
第３４回　山梨県小学生陸上競技大会
山梨中銀スタジアム 平成２６年１０月２５日(土)

種目

望月　玲佑(3) 15.73(-1.6) 保坂　  凜(3) 16.70(-1.6) 青山　耕典(2) 17.74(-0.5) 深沢　虎太朗(3) 17.90(-1.6) 蘇我　涼介(3) 17.92(-1.7) 野中　朋也(3) 17.98(-0.5) 内堀　　勇(3) 18.36(-1.4) 田中　伶央(3) 18.43(-1.4)

大国陸上クラブ 早川陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 北西陸上クラブ N   A   C 甲斐ACジュニア 大国陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

古屋　聡太(4) 15.32 渡辺　瑛斗(4) 15.38 荻原　万寛(4) 15.67 依田　來人(4) 15.89 向山　汐音(4) 15.97 今井　朝日(4) 16.06 高野　  遥(4) 16.10 望月　俊希(4) 16.27

チーム塩山ボーイズ 若草南小学校 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 南アルプスＡＣ 大国陸上クラブ GONSPO　AC N   A   C 小笠原AC

石原　颯太(4) 3:22.04 藤木　海成(4) 3:22.60 荻原　悠生(4) 3:36.60 内堀　　柊(4) 3:37.63 清水　康生(4) 3:40.79 渡辺　空羅(4) 3:41.27 北村　悠聖(4) 3:45.37 青山　海斗(4) 3:46.80

大国陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 大国陸上クラブ 甲斐ACジュニア 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 南アルプスＡＣ 北西陸上クラブ

雨宮　啓暉(4) 3m47(0.0) 一瀬　  塁(4) 3m45(+1.1) 根津　舜昌(4) 3m36(+1.0) 矢崎　  慶(4) 3m13(+0.8) 今村　優大(4) 3m12(+2.2) 渋佐　陽叶(4) 3m12(+0.8) 土屋　陽仁(4) 3m01(+2.3) 鷹野　将汰(4) 2m91(+1.9)

チーム塩山ボーイズ 南アルプスＡＣ 中村塾 南アルプスＡＣ 駿台甲府陸上クラブ フリースタイル 小笠原AC 公認2m91(-0.3) 大国陸上クラブ

古屋　匠海(5) 14.53 小林　  練(5) 14.92 川窪　康生(5) 14.97 荻野　聖也(5) 15.11 廣田　健人(5) 15.33 山本　康太(5) 15.41 山下　新太(5) 15.49 蘇我　俊介(5) 16.02

中村塾 N   A   C 南アルプスＡＣ 大国陸上クラブ 小笠原AC 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 中村塾 N   A   C

水上　紘汰(5) 3:19.70 ﾌｨｯｾｯﾄ　慶(5) 3:29.57 池谷　彗斗(5) 3:31.88 清水　裕愛(5) 3:32.43 深澤　亮雅(5) 3:37.75 白鳥　拓海(5) 3:39.35 在原　愛斗(5) 3:39.57 中込　有和(5) 3:39.61

一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 フリースタイル 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 北西陸上クラブ 南アルプスＡＣ 南アルプスＡＣ 中村塾 甲斐ACジュニア

小池　直幸(5) 4m17(+1.7) 佐藤  寛記(5) 3m64(+0.5) 飯島　悠太(5) 3m47(+1.6) 名執　悠大(5) 3m39(+1.4) 清水　勇吾(5) 3m04(+1.1) 堀内  一叶(5) 3m01(+1.5)

南アルプスＡＣ 駿台甲府陸上クラブ 中村塾 大国陸上クラブ フリースタイル 駿台甲府陸上クラブ

長田　  士(6) 12.76 長澤　一輝(6) 13.35 仲上　公賀(6) 13.49 鎌倉　郁弥(6) 13.53 小野　智哉(6) 13.92 志村　陸斗(6) 14.00 矢崎　雅嗣(6) 14.37 西川　響起(6) 14.59

高根西小 増穂小学校 大国陸上クラブ 早川陸上クラブ 南アルプスＡＣ 大月AC 小笠原AC 相川陸上クラブ

前嶋　康太(6) 3:03.31 橘田　  翔(6) 3:03.48 田中　和馬(6) 3:17.71 雨宮　永大(6) 3:28.56 楠原　竜太朗(6) 3:31.49 小俣　悠人(6) 3:33.26 小林　拓夢(6) 3:33.82 川崎　太陽(6) 3:33.83

中村塾 大国陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 GONSPO　AC 北西陸上クラブ 大月AC チーム塩山ボーイズ チーム塩山ボーイズ

笹本　  侑(6) 4m50(+0.4) 中島　海二(6) 4m26(+0.8) 丸山　駿人(6) 4m11(+0.8) 青木　聖那(6) 3m32(+0.2) 小林　晃大(6) 3m27(+1.2) 小笠原　精(6) 3m26(+1.2)

南アルプスＡＣ 大月AC GONSPO　AC 北西陸上クラブ 大月AC 大月AC

田原　和輝(6) 14.01 今井　漱哉(6) 14.46 田中　翔大(6) 15.00 中村　征莉(6) 15.01 加藤　愛鷹(6) 16.84 秋山　大介(6) 19.31

南アルプスＡＣ GONSPO　AC GONSPO　AC 中村塾 相川陸上クラブ N   A   C

南アルプスＡＣA 54.78 大国陸上クラブA 56.54 GONSPO　ACA 56.86 中村塾A 57.66 相川陸上クラブB 59.48 大月ACA 59.83 南アルプスＡＣB 59.89 小笠原ACA 59.92

山口　颯太(6) 橘田　  翔(6) 山田　伊織(6) 山下　新太(5) 亀崎　悠太(6) 志村　陸斗(6) 佐藤　  蓮(6) 横内　敦朗(6)

笹本　  侑(6) 仲上　公賀(6) 丸山　駿人(6) 古屋　匠海(5) 西川　響起(6) 中島　海二(6) 川窪　康生(5) 矢崎　雅嗣(6)

田原　和輝(6) 荻野　聖也(5) 今井　漱哉(6) 中村　征莉(6) 加藤　愛鷹(6) 小林　晃大(6) 小池　直幸(5) 望月　俊希(4)

小野　智哉(6) 古川　純生(6) 田中　翔大(6) 前嶋　康太(6) 宮崎　  匠(6) 小笠原　精(6) 塩釜　  空(6) 廣田　健人(5)

丸山　友哉(6) 1m20 雨宮　悠記(6) 1m05 姜  　ﾐﾝﾁｭ(6) 1m00

北西陸上クラブ 駿台甲府陸上クラブ 駿台甲府陸上クラブ

中嶌　  健(6) 52m72 小森　直吏(5) 40m78 網野　鷹也(6) 39m70 佐藤　  翼(6) 38m79 山村　和輝(6) 37m39 佐藤　  宗(6) 34m57 市川　伸乃介(6) 26m53 小森　真夷(4) 15m34

駿台甲府陸上クラブ 早川陸上クラブ 駿台甲府陸上クラブ 相川陸上クラブ 相川陸上クラブ 相川陸上クラブ 相川陸上クラブ 早川陸上クラブ

村松  苺華(3) 16.59(-0.7) 丸山　星乃(3) 16.66(-0.7) 西本　佑菜(2) 16.90(+0.5) 大森  由貴(3) 17.51(+0.5) 田口　結羽(3) 17.94(-2.3) 妻木　恵恋(2) 17.98(+0.5) 塩田　優和(2) 18.03(+0.5) 古屋　那奈(3) 18.34(-0.7)

N   A   C 小笠原AC 中村塾 N   A   C 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 中村塾 南アルプスＡＣ 中村塾

仲上　さくら(4) 15.57 小林　己恭(4) 16.17 井上　小春(4) 16.65 宮下　ひなの(4) 16.71 鈴木　夢朋(4) 16.86 望月　日葵(4) 16.93 白倉　歩実(4) 17.26 斉藤　莉果(4) 17.64

大国陸上クラブ 大国陸上クラブ GONSPO　AC 大月AC 中村塾 フリースタイル 北西陸上クラブ 小笠原AC

萩原　美優(4) 2:51.71 遠藤　弥空(4) 2:55.38 古明地 遥香(4) 2:58.90 山下　結伊(4) 3:05.80 鳩山　菜美希(4) 3:07.05 山口　ひかり(4) 3:12.38 渡辺　芽美(4) 3:49.38 齋藤　香織(4) 4:00.37

大国陸上クラブ 駿台甲府陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 中村塾 白根百田小 大月AC 甲斐ACジュニア 甲斐ACジュニア

大木　遥加(4) 3m04(-0.2) 山下　江梨香(4) 2m90(+0.4)

GONSPO　AC フリースタイル

神田　つぐみ(5) 14.54 今津　紗加(5) 14.97 雨宮　倫可(5) 15.49 山下　凜華(5) 15.53 三宅  春菜(5) 15.72 江俣　和花(5) 15.75 土屋　ゆい(5) 15.81 平本  紗規(5) 15.82

GONSPO　AC 小笠原AC GONSPO　AC 中村塾 N   A   C 南アルプスＡＣ 南アルプスＡＣ 駿台甲府陸上クラブ

青沼　麗后(5) 2:39.80 岩瀬　千朋(5) 2:42.21 太田　　礼(5) 2:47.75 羽田　篤季(5) 2:54.98 工藤　風花(5) 3:00.21 清水　彩華(5) 3:01.07 小笠原　悠(5) 3:07.68 高橋　南奈(5) 3:08.49

GONSPO　AC 大国陸上クラブ 中村塾 南アルプスＡＣ 北西陸上クラブ 小笠原AC 南アルプスＡＣ 甲斐ACジュニア

萩原　けい奈(5) 4m32(+2.5) 荻原　里彩(5) 3m62(+1.2) 横内　結花(5) 3m59(+1.0) 佐藤　彩乃(5) 3m51(+0.8) 雨宮　陽向(5) 3m46(+0.8) 鈴木　紅音(5) 3m22(+1.9) 秋山　さくら(5) 3m09(+0.4) 神原　花音(5) 2m86(+1.7)

山梨ジャンパーズ 山梨ジャンパーズ 小笠原AC 小笠原AC 中村塾 大月AC 北西陸上クラブ 北西陸上クラブ

珊瑚　菜帆(6) 13.77 新田　千紘(6) 14.23 廣瀬　七彩(6) 14.33 和光　紀佳(6) 14.58 斉藤　果音(6) 14.65 立澤　亜弥(6) 14.87 雨宮  里桜(6) 15.02 川住　志歩(6) 15.49

富沢クラブ 南アルプスＡＣ チーム塩山ガールズ チーム塩山ガールズ 南アルプスＡＣ N   A   C N   A   C 小笠原AC

保田　萌子(6) 2:37.14 藤原　未羽(6) 2:39.38 初鹿　璃々花(6) 2:40.75 大澤　菜々穂(6) 2:44.47 天野　笑里(6) 2:50.48 一瀬　  藍(6) 2:56.48 中村　早希(6) 2:59.36 窪川　真生(6) 3:01.41

大国陸上クラブ フリースタイル 大国陸上クラブ 大国陸上クラブ 大国陸上クラブ 南アルプスＡＣ チーム塩山ガールズ フリースタイル

中嶋　萌乃(6) 4m49(+1.1) 古屋　日奈子(6) 4m26(+1.6) 三吉　里緒(6) 3m95(0.0) 窪田　光莉(6) 3m90(+1.4) 井上　成菜(6) 3m49(0.0) 鶴田　奈々(6) 3m34(+0.6) 佐々木  遥香(6) 3m29(+0.9) 早川  萌夏(6) 3m20(+1.4)

フリースタイル チーム塩山ガールズ 南アルプスＡＣ チーム塩山ガールズ 大月AC フリースタイル N   A   C N   A   C

飯島　佑理(6) 14.70 立澤　真弥(6) 16.04 小細澤さくら(5) 16.67 渡辺  愛梨(6) 16.75

中村塾 N   A   C 中村塾 N   A   C

ﾁｰﾑ塩山ｶﾞｰﾙｽﾞA 56.09 南アルプスＡＣA 57.62 N   A   CA 58.34 フリースタイルA 1:00.12 GONSPO　ACA 1:00.21 大国陸上クラブA 1:00.51 N   A   CB 1:00.68 中村塾A 1:00.74

和光　紀佳(6) 三吉　里緒(6) 土屋  実央(6) 窪川　真生(6) 青沼　麗后(5) 仲上　さくら(4) 大石  奈苗(6) 雨宮　陽向(5)

廣瀬　七彩(6) 新田　千紘(6) 立澤　亜弥(6) 藤原　未羽(6) 神田　つぐみ(5) 保田　萌子(6) 渡辺  愛梨(6) 飯島　佑理(6)

窪田　光莉(6) 斉藤　果音(6) 立澤　真弥(6) 望月　日葵(4) 雨宮　倫可(5) 初鹿　璃々花(6) 野沢  月花(6) 清原　美優(6)

古屋　日奈子(6) 矢崎　  優(6) 雨宮  里桜(6) 中嶋　萌乃(6) 細田　弥々(6) 杉山　みのり(6) 河野  莉子(6) 山下　凜華(5)

細田　弥々(6) 1m29 斉藤　優香(6) 1m15 塩谷　奈々(6) 1m05 山下　知佳(5) 1m05 井上　侑香(5) 1m00

GONSPO　AC 小笠原AC 小笠原AC 中村塾 大月AC

小幡　貴子(5) 1m00

大月AC

清原　美優(6) 37m64

中村塾
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凡例  DNS:欠場

３年以下男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風:-1.4 2組 風:-1.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

