
第３０回　山梨県高等学校学年別大会兼国体予選会
山梨中銀スタジアム 平成29年5月27日(土)

日付 種目

田中　拓海(3) 11.23 小幡　隆史(3) 11.52 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 11.59 松野　滉大(2) 11.63 角田　陸(3) 11.64 坂本　壮平(2) 11.73 熊谷　拓海(3) 11.77
山梨・駿台甲府 山梨・山梨学院 山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・甲府東 山梨・山梨学院 山梨・駿台甲府
内藤　光(3) 51.36 坂本　壮平(2) 51.64 佐野　悠人(2) 52.20 村松　由翔(2) 52.90 新舟　デワ(2) 53.30 山田　健二(3) 53.58 山本　龍(2) 53.63 済間　大誠(2) 53.73
山梨・甲府工業 山梨・山梨学院 山梨・身延 山梨・駿台甲府 山梨・日本航空 山梨・甲府工業 山梨・巨摩 山梨・甲府工業
澤登　恒河(3) 16:12.49 河内　大輝(3) 16:23.99 宮本　湧也(3) 16:41.05 佐藤　丈(2) 16:43.05 古屋　渓将(2) 16:51.52 西澤　圭介(3) 16:58.06 望月　満帆(2) 17:05.38 浅田　将也(3) 17:28.30
山梨・農林 山梨・日大明誠 山梨・農林 山梨・農林 山梨・甲府第一 山梨・農林 山梨・甲府第一 山梨・農林
中村　僚(3) 56.49 赤井　滉太郎(3) 57.20 長倉　脩斗(2) 57.98 水越　将司(2) 59.51 大久保　風(3) 1:00.20 川窪　貴斗(2) 1:03.22 済間　大誠(2) 1:04.59 窪田　冠太(2) 1:06.57
山梨・富士北稜 山梨・身延 山梨・甲府昭和 山梨・巨摩 山梨・甲府昭和 山梨・身延 山梨・甲府工業 山梨・山梨学院
平井　大智(3) 3m70 奥田　雅也(3) 3m60 水上　雄也(3) 3m40 齊藤　勇貴(2) 3m30 渡邊　雄太(2) 3m10
山梨・富士北稜 山梨・甲府西 山梨・巨摩 山梨・甲府西 山梨・富士北稜
加藤　大虎(2) 6m67(+1.6) 笛　遼太(3) 6m50(+2.0) 三枝　大燿(2) 6m46(+2.3) 石川　諒(2) 6m43(-0.3) 羽入田　直斗(3) 6m39(+1.1) 大嶺　ゆうじ(2) 6m36(+1.3) 川和田　龍聖(3) 6m04(0.0) 野口　怜恩(2) 5m91(-0.9)
山梨・駿台甲府 山梨・巨摩 山梨・上野原 公認6m21(-1.2) 山梨・甲府南 山梨・都留興譲館 山梨・富士北稜 山梨・甲府工業 山梨・身延
今村　海渡(3) 54m22 木村　光輝(3) 52m04 青嶋　雄斗(2) 49m94 志村　健太(3) 47m72 佐野　開穂(2) 45m70 早川　武志(2) 38m38 草塩　杏樹(2) 37m56 中村　光希(2) 36m76
山梨・身延 山梨・身延 山梨・身延 山梨・都留興譲館 山梨・富士北稜 山梨・甲府南 山梨・甲府第一 山梨・山梨
珊瑚　龍之介(1) 11.49 功刀　友貴(1) 11.66 村松　星哉(1) 11.79 三澤　将汰(1) 11.90 鎌倉　裕朗(1) 11.92 村田　翔哉(1) 12.03 古屋　皓大(1) 12.16 丸山　礼聖(1) 12.17
山梨・身延 山梨・甲府西 山梨・身延 山梨・北杜 山梨・甲府西 山梨・巨摩 山梨・甲府昭和 山梨・甲府昭和
赤池　颯太(1) 9:27.87 小林　拓登(1) 9:28.31 中込　空(1) 9:32.50 佐藤　智哉(1) 9:34.23 秋山　和良(1) 9:34.63 東條　拓海(1) 9:46.24 河野　竜希(1) 9:59.38 山形　亮太(1) 10:01.71
山梨・富士河口湖 山梨・甲府昭和 山梨・巨摩 山梨・甲府西 山梨・笛吹 山梨・農林 山梨・農林 山梨・甲府工業
村田　翔哉(1) 6m18(+2.0) 赤井　悠次郞(1) 6m15(+0.4) 藤井　佑成(1) 6m04(+2.5) 石田　峻廉(1) 5m76(+1.9) 半田　誠志郎(1) 5m66(+2.9) 鎌倉　裕朗(1) 5m55(+0.5) 遠山　魁斗(1) 5m53(+1.5) 加藤　翔(1) 5m46(+1.4)
山梨・巨摩 山梨・甲府工業 山梨・甲府工業 公認5m90(+1.4) 山梨・韮崎工業 山梨・巨摩 公認5m51(0.0) 山梨・甲府西 山梨・富士北稜 山梨・巨摩
志村　竜星(3) 2:01.56 小林　拓登(1) 2:03.29 中村　僚(3) 2:03.30 成岡　篤志(2) 2:03.59 酒井　凌佑(1) 2:04.82 加茂　優樹(2) 2:06.25 宮本　莉玖(2) 2:06.43 澤登　恒河(3) 2:06.72
山梨・富士河口湖 山梨・甲府昭和 山梨・富士北稜 山梨・日大明誠 山梨・巨摩 山梨・巨摩 山梨・農林 山梨・農林
有野　嵐(2) 16.23(+3.1) 伊東　海星(2) 16.46(+3.1) 小山　和馬(2) 16.75(+3.1) 畑川　優人(3) 16.79(+3.1) 水越　将司(2) 17.39(+3.1) 中込　諒一(1) 17.41(+1.7) 堀内　新斗(2) 17.65(-2.5) 栁澤　晋太郎(1) 17.76(+1.7)
山梨・巨摩 山梨・身延 山梨・甲府昭和 山梨・巨摩 山梨・巨摩 山梨・巨摩 山梨・富士北稜 山梨・巨摩
池田　穂高(3) 26:17.52 川口　紫音(2) 26:22.39 藤本　椋大(3) 27:34.29 土屋　佑登(2) 29:26.58 小坂　星嵐(2) 29:46.46 齊藤　柊矢(2) 31:05.04
山梨・甲府昭和 山梨・身延 山梨・都留興譲館 山梨・山梨学院 山梨・都留興譲館 山梨・甲府昭和
山梨・駿台甲府A 42.56 山梨・巨摩A 43.34 山梨・山梨学院 43.68 山梨・駿台甲府B 43.83 山梨・身延A 43.85 山梨・甲府西A 44.02 山梨・北杜 44.07 山梨・身延B 45.26
松野　滉大(2) 進藤　大輝(2) 窪田　冠太(2) 加藤　大虎(2) 村松　星哉(1) 鎌倉　裕朗(1) 三澤　将汰(1) 望月　真(1)
田中　拓海(3) 笛　遼太(3) 坂本　壮平(2) 岩下　千馬(2) 野口　怜恩(2) 功刀　友貴(1) 向井　大気(2) 望月　悠夢(1)
熊谷　拓海(3) 樋口　壮人(3) 篠塚　竜聖(2) 五味　勇太(2) 赤井　滉太郎(3) 功刀　滉二郎(2) 藤森　翔也(3) 佐野　悠人(2)
ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 小山　周馬(3) 小幡　隆史(3) 村松　由翔(2) 珊瑚　龍之介(1) 横地　龍弥(2) 増田　国光(2) 青嶋　雄斗(2)
佐藤　豪(1) 1m85 佐藤　遼(1) 1m80 菊島　勇飛(2) 1m70 西澤　大和(1) 1m70 水越　竜佑(2) 1m70
山梨・都留興譲館 山梨・甲府南 山梨・甲府南 山梨・東海大甲府 山梨・上野原

