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾗﾝ 山梨

5 7 309 大神田　京子(2) 都留高 15.19 5 3 430 桒原　蘭(1) 富士北稜高 14.81
ｶﾂﾏﾀ ｾｲｶ 山梨 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 山梨

6 4 361 勝俣　聖香(2) 吉田高 15.44 6 1 219 松林　彩夏(1) 増穂商業高 15.49
ｻﾉ ｱｽﾞｻ 山梨 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 山梨

1 885 佐野　梓(2) 韮崎西中 DNS 7 5 400 加藤　瞳(1) 富士河口湖高 16.19
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏﾅﾂ 山梨

2 500 小林　茉優(1) 山梨学院高 DNS 8 75 土橋　麻夏(2) 甲府西高 DNS

5組 (風:-1.0) 6組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

1 4 476 白倉  若奈(3) 駿台甲府高 13.07 q 1 8 1631 村松　美穂(1) 大国陸上クラブ 13.62
ﾉｻｶ ﾕｳ 岡山 ﾀﾅｶ ﾒﾙﾓ 山梨

2 1 7295 野坂　優(4) 都留文科大 13.51 2 7 334 田中　女瑠萌(2) 桂高 13.81
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘﾅ 山梨 ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨

3 3 424 渡邊　真莉奈(2) 富士北稜高 14.16 3 4 1701 松岡　実玖(2) 南アルプスＡＣ 13.94
ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾙﾐ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 山梨

4 6 99 宮本　成美(1) 甲府南高 14.32 4 1 417 小林  志帆(3) 富士北稜高 14.09
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞｷ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ 山梨

5 7 395 渡邊　夕月(2) 富士河口湖高 15.06 5 6 510 山田　怜奈(1) 山梨学院高 14.17
ｻﾄｳ ｱｲﾗ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｵ 山梨

6 2 612 佐藤　亜衣羅(1) 上野原高 15.78 6 5 615 中村　梨央(1) 上野原高 15.09
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

5 341 原　有美花(2) 桂高 DNS 2 658 岩浅　優花(2) 一宮スポ少 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 山梨 ｵｲｶﾜ ﾁｱｷ 山梨

8 1603 山田　幸乃(2) GONSPO DNS 3 363 及川　千晶(2) 吉田高 DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:45 予　選
10月11日 12:55 決　勝



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍ

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010
山梨県高校記録(YHR)     12.11     松野　佳奈(甲府商業高)                2008

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:45 予　選
10月11日 12:55 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨

1 7 486 剱持　クリア(2) 山梨学院高 13.38 q
ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ 山梨

2 6 468 横山　文香(1) 駿台甲府高 13.43 q
ﾎｿｶﾜ ﾊﾙｶ 山梨

3 4 608 細川　遥香(2) 上野原高 13.74
ｼﾗﾄﾘ ﾏｲｺ 山梨

4 3 78 白鳥　舞子(1) 甲府西高 13.83
ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨

5 2 1641 雨宮　珠麻(3) 中村塾 13.85
ｽｷﾞﾑﾗ ﾁﾋﾛ 山梨

6 1 1633 椙村　ちひろ(1) 大国陸上クラブ 16.07
ﾌﾟﾝｲｻｰ 山梨

7 8 535 プンイサー(1) 日本航空高 16.78
ｱｲｵｲ ﾏﾕ 山梨

5 370 相生　真由(1) 吉田高 DNS

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｹｳﾁ ｴﾘｶ 兵庫

1 6 7293 池内　英里香(4) 都留文科大 12.20
ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

2 4 333 齊藤　莉奈(2) 桂高 12.64
ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨

3 5 466 秋山　萌(1) 駿台甲府高 12.85
ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨

4 3 476 白倉  若奈(3) 駿台甲府高 12.91
ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ 山梨

5 1 468 横山　文香(1) 駿台甲府高 13.26
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｶﾘ 山梨

6 7 138 藤巻　祐香里(2) 甲府昭和高 13.27
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨

7 8 493 近藤　祐未(3) 山梨学院高 13.28
ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨

8 2 486 剱持　クリア(2) 山梨学院高 13.49



凡例  DNS:欠場

女子４００ｍ

山梨県記録(YR)          55.07     上田  千暁(都留文科大)                2007
山梨県高校記録(YHR)     56.22     山口　初乃香(駿台甲府高)              2010

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

1 4 1641 雨宮　珠麻(3) 中村塾 1:01.75 1 2 333 齊藤　莉奈(2) 桂高 1:01.34
ﾏﾂｷ ﾅﾅ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾅｺ 山梨

2 5 233 松木　菜々(2) 身延高 1:02.90 2 6 399 堀内　美成子(1) 富士河口湖高 1:05.58
ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨

3 6 469 長田　侑加(1) 駿台甲府高 1:03.59 3 4 642 宮澤　遙(1) 甲府昭和高 1:07.63
ﾎｿｶﾜ ﾊﾙｶ 山梨 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｶ 山梨

4 7 608 細川　遥香(2) 上野原高 1:05.79 4 7 73 上條　淳夏(2) 甲府西高 1:08.18
ﾎｻｶ ﾋｶﾘ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾏｲ 山梨

5 2 76 保坂　光里(2) 甲府西高 1:05.92 5 5 329 降矢　麻衣(2) 上野原高 1:09.50
ｳｴﾀｹ ﾐｻﾄ 山梨 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｶ 山梨

3 87 植竹　美里(2) 甲府南高 DNS 3 236 山岸　佑歌(1) 身延高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀﾆ ﾓｴｺ 山梨

1 4 119 大谷　萌恵子(1) 甲府城西高 1:07.91
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 山梨

2 3 601 鈴木　春菜(2) 山梨高 1:08.50
ｱｶｵｶ ｻﾖ

3 7 79 赤岡　紗代(1) 甲府西高 1:11.64
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾎ 山梨

4 6 394 堀内　美穂(2) 富士河口湖高 1:12.09
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞｷ 山梨

5 2 395 渡邊　夕月(2) 富士河口湖高 1:14.80
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 山梨

5 627 宮澤　日菜(1) 都留興譲館高 DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ



凡例  DNS:欠場

女子４００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          55.07     上田  千暁(都留文科大)                2007
山梨県高校記録(YHR)     56.22     山口　初乃香(駿台甲府高)              2010 10月11日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース集計結果

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 333 齊藤　莉奈(2) ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 桂高 1:01.34 2 2 1

2 1641 雨宮　珠麻(3) ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 中村塾 1:01.75 1 4 1

3 233 松木　菜々(2) ﾏﾂｷ ﾅﾅ 山梨 身延高 1:02.90 1 5 2

4 469 長田　侑加(1) ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨 駿台甲府高 1:03.59 1 6 3

5 399 堀内　美成子(1) ﾎﾘｳﾁ ﾐﾅｺ 山梨 富士河口湖高 1:05.58 2 6 2

6 608 細川　遥香(2) ﾎｿｶﾜ ﾊﾙｶ 山梨 上野原高 1:05.79 1 7 4

7 76 保坂　光里(2) ﾎｻｶ ﾋｶﾘ 山梨 甲府西高 1:05.92 1 2 5

8 642 宮澤　遙(1) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨 甲府昭和高 1:07.63 2 4 3

9 119 大谷　萌恵子(1) ｵｵﾀﾆ ﾓｴｺ 山梨 甲府城西高 1:07.91 3 4 1

10 73 上條　淳夏(2) ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｶ 山梨 甲府西高 1:08.18 2 7 4

11 601 鈴木　春菜(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 山梨 山梨高 1:08.50 3 3 2

12 329 降矢　麻衣(2) ﾌﾙﾔ ﾏｲ 山梨 上野原高 1:09.50 2 5 5

13 79 赤岡　紗代(1) ｱｶｵｶ ｻﾖ 甲府西高 1:11.64 3 7 3

14 394 堀内　美穂(2) ﾎﾘｳﾁ ﾐﾎ 山梨 富士河口湖高 1:12.09 3 6 4

15 395 渡邊　夕月(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞｷ 山梨 富士河口湖高 1:14.80 3 2 5



凡例  DNS:欠場

女子１０００ｍ

山梨県記録(YR)          2:55.14   田中　花歩(韮崎高校)                  2008

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｻﾜ ﾏﾕ 山梨 ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

1 7 1626 大澤　真由(2) 大国陸上クラブ 3:21.37 1 7 74 鰻池　琴美(2) 甲府西高 3:21.04
ﾖﾈﾔﾏ ﾁﾋﾛ 山梨 ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ 山梨

2 3 100 米山　千尋(1) 甲府南高 3:41.34 2 8 95 林　輝(2) 甲府南高 3:23.83
ｶﾔﾇﾏ ﾐﾕ 山梨 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 山梨

3 6 104 萱沼　美結(1) 甲府東高 3:48.37 3 3 369 佐藤　夏月(1) 吉田高 3:26.58
ｱﾕｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾚｲｺ 山梨

4 2 371 鮎澤　彩音(1) 吉田高 3:52.86 4 10 1710 羽田　麗子(2) 南アルプスＡＣ 3:32.53
ﾅｶﾉ ﾏﾅﾐ 山梨 ﾐｽﾞｶﾐ ｼｵﾘ 山梨

5 9 624 仲野　真那実(1) 都留興譲館高 3:54.55 5 4 110 水上　詩織(1) 甲府東高 3:35.67
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗﾝ 山梨 ｱﾐﾉ ﾏﾘﾔ 山梨

6 8 377 渡邉　蘭(1) 吉田高 3:57.01 6 1 322 網野　万里也(1) 上野原高 3:45.52
ﾔｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ ｷﾀｲ ﾐｷ 山梨

7 10 80 矢口　菜摘(1) 甲府西高 3:57.57 7 6 373 北井　美希(1) 吉田高 3:49.46
ｻｻｲ ｶﾚﾝ 山梨 ｵｵｳﾗ ﾙﾅ 山梨

8 4 218 笹井　香蓮(1) 増穂商業高 4:03.35 8 2 88 大浦　瑠奈(1) 甲府南高 3:55.61
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏﾕｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 山梨

1 289 蛯原　麻由紀(2) 山梨高 DNS 9 9 340 小林　結(2) 桂高 3:56.42
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 山梨

5 610 上條　　彩(2) 上野原高 DNS 10 5 617 鈴木　麻衣(1) 都留興譲館高 4:03.05
ﾔﾏﾅｶ ﾉｴ 山梨

11 220 山中　野江(1) 増穂商業高 DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 1626 1626

記録 1:16 2:41

ナンバー 1710 95

記録 1:19 2:41

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍH

山梨県記録(YR)          14.06     小林　悠香(大月東小教員)              2013
山梨県高校記録(YHR)     14.20     大神田　南海(桂高)                    2013

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-1.3) 2組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨 ｲﾀｸｽ　ﾁﾋﾛ 山梨

1 4 480 小林　里帆(2) 駿台甲府高 14.87 1 8 881 板楠　千尋(3) 韮崎西中 16.99
ﾉｻｶ ﾕｳ 岡山 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾗﾝ 山梨

2 5 7295 野坂　優(4) 都留文科大 15.12 2 6 430 桒原　蘭(1) 富士北稜高 18.37
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山 ﾔﾏｼﾀ ｾﾅ 山梨

3 3 7304 原田　優己(3) 都留文科大 15.14 3 4 144 山下　瀬捺(1) 甲府昭和高 18.44
ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨 ｵｻﾞﾜｶｵﾘ 山梨

4 6 234 樫山　結(1) 身延高 16.09 4 7 258 小澤　かおり(2) 笛吹高 18.94
ｷﾇｶﾞﾜ ｶﾅ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ 山梨