1 2 149 内堀　　勇(3) 18.36 1 2 107 蘇我　涼介(3) 17.92
ﾀﾅｶ ﾚｵ ｶﾅｶﾞﾜ ｲﾖﾘ

2 5 90 田中　伶央(3) 18.43 2 5 181 金川　郁順(2) 18.87
ｱﾘﾊﾗ　ﾚﾝﾏ ｲﾉｳｴ ｿｳｲﾁﾛｳ

3 6 189 在原　蓮優(2) 19.76 3 8 50 井上　蒼一郎(2) 19.58
ｼﾐｽﾞ ｴｲｷ ｻﾉ ｺｳｷ

4 7 167 清水　瑛生(3) 20.49 4 7 182 佐野　康生(1) 21.47
ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ ｳｻﾐ ｼｮｳﾔ

5 8 48 宮原　  蓮(3) 21.95 5 3 89 宇佐美　翔也(3) 22.19
ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ

3 180 五島　凌太(3) DNS 6 4 28 神原　那音(3) 26.85
ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ ｲｲｼﾞﾏ　ｺｳﾀ

4 47 保坂　和志(3) DNS 6 194 飯島　康太(3) DNS

3組 風:-1.6 4組 風:-0.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ ｱｵﾔﾏ ｺｳｽｹ

1 3 148 望月　玲佑(3) 15.73 1 5 91 青山　耕典(2) 17.74
ﾎｻｶ ﾘﾝ ﾉﾅｶ ﾄﾓﾔ

2 2 58 保坂　  凜(3) 16.70 2 6 178 野中　朋也(3) 17.98
ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ ﾐﾔﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ

3 8 29 深沢　虎太朗(3) 17.90 3 2 51 宮部　凌一(2) 18.69
ﾌｶｻﾜ ｿｳﾀ ﾊﾅﾜ ｵｳﾏ

4 7 49 深澤　颯太(2) 19.64 4 7 124 花輪　皇磨(3) 18.89
ｲﾜｻ ﾋﾃﾞﾐﾁ ﾏﾂｼﾏ ﾊﾔﾄ

5 5 177 岩佐　英迪(3) 19.78 5 4 179 松嶋　隼士(3) 19.39
ﾐｶﾐ　ｴｲｷ ｲﾜｻｷ ｱｵｲ

6 6 191 三神　瑛樹(2) 20.55 6 3 169 岩崎　  葵(1) 20.35
ｼﾐｽﾞ ﾀﾂｷ ﾎﾎﾞ ﾀｸﾄ

4 168 清水　達生(3) DNS 7 8 46 保々　拓斗(3) 20.63

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ
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山梨・N   A   C

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・北西陸上クラブ

山梨・中村塾

山梨・大国陸上クラブ

山梨・早川陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・中村塾

山梨・フリースタイル

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・GONSPO　AC

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・フリースタイル

山梨・南アルプスＡＣ



凡例  DNS:欠場

３年以下男子100m
審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 風 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 148 望月　玲佑(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 山梨 大国陸上クラブ 15.73 -1.6 3 3 1
2 58 保坂　  凜(3) ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨 早川陸上クラブ 16.70 -1.6 3 2 2
3 91 青山　耕典(2) ｱｵﾔﾏ ｺｳｽｹ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 17.74 -0.5 4 5 1
4 29 深沢　虎太朗(3) ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨 北西陸上クラブ 17.90 -1.6 3 8 3
5 107 蘇我　涼介(3) ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 N   A   C 17.92 -1.7 2 2 1
6 178 野中　朋也(3) ﾉﾅｶ ﾄﾓﾔ 山梨 甲斐ACジュニア 17.98 -0.5 4 6 2
7 149 内堀　　勇(3) ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ 山梨 大国陸上クラブ 18.36 -1.4 1 2 1
8 90 田中　伶央(3) ﾀﾅｶ ﾚｵ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 18.43 -1.4 1 5 2
9 51 宮部　凌一(2) ﾐﾔﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 山梨 南アルプスＡＣ 18.69 -0.5 4 2 3

10 181 金川　郁順(2) ｶﾅｶﾞﾜ ｲﾖﾘ 山梨 甲斐ACジュニア 18.87 -1.7 2 5 2
11 124 花輪　皇磨(3) ﾊﾅﾜ ｵｳﾏ 山梨 GONSPO　AC 18.89 -0.5 4 7 4
12 179 松嶋　隼士(3) ﾏﾂｼﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 甲斐ACジュニア 19.39 -0.5 4 4 5
13 50 井上　蒼一郎(2) ｲﾉｳｴ ｿｳｲﾁﾛｳ 山梨 南アルプスＡＣ 19.58 -1.7 2 8 3
14 49 深澤　颯太(2) ﾌｶｻﾜ ｿｳﾀ 山梨 南アルプスＡＣ 19.64 -1.6 3 7 4
15 189 在原　蓮優(2) ｱﾘﾊﾗ　ﾚﾝﾏ 山梨 中村塾 19.76 -1.4 1 6 3
16 177 岩佐　英迪(3) ｲﾜｻ ﾋﾃﾞﾐﾁ 山梨 甲斐ACジュニア 19.78 -1.6 3 5 5
17 169 岩崎　  葵(1) ｲﾜｻｷ ｱｵｲ 山梨 フリースタイル 20.35 -0.5 4 3 6
18 167 清水　瑛生(3) ｼﾐｽﾞ ｴｲｷ 山梨 フリースタイル 20.49 -1.4 1 7 4
19 191 三神　瑛樹(2) ﾐｶﾐ　ｴｲｷ 山梨 中村塾 20.55 -1.6 3 6 6
20 46 保々　拓斗(3) ﾎﾎﾞ ﾀｸﾄ 山梨 南アルプスＡＣ 20.63 -0.5 4 8 7
21 182 佐野　康生(1) ｻﾉ ｺｳｷ 山梨 甲斐ACジュニア 21.47 -1.7 2 7 4
22 48 宮原　  蓮(3) ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ 山梨 南アルプスＡＣ 21.95 -1.4 1 8 5
23 89 宇佐美　翔也(3) ｳｻﾐ ｼｮｳﾔ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 22.19 -1.7 2 3 5
24 28 神原　那音(3) ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 山梨 北西陸上クラブ 26.85 -1.7 2 4 6

180 五島　凌太(3) ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ 山梨 甲斐ACジュニア DNS 1 3
47 保坂　和志(3) ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ 山梨 南アルプスＡＣ DNS 1 4

194 飯島　康太(3) ｲｲｼﾞﾏ　ｺｳﾀ 山梨 中村塾 DNS 2 6
168 清水　達生(3) ｼﾐｽﾞ ﾀﾂｷ 山梨 フリースタイル DNS 3 4



凡例  DNS:欠場

小学４年男子100m

大会記録(GR)            13.7      早津  真吾(ＮＡＣ)                    1996

大会記録(GR)            14.44     坂本　壮平(未来の森)                  2010

予　選　4組0着＋8

1組 風:-0.4 2組 風:-1.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾛｳ

1 5 80 荻原　万寛(4) 15.64 q 1 8 65 小林　竜士朗(4) 16.97
ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾄｱ

2 8 42 依田　來人(4) 15.76 q 2 6 104 丸山　斗亜(4) 17.02
ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ ﾀｶｲ ﾕｳｷ

3 6 143 向山　汐音(4) 15.78 q 3 3 5 高井　佑來(4) 17.09
ﾋﾛｾ ｼｭﾝ ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾋﾄ

4 4 105 広瀬　  駿(4) 19.69 4 7 176 森本　耀仁(4) 17.27
ｵｵｼﾊﾞ ﾊﾙﾄ ｵｸﾔﾏ ﾄｱ

7 159 大柴　遥斗(4) DNS 4 170 奥山　翔空(4) DNS
ｼﾑﾗ ﾕｳﾄ

5 123 志村　優斗(4) DNS

3組 風:-1.2 4組 風:-1.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ

1 6 1 渡辺　瑛斗(4) 15.45 q 1 4 19 古屋　聡太(4) 15.49 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ ｲﾏｲ ｱｻﾋ

2 8 61 渡邉　航太(4) 16.83 2 6 125 今井　朝日(4) 16.13 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾗｷ ﾀｶﾉ ﾊﾙ

3 7 106 小林　拓樹(4) 17.43 3 8 103 高野　  遥(4) 16.36 q
ﾅｶﾈ ｶｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ

4 3 57 中根　  海(4) 17.71 4 5 59 望月　俊希(4) 16.46 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ ｵﾄｸﾞﾛ ﾘｸ

5 5 82 上條　結也(4) 17.85 5 7 158 乙黒　理巧(4) 20.01
ｶｻｲ ﾐﾂｷ

6 4 160 河西　晃希(4) 18.08

決　勝　

風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ
1 4 19 古屋　聡太(4) 15.32

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ
2 5 1 渡辺　瑛斗(4) 15.38

ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾋﾛ
3 6 80 荻原　万寛(4) 15.67

ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ
4 3 42 依田　來人(4) 15.89

ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ
5 8 143 向山　汐音(4) 15.97

ｲﾏｲ ｱｻﾋ
6 7 125 今井　朝日(4) 16.06

ﾀｶﾉ ﾊﾙ
7 1 103 高野　  遥(4) 16.10

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ
8 2 59 望月　俊希(4) 16.27

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 10:25 予　選

10月25日 13:55 決　勝

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・N   A   C

山梨・フリースタイル

山梨・小笠原AC

山梨・N   A   C

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・牧丘クラブ

山梨・大月AC

山梨・若草南小学校

山梨・小笠原AC

山梨・N   A   C

山梨・早川陸上クラブ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・フリースタイル

山梨・チーム塩山ボーイズ

山梨・GONSPO　AC

山梨・N   A   C

山梨・小笠原AC

山梨・フリースタイル

山梨・N   A   C

山梨・小笠原AC

山梨・チーム塩山ボーイズ

山梨・若草南小学校

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・GONSPO　AC



凡例  DNS:欠場

小学４年男子1000m

大会記録(GR)            3:17.54   橘田　　翔(大国陸上ク)                2012
大会記録(GR)            3:16.9    望月　満帆(大国ク)                    2010

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ
1 8 147 石原　颯太(4) 3:22.04 1 8 145 内堀　　柊(4) 3:37.63

ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ
2 5 83 藤木　海成(4) 3:22.60 2 2 175 清水　康生(4) 3:40.79

ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳﾗ
3 1 84 荻原　悠生(4) 3:36.60 3 4 87 渡辺　空羅(4) 3:41.27

ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ
4 2 27 青山　海斗(4) 3:46.80 4 3 43 北村　悠聖(4) 3:45.37

ｲｲｼﾞﾏ　ﾋﾅﾀ ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾄ
5 9 186 飯嶋　陽大(4) 3:47.10 5 7 4 青栁　勇飛(4) 3:58.74

ﾌﾙﾔ ﾅﾙﾐ ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹﾙ
6 3 86 古屋　匠巳(4) 4:01.84 6 6 88 石橋　  健(4) 4:02.03

ｷﾀﾊｼ ﾘｭｳ ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀ
7 6 3 北橋　  琉(4) 4:04.28 7 5 85 野沢　耕汰(4) 4:07.35

ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳﾀ
8 4 146 馬場　天海(4) 4:04.57 8 1 7 野尻　翔太(4) 4:23.35

ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｷ
7 81 早川　隆輝(4) DNS山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・大国陸上クラブ

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・中村塾

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



凡例  DNS:欠場

小学４年男子1000m
審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            3:17.54   橘田　　翔(大国陸上ク)                2012

大会記録(GR)            3:16.9    望月　満帆(大国ク)                    2010 10月25日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 組 ORD 着順
1 147 石原　颯太(4) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨 大国陸上クラブ 3:22.04 1 8 1
2 83 藤木　海成(4) ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 3:22.60 1 5 2
3 84 荻原　悠生(4) ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 3:36.60 1 1 3
4 145 内堀　　柊(4) ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ 山梨 大国陸上クラブ 3:37.63 2 8 1
5 175 清水　康生(4) ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 山梨 甲斐ACジュニア 3:40.79 2 2 2
6 87 渡辺　空羅(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳﾗ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 3:41.27 2 4 3
7 43 北村　悠聖(4) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨 南アルプスＡＣ 3:45.37 2 3 4
8 27 青山　海斗(4) ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨 北西陸上クラブ 3:46.80 1 2 4
9 186 飯嶋　陽大(4) ｲｲｼﾞﾏ　ﾋﾅﾀ 山梨 中村塾 3:47.10 1 9 5

10 4 青栁　勇飛(4) ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾄ 山梨 駿台甲府陸上クラブ 3:58.74 2 7 5
11 86 古屋　匠巳(4) ﾌﾙﾔ ﾅﾙﾐ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4:01.84 1 3 6
12 88 石橋　  健(4) ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹﾙ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4:02.03 2 6 6
13 3 北橋　  琉(4) ｷﾀﾊｼ ﾘｭｳ 山梨 駿台甲府陸上クラブ 4:04.28 1 6 7
14 146 馬場　天海(4) ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ 山梨 大国陸上クラブ 4:04.57 1 4 8
15 85 野沢　耕汰(4) ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4:07.35 2 5 7
16 7 野尻　翔太(4) ﾉｼﾞﾘ ｼｮｳﾀ 山梨 駿台甲府陸上クラブ 4:23.35 2 1 8

81 早川　隆輝(4) ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｷ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 DNS 1 7



凡例 

小学４年男子走幅跳

大会記録(GR)            3m97      山内  亮太(猿橋)                      1989

決　勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙｷ 山梨 3m47 × 3m22 3m47 3m47
1 13 20 雨宮　啓暉(4) チーム塩山ボーイズ 0.0 +0.3 0.0 0.0

ｲﾁﾉｾ ﾙｲ 山梨 3m18 3m32 3m45 3m45 3m45
2 12 45 一瀬　  塁(4) 南アルプスＡＣ +0.3 +1.0 +1.1 +1.1 +1.1

ﾈﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 3m18 3m15 3m36 3m36 3m36
3 5 183 根津　舜昌(4) 中村塾 +1.7 +0.1 +1.0 +1.0 +1.0

ﾔｻﾞｷ ｹｲ 山梨 3m08 3m02 3m13 3m13 3m13
4 9 44 矢崎　  慶(4) 南アルプスＡＣ +1.9 +1.2 +0.8 +0.8 +0.8

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 山梨 3m12 2m64 2m90 3m12 3m12
5 1 6 今村　優大(4) 駿台甲府陸上クラブ +2.2 0.0 +0.4 +2.2 +2.2

ｼﾌﾞｻ ﾊﾙﾄ 山梨 2m87 3m12 × 3m12 3m12
6 10 163 渋佐　陽叶(4) フリースタイル +0.5 +0.8 +0.8 +0.8

ﾂﾁﾔ ﾋﾅﾄ 山梨 3m01 2m86 2m91 3m01 3m01
7 2 60 土屋　陽仁(4) 小笠原AC +2.3 0.0 -0.3 +2.3 +2.3

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 山梨 2m91 2m79 2m90 2m91 2m91
8 7 144 鷹野　将汰(4) 大国陸上クラブ +1.9 +1.7 +0.5 +1.9 +1.9

ﾅｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 山梨 2m80 2m51 2m66 2m80 2m80
9 11 62 内藤　遙音(4) 小笠原AC +0.6 +0.9 +0.5 +0.6 +0.6

ﾉﾀﾞ ﾌﾂﾞｷ 山梨 2m74 2m56 2m67 2m74 2m74
10 14 162 野田　柊月(4) フリースタイル 0.0 +1.6 0.0 0.0 0.0

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙﾁｶ 山梨 × 2m67 2m58 2m67 2m67
11 6 161 藤原　治親(4) フリースタイル +1.7 +1.1 +1.7 +1.7

ｼﾌﾞｻ ﾕｳﾜ 山梨 2m40 2m52 2m63 2m63 2m63
12 8 166 渋佐　優羽(4) フリースタイル +1.3 +1.7 +0.6 +0.6 +0.6

ｲﾜｻｷ ｿｳﾀ 山梨 × 2m48 2m35 2m48 2m48
13 4 164 岩崎　奏太(4) フリースタイル +0.6 -0.1 +0.6 +0.6

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 山梨 × × 2m22 2m22 2m22
14 3 165 芳澤　大輝(4) フリースタイル -0.3 -0.3 -0.3

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 12:30 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学５年男子100m

大会記録(GR)            13.42     宮川  拓郎(上野原)                    1999

予　選　4組0着＋8

1組 風:-0.6 2組 風:-1.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌﾙﾔ　ﾀｸﾐ ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ

1 3 187 古屋　匠海(5) 14.52 q 1 5 69 廣田　健人(5) 15.45 q
ｵｷﾞﾉ ｼｮｳﾔ ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ

2 6 139 荻野　聖也(5) 15.03 q 2 4 78 風間　亮佑(5) 15.85
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ﾐｶﾐ　ﾘｭｳｷ

3 4 100 小林　  練(5) 15.08 q 3 8 190 三神　琉輝(5) 16.21
ｲﾜｻ ｹｲｽｹ ｱｻﾉ ｺｳｾｲ

4 5 76 岩浅　圭祐(5) 16.18 4 7 96 浅野　倖成(5) 16.87
ｱｵﾇﾏ ｶｲﾄ ﾀｷｸﾞﾁ ﾙｷ

5 7 102 青沼　海斗(5) 17.71 5 3 101 瀧口　琉希(5) 17.62
ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾀ ｲﾜﾏ ﾕｳﾘ

8 155 村松　俊太(5) DNS 6 128 岩間　悠莉(5) DNS

3組 風:-0.7 4組 風:+0.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ

1 5 75 山本　康太(5) 15.42 q 1 5 41 川窪　康生(5) 15.04 q
ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ ﾔﾏｼﾀ　ｱﾗﾀ

2 6 141 中山　蒼太(5) 15.80 2 6 184 山下　新太(5) 15.45 q
ｳｴﾉ ｿｳﾀ ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ

3 7 95 上野　聡太(5) 17.15 3 7 97 蘇我　俊介(5) 15.56 q
ﾀｶｲ ｺｳﾔ ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲ

4 99 高井　鴻弥(5) DNS 4 4 122 皆川　  大(5) 15.82
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅｾ ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ

8 126 山下　七誠(5) DNS 5 3 98 降矢　智弘(5) 16.70

決　勝　

風:-1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙﾔ　ﾀｸﾐ
1 6 187 古屋　匠海(5) 14.53

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
2 5 100 小林　  練(5) 14.92

ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ
3 4 41 川窪　康生(5) 14.97

ｵｷﾞﾉ ｼｮｳﾔ
4 3 139 荻野　聖也(5) 15.11

ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ
5 2 69 廣田　健人(5) 15.33

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ
6 7 75 山本　康太(5) 15.41

ﾔﾏｼﾀ　ｱﾗﾀ
7 8 184 山下　新太(5) 15.49

ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ
8 1 97 蘇我　俊介(5) 16.02

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 11:05 予　選

10月25日 14:05 決　勝

山梨・中村塾

山梨・大国陸上クラブ

山梨・N   A   C

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・N   A   C

山梨・フリースタイル

山梨・小笠原AC

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・中村塾

山梨・N   A   C

山梨・N   A   C

山梨・GONSPO　AC

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・大国陸上クラブ

山梨・N   A   C

山梨・N   A   C

山梨・GONSPO　AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・中村塾

山梨・N   A   C

山梨・大月AC

山梨・N   A   C

山梨・中村塾

山梨・N   A   C

山梨・中村塾

山梨・N   A   C

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・小笠原AC

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団



凡例 

小学５年男子1000m

大会記録(GR)            3:09.96   小林　拓登(大国陸上ク)                2012

決　勝　

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ

1 1 77 水上　紘汰(5) 3:19.70
ﾌｨｯｾｯﾄ ｹｲ

2 5 156 ﾌｨｯｾｯﾄ　慶(5) 3:29.57
ｲｹﾀﾆ ｹｲﾄ

3 6 79 池谷　彗斗(5) 3:31.88
ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ

4 12 26 清水　裕愛(5) 3:32.43
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ

5 8 39 深澤　亮雅(5) 3:37.75
ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ

6 3 40 白鳥　拓海(5) 3:39.35
ｱﾘﾊﾗ　ﾏﾅﾄ

7 11 188 在原　愛斗(5) 3:39.57
ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｳﾜ

8 7 174 中込　有和(5) 3:39.61
ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ

9 10 36 川崎　翔哉(5) 3:42.26
ｸﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

10 2 127 倉澤　淳之介(5) 3:46.31
ｲﾁﾉｾ ｶｹﾙ

11 9 142 一ノ瀬　駆(5) 3:53.27
ﾖﾀﾞ ﾗﾝﾀ

12 4 55 依田　嵐汰(5) 3:53.77
ｲﾄｳ ｻｸﾄ

13 13 37 伊藤　咲斗(5) 4:07.62

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 13:20 決　勝

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・フリースタイル

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・GONSPO　AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・早川陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・中村塾

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・南アルプスＡＣ

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



凡例  DNS:欠場

小学５年男子走幅跳
審 判 長：渡辺　　悟
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            4m45      秋山  哲一(増穂南)                    1991 10月25日 11:30 決　勝

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

ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨 3m84 4m17 4m07 4m17 6 3m66 3m74 3m83 4m17
1 7 38 小池　直幸(5) 南アルプスＡＣ +1.1 +1.7 -0.6 +1.7 +0.5 +1.4 +0.4 +1.7

ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 山梨 3m21 3m57 3m64 3m64 5 3m32 3m49 3m55 3m64
2 6 8 佐藤  寛記(5) 駿台甲府陸上クラブ +0.9 +2.2 +0.5 +0.5 +0.2 +1.5 +0.2 +0.5

ｲｲｼﾞﾏ　ﾕｳﾀ 山梨 3m47 3m34 3m44 3m47 4 2m58 × 3m21 3m47
3 1 185 飯島　悠太(5) 中村塾 +1.6 +1.3 +1.0 +1.6 +0.8 +0.5 +1.6

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 3m27 3m39 3m24 3m39 3 3m30 3m39 3m29 3m39
4 4 140 名執　悠大(5) 大国陸上クラブ +0.5 +1.4 +0.7 +1.4 +1.5 +1.8 +1.0 +1.4

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺﾞ 山梨 2m84 2m87 2m92 2m92 1 2m81 3m04 2m94 3m04
5 3 157 清水　勇吾(5) フリースタイル +0.6 +1.0 +0.8 +0.8 +1.1 +1.1 +1.2 +1.1

ﾎﾘｳﾁ ｲｯﾄ 山梨 3m01 2m98 × 3m01 2 2m45 2m86 2m72 3m01
6 2 9 堀内  一叶(5) 駿台甲府陸上クラブ +1.5 0.0 +1.5 +0.9 +1.8 +1.4 +1.5

ﾔﾏｻｷ　ﾀｶﾄ 山梨

5 193 山﨑　貴人(5) 中村塾 DNS



凡例  DNS:欠場

小学６年男子100m

大会記録(GR)            12.35     山内  亮太(猿橋)                      1991

山梨県記録(YR)          12.35     山内  亮太(猿橋)                      1991

予　選　5組0着＋8

1組 風:-0.4 2組 風:-0.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ

1 4 2 長田　  士(6) 12.83 q 1 3 16 長澤　一輝(6) 13.34 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｼｵｶﾞﾏ ｿﾗ

2 7 109 宮崎　  匠(6) 15.11 2 6 31 塩釜　  空(6) 15.15
ｻｶｲ ﾃﾙﾋﾄ ｶﾒｻﾞｷ ﾕｳﾀ

3 5 152 酒井　照仁(6) 16.25 3 4 110 亀崎　悠太(6) 15.49
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ ﾖｺｳﾁ ｱﾂﾛｳ

4 2 94 丸山　大介(6) 16.80 4 2 67 横内　敦朗(6) 15.65
ｲﾜﾀ ﾚﾝ ﾊﾁｭｳﾀﾞ ｼｮｳ

5 3 68 岩田　  蓮(6) 16.99 5 8 24 羽中田　聖(6) 16.40
ﾖｼﾉ ｼﾝﾔ ｼﾐｽﾞ ﾕｲ

6 129 吉野　伸哉(6) DNS 6 5 151 清水　唯生(6) 17.04
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

8 30 山口　颯太(6) DNS 7 93 渡辺  順之介(6) DNS

3組 風:0.0 4組 風:-1.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵﾉ ﾄﾓﾔ ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ

1 8 34 小野　智哉(6) 13.97 q 1 6 137 仲上　公賀(6) 13.56 q
ﾆｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ ｶﾏｸﾗ ﾌﾐﾔ

2 6 111 西川　響起(6) 14.37 q 2 8 53 鎌倉　郁弥(6) 13.59 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙﾄ ﾌﾅｲ ﾘｭｳ

3 3 150 望月　晴翔(6) 14.43 3 7 171 船井　  龍(6) 15.60
ｼﾉﾐﾔ ﾕｳﾘ ｵｶ　ﾘｮｳｽｹ

4 4 66 四ノ宮　悠理(6) 16.85 4 5 196 岡　  凌輔(6) 15.61
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ ｻﾉ ﾊﾔﾃ

5 5 117 佐藤　拓真(6) 17.00 5 3 173 佐野　  颯(6) 16.43
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛ

7 71 小林　伊吹(6) DNS 6 2 64 近藤　  光(6) 16.86
ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾀ

4 74 風間　勇希(6) DNS

5組 風:-0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾑﾗ ﾘｸﾄ

1 5 116 志村　陸斗(6) 14.03 q
ﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ

2 7 63 矢崎　雅嗣(6) 14.29 q
ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ

3 6 138 古川　純生(6) 14.45
ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

4 4 172 岩崎　洸大(6) 15.50
ｻﾄｳ ﾚﾝ

5 8 33 佐藤　  蓮(6) 16.40
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

6 3 73 山口　大貴(6) 17.04
ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

7 2 70 依田　和馬(6) 17.32

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 11:45 予　選

10月25日 14:15 決　勝

山梨・高根西小

山梨・相川陸上クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・N   A   C

山梨・小笠原AC

山梨・GONSPO　AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・増穂小学校

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・小笠原AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・N   A   C

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・相川陸上クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・小笠原AC