5 2 482 衣川　佳奈(2) 駿台甲府高 16.75 5 5 510 山田　怜奈(1) 山梨学院高 19.54
ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｺ 山梨

6 7 161 菊池　雛乃(2) 巨摩高 17.68 6 2 309 大神田　京子(2) 都留高 21.24
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘﾅ 山梨 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 山梨

7 1 424 渡邊　真莉奈(2) 富士北稜高 18.21 7 1 400 加藤　瞳(1) 富士河口湖高 22.57
ｱﾗｼﾛ ﾄﾓﾐ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

8 421 新城　朝美(2) 富士北稜高 DNS 3 401 三吉　南緒(2) 櫛形中 DNS

3組 (風:-0.3) 4組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾅｺ 山梨

1 7 3392 村上　史奈(1) 桃の郷ＡＣ 15.93 1 7 399 堀内　美成子(1) 富士河口湖高 17.44
ｻﾉ　ｱｽﾞｻ 山梨 ﾋﾅﾀ ﾅﾂｷ 山梨

2 3 885 佐野　梓(2) 韮崎西中 18.92 2 8 618 日向　夏生(1) 都留興譲館高 18.82
ｶｼﾞﾊﾗ ﾐｽﾞﾅ 山梨 ｲｼｸﾗ ｱｶﾘ 山梨

3 8 128 梶原　瑞奈(1) 甲府昭和高 19.41 3 2 397 石倉　朱莉(2) 富士河口湖高 20.33
ｱｷﾔﾏ ｺｺﾛ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ 山梨

4 6 237 秋山　こころ(1) 身延高 19.66 4 3 602 斉藤　有璃(2) 山梨高 20.56
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾎ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ﾏｲｺ　 山梨

5 1 394 堀内　美穂(2) 富士河口湖高 21.39 4 78 白鳥　舞子(1) 甲府西高 DNS
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾅ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ 山梨

6 5 566 中川　莉奈(1) 山梨学院高 21.49 5 139 望月　美玖(2) 甲府昭和高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山　梨 ｼﾗﾊﾀ ﾕﾘｱ 山梨

7 2 414 渡辺　瑠璃(1) 富士北稜高 22.47 6 420 白幡　佑梨愛(2) 富士北稜高 DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｶ 山梨

4 596 前田　涼楓(2) 甲府城西高 DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ



凡例  YR:山梨県記録 YHR:山梨県高校記録 DNS:欠場

女子スエーデンリレー

山梨県記録(YR)          2:15.36   横山、相河、青柳、上田(駿台甲府高)    2007
山梨県高校記録(YHR)     2:15.36   横山、相河、青柳、上田(駿台甲府高)    2007

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組
1着 3ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ

2:25.41 2:31.78 2:32.63
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 479 1 99 1 493

2 480 2 98 2 498

3 482 3 89 3 499

4 468 4 97 4 495

4着 2ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
2:41.73 2:57.66 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 200 1 398 1

2 197 2 396 2

3 196 3 400 3

4 194 4 402 4

2組
1着 5ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 2ﾚｰﾝ

2:30.22 2:36.55 2:37.73
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 234 1 414 1 337

2 233 2 430 2 335

3 241 3 424 3 334

4 239 4 426 4 333

4着 8ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
2:38.10 2:40.84 2:46.60

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 615 1 317 1 627

2 321 2 314 2 618

3 329 3 315 3 622

4 608 4 313 4 621

7ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 290

2 601

3 602

4 285

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

駿台甲府高Ｂ

ｲﾉｳｴ ﾓｴｶ
井上　萌花(2)

山梨
駿台甲府高

山梨
甲府南高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ
小林　里帆(2)

山梨
駿台甲府高

ｷﾇｶﾞﾜ ｶﾅ
衣川　佳奈(2)

山梨
駿台甲府高

甲府南高Ｂ

ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾙﾐ
宮本　成美(1)
ﾁｸﾏ ﾘｾ
竹馬　李星(1)

ｶﾝｻﾞﾜ ｱｶﾘ

ｶｲﾎｳ ﾘｺ
海宝　梨瑚(1)

山梨
甲府南高

ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ
横山　文香(1)

山梨
駿台甲府高 神澤　朱里(1)

山梨
甲府南高

山梨学院高Ｂ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 
近藤　祐未(3)

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐ
村田　朋実(3)

山梨
甲府南高

山梨
山梨学院高

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｶ
澤登　裕佳(3)

山梨
山梨学院高
山梨
山梨学院高

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ
望月　愛美(3)

山梨
山梨学院高

巨摩高Ｂ

ﾖｺｳﾁ ﾅﾂｷ
横内　夏季(2)

山梨
巨摩高

ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨
巨摩高

ｺｳﾉ ﾏｻﾐ
河野　昌美(2)

山梨
巨摩高

ﾖｺｳﾁ ﾄﾓｺ
横内　智子(2)

山梨
巨摩高

富士河口湖高Ｂ

ｵｵﾓﾘ ｻｸﾗ
大森　桜(2)

ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ
加藤　瞳(1)

深澤　葉月(2)

ｺﾞﾄｳ ｱﾐ
後藤　亜美(1)

山梨
富士河口湖高

山梨
富士河口湖高

ｻﾄｳ ﾐﾅ
佐藤　美奈(2)

山梨
富士河口湖高

甲府西高Ｂ

身延高

ｶｼﾔﾏ ﾕｲ
樫山　結(1)

山梨
身延高

山　梨
富士北稜高

山梨
富士河口湖高

ﾏﾂｷ ﾅﾅ
松木　菜々(2)

山梨
身延高

ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ
遠藤　あい子(3)

山梨
身延高

富士北稜高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ
渡辺　瑠璃(1)
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾗﾝ
桒原　蘭(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘﾅ
渡邊　真莉奈(2)

山梨
富士北稜高

ﾊﾀﾞ ｱｽｶ
羽田　あすか(3)

山梨
身延高 渡邊　野乃(1)

山梨
富士北稜高

桂高

ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ
本田　玲那(2)

ﾀﾅｶ ﾒﾙﾓ
田中　女瑠萌(2)

山梨
富士北稜高

山梨
桂高

ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ
北村　菜緒(2)

山梨
桂高
山梨
桂高

ｻｲﾄｳ ﾘﾅ
齊藤　莉奈(2)

山梨
桂高

山梨
上野原高

上野原高

ﾅｶﾑﾗ ﾘｵ
中村　梨央(1)

山梨
上野原高

ﾀｶﾄﾘ ﾏｲ

都留高校

ﾁｹﾝ ﾏｲ
知見　真衣(1)

ｸｼﾞﾗｵｶ ﾏﾕ
鯨岡　真由(2)

鷹取　真衣(2)
山梨
上野原高

ﾌﾙﾔ ﾏｲ
降矢　麻衣(2)

山梨
都留高

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｷ
長沼　未希(2)

山梨
都留高
山梨
都留高

ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾅ
小川　瑞奈(2)

山梨
都留高

都留興譲館高

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ
宮澤　日菜(1)

山梨
都留興譲館高

ﾋﾅﾀ ﾅﾂｷ
日向　夏生(1)

山梨
都留興譲館高

ﾀｷﾓﾘ ｺﾄﾉ
瀧森　琴乃(1)

山梨
都留興譲館高

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｶ
川畑　実加(1)

山梨
都留興譲館高

山梨高

ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ

ﾎｿｶﾜ ﾊﾙｶ
細川　遥香(2)

山梨
上野原高

齋藤　詩織(2)
山梨
山梨高

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ
鈴木　春菜(2)

山梨
山梨高

ｻｲﾄｳ ﾕﾘ
斉藤　有璃(2)

山梨
山梨高

ｱﾒﾐﾔ ﾚﾅ
雨宮　怜菜(3) 山梨高



凡例  YR:山梨県記録 YHR:山梨県高校記録 DNS:欠場

女子スエーデンリレー

山梨県記録(YR)          2:15.36   横山、相河、青柳、上田(駿台甲府高)    2007
山梨県高校記録(YHR)     2:15.36   横山、相河、青柳、上田(駿台甲府高)    2007

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
1着 7ﾚｰﾝ 2着 8ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ

2:15.15 YR,YHR 2:28.09 2:30.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 466 1 193 1 77

2 481 2 198 2 78

3 476 3 161 3 76

4 483 4 199 4 74

4着 2ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
2:33.38 2:34.88 2:40.40

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 96 1 395 1 140

2 86 2 394 2 137

3 92 3 397 3 139

4 95 4 399 4 138

5ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

駿台甲府高Ａ

ｱｷﾔﾏ ﾓｴ
秋山　萌(1)

山梨
駿台甲府高

ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 山梨
駿台甲府高

ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ
白倉  若奈(3)

山梨
駿台甲府高

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｲ
山田　美衣(2)

山梨
駿台甲府高

巨摩高Ａ

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾒﾐ
杉山　夢実(2)

ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ
菊池　雛乃(2)

小松　さくら(2)

山梨
巨摩高

ﾅｶｺﾞﾐ ｻｴ
中込　早恵(2)

山梨
巨摩高
山梨
巨摩高

ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ
原田　夏帆(2)

山梨
巨摩高

甲府西高Ａ

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ
若林　花蓮(2)

山梨
甲府西高

ｼﾗﾄﾘ ﾏｲｺ 
白鳥　舞子(1)

山梨
甲府西高

ﾎｻｶ ﾋｶﾘ
保坂　光里(2)

山梨
甲府西高

ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ
鰻池　琴美(2)

山梨
甲府西高

甲府南高Ａ

ﾅｶﾉ ｱﾕﾐ

富士河口湖高Ａ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞｷ

甲府昭和高

ﾋｸﾞﾁ ｷﾗﾘ
中野　あゆみ(2)

山梨
甲府南高

ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ
雨宮　利奈(2)

山梨
甲府南高

ｺﾞﾐ ﾘｵﾅ
五味　梨緒奈(2)

山梨
甲府南高

ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ
林　輝(2)

山梨
甲府南高

渡邊　夕月(2)
山梨
富士河口湖高

ﾎﾘｳﾁ ﾐﾎ
堀内　美穂(2)

山梨
富士河口湖高

石倉　朱莉(2)
山梨
富士河口湖高

ﾎﾘｳﾁ ﾐﾅｺ
堀内　美成子(1)

山梨
富士河口湖高

樋口　希良莉(2)
山梨
甲府昭和高

ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ
高木　花奈子(2)

山梨
甲府昭和高

山梨学院高Ａ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ
望月　美玖(2)

山梨
甲府昭和高

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｶﾘ
藤巻　祐香里(2)

山梨
甲府昭和高

ｲｼｸﾗ ｱｶﾘ



凡例  DNS:欠場

女子走高跳

山梨県記録(YR)          1m70      原田　真妃(東女体大)                  1983
山梨県記録(YR)          1m70      橋本　寿子(甲府一高教)                1985
山梨県高校記録(YHR)     1m68      原田　真妃(山梨高)                    1981

決　勝　

ﾀﾅｶ ﾒﾙﾓ 山梨 － － － ○ ○ × × ○ × × ×

1 3 334 田中　女瑠萌(2) 桂高 1m55
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 山梨 － － ○ × ○ ○ × × ×

2 12 426 渡邊　野乃(1) 富士北稜高 1m50
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｷ 山梨 － ○ × ○ × ○ × × ×

3 11 314 長沼　未希(2) 都留高 1m45
ｲﾉﾏﾀ ﾐﾅﾐ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