山梨・大月AC

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・大国陸上クラブ

山梨・早川陸上クラブ

山梨・オンリーワン

山梨・中村塾

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・小笠原AC

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・大月AC

山梨・小笠原AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・オンリーワン

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・小笠原AC



凡例  DNS:欠場

小学６年男子100m

大会記録(GR)            12.35     山内  亮太(猿橋)                      1991

山梨県記録(YR)          12.35     山内  亮太(猿橋)                      1991

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 11:45 予　選

10月25日 14:15 決　勝

決　勝　

風:-0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ
1 6 2 長田　  士(6) 12.76

ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ
2 5 16 長澤　一輝(6) 13.35

ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ
3 3 137 仲上　公賀(6) 13.49

ｶﾏｸﾗ ﾌﾐﾔ
4 4 53 鎌倉　郁弥(6) 13.53

ｵﾉ ﾄﾓﾔ
5 8 34 小野　智哉(6) 13.92

ｼﾑﾗ ﾘｸﾄ
6 7 116 志村　陸斗(6) 14.00

ﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ
7 2 63 矢崎　雅嗣(6) 14.37

ﾆｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ
8 1 111 西川　響起(6) 14.59

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大月AC

山梨・小笠原AC

山梨・相川陸上クラブ

山梨・高根西小

山梨・増穂小学校

山梨・大国陸上クラブ

山梨・早川陸上クラブ



凡例  DNS:欠場

小学６年男子1000m

大会記録(GR)            2:54.37   望月　満帆(大国陸上ク)                2012
山梨県記録(YR)          2:54.37   望月　満帆(大国陸上ク)                2012

決　勝　

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳﾀ

1 5 195 前嶋　康太(6) 3:03.31
ｷｯﾀ ｼｮｳ

2 7 135 橘田　  翔(6) 3:03.48
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ

3 10 72 田中　和馬(6) 3:17.71
ｱﾒﾐﾔ ｴｲﾀ

4 11 134 雨宮　永大(6) 3:28.56
ｸｽﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 6 23 楠原　竜太朗(6) 3:31.49
ｵﾏﾀ ﾕｳﾄ

6 2 118 小俣　悠人(6) 3:33.26
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ

7 9 18 小林　拓夢(6) 3:33.82
ｶﾜｻｷ ﾀｲﾖｳ

8 8 17 川崎　太陽(6) 3:33.83
ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ

9 1 130 山田　伊織(6) 3:34.71
ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

10 12 25 岡本　和英(6) 3:44.28
ﾅｶｺﾞﾐ ﾚﾝ

11 3 153 中込　  蓮(6) 3:47.15
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ

12 15 154 山下　颯斗(6) 3:55.94
ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾄ

13 4 52 藤田　尚斗(6) 4:05.28
ｿﾈ ｹﾝﾀﾛｳ

13 10 曽根　健太朗(6) DNS
ｶﾔﾇﾏ ｼｭﾝﾔ

14 136 萱沼　俊哉(6) DNS

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 13:30 決　勝

山梨・中村塾

山梨・大国陸上クラブ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・GONSPO　AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・大月AC

山梨・チーム塩山ボーイズ

山梨・チーム塩山ボーイズ

山梨・GONSPO　AC

山梨・北西陸上クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・フリースタイル

山梨・早川陸上クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



小学６年男子走幅跳
審 判 長：渡辺　　悟
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            5m39      内尾  将吾(四方津)                    1998
山梨県記録(YR)          5m39      秋山  哲一(増穂南)                    1992
山梨県記録(YR)          5m39      内尾  将吾(四方津)                    1998 10月25日 10:30 決　勝

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 × × 4m50 4m50 6 × 4m34 × 4m50
1 5 35 笹本　  侑(6) 南アルプスＡＣ +0.4 +0.4 +0.4 +0.4

ﾅｶﾑﾗ ｶｲｼﾞ 山梨 4m14 3m92 4m08 4m14 5 × 4m26 4m09 4m26
2 6 121 中島　海二(6) 大月AC 0.0 +0.9 +0.3 0.0 +0.8 +0.8 +0.8

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 3m76 4m11 3m86 4m11 4 4m01 3m94 3m55 4m11
3 2 131 丸山　駿人(6) GONSPO　AC +0.7 +0.8 +0.2 +0.8 +0.5 +1.7 +0.5 +0.8

ｱｵｷ ｾﾅ 山梨 3m32 3m25 3m24 3m32 3 3m22 3m19 3m14 3m32
4 4 22 青木　聖那(6) 北西陸上クラブ +0.2 +0.1 +1.3 +0.2 0.0 +1.1 0.0 +0.2

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 山梨 3m27 3m27 3m13 3m27 2 2m99 3m13 × 3m27
5 1 119 小林　晃大(6) 大月AC +1.5 +1.2 +0.6 +1.5 -0.2 +0.7 +1.2

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲ 山梨 × × × 1 3m08 3m26 3m17 3m26
6 3 120 小笠原　精(6) 大月AC -0.4 +1.2 +1.2 +1.2



凡例 

小学共通男子80mH

大会記録(GR)            12.33     小林修太郎(大月ＡＣ)                  2007
山梨県記録(YR)          12.33     小林修太郎(大月ＡＣ)                  2007

決　勝　

風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ
1 2 32 田原　和輝(6) 14.01

ｲﾏｲ ｿｳﾔ
2 4 133 今井　漱哉(6) 14.46

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ
3 7 132 田中　翔大(6) 15.00

ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾏ
4 6 192 中村　征莉(6) 15.01

ｶﾄｳ ｱｼﾀｶ
5 5 108 加藤　愛鷹(6) 16.84

ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ
6 3 92 秋山　大介(6) 19.31

山梨・中村塾

山梨・相川陸上クラブ

山梨・N   A   C

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 14:35 決　勝

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・GONSPO　AC

山梨・GONSPO　AC



凡例  DNS:欠場

小学共通男子4×100mR

大会記録(GR)            50.94     峡東クラブ(峡東クラブ)                1992

山梨県記録(YR)          50.60     峡東クラブ(峡東クラブ)                1992

予　選　4組0着＋8

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾A・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 N   A   CB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原ACB・山梨

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 59.17 記録 1:01.58 記録 1:06.14

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｼﾀ　ｱﾗﾀ 山梨 ｱｻﾉ ｺｳｾｲ 山梨 ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨
1 184 山下　新太(5) 中村塾 1 96 浅野　倖成(5) N   A   C 1 70 依田　和馬(6) 小笠原AC

ﾌﾙﾔ　ﾀｸﾐ 山梨 ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛ 山梨
2 187 古屋　匠海(5) 中村塾 2 97 蘇我　俊介(5) N   A   C 2 64 近藤　  光(6) 小笠原AC

ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾏ 山梨 ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ 山梨 ｼﾉﾐﾔ ﾕｳﾘ 山梨
3 192 中村　征莉(6) 中村塾 3 98 降矢　智弘(5) N   A   C 3 66 四ノ宮　悠理(6) 小笠原AC

ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳﾀ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 山梨 ｲﾜﾀ ﾚﾝ 山梨
4 195 前嶋　康太(6) 中村塾 4 100 小林　  練(5) N   A   C 4 68 岩田　  蓮(6) 小笠原AC

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣC・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団C・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ACB・山梨

4 3 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 1:07.03 記録 1:07.90 記録

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 山梨
1 39 深澤　亮雅(5) 南アルプスＡＣ 1 73 山口　大貴(6) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 1

ｲﾄｳ ｻｸﾄ 山梨 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ 山梨
2 37 伊藤　咲斗(5) 南アルプスＡＣ 2 82 上條　結也(4) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 2

ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｷ 山梨
3 36 川崎　翔哉(5) 南アルプスＡＣ 3 81 早川　隆輝(4) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 3

ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山梨
4 40 白鳥　拓海(5) 南アルプスＡＣ 4 71 小林　伊吹(6) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 GONSPO　ACA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相川陸上クラブB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クラブB・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 57.72 q 記録 59.82 記録 1:02.44

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ 山梨 ｶﾒｻﾞｷ ﾕｳﾀ 山梨 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 山梨
1 130 山田　伊織(6) GONSPO　AC 1 110 亀崎　悠太(6) 相川陸上クラブ 1 141 中山　蒼太(5) 大国陸上クラブ

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾆｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 山梨
2 131 丸山　駿人(6) GONSPO　AC 2 111 西川　響起(6) 相川陸上クラブ 2 143 向山　汐音(4) 大国陸上クラブ

ｲﾏｲ ｿｳﾔ 山梨 ｶﾄｳ ｱｼﾀｶ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 山梨
3 133 今井　漱哉(6) GONSPO　AC 3 108 加藤　愛鷹(6) 相川陸上クラブ 3 148 望月　玲佑(3) 大国陸上クラブ

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨
4 132 田中　翔大(6) GONSPO　AC 4 109 宮崎　  匠(6) 相川陸上クラブ 4 140 名執　悠大(5) 大国陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団B・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣD・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲斐ACジュニアA・山梨

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.23 記録 1:04.40 記録 1:04.99

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｹﾀﾆ ｹｲﾄ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨 ｻﾉ ﾊﾔﾃ 山梨
1 79 池谷　彗斗(5) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 1 43 北村　悠聖(4) 南アルプスＡＣ 1 173 佐野　  颯(6) 甲斐ACジュニア

ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｳﾜ 山梨
2 83 藤木　海成(4) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 2 42 依田　來人(4) 南アルプスＡＣ 2 174 中込　有和(5) 甲斐ACジュニア

ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ 山梨 ﾔｻﾞｷ ｹｲ 山梨 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 山梨
3 77 水上　紘汰(5) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 3 44 矢崎　  慶(4) 南アルプスＡＣ 3 176 森本　耀仁(4) 甲斐ACジュニア

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 山梨 ｲﾁﾉｾ ﾙｲ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 山梨
4 75 山本　康太(5) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4 45 一瀬　  塁(4) 南アルプスＡＣ 4 175 清水　康生(4) 甲斐ACジュニア

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 09:50 予　選

10月25日 14:45 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学共通男子4×100mR

大会記録(GR)            50.94     峡東クラブ(峡東クラブ)                1992

山梨県記録(YR)          50.60     峡東クラブ(峡東クラブ)                1992

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 09:50 予　選

10月25日 14:45 決　勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 N   A   CA・山梨

7 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:05.51

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱｵﾇﾏ ｶｲﾄ 山梨
1 102 青沼　海斗(5) N   A   C

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
2 94 丸山　大介(6) N   A   C

ｳｴﾉ ｿｳﾀ 山梨
3 95 上野　聡太(5) N   A   C

ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
4 92 秋山　大介(6) N   A   C

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クラブA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ACA・山梨

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 56.26 q 記録 59.91 q 記録 1:00.55

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｷｯﾀ ｼｮｳ 山梨 ｻﾄｳ ﾚﾝ 山梨 ｼﾑﾗ ﾘｸﾄ 山梨
1 135 橘田　  翔(6) 大国陸上クラブ 1 33 佐藤　  蓮(6) 南アルプスＡＣ 1 116 志村　陸斗(6) 大月AC

ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 山梨 ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｲｼﾞ 山梨
2 137 仲上　公賀(6) 大国陸上クラブ 2 41 川窪　康生(5) 南アルプスＡＣ 2 121 中島　海二(6) 大月AC

ｵｷﾞﾉ ｼｮｳﾔ 山梨 ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 山梨
3 139 荻野　聖也(5) 大国陸上クラブ 3 38 小池　直幸(5) 南アルプスＡＣ 3 119 小林　晃大(6) 大月AC

ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ 山梨 ｼｵｶﾞﾏ ｿﾗ 山梨 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲ 山梨
4 138 古川　純生(6) 大国陸上クラブ 4 31 塩釜　  空(6) 南アルプスＡＣ 4 120 小笠原　精(6) 大月AC

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾B・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相川陸上クラブA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原ACC・山梨

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.01 記録 1:03.95 記録 1:06.94

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾈﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 山梨
1 183 根津　舜昌(4) 中村塾 1 114 市川　伸乃介(6) 相川陸上クラブ 1 62 内藤　遙音(4) 小笠原AC

ｵｶ　ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾋﾅﾄ 山梨
2 196 岡　  凌輔(6) 中村塾 2 115 佐藤　  翼(6) 相川陸上クラブ 2 60 土屋　陽仁(4) 小笠原AC

ﾔﾏｻｷ　ﾀｶﾄ 山梨 ｻﾄｳ ｿｳ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾛｳ 山梨
3 193 山﨑　貴人(5) 中村塾 3 113 佐藤　  宗(6) 相川陸上クラブ 3 65 小林　竜士朗(4) 小笠原AC

ﾐｶﾐ　ﾘｭｳｷ 山梨 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨
4 190 三神　琉輝(5) 中村塾 4 112 山村　和輝(6) 相川陸上クラブ 4 61 渡邉　航太(4) 小笠原AC

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 早川陸上クラブA・山梨

4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4



凡例  DNS:欠場

小学共通男子4×100mR

大会記録(GR)            50.94     峡東クラブ(峡東クラブ)                1992

山梨県記録(YR)          50.60     峡東クラブ(峡東クラブ)                1992

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 09:50 予　選

10月25日 14:45 決　勝

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原ACA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団A・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 55.47 q 記録 59.58 記録 1:01.49

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 山梨 ﾖｺｳﾁ ｱﾂﾛｳ 山梨 ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨
1 30 山口　颯太(6) 南アルプスＡＣ 1 67 横内　敦朗(6) 小笠原AC 1 78 風間　亮佑(5) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 山梨 ｲﾜｻ ｹｲｽｹ 山梨
2 35 笹本　  侑(6) 南アルプスＡＣ 2 63 矢崎　雅嗣(6) 小笠原AC 2 76 岩浅　圭祐(5) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 山梨 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾋﾛ 山梨
3 32 田原　和輝(6) 南アルプスＡＣ 3 59 望月　俊希(4) 小笠原AC 3 80 荻原　万寛(4) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨 ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ 山梨 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 山梨
4 34 小野　智哉(6) 南アルプスＡＣ 4 69 廣田　健人(5) 小笠原AC 4 72 田中　和馬(6) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 フリースタイルA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上クラブA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾C・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 1:01.55 記録 1:02.82 記録

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 山梨 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 山梨
1 151 清水　唯生(6) フリースタイル 1 25 岡本　和英(6) 北西陸上クラブ 1

ｻｶｲ ﾃﾙﾋﾄ 山梨 ｸｽﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨
2 152 酒井　照仁(6) フリースタイル 2 23 楠原　竜太朗(6) 北西陸上クラブ 2

ﾅｶｺﾞﾐ ﾚﾝ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨
3 153 中込　  蓮(6) フリースタイル 3 21 丸山　友哉(6) 北西陸上クラブ 3

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙﾄ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ 山梨
4 150 望月　晴翔(6) フリースタイル 4 26 清水　裕愛(5) 北西陸上クラブ 4

決　勝　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クラブA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 GONSPO　ACA・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 54.78 記録 56.54 記録 56.86

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 山梨 ｷｯﾀ ｼｮｳ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ 山梨
1 30 山口　颯太(6) 南アルプスＡＣ 1 135 橘田　  翔(6) 大国陸上クラブ 1 130 山田　伊織(6) GONSPO　AC

ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨 ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨
2 35 笹本　  侑(6) 南アルプスＡＣ 2 137 仲上　公賀(6) 大国陸上クラブ 2 131 丸山　駿人(6) GONSPO　AC

ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ｵｷﾞﾉ ｼｮｳﾔ 山梨 ｲﾏｲ ｿｳﾔ 山梨
3 32 田原　和輝(6) 南アルプスＡＣ 3 139 荻野　聖也(5) 大国陸上クラブ 3 133 今井　漱哉(6) GONSPO　AC

ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨 ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ 山梨 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨
4 34 小野　智哉(6) 南アルプスＡＣ 4 138 古川　純生(6) 大国陸上クラブ 4 132 田中　翔大(6) GONSPO　AC

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾A・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相川陸上クラブB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ACA・山梨

4 6 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 57.66 記録 59.48 記録 59.83

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｼﾀ　ｱﾗﾀ 山梨 ｶﾒｻﾞｷ ﾕｳﾀ 山梨 ｼﾑﾗ ﾘｸﾄ 山梨
1 184 山下　新太(5) 中村塾 1 110 亀崎　悠太(6) 相川陸上クラブ 1 116 志村　陸斗(6) 大月AC

ﾌﾙﾔ　ﾀｸﾐ 山梨 ﾆｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｲｼﾞ 山梨
2 187 古屋　匠海(5) 中村塾 2 111 西川　響起(6) 相川陸上クラブ 2 121 中島　海二(6) 大月AC

ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾏ 山梨 ｶﾄｳ ｱｼﾀｶ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 山梨
3 192 中村　征莉(6) 中村塾 3 108 加藤　愛鷹(6) 相川陸上クラブ 3 119 小林　晃大(6) 大月AC

ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳﾀ 山梨 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 山梨 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲ 山梨
4 195 前嶋　康太(6) 中村塾 4 109 宮崎　  匠(6) 相川陸上クラブ 4 120 小笠原　精(6) 大月AC



凡例  DNS:欠場

小学共通男子4×100mR

大会記録(GR)            50.94     峡東クラブ(峡東クラブ)                1992

山梨県記録(YR)          50.60     峡東クラブ(峡東クラブ)                1992

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 09:50 予　選

10月25日 14:45 決　勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原ACA・山梨

7 1 ｺﾒﾝﾄ 8 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 59.89 記録 59.92

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾄｳ ﾚﾝ 山梨 ﾖｺｳﾁ ｱﾂﾛｳ 山梨
1 33 佐藤　  蓮(6) 南アルプスＡＣ 1 67 横内　敦朗(6) 小笠原AC

ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 山梨
2 41 川窪　康生(5) 南アルプスＡＣ 2 63 矢崎　雅嗣(6) 小笠原AC

ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 山梨
3 38 小池　直幸(5) 南アルプスＡＣ 3 59 望月　俊希(4) 小笠原AC

ｼｵｶﾞﾏ ｿﾗ 山梨 ﾋﾛﾀ ｹﾝﾄ 山梨
4 31 塩釜　  空(6) 南アルプスＡＣ 4 69 廣田　健人(5) 小笠原AC



凡例  DNS:欠場

小学共通男子走高跳
審 判 長：渡辺　　悟
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            1m52      高橋　雄基(北杜武川ク)                2006
山梨県記録(YR)          1m52      高橋　雄基(北杜武川ク)                2006
山梨県記録(YR)          1m53      深沢　光司（背面跳）(早川北)          1989 10月25日 11:30 決　勝

決　勝　

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 3 21 丸山　友哉(6) 北西陸上クラブ 1m20
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙｷ 山梨 ○ ○ ○ ○ × × ×

2 2 13 雨宮　悠記(6) 駿台甲府陸上クラブ 1m05
ｶﾝ ﾐﾝﾁｭ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

3 4 12 姜  　ﾐﾝﾁｭ(6) 駿台甲府陸上クラブ 1m00
ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳ 山梨

1 15 杉山　  航(6) 駿台甲府陸上クラブ DNS

1m25
記録 ｺﾒﾝﾄ

0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

0m90



凡例 

小学共通男子ボール投

大会記録(GR)            74m14     岡崎　英治(大月東ク)                  2008
山梨県記録(YR)          74m14     岡﨑　英治(大月東ｸ)                   2008

決　勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 山梨
1 8 14 中嶌　  健(6) 駿台甲府陸上クラブ51m22 46m85 52m46 52m46 8 × 51m55 52m72 52m72

ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 山梨
2 4 54 小森　直吏(5) 早川陸上クラブ 34m63 33m55 39m56 39m56 6 40m78 37m78 36m62 40m78

ｱﾐﾉ ﾀｶﾔ 山梨
3 2 11 網野　鷹也(6) 駿台甲府陸上クラブ39m70 39m27 × 39m70 7 36m44 33m47 37m06 39m70

ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨
4 7 115 佐藤　  翼(6) 相川陸上クラブ 35m51 38m49 32m32 38m49 5 36m80 34m58 38m79 38m79

ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨
5 1 112 山村　和輝(6) 相川陸上クラブ 37m39 29m94 × 37m39 4 35m55 × 33m37 37m39

ｻﾄｳ ｿｳ 山梨
6 3 113 佐藤　  宗(6) 相川陸上クラブ 28m09 34m57 31m67 34m57 3 33m18 28m04 23m64 34m57

ｲﾁｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 山梨
7 5 114 市川　伸乃介(6) 相川陸上クラブ 24m75 21m33 20m21 24m75 2 20m32 26m53 21m55 26m53

ｺﾓﾘ ﾏﾅｲ 山梨
8 6 56 小森　真夷(4) 早川陸上クラブ 10m68 11m70 15m30 15m30 1 12m51 13m68 15m34 15m34

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 10:30 決　勝



凡例  DNS:欠場

３年以下女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 風:-2.3 2組 風:-0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ

1 6 77 田口　結羽(3) 17.94 1 7 60 丸山　星乃(3) 16.66
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾉﾝ ﾌﾙﾔ ｻｷ

2 5 100 小林  里桜(3) 18.40 2 3 99 古屋  咲希(3) 18.64
ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾜ ﾅｶﾀﾞﾃ　ｻｷ

3 2 162 中込　十和(1) 19.33 3 6 172 中楯　紗季(2) 18.66
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ

4 7 25 秋山　悠佳(2) 19.37 4 8 49 川窪　希実(2) 18.79
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ ｵｻﾞﾜ ｺﾄ

5 8 50 小笠原　瑶(2) 20.11 5 4 56 尾澤　  琴(3) 19.01
ﾏﾙﾔﾏ　ﾎﾉ ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾕ

6 4 166 丸山　穂乃(1) 20.43 6 5 19 土橋　美結(2) 19.53
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ

7 3 142 山下　紗希(2) 21.97

3組 風:+0.5 4組 風:-0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾏｷ　ｴﾚﾝ ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ

1 6 179 妻木　恵恋(2) 17.98 1 8 97 村松  苺華(3) 16.59
ｼｵﾀ ﾕｳﾜ ﾌﾙﾔ　ﾅﾅ

2 5 48 塩田　優和(2) 18.03 2 6 173 古屋　那奈(3) 18.34
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ

3 4 101 内田  祐希(3) 19.97 3 5 27 望月　結衣(2) 19.81
ｶﾅｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ ｶｻｲ ﾉﾉﾊ

4 3 161 金川　茉優(2) 20.36 4 3 52 河西　埜乃葉(1) 20.67
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓｶ

7 26 青山　  遙(2) DNS 5 4 79 小笠原　朋華(2) 21.41
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾉﾜ ｵﾄｸﾞﾛ ﾏﾕ

8 4 萩原　千乃和(2) DNS 6 7 143 乙黒　麻由(1) 22.60

5組 風:+0.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾓﾄ　ﾕﾅ

1 8 169 西本　佑菜(2) 16.90
ｵｵﾓﾘ ﾕｷ

2 7 98 大森  由貴(3) 17.51
ﾂｸﾉ ﾁｻ

3 3 51 築野　千咲(2) 18.79
ｲﾜﾏ ﾊﾙｶ

4 4 78 岩間　陽佳(2) 19.76
ﾆｼﾑﾗ ｶﾘﾝ

5 6 57 西村　花梨(2) 19.81
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ

6 5 53 小笠原　羚(1) 20.14

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・N   A   C

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・中村塾

山梨・フリースタイル

山梨・小笠原AC

山梨・N   A   C

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・早川陸上クラブ

山梨・チーム塩山ガールズ

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・N   A   C

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・北西陸上クラブ

山梨・山梨ジャンパーズ

山梨・N   A   C

山梨・中村塾

山梨・北西陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・フリースタイル

山梨・中村塾

山梨・N   A   C

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・早川陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ



凡例  DNS:欠場

３年以下女子100m
審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 風 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順
1 97 村松  苺華(3) ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 山梨 N   A   C 16.59 -0.7 4 8 1
2 60 丸山　星乃(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 小笠原AC 16.66 -0.7 2 7 1
3 169 西本　佑菜(2) ﾆｼﾓﾄ　ﾕﾅ 山梨 中村塾 16.90 +0.5 5 8 1
4 98 大森  由貴(3) ｵｵﾓﾘ ﾕｷ 山梨 N   A   C 17.51 +0.5 5 7 2
5 77 田口　結羽(3) ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 17.94 -2.3 1 6 1
6 179 妻木　恵恋(2) ﾂﾏｷ　ｴﾚﾝ 山梨 中村塾 17.98 +0.5 3 6 1
7 48 塩田　優和(2) ｼｵﾀ ﾕｳﾜ 山梨 南アルプスＡＣ 18.03 +0.5 3 5 2
8 173 古屋　那奈(3) ﾌﾙﾔ　ﾅﾅ 山梨 中村塾 18.34 -0.7 4 6 2
9 100 小林  里桜(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾉﾝ 山梨 N   A   C 18.40 -2.3 1 5 2

10 99 古屋  咲希(3) ﾌﾙﾔ ｻｷ 山梨 N   A   C 18.64 -0.7 2 3 2
11 172 中楯　紗季(2) ﾅｶﾀﾞﾃ　ｻｷ 山梨 中村塾 18.66 -0.7 2 6 3
12 49 川窪　希実(2) ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨 南アルプスＡＣ 18.79 -0.7 2 8 4
12 51 築野　千咲(2) ﾂｸﾉ ﾁｻ 山梨 南アルプスＡＣ 18.79 +0.5 5 3 3
14 56 尾澤　  琴(3) ｵｻﾞﾜ ｺﾄ 山梨 早川陸上クラブ 19.01 -0.7 2 4 5
15 162 中込　十和(1) ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾜ 山梨 甲斐ACジュニア 19.33 -2.3 1 2 3
16 25 秋山　悠佳(2) ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨 北西陸上クラブ 19.37 -2.3 1 7 4
17 19 土橋　美結(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾕ 山梨 チーム塩山ガールズ 19.53 -0.7 2 5 6
18 78 岩間　陽佳(2) ｲﾜﾏ ﾊﾙｶ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 19.76 +0.5 5 4 4
19 27 望月　結衣(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 山梨 北西陸上クラブ 19.81 -0.7 4 5 3
19 57 西村　花梨(2) ﾆｼﾑﾗ ｶﾘﾝ 山梨 早川陸上クラブ 19.81 +0.5 5 6 5
21 101 内田  祐希(3) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 N   A   C 19.97 +0.5 3 4 3
22 50 小笠原　瑶(2) ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ 山梨 南アルプスＡＣ 20.11 -2.3 1 8 5
23 53 小笠原　羚(1) ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨 南アルプスＡＣ 20.14 +0.5 5 5 6
24 161 金川　茉優(2) ｶﾅｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 山梨 甲斐ACジュニア 20.36 +0.5 3 3 4
25 166 丸山　穂乃(1) ﾏﾙﾔﾏ　ﾎﾉ 山梨 中村塾 20.43 -2.3 1 4 6
26 52 河西　埜乃葉(1) ｶｻｲ ﾉﾉﾊ 山梨 南アルプスＡＣ 20.67 -0.7 4 3 4
27 79 小笠原　朋華(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓｶ 山梨 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 21.41 -0.7 4 4 5
28 142 山下　紗希(2) ﾔﾏｼﾀ ｻｷ 山梨 フリースタイル 21.97 -2.3 1 3 7
29 143 乙黒　麻由(1) ｵﾄｸﾞﾛ ﾏﾕ 山梨 フリースタイル 22.60 -0.7 4 7 6