4 5 30 猪股　南美(1) 韮崎高 1m40
ﾁｸﾏ ﾘｾ 山梨 － ○ × ○ × × ×

4 6 98 竹馬　李星(1) 甲府南高 1m40
ｻｶﾓﾄ ﾐﾅ 山梨 ○ ○ × × ○ × × ×

6 8 129 坂本　三奈(1) 甲府昭和高 1m40
ｸｼﾞﾗｵｶ ﾏﾕ 山梨 ○ ○ × × ×

7 4 315 鯨岡　真由(2) 都留高 1m35
ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨 ○ ○ × × ×

7 10 137 高木　花奈子(2) 甲府昭和高 1m35
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 山梨 × ○ × × ×

9 1 341 原　有美花(2) 桂高 1m30
ｸﾘﾊﾗ ｻﾔｶ 山梨 × ○ × × ×

9 9 213 栗原　彩谷華(1) 増穂商業高 1m30
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ 山梨

2 614 中川　彩夏(1) 上野原高 DNS
ｼﾐｽﾞ ｴﾘｶ 山梨

7 597 清水　栄里華(2) 甲府城西高 DNS

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 13:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30 1m35

ｺﾒﾝﾄ
1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

記録



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子棒高跳

山梨県記録(YR)          3m70      保坂　美礼(都留文科大)                2009
山梨県高校記録(YHR)     3m25      小宮　葉月(都留高)                    1998

決　勝　

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾄﾞﾘ 山梨 － － － － － ○ ○ × ○

1 4 6852 小林　翠(M2) 山梨大 × × × 2m90
ｶｶﾞﾐ ｱﾝｽﾞ 山梨 ○ × × ×

2 2 419 加々美　杏(2) 富士北稜高 2m20
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 山梨 × × ×

1 426 渡邊　野乃(1) 富士北稜高 NM
ｱﾗｼﾛ ﾄﾓﾐ 山梨

3 421 新城　朝美(2) 富士北稜高 DNS

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 10:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m20

3m00

2m80 2m90
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m30

3m10

2m40 2m50 2m60 2m70



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走幅跳

山梨県記録(YR)          6m06      小林　悠香(都留AC)                    2013
山梨県高校記録(YHR)     5m90      剱持　クリア(山梨学院大附高)          2014

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｼﾞ ﾏｲｶ 山梨 4m81 4m95 4m97 4m97 4m97
1 20 6854 山路　舞香(4) 山梨大 +1.7 +1.4 +1.1 +1.1 +1.1

ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨 × 4m94 4m87 4m94 4m94
2 22 86 雨宮　利奈(2) 甲府南高 +1.6 +0.4 +1.6 +1.6

ｼﾉﾊﾗ ﾘｶ 山梨 4m65 4m86 4m84 4m86 4m86
3 23 470 篠原　理加(1) 駿台甲府高 +1.8 0.0 +1.7 0.0 0.0

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 4m85 － 4m72 4m85 4m85
4 24 1641 雨宮　珠麻(3) 中村塾 -1.1 +1.5 -1.1 -1.1

ﾁｹﾝ ﾏｲ 山梨 4m74 4m65 4m54 4m74 4m74
5 19 317 知見　真衣(1) 都留高 +2.1 +0.9 +0.3 +2.1 +2.1

ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 4m25 4m46 4m13 4m46 4m46
6 7 1701 松岡　実玖(2) 南アルプスＡＣ +1.8 +0.9 +0.1 +0.9 +0.9

ｺｳﾉ ﾏｻﾐ 山梨 4m38 4m14 4m43 4m43 4m43
7 16 196 河野　昌美(2) 巨摩高 +1.7 +1.5 +1.8 +1.8 +1.8

ﾀｷﾓﾘ ｺﾄﾉ 山梨 4m40 4m24 4m03 4m40 4m40
8 9 622 瀧森　琴乃(1) 都留興譲館高 +0.8 +1.6 +1.1 +0.8 +0.8

ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 × 4m39 4m26 4m39 4m39
9 11 1632 辻　彩花(1) 大国陸上クラブ +0.4 +1.4 +0.4 +0.4

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 山梨 4m21 4m36 3m93 4m36 4m36
10 5 77 若林　花蓮(2) 甲府西高 +1.7 +1.4 +1.4 +1.4 +1.4

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ 山梨 4m13 4m33 4m15 4m33 4m33
11 14 614 中川　彩夏(1) 上野原高 +1.0 +0.1 +0.7 +0.1 +0.1

ｲﾉﾏﾀ ﾐﾅﾐ 山梨 4m17 4m23 4m08 4m23 4m23
12 17 30 猪股　南美(1) 韮崎高 +1.6 +1.7 +1.0 +1.7 +1.7

ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨 3m30 3m85 4m12 4m12 4m12
13 3 1631 村松　美穂(1) 大国陸上クラブ +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｶ 山梨 4m07 3m63 4m02 4m07 4m07
14 4 621 川畑　実加(1) 都留興譲館高 +1.2 +1.3 0.0 +1.2 +1.2

ｷｸﾁ ﾘｺ 山梨 × 3m86 4m00 4m00 4m00
15 13 1761 菊地　梨湖(1) 桃の郷ＡＣ +0.7 +0.9 +0.9 +0.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山　梨 3m74 3m80 3m89 3m89 3m89
16 2 414 渡辺　瑠璃(1) 富士北稜高 +2.5 +0.5 0.0 0.0 0.0

ｽｷﾞﾑﾗ ﾁﾋﾛ 山梨 3m45 3m36 3m60 3m60 3m60
17 8 1633 椙村　ちひろ(1) 大国陸上クラブ +0.8 +1.3 +0.6 +0.6 +0.6

ﾄｵﾔﾏ ｱﾘｻ 山梨 3m45 3m30 3m37 3m45 3m45
18 6 368 遠山　愛莉咲(2) 吉田高 +0.1 +1.0 +0.4 +0.1 +0.1

ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 山梨 3m05 3m41 2m77 3m41 3m41
19 1 375 高山　瑞紀(2) 吉田高 +0.2 +1.5 0.0 +1.5 +1.5

ﾓﾘｼｹﾞ ｱﾐ 山梨 × × ×
12 611 守重　亜美(1) 上野原高 NM

ｱｶｵｶ ｻﾖ × － －
15 79 赤岡　紗代(1) 甲府西高 NM

ｶｼﾞﾊﾗ ｶﾘﾝ 山梨

10 428 梶原　花鈴(1) 富士北稜高 DNS
ｲｼｶﾜ ｻﾁﾎ 山梨

18 165 石川　幸歩(1) 巨摩高 DNS
ﾋｸﾞﾁ ｷﾗﾘ 山梨

21 140 樋口　希良莉(2) 甲府昭和高 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨

25 493 近藤　祐未(3) 山梨学院高 DNS
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾗﾝｺ 山梨

26 127 宮川　蘭子(1) 甲府昭和高 DNS
ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨

27 486 剱持　クリア(2) 山梨学院高 DNS

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 11:30 決　勝



凡例  DNS:欠場

女子砲丸投

山梨県記録(YR)          13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000
山梨県高校記録(YHR)     13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｲ ﾋﾄﾐ 山梨

1 6 287 武井　仁美(2) 山梨高 10m88 11m08 11m13 11m13 11m13
ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

2 16 197 深澤　葉月(2) 巨摩高 9m50 9m80 10m32 10m32 10m32
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｶ 山梨

3 7 498 澤登　裕佳(3) 山梨学院高 10m17 × × 10m17 10m17
ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨

4 17 7607 石川　果歩(1) 山梨学院大 8m08 9m21 9m84 9m84 9m84
ｶｻｲ ﾐﾅ 山梨

5 18 143 河西　美奈(1) 甲府昭和高 9m79 9m07 8m72 9m79 9m79
ﾀﾂｻﾞﾜ ﾘｶ 山梨

6 15 125 龍澤　利佳(2) 甲府城西高 7m88 8m75 9m17 9m17 9m17
ﾎｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 山梨

7 1 350 星野　希(3) 桂高 9m02 8m47 8m66 9m02 9m02
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐ 山梨

8 13 499 村田　朋実(3) 山梨学院高 8m75 8m69 8m56 8m75 8m75
ﾖｺｳﾁ ﾅﾂｷ 山梨

9 14 200 横内　夏季(2) 巨摩高 8m18 8m18 × 8m18 8m18
ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

10 12 600 小池　莉緒(1) 甲府城西高 7m69 7m76 7m50 7m76 7m76
ｽｽﾞｷ ｱﾔ 山梨

11 10 123 鈴木　彩文(1) 甲府城西高 7m49 7m65 7m64 7m65 7m65
ｼﾗﾊﾀ ﾕﾘｱ 山梨

12 4 420 白幡　佑梨愛(2) 富士北稜高 7m65 6m92 7m20 7m65 7m65
ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾖ 山梨

13 5 616 杉本　香桜(1) 都留興譲館高 7m47 7m41 7m02 7m47 7m47
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 山梨

14 11 250 遠藤　舞(1) 身延高 6m39 7m24 7m14 7m24 7m24
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

15 9 495 望月　愛美(3) 山梨学院高 6m46 7m08 6m56 7m08 7m08
ｲｼｲ ﾘﾅ 山梨

16 2 212 石井　李菜(1) 増穂商業高 6m93 7m05 6m77 7m05 7m05
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 山梨

17 8 245 望月　美羽(2) 身延高 6m96 5m50 6m20 6m96 6m96
ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲﾅ 山梨

18 3 337 本田　玲那(2) 桂高 6m42 6m37 6m95 6m95 6m95
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨

19 6536 杉山　愛海(3) 山梨学院大 DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

10月11日 13:00 決　勝



凡例  DNS:欠場

女子やり投

山梨県記録(YR)          47m25     中沢　和美(山梨大)                    2004
山梨県高校記録(YHR)     46m99     中沢　和美(巨摩高)                    2000

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

1 17 495 望月　愛美(3) 山梨学院高 38m02 37m79 38m07 38m07 38m07
ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

2 16 197 深澤　葉月(2) 巨摩高 32m93 32m82 33m58 33m58 33m58
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐ 山梨

3 15 499 村田　朋実(3) 山梨学院高 29m01 30m69 30m40 30m69 30m69
ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ 山梨

4 9 335 北村　菜緒(2) 桂高 26m13 26m71 27m08 27m08 27m08
ｳｴﾉ ﾏﾕ 山梨

5 12 249 上野　真悠(1) 身延高 23m68 × 25m93 25m93 25m93
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 山梨

6 7 601 鈴木　春菜(2) 山梨高 25m72 23m82 22m01 25m72 25m72
ｱｵｷ ﾐｽﾞﾎ 山梨

7 10 235 青木　瑞歩(1) 身延高 20m61 22m49 25m51 25m51 25m51
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｶ 山梨

8 2 498 澤登　裕佳(3) 山梨学院高 22m72 21m41 20m62 22m72 22m72
ｶｼﾜｷﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 山梨

9 6 425 柏木　純菜(2) 富士北稜高 22m26 22m62 22m65 22m65 22m65
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ 山梨

10 3 139 望月　美玖(2) 甲府昭和高 21m79 22m65 20m78 22m65 22m65
ｵｵﾓﾘ　ｻｸﾗ 山梨

11 4 398 大森　桜(2) 富士河口湖高 19m05 21m56 18m88 21m56 21m56
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 山梨

12 8 288 高橋　はるか(2) 山梨高 21m47 19m26 15m20 21m47 21m47
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｷ 山梨