26 青山　  遙(2) ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 山梨 北西陸上クラブ DNS 3 7
4 萩原　千乃和(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾉﾜ 山梨 山梨ジャンパーズ DNS 3 8



凡例  DNS:欠場

小学４年女子100m

大会記録(GR)            14.75     梅宮　和希 (日下部)                   2000

予　選　3組0着＋8

1組 風:+1.2 2組 風:+1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾏﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ

1 6 140 望月　日葵(4) 16.64 q 1 8 133 小林　己恭(4) 15.79 q
ﾐﾅﾓﾄ ｼｽﾞｶ ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ

2 5 75 源　  静香(4) 17.49 2 2 24 白倉　歩実(4) 16.34 q
ﾎｼﾉ ﾐｳ ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ

3 3 23 星野　未有(4) 17.63 3 6 114 安部　雪乃(4) 16.98
ｲｼﾔﾏ ﾜｶﾅ ｻﾝﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ

4 2 135 石山　和奏(4) 17.87 4 3 5 三宮　加琳(4) 17.22
ｲｼｲ ﾋﾅﾉ ﾉﾑﾗ ｱｵｲ

5 4 113 石井　ひなの(4) 18.61 5 5 116 野村　あおい(4) 17.64
ｺﾏｲ ﾘﾝ ｵｵｲｼ ﾄﾓｶ

7 151 駒井　鈴音(4) DNS 4 96 大石  朋花(4) DNS
ｻﾄｳ ﾕｳｶ ﾏﾙﾀ　ﾕｲ

8 112 佐藤　友香(4) DNS 7 175 丸田　結唯(4) DNS

3組 風:+1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ

1 8 132 仲上　さくら(4) 15.37 q
ｽｽﾞｷ　ﾕﾒﾎ

2 3 168 鈴木　夢朋(4) 16.20 q
ｲﾉｳｴ ｺﾊﾙ

3 7 117 井上　小春(4) 16.32 q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾅﾉ

4 5 115 宮下　ひなの(4) 16.34 q
ｻｲﾄｳ　ﾘｶ

5 2 71 斉藤　莉果(4) 16.89 q
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ

6 4 54 永坂　莉羅(4) 17.21
ﾉｻﾞﾜ ﾐﾎ

7 6 6 野沢　美帆(4) 17.48

決　勝　

風:-1.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ
1 6 132 仲上　さくら(4) 15.57

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ
2 3 133 小林　己恭(4) 16.17

ｲﾉｳｴ ｺﾊﾙ
3 5 117 井上　小春(4) 16.65

ﾐﾔｼﾀ ﾋﾅﾉ
4 7 115 宮下　ひなの(4) 16.71

ｽｽﾞｷ　ﾕﾒﾎ
5 4 168 鈴木　夢朋(4) 16.86

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾏﾘ
6 1 140 望月　日葵(4) 16.93

ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ
7 8 24 白倉　歩実(4) 17.26

ｻｲﾄｳ　ﾘｶ
8 2 71 斉藤　莉果(4) 17.64

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 10:10 予　選

10月25日 13:50 決　勝

山梨・フリースタイル

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・北西陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大月AC

山梨・牧丘クラブ

山梨・大月AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・大月AC

山梨・山梨ジャンパーズ

山梨・GONSPO　AC

山梨・GONSPO　AC

山梨・N   A   C

山梨・中村塾

山梨・大国陸上クラブ

山梨・中村塾

山梨・GONSPO　AC

山梨・大月AC

山梨・大月AC

山梨・中村塾

山梨・フリースタイル

山梨・北西陸上クラブ

山梨・小笠原AC

山梨・小笠原AC

山梨・桃の郷ＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ



凡例  DNS:欠場

小学４年女子800m

大会記録(GR)            2:38.21   有泉　千佳 (市川ス)                   2001

決　勝　

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕｳ

1 7 134 萩原　美優(4) 2:51.71
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｿﾗ

2 2 7 遠藤　弥空(4) 2:55.38
ｺﾒｲｼﾞ ﾊﾙｶ

3 5 76 古明地 遥香(4) 2:58.90
ﾔﾏｼﾀ　ﾕｲ

4 4 164 山下　結伊(4) 3:05.80
ﾊﾄﾔﾏ ﾅﾐｷ

5 6 28 鳩山　菜美希(4) 3:07.05
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ

6 9 111 山口　ひかり(4) 3:12.38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲﾐ

7 3 158 渡辺　芽美(4) 3:49.38
ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ

8 8 160 齋藤　香織(4) 4:00.37
ｸﾏｶﾞｴ ｱﾔﾅ

1 159 熊谷　綾奈(4) DNS

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 12:45 決　勝

山梨・大国陸上クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・中村塾

山梨・白根百田小

山梨・大月AC

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・甲斐ACジュニア

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



凡例 

小学４年女子走幅跳

大会記録(GR)            3m84      杉田真奈美(ＮＡＣ)                    2002

決　勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｷ ﾊﾙｶ 山梨 2m97 2m78 3m04 3m04 3m04
1 2 124 大木　遥加(4) GONSPO　AC +1.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2

ﾔﾏｼﾀ ｴﾘｶ 山梨 2m80 2m78 2m90 2m90 2m90
2 1 141 山下　江梨香(4) フリースタイル +2.1 -0.2 +0.4 +0.4 +0.4

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 12:30 決　勝



凡例 

小学５年女子100m

大会記録(GR)            13.5      荘　　久慧 (大国ク)                   1994

大会記録(GR)            14.02     渡辺みなみ (ＮＡＣ)                   2001

予　選　4組0着＋8

1組 風:-0.1 2組 風:-0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾝﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ

1 4 118 神田　つぐみ(5) 14.46 q 1 3 119 雨宮　倫可(5) 15.25 q
ｻﾄｳ ﾕﾘｱ ﾔﾏｼﾀ　ﾘﾝｶ

2 6 3 佐藤　優里亜(5) 16.00 2 6 163 山下　凜華(5) 15.31 q
ﾌﾙﾔ ﾘﾅ ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ

3 3 94 古屋  吏那(5) 16.23 3 2 39 江俣　和花(5) 15.83 q
ﾀﾅｶ ﾘｺ ｶｻｲ ﾘﾉﾊ

4 7 47 田中　理子(5) 16.38 4 8 41 河西　莉乃葉(5) 16.35
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾌﾞｷ ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ

5 2 70 丸山　依吹(5) 16.54 5 4 130 樋口　陽奈(5) 16.35
ｵｶ　ｱｲﾘ ｵｵﾂｶ ﾕｳｱ

6 8 182 岡　  愛莉(5) 17.17 6 7 92 大塚  結愛(5) 16.57
ｲｲﾀﾞ ﾏﾅ ﾏｴｼﾞﾏ ｳﾗﾗ

7 5 43 飯田　真菜(5) 18.30 7 5 74 前島　  麗(5) 18.33

3組 風:-1.1 4組 風:-0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾏﾂﾞ ｽｽﾞｶ ﾐﾔｹ ﾊﾙﾅ

1 3 61 今津　紗加(5) 14.93 q 1 2 91 三宅  春菜(5) 15.45 q
ﾋﾗﾓﾄ ｻｷ ﾂﾁﾔ ﾕｲ

2 6 10 平本  紗規(5) 15.62 q 2 3 40 土屋　ゆい(5) 15.57 q
ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾝ ｶｻﾊﾗ ｱｲｶ

3 7 93 坂本  かりん(5) 16.05 3 5 95 笠原  愛花(5) 16.37
ｻｲﾄｳ ﾐｷ ﾂﾁﾔ　ﾊﾂｷ

4 8 42 斉藤　美貴(5) 16.28 4 4 167 土屋　初季(5) 16.59
ｱｽﾞﾐ　ﾏﾘﾝ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｲﾅ

5 4 178 安住　茉倫(5) 16.59 5 7 9 萩原  由奈(5) 16.80
ﾑﾗﾀ ｱﾘｻ ｸﾗｳﾁ ﾁｸﾞｻ

6 5 123 村田　安里沙(5) 16.61 6 6 55 鞍打　千種(5) 17.18
ｽｽﾞｷ　ﾐｸ

7 8 171 鈴木　未来(5) 17.68

決　勝　

風:-0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ
1 3 118 神田　つぐみ(5) 14.54

ｲﾏﾂﾞ ｽｽﾞｶ
2 4 61 今津　紗加(5) 14.97

ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ
3 5 119 雨宮　倫可(5) 15.49

ﾔﾏｼﾀ　ﾘﾝｶ
4 6 163 山下　凜華(5) 15.53

ﾐﾔｹ ﾊﾙﾅ
5 8 91 三宅  春菜(5) 15.72

ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ
6 2 39 江俣　和花(5) 15.75

ﾂﾁﾔ ﾕｲ
7 7 40 土屋　ゆい(5) 15.81

ﾋﾗﾓﾄ ｻｷ
8 1 10 平本  紗規(5) 15.82

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 10:45 予　選

10月25日 14:00 決　勝

山梨・GONSPO　AC

山梨・山梨ジャンパーズ

山梨・N   A   C

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・小笠原AC

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・GONSPO　AC

山梨・中村塾

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・N   A   C

山梨・一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

山梨・小笠原AC

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・N   A   C

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・中村塾

山梨・GONSPO　AC

山梨・N   A   C

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・N   A   C

山梨・中村塾

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・早川陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・中村塾

山梨・GONSPO　AC

山梨・小笠原AC

山梨・GONSPO　AC

山梨・中村塾

山梨・N   A   C



凡例  DNS:欠場

小学５年女子800m

大会記録(GR)            2:33.90   名取　仁美 (大国ク)                   1994

決　勝　

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ

1 2 120 青沼　麗后(5) 2:39.80
ｲﾜｾ ﾁﾎ

2 14 131 岩瀬　千朋(5) 2:42.21
ｵｵﾀ　ﾚｲ

3 7 174 太田　　礼(5) 2:47.75
ﾊﾀﾞ ｱﾂｷ

4 5 46 羽田　篤季(5) 2:54.98
ｸﾄﾞｳ ﾌｳｶ

5 8 21 工藤　風花(5) 3:00.21
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ

6 6 66 清水　彩華(5) 3:01.07
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳ

7 9 44 小笠原　悠(5) 3:07.68
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

8 3 157 高橋　南奈(5) 3:08.49
ﾀｶｲｼ ﾘﾝｶ

9 13 62 髙石　凜夏(5) 3:09.51
ﾐﾂｲ ﾐｶ

10 1 156 三井　美佳(5) 3:10.46
ｻﾜﾀﾞ ﾙｱﾝ

11 10 165 澤田　琉杏(5) 3:12.92
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾅ

12 11 11 吉田  怜奈(5) 3:14.05
ｷﾀﾑﾗ ｴｲｶ

13 4 8 北村　衞花(5) 3:30.79
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ

12 45 山口　はるな(5) DNS

山梨・小笠原AC

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 12:55 決　勝

山梨・GONSPO　AC

山梨・大国陸上クラブ

山梨・中村塾

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・中村塾

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・北西陸上クラブ

山梨・小笠原AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・甲斐ACジュニア

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



凡例  DNS:欠場

小学５年女子走幅跳
審 判 長：渡辺　　悟
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            4m22      中澤　佳香 (大国ク)                   2004 10月25日 11:30 決　勝

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

ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 4m02 4m32 4m19 4m32 8 4m01 4m05 4m20 4m32
1 4 1 萩原　けい奈(5) 山梨ジャンパーズ +0.7 +2.5 +1.0 +2.5 +0.9 +1.8 -0.9 +2.5

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｻ 山梨 3m54 3m52 3m43 3m54 6 3m62 3m45 3m49 3m62
2 2 2 荻原　里彩(5) 山梨ジャンパーズ +1.3 0.0 +0.9 +1.3 +1.2 +1.7 -0.2 +1.2

ﾖｺｳﾁ ﾕｲｶ 山梨 3m59 3m20 3m13 3m59 7 3m49 3m37 3m48 3m59
3 8 67 横内　結花(5) 小笠原AC +1.0 +1.2 -0.5 +1.0 +0.9 +2.6 -0.4 +1.0

ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨 3m23 3m03 3m20 3m23 4 3m36 × 3m51 3m51
4 1 69 佐藤　彩乃(5) 小笠原AC +1.1 +0.1 +0.2 +1.1 +0.2 +0.8 +0.8

ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨 3m46 3m46 × 3m46 5 3m27 3m27 3m40 3m46
5 6 181 雨宮　陽向(5) 中村塾 +0.8 +1.7 +0.8 +0.1 +2.4 +0.7 +0.8

ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 山梨 × 2m85 － 2m85 2 2m64 2m83 3m22 3m22
6 3 107 鈴木　紅音(5) 大月AC +1.9 +1.9 +1.3 +2.2 +1.9 +1.9

ｱｷﾔﾏ ｻｸﾗ 山梨 3m06 2m99 2m73 3m06 3 2m94 3m07 3m09 3m09
7 7 20 秋山　さくら(5) 北西陸上クラブ +1.3 +1.5 -0.1 +1.3 +1.7 +2.2 +0.4 +0.4

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾊﾅﾈ 山梨 2m19 2m38 × 2m38 1 2m86 2m72 2m45 2m86
8 9 22 神原　花音(5) 北西陸上クラブ +0.2 +1.1 +1.1 +1.7 +2.0 +1.5 +1.7