13 13 314 長沼　未希(2) 都留高 21m04 20m72 20m95 21m04 21m04
ﾀｶﾏﾂ ﾕﾒﾎ 山梨

14 11 31 高松　夢歩(1) 韮崎 17m83 18m51 19m59 19m59 19m59
ﾅｶﾞｻｶ　ﾏｺ 山梨

15 1 429 長坂　茉子(1) 富士北稜高 13m24 14m93 13m68 14m93 14m93
ｳｴﾀﾞ ｶﾎ 山梨

16 5 364 上田　果穂(2) 吉田高 12m57 10m52 × 12m57 12m57
ｲﾘﾂﾞｷ ｱｶﾈ 山梨

14 246 入月　亜佳音(2) 身延高 DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:30 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学生男子１００ｍ

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

予　選　10組0着＋8

1組 (風:+0.9) 2組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾋﾛ 山梨 ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 山梨

1 6 360 荻原　万寛(4) 一宮スポ少 15.81 1 1 11 仲上　公賀(6) 大国陸上クラブ 14.14 q
ｻﾄｳ ﾚﾝ 山梨 ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨

2 5 294 佐藤　蓮(6) 南アルプスＡＣ 16.04 2 6 270 小野　智哉(6) 南アルプスＡＣ 14.16 q
ﾐｶﾐ ﾘｭｳｷ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 山梨

3 7 109 三神　琉輝(5) 中村塾 16.26 3 4 355 山本　康太(5) 一宮スポ少 15.68
ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ 山梨 ｼｵｶﾞﾏ ｿﾗ 山梨

4 1 503 降矢　智弘(5) ＮＡＣ 16.63 4 2 276 塩釜　空(6) 南アルプスＡＣ 15.71
ｱｵｷ ｾﾅ 山梨 ﾊﾁｭｳﾀﾞ ｼｮｳ 山梨

5 4 63 青木　聖那(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.72 5 8 76 羽中田　聖(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.78
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾛｳ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

6 8 208 小林　竜士朗(4) 小笠原ＡＣ 17.02 6 3 493 丸山　大介(6) ＮＡＣ 17.07
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨

2 291 田原　和輝(6) 南アルプスＡＣ DNS 7 5 193 依田　和馬(6) 小笠原ＡＣ 17.35
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ 山梨

3 353 風間　勇希(6) 一宮スポ少 DNS 8 7 362 上條　結也(4) 一宮スポ少 17.45

3組 (風:-0.9) 4組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ

1 4 7 荻野　聖也(5) 大国陸上クラブ 14.73 q 1 5 263 古屋　聡太(4) チーム塩山 15.16 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾏ 山梨

2 7 499 渡辺　順之介(6) ＮＡＣ 16.34 2 4 101 中村　征莉(6) 中村塾 15.42 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨

3 2 61 丸山　友哉(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.43 3 8 263 小池　直幸(5) 南アルプスＡＣ 15.61
ｲｹﾀﾆ ｹｲﾄ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 山梨

4 6 359 池谷　彗斗(5) 一宮スポ少 16.60 4 6 352 山口　大貴(6) 一宮スポ少 16.77
ﾔｻﾞｷ ｹｲ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ 山梨

5 1 261 矢崎　慶(4) 南アルプスＡＣ 16.72 5 2 266 白鳥　拓海(5) 南アルプスＡＣ 16.84
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳﾗ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨

6 3 367 渡辺　空羅(4) 一宮スポ少 17.19 6 3 67 深沢　虎太朗(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 18.01
ﾐｶﾐ ｴｲｷ 山梨 ｲｱﾊﾞｼ ﾀｹﾙ 山梨

7 8 125 三神　瑛樹(2) 中村塾 20.46 7 1 368 石橋　健(4) 一宮スポ少 19.84
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨 ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ 山梨

5 251 北村　悠聖(4) 南アルプスＡＣ DNS 7 195 廣田　健人(5) 小笠原ＡＣ DNS

5組 (風:-0.4) 6組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 山梨 ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨

1 7 62 岡本　和英(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.50 1 3 358 風間　亮佑(5) 一宮スポ少 15.81
ｲﾜｻ ｹｲｽｹ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨

2 2 356 岩浅　圭祐(5) 一宮スポ少 16.02 2 4 300 依田　來人(4) 南アルプスＡＣ 16.33
ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ 山梨 ﾈﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨

3 5 357 水上　紘汰(5) 一宮スポ少 16.34 3 2 114 根津　舜昌(4) 中村塾 16.74
ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾅｶﾞｴ ﾘｭｳｷ 山梨

4 6 292 川崎　翔哉(5) 南アルプスＡＣ 16.49 4 5 212 永江　龍輝(5) 小笠原ＡＣ 16.86
ﾀｷｸﾞﾁ ﾙｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｲﾛ 山梨

5 4 506 瀧口　琉希(5) ＮＡＣ 17.28 5 8 256 望月　一色(4) 南アルプスＡＣ 17.03
ｳｻﾐ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀ 山梨

6 8 369 宇佐美　翔也(3) 一宮スポ少 20.64 6 7 365 野沢　耕汰(4) 一宮スポ少 18.54
ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨 ｸｽﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

3 259 笹本　侑(6) 南アルプスＡＣ DNS 6 72 楠原　竜太朗(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:20 予　選
10月11日 12:45 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学生男子１００ｍ

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

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:20 予　選
10月11日 12:45 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 (風:-0.4) 8組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ 山梨

1 6 192 矢崎　雅嗣(6) 小笠原ＡＣ 14.22 q 1 5 104 古屋　匠海(5) 中村塾 14.26 q
ｳｴﾉ ｿｳﾀ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 山梨

2 2 505 上野　聡太(5) ＮＡＣ 16.61 2 8 504 小林　練(5) ＮＡＣ 14.84 q
ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 山梨

3 3 64 青山　海斗(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.69 3 7 354 田中　和馬(6) 一宮スポ少 15.44
ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ 山梨 ｲﾁﾉｾ ﾙｲ 山梨

4 5 277 宮原　蓮(2) 南アルプスＡＣ 22.25 4 2 250 一瀬　塁(4) 南アルプスＡＣ 15.94
ﾌﾙﾔ ﾅﾙﾐ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨

4 366 古屋　匠巳(4) 一宮スポ少 DNS 5 4 4 石原　颯太(3) 大国陸上クラブ 16.31
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ 山梨

7 281 山口　颯太(6) 南アルプスＡＣ DNS 6 3 363 藤木　海成(4) 一宮スポ少 16.39
ｱｵﾔﾏ ｺｳｽｹ 山梨 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 山梨

8 371 青山　耕典(2) 一宮スポ少 DNS 6 68 神原　那音(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ DNS

9組 (風:+0.9) 10組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨 ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨

1 3 262 川窪　康生(5) 南アルプスＡＣ 15.58 1 2 501 蘇我　俊介(5) ＮＡＣ 15.57
ｱｻﾉ ｺｳｾｲ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

2 8 500 浅野　倖成(5) ＮＡＣ 16.42 2 5 27 名執　悠大(5) 大国陸上クラブ 16.36
ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山梨

3 2 364 荻原　悠生(4) 一宮スポ少 16.70 3 4 351 小林　伊吹(6) 一宮スポ少 16.79
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ 山梨 ｱﾘﾊﾗ ﾏﾅﾄ 山梨

4 4 9 馬場　天海(4) 大国陸上クラブ 17.91 4 3 108 在原　愛斗(5) 中村塾 17.14
ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ 山梨

5 6 361 早川　隆輝(4) 一宮スポ少 18.51 5 7 253 望月　航成(4) 南アルプスＡＣ 17.56
ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ 山梨 ﾀﾅｶ ﾚｵ 山梨

6 7 289 保坂　和志(3) 南アルプスＡＣ 19.35 6 8 370 田中　怜央(3) 一宮スポ少 18.58
ｱﾘﾊﾗ ﾚﾝﾏ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾌｳｶﾞ 山梨

7 5 124 在原　蓮優(2) 中村塾 19.82 7 6 731 澤登　颯河(4) 桃の郷ＡＣ 18.86

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 山梨

1 3 11 仲上　公賀(6) 大国陸上クラブ 13.92
ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨

2 6 270 小野　智哉(6) 南アルプスＡＣ 14.04
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ 山梨

3 5 104 古屋　匠海(5) 中村塾 14.34
ﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 山梨

4 4 192 矢崎　雅嗣(6) 小笠原ＡＣ 14.39
ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨

5 7 7 荻野　聖也(5) 大国陸上クラブ 14.78
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 山梨

6 8 504 小林　練(5) ＮＡＣ 15.00
ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ

7 2 263 古屋　聡太(4) チーム塩山 15.26
ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾏ 山梨

1 101 中村　征莉(6) 中村塾 DNS



凡例  DNS:欠場

小学生男子１０００ｍ

山梨県小学生記録(YSR)   2:54.37   望月　満帆(大国陸上クラブ)            2012

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ 山梨 ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ 山梨

1 5 363 藤木　海成(4) 一宮スポ少 3:29.80 1 9 357 水上　紘汰(5) 一宮スポ少 3:21.47
ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨

2 2 292 川崎　翔哉(5) 南アルプスＡＣ 3:32.76 2 6 4 石原　颯太(3) 大国陸上クラブ 3:36.34
ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨 ｲｹﾀﾆ ｹｲﾄ 山梨

3 9 263 小池　直幸(5) 南アルプスＡＣ 3:32.82 3 13 359 池谷　彗斗(5) 一宮スポ少 3:41.53
ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ｲﾜｻ ｹｲｽｹ 山梨

4 3 364 荻原　悠生(4) 一宮スポ少 3:36.55 4 3 356 岩浅　圭祐(5) 一宮スポ少 3:44.86
ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ 山梨 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 山梨

5 4 75 清水　裕愛(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:41.45 5 8 62 岡本　和英(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:46.21
ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｷ 山梨 ｱﾘﾊﾗ ﾏﾅﾄ 山梨

6 10 361 早川　隆輝(4) 一宮スポ少 3:59.40 6 10 108 在原　愛斗(5) 中村塾 3:46.96
ｲｱﾊﾞｼ ﾀｹﾙ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 山梨

7 7 368 石橋　健(4) 一宮スポ少 4:02.93 7 1 355 山本　康太(5) 一宮スポ少 4:01.51
ﾊﾁｭｳﾀﾞ ｼｮｳ 山梨 ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨

8 8 76 羽中田　聖(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:04.96 8 4 64 青山　海斗(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:06.71
ｲﾄｳ ｻｸﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｲﾛ 山梨

9 6 252 伊藤　咲斗(5) 南アルプスＡＣ 4:06.29 9 2 256 望月　一色(4) 南アルプスＡＣ 4:11.71
ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀ 山梨 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ 山梨

10 12 365 野沢　耕汰(4) 一宮スポ少 4:07.16 10 7 362 上條　結也(4) 一宮スポ少 4:27.35
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨

11 11 9 馬場　天海(4) 大国陸上クラブ 4:07.44 11 12 61 丸山　友哉(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:32.68
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾋﾛ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾅﾙﾐ 山梨

12 1 360 荻原　万寛(4) 一宮スポ少 4:29.72 5 366 古屋　匠巳(4) 一宮スポ少 DNS
ｳｻﾐ ｼｮｳﾔ 山梨 ｶｻﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨

13 13 369 宇佐美　翔也(3) 一宮スポ少 4:56.33 11 353 風間　勇希(6) 一宮スポ少 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 山梨

1 9 354 田中　和馬(6) 一宮スポ少 3:15.18
ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ 山梨

2 10 460 山田　伊織(6) GONSPO 3:34.25
ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ 山梨

3 8 266 白鳥　拓海(5) 南アルプスＡＣ 3:35.53
ｶﾔﾇﾏ ｼｭﾝﾔ 山梨

4 2 6 萱沼　俊哉(6) 大国陸上クラブ 3:40.47
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳﾗ 山梨

5 3 367 渡辺　空羅(4) 一宮スポ少 3:41.12
ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨

6 1 358 風間　亮佑(5) 一宮スポ少 3:51.76
ｱｵｷ ｾﾅ 山梨

7 13 63 青木　聖那(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:52.12
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙｷ

8 4 233 雨宮　啓暉(4) チーム塩山 4:01.02
ﾐｶﾐ ﾘｭｳｷ 山梨

9 6 109 三神　琉輝(5) 中村塾 4:01.10
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山梨

10 12 351 小林　伊吹(6) 一宮スポ少 4:09.68
ﾀﾅｶ ﾚｵ 山梨

11 5 370 田中　怜央(3) 一宮スポ少 4:26.90
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 山梨

12 14 352 山口　大貴(6) 一宮スポ少 4:39.12
ｸｽﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

7 72 楠原　竜太朗(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ DNS
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨

11 251 北村　悠聖(4) 南アルプスＡＣ DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m 800m

ナンバー 363 363

記録 1:21 2:47

ナンバー 357 357

記録 1:17 2:41

ナンバー 354 354

記録 1:14 2:36

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



凡例  DNS:欠場

小学生男子８０ｍH

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

決　勝　

(風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨

1 3 259 笹本　侑(6) 南アルプスＡＣ 14.39
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨

2 4 462 田中　翔大(6) GONSPO 15.27
ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾏ 山梨

3 5 101 中村　征莉(6) 中村塾 15.29
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

6 291 田原　和輝(6) 南アルプスＡＣ DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 11:10 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学生男子４×１００ｍR

山梨県小学生記録(YSR)   50.60     雨宮、天野、北浦、小林(峡東クラブ)    1992

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組
1着 3ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ

1:00.69 1:03.23 1:04.71
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 300 1 294 1 361

2 262 2 276 2 353

3 263 3 292 3 351

4 250 4 266 4 352

4着 6ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
1:05.71 1:07.95 1:09.61

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 197 1 358 1 252

2 208 2 363 2 261

3 187 3 357 3 253

4 212 4 355 4 256

2組
1着 6ﾚｰﾝ 2着 2ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ

55.71 1:01.82 1:03.08
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 281 1 500 1 359

2 259 2 501 2 356

3 291 3 503 3 360

4 270 4 504 4 354

4着 3ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
1:04.11 1:05.60 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 108 1 62 1 7

2 104 2 61 2 6

3 114 3 76 3 4

4 109 4 75 4 11

7ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

南ｱﾙﾌﾟｽAC C

ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ
依田　來人(4)

山梨
南アルプスＡＣ

山梨
南アルプスＡＣ

ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ
川窪　康生(5)

山梨
南アルプスＡＣ

ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ
小池　直幸(5)

山梨
南アルプスＡＣ

南ｱﾙﾌﾟｽAC B

ｻﾄｳ ﾚﾝ
佐藤　蓮(6)
ｼｵｶﾞﾏ ｿﾗ
塩釜　空(6)

ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ

ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ
川崎　翔哉(5)

山梨
南アルプスＡＣ

ｲﾁﾉｾ ﾙｲ
一瀬　塁(4)

山梨
南アルプスＡＣ 白鳥　拓海(5)

山梨
南アルプスＡＣ

一宮スポ少Ｃ

ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｷ
早川　隆輝(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ
小林　伊吹(6)

山梨
南アルプスＡＣ

山梨
一宮スポ少

ｶｻﾞﾏ ﾕｳｷ
風間　勇希(6)

山梨
一宮スポ少
山梨
一宮スポ少

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
山口　大貴(6)

山梨
一宮スポ少

小笠原AC B

ｼﾉﾐﾔ ﾕｳﾘ
四ノ宮　悠理(6)

山梨
小笠原ＡＣ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾛｳ 山梨
小笠原ＡＣ

ﾖｺｾ ﾏｻﾔ
横瀬　将矢(6)

山梨
小笠原ＡＣ

ﾅｶﾞｴ ﾘｭｳｷ
永江　龍輝(5)

山梨
小笠原ＡＣ

一宮スポ少Ｂ

ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ
風間　亮佑(5)

ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ
水上　紘汰(5)

小林　竜士朗(4)

山梨
一宮スポ少

ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ
藤木　海成(4)

山梨
一宮スポ少
山梨
一宮スポ少

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ
山本　康太(5)

山梨
一宮スポ少

南ｱﾙﾌﾟｽAC D 

ｲﾄｳ ｻｸﾄ
伊藤　咲斗(5)

山梨
南アルプスＡＣ

ﾔｻﾞｷ ｹｲ
矢崎　慶(4)

山梨
南アルプスＡＣ

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ
望月　航成(4)

山梨
南アルプスＡＣ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｲﾛ
望月　一色(4)

山梨
南アルプスＡＣ

南ｱﾙﾌﾟｽAC A

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

ＮＡＣ

ｱｻﾉ ｺｳｾｲ

一宮スポ少Ａ

ｲｹﾀﾆ ｹｲﾄ
山口　颯太(6)

山梨
南アルプスＡＣ

ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ
笹本　侑(6)

山梨
南アルプスＡＣ

ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ
田原　和輝(6)

山梨
南アルプスＡＣ

ｵﾉ ﾄﾓﾔ
小野　智哉(6)

山梨
南アルプスＡＣ

浅野　倖成(5)
山梨
ＮＡＣ

ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ
蘇我　俊介(5)

山梨
ＮＡＣ

ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ
降矢　智弘(5)

山梨
ＮＡＣ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
小林　練(5)

山梨
ＮＡＣ

池谷　彗斗(5)
山梨
一宮スポ少

ｲﾜｻ ｹｲｽｹ
岩浅　圭祐(5)

山梨
一宮スポ少

ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾋﾛ
荻原　万寛(4)

山梨
一宮スポ少

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ
田中　和馬(6)

山梨
一宮スポ少

中村塾

ｱﾘﾊﾗ ﾏﾅﾄ
在原　愛斗(5)

山梨
中村塾

ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ 山梨
中村塾

ﾈﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ
根津　舜昌(4)

山梨
中村塾

ﾐｶﾐ ﾘｭｳｷ
三神　琉輝(5)

山梨
中村塾

北西陸上ｸﾗﾌﾞ

ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
岡本　和英(6)

ﾊﾁｭｳﾀﾞ ｼｮｳ
羽中田　聖(6)

古屋　匠海(5)

山梨
北西陸上ｸﾗﾌﾞ

山梨
北西陸上ｸﾗﾌﾞ

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ
丸山　友哉(6)

山梨
北西陸上ｸﾗﾌﾞ

大国陸上クラブ

ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ
荻野　聖也(5)

山梨
大国陸上クラブ

ｶﾔﾇﾏ ｼｭﾝﾔ 山梨
大国陸上クラブ

ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ
石原　颯太(3)

山梨
大国陸上クラブ

ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ
仲上　公賀(6)

山梨
大国陸上クラブ

小笠原AC A

萱沼　俊哉(6)
山梨
北西陸上ｸﾗﾌﾞ

ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ
清水　裕愛(5)



凡例  NM:記録なし

小学生男子走幅跳

山梨県小学生記録(YSR)   5m39      秋山　哲一(増穂南小)                  1992
山梨県小学生記録(YSR)   5m39      内尾　将吾(四方津小)                  1998

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨 4m18 × 4m52 4m52 4m52
1 27 259 笹本　侑(6) 南アルプスＡＣ -0.8 0.0 0.0 0.0

ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨 3m65 4m15 4m13 4m15 4m15
2 24 270 小野　智哉(6) 南アルプスＡＣ +0.1 +1.5 +0.3 +1.5 +1.5

ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨 3m70 3m87 3m87 3m87 3m87
3 16 263 小池　直幸(5) 南アルプスＡＣ -0.6 +0.7 0.0 +0.7 0.0

ﾌﾙﾔ　ﾀｸﾐ 山梨 3m73 3m86 3m60 3m86 3m86
4 14 104 古屋　匠海(5) 中村塾 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1 -0.1

ﾅｶｶﾞﾐ　ｺｳｶﾞ 山梨 3m81 × 3m57 3m81 3m81
5 5 11 仲上　公賀(6) 大国陸上クラブ +0.4 0.0 +0.4 +0.4

ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾏ 山梨 3m29 3m31 3m71 3m71 3m71
6 17 101 中村　征莉(6) 中村塾 0.0 +0.2 +0.4 +0.4 +0.4

ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛ 山梨 3m31 3m70 3m17 3m70 3m70
7 26 198 近藤　光(6) 小笠原ＡＣ -1.1 +0.9 +1.5 +0.9 +0.9

ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ 3m60 3m33 3m67 3m67 3m67
8 31 263 古屋　聡太(4) チーム塩山 +0.5 0.0 -0.4 -0.4 -0.4

ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 山梨 × 3m42 3m62 3m62 3m62
9 13 62 岡本　和英(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -0.3 -0.9 -0.9 -0.9

ﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 山梨 3m61 × × 3m61 3m61
10 6 192 矢崎　雅嗣(6) 小笠原ＡＣ -0.2 -0.2 -0.2

ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ 山梨 3m57 3m28 × 3m57 3m57
11 10 460 山田　伊織(6) GONSPO +1.4 -0.4 +1.4 +1.4

ﾈﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 3m49 3m22 3m12 3m49 3m49
12 11 114 根津　舜昌(4) 中村塾 +1.2 -0.3 -0.1 +1.2 +1.2

ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨 2m90 3m37 2m88 3m37 3m37
13 2 193 依田　和馬(6) 小笠原ＡＣ +0.5 +1.0 +0.3 +1.0 +1.0

ﾅﾄﾘ　ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 3m26 3m23 2m97 3m26 3m26
14 25 27 名執　悠大(5) 大国陸上クラブ -0.5 +1.7 -0.2 -0.5 -0.5

ｲﾁﾉｾ ﾙｲ 山梨 3m20 2m89 3m23 3m23 3m23
15 30 250 一瀬　塁(4) 南アルプスＡＣ +0.8 +0.3 -0.6 -0.6 -0.6

ｱｵｷ ｾﾅ 山梨 3m23 2m97 3m01 3m23 3m23
16 22 63 青木　聖那(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 +0.7 -0.2 0.0 0.0

ｵｷﾞﾉ　ｾｲﾔ 山梨 2m27 3m22 3m05 3m22 3m22
17 3 7 荻野　聖也(5) 大国陸上クラブ 0.0 +1.7 0.0 +1.7 +1.7

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙｷ 3m07 2m81 2m85 3m07 3m07
18 29 233 雨宮　啓暉(4) チーム塩山 +1.0 +0.6 -1.0 +1.0 +1.0

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 3m05 2m98 × 3m05 3m05
19 20 493 丸山　大介(6) ＮＡＣ -1.0 +0.8 -1.0 -1.0

ｼｵｶﾞﾏ ｿﾗ 山梨 × × 2m98 2m98 2m98
20 9 276 塩釜　空(6) 南アルプスＡＣ 0.0 0.0 0.0

ﾖｺｾ ﾏｻﾔ 山梨 2m95 2m38 2m79 2m95 2m95
21 18 187 横瀬　将矢(6) 小笠原ＡＣ -1.1 +0.3 -0.7 -1.1 -1.1

ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨 2m78 2m79 2m86 2m86 2m86
22 21 300 依田　來人(4) 南アルプスＡＣ -1.3 +1.2 0.0 0.0 0.0

ｼﾉﾐﾔ ﾕｳﾘ 山梨 2m85 2m58 2m76 2m85 2m85
23 23 197 四ノ宮　悠理(6) 小笠原ＡＣ -0.5 +0.6 +0.6 -0.5 -0.5

ﾊﾁｭｳﾀﾞ ｼｮｳ 山梨 × × 2m69 2m69 2m69
24 4 76 羽中田　聖(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 0.0 0.0