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ 山梨

5 106 渡辺　瑠南(5) 大月AC DNS



凡例  DNS:欠場

小学６年女子100m

大会記録(GR)            13.14     広瀬　恵美 (峡東ク)                   1989

山梨県記録(YR)          13.05     荘    久慧(大国ｸ)                     1995

予　選　5組0着＋8

1組 風:-1.0 2組 風:-1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ

1 2 30 新田　千紘(6) 14.90 q 1 7 152 珊瑚　菜帆(6) 13.92 q
ﾂﾁﾔ ﾐｵ ﾊｯﾄﾘ ｼﾂﾞｷ

2 4 83 土屋  実央(6) 15.61 2 6 102 服部　紫月(6) 15.65
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾘ ﾉｻﾞﾜ ﾙｶ

3 5 129 杉山　みのり(6) 15.83 3 4 86 野沢  月花(6) 15.71
ｶﾄｳ ｱﾔｾ ﾑﾗﾏﾂ ﾅｺ

4 6 65 加藤　彩世(6) 16.33 4 3 64 村松　菜子(6) 17.08
ｻｲﾄｳ ﾅﾂｷ ﾐﾔﾍﾞ ﾏﾅﾐ

3 12 齋藤　夏生(6) DNS 5 2 32 宮部　愛未(6) 17.12
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾉ ｺﾏｲ ｻﾗ

7 146 中澤　莉乃(6) DNS 5 145 駒井　彩来(6) DNS

3組 風:-2.0 4組 風:-2.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜｽﾐ ｼﾎ ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ

1 5 73 川住　志歩(6) 15.23 q 1 4 33 斉藤　果音(6) 14.79 q
ｱﾒﾐﾔ ﾘｵ ﾜｺｳ ﾉﾘｶ

2 4 84 雨宮  里桜(6) 15.24 q 2 6 15 和光　紀佳(6) 14.80 q
ﾔｻﾞｷ ﾕｳ ﾑﾗﾀ ﾋﾅ

3 7 34 矢崎　  優(6) 15.84 3 3 59 村田　陽菜(6) 16.02
ﾂﾁﾔ ｱﾘｻ ｲﾏｲ ﾐｶ

4 3 58 土屋　有瑳(6) 17.19 4 2 122 今井　美佳(6) 16.59
ｲﾉｳｴ ｺﾄﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ

5 2 37 井上　琴未(6) 17.50 5 88 渡辺  美月(6) DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ ﾐﾔﾊﾞﾗ ｻﾔｶ

6 147 中村　美紀子(6) DNS 7 148 宮原　咲也佳(6) DNS

5組 風:-1.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ

1 4 14 廣瀬　七彩(6) 14.54 q
ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ

2 7 82 立澤　亜弥(6) 15.24 q
ｺｳﾉ ﾘｺ

3 6 85 河野  莉子(6) 15.71
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ

4 5 63 小林　彩乃(6) 16.26
ｵｵｲｼ ﾅﾅｴ

5 2 87 大石  奈苗(6) 16.48
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｻﾗ

3 149 宮原　咲良(6) DNS
ﾌｶｻﾜ ｶｴﾃﾞ

8 38 深澤　かえで(6) DNS

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 11:25 予　選

10月25日 14:10 決　勝

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・N   A   C

山梨・大国陸上クラブ

山梨・小笠原AC

山梨・駿台甲府陸上クラブ

山梨・牧丘クラブ

山梨・富沢クラブ

山梨・大月AC

山梨・N   A   C

山梨・小笠原AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・牧丘クラブ

山梨・小笠原AC

山梨・N   A   C

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・小笠原AC

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・牧丘クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・チーム塩山ガールズ

山梨・小笠原AC

山梨・GONSPO　AC

山梨・N   A   C

山梨・牧丘クラブ

山梨・チーム塩山ガールズ

山梨・N   A   C

山梨・N   A   C

山梨・小笠原AC

山梨・N   A   C

山梨・牧丘クラブ

山梨・南アルプスＡＣ



凡例  DNS:欠場

小学６年女子100m

大会記録(GR)            13.14     広瀬　恵美 (峡東ク)                   1989

山梨県記録(YR)          13.05     荘    久慧(大国ｸ)                     1995

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 11:25 予　選

10月25日 14:10 決　勝

決　勝　

風:-0.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ
1 5 152 珊瑚　菜帆(6) 13.77

ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ
2 7 30 新田　千紘(6) 14.23

ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ
3 3 14 廣瀬　七彩(6) 14.33

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ
4 6 15 和光　紀佳(6) 14.58

ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ
5 4 33 斉藤　果音(6) 14.65

ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ
6 1 82 立澤　亜弥(6) 14.87

ｱﾒﾐﾔ ﾘｵ
7 2 84 雨宮  里桜(6) 15.02

ｶﾜｽﾐ ｼﾎ
8 8 73 川住　志歩(6) 15.49

山梨・N   A   C

山梨・N   A   C

山梨・小笠原AC

山梨・富沢クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・チーム塩山ガールズ

山梨・チーム塩山ガールズ

山梨・南アルプスＡＣ



凡例  DNS:欠場

小学６年女子800m

大会記録(GR)            2:26.45   名取　仁美 (大国ク)                   1995
山梨県記録(YR)          2:25.6    有泉　千佳　(大国ｸ)                   2003

決　勝　

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ

1 14 125 保田　萌子(6) 2:37.14
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｳ

2 3 138 藤原　未羽(6) 2:39.38
ﾊﾂｼｶ ﾘﾘｶ

3 11 126 初鹿　璃々花(6) 2:40.75
ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ

4 4 128 大澤　菜々穂(6) 2:44.47
ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ

5 7 127 天野　笑里(6) 2:50.48
ｲﾁﾉｾ ﾗﾝ

6 10 36 一瀬　  藍(6) 2:56.48
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ

7 6 18 中村　早希(6) 2:59.36
ｸﾎﾞｶﾜ ﾏｵ

8 8 139 窪川　真生(6) 3:01.41
ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ

9 12 35 今沢　美咲(6) 3:06.04
ｲﾜｻ ｶﾎ

10 9 154 岩佐　果歩(6) 3:23.48
ﾂﾙﾀﾞ ﾌﾐﾉ

1 17 鶴田　文乃(6) DNS
ｶｹﾓﾄ ｱｽﾞｻ

2 144 掛本　明寿早(6) DNS
ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ

5 155 五島　春菜(6) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾝﾘ

13 153 小林　千莉(6) DNS

山梨・南アルプスＡＣ

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 13:00 決　勝

山梨・大国陸上クラブ

山梨・フリースタイル

山梨・大国陸上クラブ

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・チーム塩山ガールズ

山梨・牧丘クラブ

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・甲斐ACジュニア

山梨・大国陸上クラブ

山梨・大国陸上クラブ

山梨・南アルプスＡＣ

山梨・チーム塩山ガールズ

山梨・フリースタイル

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



凡例  NM:記録なし

小学６年女子走幅跳

大会記録(GR)            4m73      中澤　佳香 (大国ク)                   2005
山梨県記録(YR)          5m05      荘    久慧(大国ｸ)                     1995

決　勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴﾉ 山梨 3m97 4m49 4m08 4m49 8 3m82 3m96 3m85 4m49
1 9 137 中嶋　萌乃(6) フリースタイル -1.5 +1.1 +0.4 +1.1 +1.3 +0.8 +1.9 +1.1

ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 4m05 4m17 4m17 4m17 7 4m12 4m26 2m55 4m26
2 10 13 古屋　日奈子(6) チーム塩山ガールズ -1.1 -0.1 +0.5 -0.1 +1.4 +1.6 +1.3 +1.6

ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 3m85 × 3m95 3m95 6 3m79 3m74 3m90 3m95
3 7 31 三吉　里緒(6) 南アルプスＡＣ 0.0 0.0 0.0 +0.7 +0.7 +1.0 0.0

ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨 3m37 3m66 3m74 3m74 5 3m36 3m66 3m90 3m90
4 2 16 窪田　光莉(6) チーム塩山ガールズ +1.6 -0.3 +0.5 +0.5 +0.8 +0.9 +1.4 +1.4

ｲﾉｳｴ ﾅﾅ 山梨 3m40 3m25 3m40 3m40 4 3m49 3m38 3m42 3m49
5 4 103 井上　成菜(6) 大月AC +0.4 +1.4 +0.2 +0.4 0.0 +0.8 0.0 0.0

ﾂﾙﾀ ﾅﾅ 山梨 3m18 2m91 3m34 3m34 3 3m04 3m29 3m25 3m34
6 6 136 鶴田　奈々(6) フリースタイル -0.5 0.0 +0.6 +0.6 -0.3 +1.2 +0.3 +0.6

ｻｻｷ ﾊﾙｶ 山梨 3m22 3m29 3m28 3m29 2 3m07 3m27 3m10 3m29
7 5 89 佐々木  遥香(6) N   A   C +0.6 +0.9 +0.3 +0.9 -0.4 +0.9 +0.6 +0.9

ﾊﾔｶﾜ ﾓｴｶ 山梨 3m12 × 3m03 3m12 1 3m14 3m13 3m20 3m20
8 8 90 早川  萌夏(6) N   A   C -0.4 +0.1 -0.4 -0.1 +2.3 +1.4 +1.4

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 山梨 2m76 × 2m40 2m76 2m76
9 3 29 山口　未琴(6) 南アルプスＡＣ +0.9 +0.5 +0.9 +0.9

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾅﾐ 山梨 ／
1 105 芝原　菜々美(6) 大月AC NM

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 10:30 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学共通女子80mH

大会記録(GR)            13.55     三吉　南緒(南アＡＣ)                  2012
山梨県記録(YR)          13.3      荘    久慧(大国ｸ)                     1995
山梨県記録(YR)          13.55     三吉　南緒(南アＡＣ)                  2012

決　勝　

風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属地・所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｲｼﾞﾏ　ﾕｳﾘ
1 5 176 飯島　佑理(6) 14.70

ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ
2 6 80 立澤　真弥(6) 16.04

ｺﾎｿｻﾞﾜ　ｻｸﾗ
3 7 170 小細澤さくら(5) 16.67

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ
4 3 81 渡辺  愛梨(6) 16.75

ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ
4 104 天野　小春(6) DNS

山梨・N   A   C

山梨・大月AC

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 14:30 決　勝

山梨・中村塾

山梨・N   A   C

山梨・中村塾



凡例  DNS:欠場

小学共通女子4×100mR

大会記録(GR)            54.02     大国クラブ(大国クラブ)                2005

山梨県記録(YR)          53.94     大国クラブ(大国クラブ)                2005

予　選　4組0着＋8

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 チーム塩山ガールズA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 GONSPO　ACA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾A・山梨

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 55.99 q 記録 59.43 q 記録 1:00.35

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨 ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨
1 15 和光　紀佳(6) チーム塩山ガールズ 1 120 青沼　麗后(5) GONSPO　AC 1 181 雨宮　陽向(5) 中村塾

ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨 ｶﾝﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ　ﾕｳﾘ 山梨
2 14 廣瀬　七彩(6) チーム塩山ガールズ 2 118 神田　つぐみ(5) GONSPO　AC 2 176 飯島　佑理(6) 中村塾

ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ 山梨 ｷﾖﾊﾗ　ﾐﾕ 山梨
3 16 窪田　光莉(6) チーム塩山ガールズ 3 119 雨宮　倫可(5) GONSPO　AC 3 180 清原　美優(6) 中村塾

ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 山梨 ﾔﾏｼﾀ　ﾘﾝｶ 山梨
4 13 古屋　日奈子(6) チーム塩山ガールズ 4 121 細田　弥々(6) GONSPO　AC 4 163 山下　凜華(5) 中村塾

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 N   A   CC・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原ACD・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣD・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:01.60 記録 1:04.55 記録 1:07.95

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌﾙﾔ ﾘﾅ 山梨 ｻｲﾄｳ　ﾘｶ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｶｴﾃﾞ 山梨
1 94 古屋  吏那(5) N   A   C 1 71 斉藤　莉果(4) 小笠原AC 1 38 深澤　かえで(6) 南アルプスＡＣ

ﾐﾔｹ ﾊﾙﾅ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨
2 91 三宅  春菜(5) N   A   C 2 60 丸山　星乃(3) 小笠原AC 2 35 今沢　美咲(6) 南アルプスＡＣ

ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾝ 山梨 ﾀｶｲｼ ﾘﾝｶ 山梨 ﾐﾔﾍﾞ ﾏﾅﾐ 山梨
3 93 坂本  かりん(5) N   A   C 3 62 髙石　凜夏(5) 小笠原AC 3 32 宮部　愛未(6) 南アルプスＡＣ

ｵｵﾂｶ ﾕｳｱ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 山梨 ｲﾉｳｴ ｺﾄﾐ 山梨
4 92 大塚  結愛(5) N   A   C 4 66 清水　彩華(5) 小笠原AC 4 37 井上　琴未(6) 南アルプスＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上クラブA・山梨

7 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:11.05

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨
1 24 白倉　歩実(4) 北西陸上クラブ

ｸﾄﾞｳ ﾌｳｶ 山梨
2 21 工藤　風花(5) 北西陸上クラブ

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾊﾅﾈ 山梨
3 22 神原　花音(5) 北西陸上クラブ

ﾎｼﾉ ﾐｳ 山梨
4 23 星野　未有(4) 北西陸上クラブ

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 N   A   CA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 N   A   CB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原ACC・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 58.14 q 記録 1:00.75 記録 1:01.95

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂﾁﾔ ﾐｵ 山梨 ｵｵｲｼ ﾅﾅｴ 山梨 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨
1 83 土屋  実央(6) N   A   C 1 87 大石  奈苗(6) N   A   C 1 69 佐藤　彩乃(5) 小笠原AC

ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨 ｲﾏﾂﾞ ｽｽﾞｶ 山梨
2 82 立澤　亜弥(6) N   A   C 2 81 渡辺  愛梨(6) N   A   C 2 61 今津　紗加(5) 小笠原AC

ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾙｶ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨
3 80 立澤　真弥(6) N   A   C 3 86 野沢  月花(6) N   A   C 3 70 丸山　依吹(5) 小笠原AC

ｱﾒﾐﾔ ﾘｵ 山梨 ｺｳﾉ ﾘｺ 山梨 ﾖｺｳﾁ ﾕｲｶ 山梨
4 84 雨宮  里桜(6) N   A   C 4 85 河野  莉子(6) N   A   C 4 67 横内　結花(5) 小笠原AC

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 09:30 予　選

10月25日 14:40 決　勝



凡例  DNS:欠場

小学共通女子4×100mR

大会記録(GR)            54.02     大国クラブ(大国クラブ)                2005

山梨県記録(YR)          53.94     大国クラブ(大国クラブ)                2005

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 09:30 予　選

10月25日 14:40 決　勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クラブB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ACA・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.25 記録 1:04.31 記録 1:04.39

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 山梨 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 山梨
1 44 小笠原　悠(5) 南アルプスＡＣ 1 133 小林　己恭(4) 大国陸上クラブ 1 107 鈴木　紅音(5) 大月AC

ｲﾁﾉｾ ﾗﾝ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 山梨 ﾊｯﾄﾘ ｼﾂﾞｷ 山梨
2 36 一瀬　  藍(6) 南アルプスＡＣ 2 130 樋口　陽奈(5) 大国陸上クラブ 2 102 服部　紫月(6) 大月AC

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 山梨 ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾅﾅ 山梨
3 29 山口　未琴(6) 南アルプスＡＣ 3 128 大澤　菜々穂(6) 大国陸上クラブ 3 103 井上　成菜(6) 大月AC

ｶｻｲ ﾘﾉﾊ 山梨 ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾕｳｶ 山梨
4 41 河西　莉乃葉(5) 南アルプスＡＣ 4 127 天野　笑里(6) 大国陸上クラブ 4 109 井上　侑香(5) 大月AC

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾C・山梨

7 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:06.64

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏｼﾀ　ﾕｲ 山梨
1 164 山下　結伊(4) 中村塾

ｱｽﾞﾐ　ﾏﾘﾝ 山梨
2 178 安住　茉倫(5) 中村塾

ｻﾜﾀﾞ ﾙｱﾝ 山梨
3 165 澤田　琉杏(5) 中村塾

ｽｽﾞｷ　ﾕﾒﾎ 山梨
4 168 鈴木　夢朋(4) 中村塾

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クラブA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾B・山梨

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 57.97 q 記録 1:00.28 記録 1:04.60

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨 ｺﾎｿｻﾞﾜ　ｻｸﾗ 山梨
1 31 三吉　里緒(6) 南アルプスＡＣ 1 132 仲上　さくら(4) 大国陸上クラブ 1 170 小細澤さくら(5) 中村塾

ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨 ﾂﾁﾔ　ﾊﾂｷ 山梨
2 30 新田　千紘(6) 南アルプスＡＣ 2 125 保田　萌子(6) 大国陸上クラブ 2 167 土屋　初季(5) 中村塾

ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨 ﾊﾂｼｶ ﾘﾘｶ 山梨 ｽｽﾞｷ　ﾐｸ 山梨
3 33 斉藤　果音(6) 南アルプスＡＣ 3 126 初鹿　璃々花(6) 大国陸上クラブ 3 171 鈴木　未来(5) 中村塾

ﾔｻﾞｷ ﾕｳ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾘ 山梨 ｵｵﾀ　ﾚｲ 山梨
4 34 矢崎　  優(6) 南アルプスＡＣ 4 129 杉山　みのり(6) 大国陸上クラブ 4 174 太田　　礼(5) 中村塾

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原ACB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団A・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ACB・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 4 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 1:05.88 記録 1:10.39 記録

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾑﾗﾏﾂ ﾅｺ 山梨 ﾏｴｼﾞﾏ ｳﾗﾗ 山梨
1 64 村松　菜子(6) 小笠原AC 1 74 前島　  麗(5) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 1

ｼｵﾔ ﾅﾅ 山梨 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 山梨
2 68 塩谷　奈々(6) 小笠原AC 2 77 田口　結羽(3) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 2

ﾂﾁﾔ ｱﾘｻ 山梨 ｺﾒｲｼﾞ ﾊﾙｶ 山梨
3 58 土屋　有瑳(6) 小笠原AC 3 76 古明地 遥香(4) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 3

ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 ﾐﾅﾓﾄ ｼｽﾞｶ 山梨
4 72 斉藤　優香(6) 小笠原AC 4 75 源　  静香(4) 一宮町陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4



凡例  DNS:欠場

小学共通女子4×100mR

大会記録(GR)            54.02     大国クラブ(大国クラブ)                2005

山梨県記録(YR)          53.94     大国クラブ(大国クラブ)                2005

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 09:30 予　選

10月25日 14:40 決　勝

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 フリースタイルA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原ACA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣC・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 1:00.42 記録 1:01.32 記録 1:02.11

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｸﾎﾞｶﾜ ﾏｵ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾐｷ 山梨
1 139 窪川　真生(6) フリースタイル 1 63 小林　彩乃(6) 小笠原AC 1 42 斉藤　美貴(5) 南アルプスＡＣ

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｳ 山梨 ｶﾜｽﾐ ｼﾎ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾕｲ 山梨
2 138 藤原　未羽(6) フリースタイル 2 73 川住　志歩(6) 小笠原AC 2 40 土屋　ゆい(5) 南アルプスＡＣ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾏﾘ 山梨 ｶﾄｳ ｱﾔｾ 山梨 ｴﾏﾀ ﾉﾄﾞｶ 山梨
3 140 望月　日葵(4) フリースタイル 3 65 加藤　彩世(6) 小笠原AC 3 39 江俣　和花(5) 南アルプスＡＣ

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴﾉ 山梨 ﾑﾗﾀ ﾋﾅ 山梨 ﾀﾅｶ ﾘｺ 山梨
4 137 中嶋　萌乃(6) フリースタイル 4 59 村田　陽菜(6) 小笠原AC 4 47 田中　理子(5) 南アルプスＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府陸上クラブA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ACC・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲斐ACジュニアA・山梨

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 1:03.18 記録 1:09.19 記録

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾅﾉ 山梨
1 11 吉田  怜奈(5) 駿台甲府陸上クラブ 1 115 宮下　ひなの(4) 大月AC 1

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｲﾅ 山梨 ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ 山梨
2 9 萩原  由奈(5) 駿台甲府陸上クラブ 2 114 安部　雪乃(4) 大月AC 2

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｿﾗ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 山梨
3 7 遠藤　弥空(4) 駿台甲府陸上クラブ 3 111 山口　ひかり(4) 大月AC 3

ﾋﾗﾓﾄ ｻｷ 山梨 ｲｼｲ ﾋﾅﾉ 山梨
4 10 平本  紗規(5) 駿台甲府陸上クラブ 4 113 石井　ひなの(4) 大月AC 4

決　勝　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 チーム塩山ガールズA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アルプスＡＣA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 N   A   CA・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 56.09 記録 57.62 記録 58.34

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨 ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾐｵ 山梨
1 15 和光　紀佳(6) チーム塩山ガールズ 1 31 三吉　里緒(6) 南アルプスＡＣ 1 83 土屋  実央(6) N   A   C

ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨 ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ 山梨 ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨
2 14 廣瀬　七彩(6) チーム塩山ガールズ 2 30 新田　千紘(6) 南アルプスＡＣ 2 82 立澤　亜弥(6) N   A   C

ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨 ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨 ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ 山梨
3 16 窪田　光莉(6) チーム塩山ガールズ 3 33 斉藤　果音(6) 南アルプスＡＣ 3 80 立澤　真弥(6) N   A   C

ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾕｳ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾘｵ 山梨
4 13 古屋　日奈子(6) チーム塩山ガールズ 4 34 矢崎　  優(6) 南アルプスＡＣ 4 84 雨宮  里桜(6) N   A   C

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 フリースタイルA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 GONSPO　ACA・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クラブA・山梨

4 1 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:00.12 記録 1:00.21 記録 1:00.51

所属地 所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｸﾎﾞｶﾜ ﾏｵ 山梨 ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 山梨 ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨
1 139 窪川　真生(6) フリースタイル 1 120 青沼　麗后(5) GONSPO　AC 1 132 仲上　さくら(4) 大国陸上クラブ

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｳ 山梨 ｶﾝﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨
2 138 藤原　未羽(6) フリースタイル 2 118 神田　つぐみ(5) GONSPO　AC 2 125 保田　萌子(6) 大国陸上クラブ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾏﾘ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ 山梨 ﾊﾂｼｶ ﾘﾘｶ 山梨
3 140 望月　日葵(4) フリースタイル 3 119 雨宮　倫可(5) GONSPO　AC 3 126 初鹿　璃々花(6) 大国陸上クラブ

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴﾉ 山梨 ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾘ 山梨
4 137 中嶋　萌乃(6) フリースタイル 4 121 細田　弥々(6) GONSPO　AC 4 129 杉山　みのり(6) 大国陸上クラブ



凡例  DNS:欠場

小学共通女子4×100mR

大会記録(GR)            54.02     大国クラブ(大国クラブ)                2005

山梨県記録(YR)          53.94     大国クラブ(大国クラブ)                2005

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 09:30 予　選

10月25日 14:40 決　勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 N   A   CB・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾A・山梨

7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:00.68 記録 1:00.74

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵｲｼ ﾅﾅｴ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨
1 87 大石  奈苗(6) N   A   C 1 181 雨宮　陽向(5) 中村塾

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ　ﾕｳﾘ 山梨
2 81 渡辺  愛梨(6) N   A   C 2 176 飯島　佑理(6) 中村塾

ﾉｻﾞﾜ ﾙｶ 山梨 ｷﾖﾊﾗ　ﾐﾕ 山梨
3 86 野沢  月花(6) N   A   C 3 180 清原　美優(6) 中村塾

ｺｳﾉ ﾘｺ 山梨 ﾔﾏｼﾀ　ﾘﾝｶ 山梨
4 85 河野  莉子(6) N   A   C 4 163 山下　凜華(5) 中村塾



凡例  DNS:欠場

小学共通女子走高跳
審 判 長：渡辺　　悟
記録主任：吉澤　直樹

大会記録(GR)            1m40      小林ほえみ (畑倉  )                   1983
大会記録(GR)            1m40      松本　知子 (吉田西)                   1984
山梨県記録(YR)          1m40      小林ほえみ(畑倉)                      1983
山梨県記録(YR)          1m40      松本  智子(吉田西)                    1983 10月25日 10:30 決　勝

決　勝　

ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 山梨 － － － － － ○ ○ ○

1 1 121 細田　弥々(6) GONSPO　AC ○ × × × 1m29
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 3 72 斉藤　優香(6) 小笠原AC 1m15
ｼｵﾔ ﾅﾅ 山梨 ○ ○ ○ ○ × × ×

3 8 68 塩谷　奈々(6) 小笠原AC 1m05
ﾔﾏｼﾀ　ﾁｶ 山梨 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 5 177 山下　知佳(5) 中村塾 1m05
ｲﾉｳｴ ﾕｳｶ 山梨 ○ × ○ × × ○ × × ×

5 2 109 井上　侑香(5) 大月AC 1m00
ｺﾊﾀ ｷｺ 山梨 ○ × ○ × × ○ × × ×

5 4 110 小幡　貴子(5) 大月AC 1m00
ﾔﾏｼﾀ ﾐｸ 山梨

6 150 山下　未来(6) 牧丘クラブ DNS
ｻｶﾓﾄ ﾐﾕｳ 山梨

7 108 坂本　美祐(5) 大月AC DNS

1m20 1m26
記録 ｺﾒﾝﾄ

0m95

1m32

1m00 1m05 1m10 1m15
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

0m90

1m29



凡例 

小学共通女子ボール投

大会記録(GR)            54m42     小泉　　彩(原  )                      2001
山梨県記録(YR)          54m42     小泉    彩(原)                        2001

決　勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾖﾊﾗ　ﾐﾕ 山梨
1 1 180 清原　美優(6) 中村塾 36m15 35m76 36m35 36m35 36m59 34m99 37m64 37m64

審 判 長：渡辺　　悟

記録主任：吉澤　直樹

10月25日 10:30 決　勝



1 / 1

コンディション情報
大会総務 保坂　一仁 トラック審判長 渡辺　　悟
跳躍審判長 渡辺　　悟 投てき審判長 渡辺　　悟

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2014/10/25 09:30 晴 18.5 62.0 南南東 0.6 競技場

10:00 晴 19.0 54.0 南 1.0 競技場

11:00 晴 20.0 52.0 東南東 0.6 競技場

12:00 晴 20.5 52.0 東 1.0 競技場

13:00 晴 21.0 45.0 西北西 0.6 競技場

14:00 晴 21.5 46.0 南南東 0.8 競技場

14:53 晴 21.5 46.0 東南東 0.9 競技場
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