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｲﾛ 山梨 2m48 × 2m66 2m66 2m66
25 1 256 望月　一色(4) 南アルプスＡＣ 0.0 -0.2 -0.2 -0.2

ﾔｻﾞｷ ｹｲ 山梨 2m62 2m52 2m42 2m62 2m62
26 7 261 矢崎　慶(4) 南アルプスＡＣ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ 山梨 × 2m58 × 2m58 2m58
27 12 253 望月　航成(4) 南アルプスＡＣ 0.0 0.0 0.0

ｲﾄｳ ｻｸﾄ 山梨 2m02 2m55 2m18 2m55 2m55
28 19 252 伊藤　咲斗(5) 南アルプスＡＣ -0.6 +1.6 -0.3 +1.6 +1.6

ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨 2m42 2m53 × 2m53 2m53
29 8 67 深沢　虎太朗(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -0.5 +0.6 +0.6 +0.6

ﾐｶﾐ　ｴｲｷ 山梨 2m13 × × 2m13 2m13
30 28 125 三神　瑛樹(2) 中村塾 -0.2 -0.2 -0.2

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 山梨 ／
15 68 神原　那音(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ NM

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 10:00 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学生男子ボール投

山梨県小学生記録(YSR)   74m14     岡崎　英治(大月東クラブ)              2008

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨

1 11 259 笹本　侑(6) 南アルプスＡＣ 54m79 54m50 53m47 54m79 54m79
ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨

2 1 262 川窪　康生(5) 南アルプスＡＣ 39m71 37m10 43m57 43m57 43m57
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨

3 2 61 丸山　友哉(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 42m84 37m12 38m80 42m84 42m84
ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨

4 9 270 小野　智哉(6) 南アルプスＡＣ 41m94 38m58 40m28 41m94 41m94
ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨

5 6 64 青山　海斗(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 36m70 34m13 34m86 36m70 36m70
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙｷ

6 12 233 雨宮　啓暉(4) チーム塩山 32m71 35m95 35m67 35m95 35m95
ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ

7 10 263 古屋　聡太(4) チーム塩山 35m54 32m46 30m52 35m54 35m54
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨

8 8 462 田中　翔大(6) GONSPO 28m74 25m65 30m39 30m39 30m39
ｻﾄｳ ﾚﾝ 山梨

9 3 294 佐藤　蓮(6) 南アルプスＡＣ 18m23 19m91 19m07 19m91 19m91
ｸｽﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

4 72 楠原　竜太朗(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 山梨

5 281 山口　颯太(6) 南アルプスＡＣ DNS
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

7 291 田原　和輝(6) 南アルプスＡＣ DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

10月11日 11:30 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ

山梨県小学生記録(YSR)   13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

予　選　10組0着＋8

1組 (風:-0.2) 2組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜｺｳ ﾉﾘｶ ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ 山梨

1 6 202 和光　紀佳(6) チーム塩山 14.34 q 1 2 279 新田　千紘(6) 南アルプスＡＣ 14.59 q
ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾐｵ 山梨

2 1 254 三吉　里緒(6) 南アルプスＡＣ 15.63 2 8 496 土屋　実央(6) ＮＡＣ 15.51
ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ 山梨 ﾖｺｳﾁ ﾕｲｶ 山梨

3 4 258 江俣　和花(5) 南アルプスＡＣ 15.78 3 6 200 横内　結花(5) 小笠原ＡＣ 15.88
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｺｺﾛ 山梨

4 8 18 小林　己恭(4) 大国陸上クラブ 15.95 4 7 64 深澤　こころ(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.01
ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾎ 山梨

5 2 106 雨宮　陽向(5) 中村塾 16.19 5 1 113 鈴木　夢朋(4) 中村塾 16.52
ｶｻﾊﾗ ｱｲｶ 山梨 ﾑﾗﾀ ｱﾘｻ 山梨

6 3 511 笠原　愛花(5) ＮＡＣ 16.45 6 3 459 村田　安里沙(5) GONSPO 17.02
ﾀｶｲｼ ﾘﾝｶ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

7 5 199 髙石　凜夏(5) 小笠原ＡＣ 17.10 7 5 281 今沢　美咲(6) 南アルプスＡＣ 18.10
ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 山梨 ﾏｴｼﾞﾏ ｳﾗﾗ 山梨

8 7 451 野村　あおい(4) GONSPO 18.32 8 4 351 前島　麗(5) 一宮スポ少 18.15

3組 (風:-1.2) 4組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾒﾐﾔ ﾘｵ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

1 2 504 雨宮　里桜(6) ＮＡＣ 14.99 1 4 782 珊瑚　菜帆(6) 富沢クラブ 13.90 q
ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ 山梨 ｶﾝﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨

2 7 454 雨宮　倫可　　(5) GONSPO 15.47 2 2 453 神田　つぐみ(5) GONSPO 14.85
ｲﾁﾉｾ ﾗﾝ 山梨 ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨

3 3 251 一瀬　藍(6) 南アルプスＡＣ 16.15 3 6 494 立澤　亜弥(6) ＮＡＣ 15.68
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾕｲ 山梨

4 1 17 樋口　陽奈(5) 大国陸上クラブ 16.42 4 1 290 土屋　ゆい(5) 南アルプスＡＣ 15.99
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 ﾀﾅｶ ﾘｺ 山梨

5 8 212 丸山　星乃(4) 小笠原ＡＣ 16.63 5 7 291 田中　理子(5) 南アルプスＡＣ 16.72
ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨 ﾂﾁﾔ ｱﾘｻ 山梨

6 4 67 白倉　歩実(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.08 6 8 191 土屋　有瑳(6) 小笠原ＡＣ 17.47
ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾅﾅ 山梨

7 6 118 妻木　恵恋(2) 中村塾 18.83 7 3 117 古屋　那奈(3) 中村塾 18.54
ﾐﾅﾓﾄ ｼｽﾞｶ 山梨 ｵｱｶﾞｻﾗ ﾄﾓｶ 山梨

5 352 源　静香(4) 一宮スポ少 DNS 8 5 356 小笠原　朋華(2) 一宮スポ少 21.79

5組 (風:+0.3) 6組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨

1 4 179 廣瀬　七彩(6) チーム塩山 14.43 q 1 6 15 仲上　さくら(4) 大国陸上クラブ 15.72
ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ 山梨 ｲﾉｳｴ ｺﾊﾙ 山梨

2 3 495 立澤　真弥(6) ＮＡＣ 14.65 q 2 3 452 井上　小春(4) GONSPO 16.72
ｲﾏﾂﾞ ｽｽﾞｶ 山梨 ｺﾒｲｼﾞ ﾊﾙｶ 山梨

3 1 196 今津　紗加(5) 小笠原ＡＣ 14.89 3 5 353 古明地　遥香(4) 一宮スポ少 17.00
ﾊﾂｼｶ ﾘﾘｶ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｺ 山梨

4 7 12 初鹿璃々花(6) 大国陸上クラブ 15.52 4 4 187 村松　菜子(6) 小笠原ＡＣ 17.21
ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 山梨 ｼｵﾀ ﾕｳﾜ 山梨

5 2 456 細田　弥々(6) GONSPO 15.91 5 7 276 塩田　優和(2) 南アルプスＡＣ 18.52
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

6 5 268 山口　未琴(6) 南アルプスＡＣ 16.03 6 8 81 秋山　悠佳(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 19.20
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨

7 6 354 田口　結羽(4) 一宮スポ少 18.36 7 2 253 小笠原　羚(1) 南アルプスＡＣ 20.39
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ 山梨

8 8 270 小笠原　瑶(2) 南アルプスＡＣ 19.48

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:00 予　選
10月11日 12:40 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ

山梨県小学生記録(YSR)   13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:00 予　選
10月11日 12:40 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 (風:0.0) 8組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨 ｻﾄｳ ﾕﾘｱ 山梨

1 2 256 斉藤　果音(6) 南アルプスＡＣ 14.61 q 1 3 703 佐藤　優里亜(5) 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ 15.60
ﾌﾙﾔ ﾘﾅ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾙｶ 山梨

2 7 514 古屋　吏那(5) ＮＡＣ 16.42 2 5 497 野澤　月花(6) ＮＡＣ 15.82
ｻｲﾄｳ ﾐｷ 山梨 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨

3 5 285 斉藤　美貴(5) 南アルプスＡＣ 16.59 3 7 197 佐藤　彩乃(5) 小笠原ＡＣ 16.18
ｸﾄﾞｳ ﾌｳｶ 山梨 ｵｵｷ ﾊﾙｶ 山梨

4 8 80 工藤　風花(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.60 4 4 460 大木　遥加(4) GONSPO 18.03
ｼｵﾔ ﾅﾅ 山梨 ﾅｶﾀﾞﾃ ｻｷ 山梨

5 3 188 塩谷　奈々(6) 小笠原ＡＣ 16.70 5 8 119 中楯　紗季(2) 中村塾 18.59
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨

6 6 732 永坂　莉羅(4) 桃の郷ＡＣ 17.65 6 2 287 川窪　希実(2) 南アルプスＡＣ 19.82
ｲﾜﾏ ﾊﾙｶ 山梨 ｶｻｲ ﾉﾉﾊ 山梨

7 4 355 岩間　陽佳(2) 一宮スポ少 19.46 7 6 292 河西　埜乃葉(1) 南アルプスＡＣ 20.55

9組 (風:0.0) 10組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ

1 5 180 古屋　日奈子(6) チーム塩山 14.35 q 1 6 203 窪田　光莉(6) チーム塩山 14.27 q
ﾐﾔｹ ﾊﾙﾅ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾕｳ 山梨

2 3 505 三宅　春菜(5) ＮＡＣ 15.59 2 4 261 矢崎　優(6) 南アルプスＡＣ 15.44
ｶﾄｳ ｱﾔｾ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾘ 山梨

3 8 181 加藤　彩世(6) 小笠原ＡＣ 16.46 3 3 23 杉山　みのり(6) 大国陸上クラブ 15.67
ｶｻｲ ﾘﾉﾊ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨

4 2 275 河西　莉乃葉(5) 南アルプスＡＣ 16.50 4 5 195 丸山　依吹(5) 小笠原ＡＣ 16.30
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 山梨

5 6 284 小笠原　悠(5) 南アルプスＡＣ 17.05 5 8 182 小林　彩乃(6) 小笠原ＡＣ 16.50
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕｳ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾐｸ 山梨

6 4 16 萩原　美優(4) 大国陸上クラブ 17.84 6 2 108 鈴木　未来(5) 中村塾 16.98
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 山梨 ﾎｼﾉ ﾐｳ 山梨

7 7 82 青山　遙(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 23.90 7 7 61 星野　未有(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 18.14

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

1 5 782 珊瑚　菜帆(6) 富沢クラブ 13.74
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ

2 6 180 古屋　日奈子(6) チーム塩山 14.09
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ

3 4 203 窪田　光莉(6) チーム塩山 14.27
ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ 山梨

4 7 279 新田　千紘(6) 南アルプスＡＣ 14.58
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ

5 8 179 廣瀬　七彩(6) チーム塩山 14.62
ﾜｺｳ ﾉﾘｶ

6 3 202 和光　紀佳(6) チーム塩山 14.75
ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ 山梨

7 1 495 立澤　真弥(6) ＮＡＣ 14.76
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨

8 2 256 斉藤　果音(6) 南アルプスＡＣ 14.79



凡例  DNS:欠場

小学生女子８００ｍ

山梨県小学生記録(YSR)   2:25.60   有泉　千佳(大国陸上クラブ)            2003

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 山梨 ｲﾜｾ ﾁﾎ 山梨

1 3 455 青沼　麗后(5) GONSPO 2:37.49 1 6 19 岩瀬　千朋(5) 大国陸上クラブ 2:42.77
ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ 山梨 ﾊﾂｼｶ ﾘﾘｶ 山梨

2 6 21 大澤　菜々穂(6) 大国陸上クラブ 2:46.70 2 11 12 初鹿璃々花(6) 大国陸上クラブ 2:44.46
ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ

3 15 5 天野　笑里(6) 大国陸上クラブ 2:50.27 3 8 180 古屋　日奈子(6) チーム塩山 2:50.82
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕｳ 山梨 ｸﾄﾞｳ ﾌｳｶ 山梨

4 2 16 萩原　美優(4) 大国陸上クラブ 2:51.03 4 10 80 工藤　風花(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 2:59.57
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 山梨 ｲﾁﾉｾ ﾗﾝ 山梨

5 8 18 小林　己恭(4) 大国陸上クラブ 3:05.83 5 14 251 一瀬　藍(6) 南アルプスＡＣ 3:00.48
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

6 10 195 丸山　依吹(5) 小笠原ＡＣ 3:09.51 6 9 281 今沢　美咲(6) 南アルプスＡＣ 3:05.25
ｺﾒｲｼﾞ ﾊﾙｶ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨

7 9 353 古明地　遥香(4) 一宮スポ少 3:10.00 7 7 106 雨宮　陽向(5) 中村塾 3:06.14
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳ 山梨

8 12 17 樋口　陽奈(5) 大国陸上クラブ 3:10.06 8 5 284 小笠原　悠(5) 南アルプスＡＣ 3:07.04
ﾅﾗ ﾓﾓｶ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 山梨

9 1 77 奈良　萌々夏(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:10.13 9 2 294 山口　はる菜(5) 南アルプスＡＣ 3:12.31
ﾏｴｼﾞﾏ ｳﾗﾗ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｺｺﾛ 山梨

10 7 351 前島　麗(5) 一宮スポ少 3:14.68 10 12 64 深澤　こころ(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:23.38
ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨

11 14 118 妻木　恵恋(2) 中村塾 3:17.40 11 3 67 白倉　歩実(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:33.90
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 山梨 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 山梨

12 4 198 清水　彩華(5) 小笠原ＡＣ 3:18.75 12 13 354 田口　結羽(4) 一宮スポ少 3:38.83
ｱｷﾔﾏ ｻｸﾗ 山梨 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾊﾅﾈ 山梨

13 13 69 秋山　さくら(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:20.60 1 83 神原　花音(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ DNS
ﾎｼﾉ ﾐｳ 山梨 ﾐﾅﾓﾄ ｼｽﾞｶ 山梨

14 5 61 星野　未有(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:28.90 4 352 源　静香(4) 一宮スポ少 DNS
ﾊﾀﾞ ｱﾂｷ 山梨 ﾀｶｲｼ ﾘﾝｶ 山梨

11 255 羽田　篤季(5) 南アルプスＡＣ DNS 15 199 髙石　凜夏(5) 小笠原ＡＣ DNS

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m

ナンバー 455

記録 1:17

ナンバー 19

記録 1:21

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



凡例 

小学生女子８０ｍH

山梨県小学生記録(YSR)   13.55     三吉　南緒(南アルプスAC)              2012

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｲｼﾞﾏ　ﾕｳﾘ 山梨

1 7 101 飯島　佑理(6) 中村塾 14.68
ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ 山梨

2 5 279 新田　千紘(6) 南アルプスＡＣ 15.65
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨

3 3 256 斉藤　果音(6) 南アルプスＡＣ 15.87
ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ 山梨

4 4 495 立澤　真弥(6) ＮＡＣ 15.94
ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨

5 8 254 三吉　里緒(6) 南アルプスＡＣ 17.67
ﾌｶｻﾜ ｺｺﾛ 山梨

6 6 64 深澤　こころ(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 18.53

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 11:05 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学生女子４×１００ｍR

山梨県小学生記録(YSR)   53.94     小林･志村･岡野･中澤(大国陸上クラブ)   2005

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組
1着 5ﾚｰﾝ 2着 7ﾚｰﾝ 3着 8ﾚｰﾝ

57.96 1:01.94 1:02.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 496 1 197 1 285

2 494 2 196 2 290

3 495 3 195 3 258

4 504 4 200 4 291

4着 4ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
1:02.97 1:03.13 1:03.25

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 108 1 294 1 18

2 101 2 251 2 17

3 113 3 268 3 19

4 106 4 275 4 5

2ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

2組
1着 3ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ

55.63 58.21 1:00.01
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 202 1 254 1 455

2 179 2 279 2 453

3 203 3 256 3 454

4 180 4 261 4 456

4着 8ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
1:01.52 1:03.00 1:05.93

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 15 1 188 1 64

2 12 2 181 2 77

3 21 3 190 3 80

4 23 4 182 4 67

7着 7ﾚｰﾝ
1:13.11

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 351

2 352

3 354

4 353

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

10月11日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ＮＡＣ

ﾂﾁﾔ ﾐｵ
土屋　実央(6)

山梨
ＮＡＣ

山梨
小笠原ＡＣ

ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ
立澤　亜弥(6)

山梨
ＮＡＣ

ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ
立澤　真弥(6)

山梨
ＮＡＣ

小笠原AC B

ｻﾄｳ ｱﾔﾉ
佐藤　彩乃(5)
ｲﾏﾂﾞ ｽｽﾞｶ
今津　紗加(5)

ﾖｺｳﾁ ﾕｲｶ

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾌﾞｷ
丸山　依吹(5)

山梨
小笠原ＡＣ

ｱﾒﾐﾔ ﾘｵ
雨宮　里桜(6)

山梨
ＮＡＣ 横内　結花(5)

山梨
小笠原ＡＣ

南ｱﾙﾌﾟｽAC C

ｻｲﾄｳ ﾐｷ
斉藤　美貴(5)

ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ
江俣　和花(5)

山梨
小笠原ＡＣ

山梨
南アルプスＡＣ

ﾂﾁﾔ ﾕｲ
土屋　ゆい(5)

山梨
南アルプスＡＣ
山梨
南アルプスＡＣ

ﾀﾅｶ ﾘｺ
田中　理子(5)

山梨
南アルプスＡＣ

中村塾

ｽｽﾞｷ ﾐｸ
鈴木　未来(5)

山梨
中村塾

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾘ
飯島　佑理(6)

山梨
中村塾

ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾎ
鈴木　夢朋(4)

山梨
中村塾
山梨
中村塾

南ｱﾙﾌﾟｽAC B

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ
山口　はる菜(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｺﾄ
山口　未琴(6)

山梨
南アルプスＡＣ

ｲﾁﾉｾ ﾗﾝ
一瀬　藍(6)

山梨
南アルプスＡＣ
山梨
南アルプスＡＣ

ｶｻｲ ﾘﾉﾊ
河西　莉乃葉(5)

山梨
南アルプスＡＣ

大国陸上ｸﾗﾌﾞＢ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ
小林　己恭(4)

山梨
大国陸上クラブ

ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ
樋口　陽奈(5)

山梨
大国陸上クラブ

ｲﾜｾ ﾁﾎ
岩瀬　千朋(5)

山梨
大国陸上クラブ

ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ
天野　笑里(6)

山梨
大国陸上クラブ

小笠原AC C

チーム塩山 南ｱﾙﾌﾟｽAC A GONSPO

ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ
雨宮　陽向(5)

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ
和光　紀佳(6) チーム塩山
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ
廣瀬　七彩(6) チーム塩山
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ
窪田　光莉(6) チーム塩山
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ
古屋　日奈子(6) チーム塩山

ﾐﾖｼ ﾘｵ
三吉　里緒(6)

山梨
南アルプスＡＣ

ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ
新田　千紘(6)

山梨
南アルプスＡＣ

ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ
斉藤　果音(6)

山梨
南アルプスＡＣ

ﾔｻﾞｷ ﾕｳ
矢崎　優(6)

山梨
南アルプスＡＣ

ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ
青沼　麗后(5)

山梨
GONSPO

ｶﾝﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 
神田　つぐみ(5)

山梨
GONSPO

ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ 
雨宮　倫可　　(5)

山梨
GONSPO

ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ
細田　弥々(6)

山梨
GONSPO

山梨
大国陸上クラブ

大国陸上ｸﾗﾌﾞＡ

ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ
仲上　さくら(4)

山梨
大国陸上クラブ

ﾊﾂｼｶ ﾘﾘｶ

小笠原AC A

ｼｵﾔ ﾅﾅ
塩谷　奈々(6)

ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｸ
進藤　美空(6)

初鹿璃々花(6)
山梨
大国陸上クラブ

ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ
大澤　菜々穂(6)

山梨
小笠原ＡＣ

ｶﾄｳ ｱﾔｾ
加藤　彩世(6)

山梨
小笠原ＡＣ
山梨
小笠原ＡＣ

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ
小林　彩乃(6)

山梨
小笠原ＡＣ

北西陸上ｸﾗﾌﾞ

ﾌｶｻﾜ ｺｺﾛ
深澤　こころ(5)

山梨
北西陸上ｸﾗﾌﾞ

ﾅﾗ ﾓﾓｶ
奈良　萌々夏(5)

山梨
北西陸上ｸﾗﾌﾞ

ｸﾄﾞｳ ﾌｳｶ
工藤　風花(5)

山梨
北西陸上ｸﾗﾌﾞ

ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ
白倉　歩実(4)

山梨
北西陸上ｸﾗﾌﾞ

一宮スポ少

ﾏｴｼﾞﾏ ｳﾗﾗ

ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾘ
杉山　みのり(6)

山梨
大国陸上クラブ

前島　麗(5)
山梨
一宮スポ少

ﾐﾅﾓﾄ ｼｽﾞｶ
源　静香(4)

山梨
一宮スポ少

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ
田口　結羽(4)

山梨
一宮スポ少

ｺﾒｲｼﾞ ﾊﾙｶ
古明地　遥香(4)

山梨
一宮スポ少



凡例  NM:記録なし

小学生女子走幅跳

山梨県小学生記録(YSR)   5m05      荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 4m21 4m01 3m92 4m21 4m21
1 54 180 古屋　日奈子(6) チーム塩山 0.0 +1.3 +0.1 0.0 0.0

ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 3m77 3m79 3m96 3m96 3m96
2 53 701 萩原　けい奈(5) 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ 0.0 +1.1 +0.8 +0.8 +0.8

ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 3m85 3m84 3m87 3m87 3m87
3 52 179 廣瀬　七彩(6) チーム塩山 +0.2 +1.2 +1.1 +1.1 +1.1

ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ 山梨 3m29 3m37 3m73 3m73 3m73
4 22 279 新田　千紘(6) 南アルプスＡＣ +0.2 -0.5 +1.7 +1.7 +1.7

ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 3m52 3m65 3m58 3m65 3m65
5 48 203 窪田　光莉(6) チーム塩山 +0.6 +0.1 +1.2 +0.1 +0.1

ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ　 山梨 3m36 2m94 3m63 3m63 3m63
6 28 454 雨宮　倫可　　(5) GONSPO +0.6 -1.2 0.0 0.0 0.0

ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 3m61 3m51 3m60 3m61 3m61
7 16 254 三吉　里緒(6) 南アルプスＡＣ -0.5 -0.1 +1.7 -0.5 -0.5

ﾖｺｳﾁ ﾕｲｶ 山梨 3m31 3m32 3m55 3m55 3m55
8 25 200 横内　結花(5) 小笠原ＡＣ +0.2 -0.8 -0.5 -0.5 -0.5

ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 山梨 3m31 3m35 3m50 3m50 3m50
9 39 190 進藤　美空(6) 小笠原ＡＣ +0.8 0.0 +0.2 +0.2 +0.2

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 3m13 × 3m48 3m48 3m48
10 50 202 和光　紀佳(6) チーム塩山 +0.2 +0.1 +0.1 +0.1

ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨 × 3m46 3m18 3m46 3m46
11 40 256 斉藤　果音(6) 南アルプスＡＣ 0.0 +0.9 0.0 0.0

ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨 3m42 3m39 3m44 3m44 3m44
12 30 106 雨宮　陽向(5) 中村塾 +0.5 +0.7 +0.1 +0.1 +0.1

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｻ 山梨 3m41 3m39 3m41 3m41 3m41
13 51 702 荻原　里彩(5) 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ +0.3 +0.5 +1.1 +0.3 +0.3

ｼｵﾔ ﾅﾅ 山梨 3m16 3m00 3m40 3m40 3m40
14 36 188 塩谷　奈々(6) 小笠原ＡＣ +0.4 +1.1 -0.4 -0.4 -0.4

ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 3m38 3m35 3m30 3m38 3m38
15 35 494 立澤　亜弥(6) ＮＡＣ +0.4 +0.6 -1.3 +0.4 +0.4

ｽｽﾞｷ　ﾕﾒﾎ 山梨 3m36 3m07 × 3m36 3m36
16 2 113 鈴木　夢朋(4) 中村塾 +0.2 +0.8 +0.2 +0.2

ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 山梨 3m05 3m26 3m32 3m32 3m32
17 44 456 細田　弥々(6) GONSPO +1.5 -0.1 +1.3 +1.3 +1.3

ｻｲﾄｳ ﾐｷ 山梨 3m02 3m32 × 3m32 3m32
18 1 285 斉藤　美貴(5) 南アルプスＡＣ +1.0 0.0 0.0 0.0

ﾅﾗ ﾓﾓｶ 山梨 3m31 3m23 3m01 3m31 3m31
19 18 77 奈良　萌々夏(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 0.0 -1.4 0.0 0.0

ﾂﾁﾔ ﾐｵ 山梨 × × 3m31 3m31 3m31
20 29 496 土屋　実央(6) ＮＡＣ -0.2 -0.2 -0.2

ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ 山梨 3m24 3m25 3m30 3m30 3m30
21 19 258 江俣　和花(5) 南アルプスＡＣ 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0

ｽｷﾞﾔﾏ　ﾐﾉﾘ 山梨 3m19 3m30 3m23 3m30 3m30
22 13 23 杉山　みのり(6) 大国陸上クラブ -0.4 +0.6 0.0 +0.6 +0.6

ﾂﾁﾔ ﾕｲ 山梨 3m26 3m28 3m27 3m28 3m28
23 31 290 土屋　ゆい(5) 南アルプスＡＣ +0.8 +1.5 +0.8 +1.5 +1.5

ｶｻｲ ﾘﾉﾊ 山梨 3m22 3m15 3m19 3m22 3m22
24 34 275 河西　莉乃葉(5) 南アルプスＡＣ 0.0 +1.5 -0.9 0.0 0.0

ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨 3m17 2m98 3m01 3m17 3m17
25 10 197 佐藤　彩乃(5) 小笠原ＡＣ -0.8 0.0 -0.5 -0.8 -0.8

ﾅｶｶﾞﾐ　ｻｸﾗ 山梨 3m11 × × 3m11 3m11
26 11 15 仲上　さくら(4) 大国陸上クラブ -0.3 -0.3 -0.3

ﾀﾅｶ ﾘｺ 山梨 3m08 2m90 3m07 3m08 3m08
27 45 291 田中　理子(5) 南アルプスＡＣ +0.3 -0.2 +0.3 +0.3 +0.3

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 山梨 2m77 3m05 2m08 3m05 3m05
28 14 268 山口　未琴(6) 南アルプスＡＣ -0.8 +1.0 -1.0 +1.0 +1.0

ﾊｷﾞﾊﾗ　ﾐﾕｳ 山梨 2m42 3m03 3m01 3m03 3m03
29 37 16 萩原　美優(4) 大国陸上クラブ +0.4 +0.5 -1.0 +0.5 +0.5

ﾌﾙﾔ ﾘﾅ 山梨 2m82 3m03 2m61 3m03 3m03
30 20 514 古屋　吏那(5) ＮＡＣ 0.0 -1.3 -0.8 -1.3 -1.3

ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 2m32 2m50 2m99 2m99 2m99
31 49 732 永坂　莉羅(4) 桃の郷ＡＣ +0.1 +0.1 +1.4 +1.4 +1.4

ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨 2m81 2m60 2m98 2m98 2m98
32 43 67 白倉　歩実(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.5 0.0 +0.2 +0.2 +0.2

ｶﾄｳ ｱﾔｾ 山梨 × × 2m98 2m98 2m98
33 32 181 加藤　彩世(6) 小笠原ＡＣ +0.3 +0.3 +0.3

ﾔｻﾞｷ ﾕｳ 山梨 × 2m98 × 2m98 2m98
33 38 261 矢崎　優(6) 南アルプスＡＣ +0.2 +0.2 +0.2

審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:30 決　勝
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小学生女子走幅跳

山梨県小学生記録(YSR)   5m05      荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順
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審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小林　直樹

10月11日 09:30 決　勝

ｵｵｷ ﾊﾙｶ 山梨 2m75 2m97 2m73 2m97 2m97
35 41 460 大木　遥加(4) GONSPO +0.4 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾐﾉﾘ 山梨 2m94 × 2m90 2m94 2m94
36 17 18 小林　己恭(4) 大国陸上クラブ 0.0 -0.5 0.0 0.0

ﾉｻﾞﾜ ﾙｶ 山梨 2m93 2m57 2m85 2m93 2m93
37 23 497 野澤　月花(6) ＮＡＣ +0.4 -0.1 0.0 +0.4 +0.4

ｱｷﾔﾏ ｻｸﾗ 山梨 2m89 2m64 2m78 2m89 2m89
38 46 69 秋山　さくら(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 -0.3 +0.1 0.0 0.0

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 山梨 2m64 2m55 2m84 2m84 2m84
39 5 294 山口　はる菜(5) 南アルプスＡＣ 0.0 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2

ｲﾉｳｴ ｺﾊﾙ 山梨 2m83 2m58 2m50 2m83 2m83
40 8 452 井上　小春(4) GONSPO -0.4 0.0 -0.1 -0.4 -0.4

ﾂﾁﾔ ｱﾘｻ 山梨 2m82 × × 2m82 2m82
41 42 191 土屋　有瑳(6) 小笠原ＡＣ +0.7 +0.7 +0.7

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾉﾜ 山梨 × 2m79 2m59 2m79 2m79
42 47 704 萩原　千乃和(2) 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ +0.8 -0.7 +0.8 +0.8

ﾑﾗﾏﾂ ﾅｺ 山梨 2m21 2m59 2m77 2m77 2m77
43 21 187 村松　菜子(6) 小笠原ＡＣ 0.0 -1.0 -0.4 -0.4 -0.4

ｲﾁﾉｾ ﾗﾝ 山梨 2m75 2m19 2m56 2m75 2m75
44 7 251 一瀬　藍(6) 南アルプスＡＣ -0.4 -0.2 0.0 -0.4 -0.4

ｸﾄﾞｳ ﾌｳｶ 山梨 2m70 × 2m67 2m70 2m70
45 3 80 工藤　風花(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 +0.9 0.0 0.0

ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳ 山梨 2m31 2m70 2m65 2m70 2m70
46 9 284 小笠原　悠(5) 南アルプスＡＣ -0.6 -0.4 0.0 -0.4 -0.4

ﾅｶﾀﾞﾃ　ｻｷ 山梨 2m69 2m35 2m47 2m69 2m69
47 4 119 中楯　紗季(2) 中村塾 +0.1 +0.1 +0.7 +0.1 +0.1

ｶｻﾊﾗ ｱｲｶ 山梨 2m66 2m56 2m49 2m66 2m66
48 6 511 笠原　愛花(5) ＮＡＣ +0.2 +0.3 -0.2 +0.2 +0.2

ﾎｼﾉ ﾐｳ 山梨 2m24 2m17 × 2m24 2m24
49 15 61 星野　未有(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -1.0 0.0 -1.0 -1.0

ﾌﾙﾔ　ﾅﾅ 山梨 × 2m22 × 2m22 2m22
50 27 117 古屋　那奈(3) 中村塾 -0.8 -0.8 -0.8

ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 山梨 × × 2m03 2m03 2m03
51 33 82 青山　遙(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -0.8 -0.8 -0.8

ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨 × × 2m01 2m01 2m01
52 24 81 秋山　悠佳(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 0.0 0.0

ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 山梨 ／
12 455 青沼　麗后(5) GONSPO NM

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾊﾅﾈ 山梨 ／
26 83 神原　花音(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ NM



凡例 

小学生女子ボール投

山梨県小学生記録(YSR)   54m42     小泉　　彩(原小)                      2001

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗﾀ ｱﾘｻ 山梨

1 3 459 村田　安里沙(5) GONSPO 31m00 28m01 28m58 31m00 31m00
ﾅﾗ ﾓﾓｶ 山梨

2 4 77 奈良　萌々夏(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 30m04 28m93 28m76 30m04 30m04
ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨

3 1 254 三吉　里緒(6) 南アルプスＡＣ 22m25 24m96 26m24 26m24 26m24
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨

4 5 256 斉藤　果音(6) 南アルプスＡＣ 21m26 15m30 22m49 22m49 22m49
ｱｷﾔﾏ ｻｸﾗ 山梨

5 2 69 秋山　さくら(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17m86 14m62 16m82 17m86 17m86

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

10月11日 11:30 決　勝
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コンディション情報

大会総務 保阪　一仁 トラック審判長 半田　昌一
跳躍審判長 時澤　豊見 投てき審判長 保坂　重機
招集所審判長 宇津木　天

日付 時刻 天候 気温(℃)湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2014/1009:00 晴 21.5 65.0 南西 0.5
10:00 晴 21.5 61.0 南南西 0.3
11:00 晴 22.5 59.0 北北東 0.4
12:00 晴 23.5 49.0 西南西 1.3
13:00 晴 24.5 47.0 西 0.8
14:00 晴 25.0 47.0 南東 1.3
15:00 晴 25.0 44.0 南南東 0.3
15:49 晴 25.5 48.0 南南西 1.7

測定場所
競技場


	15-2-1 決勝一覧
	
	01m100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	02m400m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	03m1000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	04m110mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	05mスエーデンR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	06m走高跳
	R6_1組

	07m棒高跳
	R6_1組

	08m走幅跳
	R6_1組

	09m砲丸(6kg)
	R6_1組

	10m砲丸(7kg25)
	R6_1組

	11mやり投
	R6_1組

	12m4x100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	19w100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	20w400m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	20wタイムレース400m
	13-1-1 リザルトリスト（タイムレースその他）

	21w1000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	22w110mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	23wスエーデンR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	24w走高跳
	R6_1組

	25w棒高跳
	R6_1組

	26w走幅跳
	R6_1組

	27w砲丸投
	R6_1組

	28wやり投
	R6_1組

	13m小学生100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	14m小学生1000m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	15m80mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	16m小学生4x100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	17m小学生走幅跳
	R6_1組

	18mボール投
	R6_1組

	29w小学生100m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	30w800m
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	31w80mH
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	32w小学生4x100mR
	6-10-3 リザルトリスト（リレー３列）

	33w小学生走幅跳
	R6_1組

	34wボール投
	R6_1組
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