松本　昌太郎(1) 1m80 高野　滉太(3) 1m70
山梨・甲府工業 山梨・東海大甲府

及川　晴太(2) 1m70
山梨・上野原

丹澤　寛太(3) 13m44(+3.1) 川和田　龍聖(3) 13m22(+2.7) 横地　龍弥(2) 13m14(+0.4) 山根　雄太(3) 12m80(+3.5) 小池　隼太(2) 12m15(+4.1) 栁澤　晋太郎(1) 12m14(+3.5) 勝俣　晃弥(3) 12m12(+2.9) 諏訪田　琉斗(2) 12m03(+2.3)
山梨・巨摩 公認記録なし 山梨・甲府工業 公認12m99(+1.1) 山梨・甲府西 山梨・上野原 公認12m36(+1.6) 山梨・甲府南 公認記録なし 山梨・巨摩 公認記録なし 山梨・富士北稜 公認記録なし 山梨・富士北稜 公認記録なし

前田　匡蔵(3) 44m24 青嶋　雄斗(2) 37m58 山崎　響(2) 31m06 小林　甲斐人(3) 30m18 田中　悠太(1) 29m64 三井　玄(1) 29m30 小俣　将希(3) 29m14 木村　光輝(3) 29m12
山梨・山梨学院 山梨・身延 山梨・甲府工業 山梨・富士北稜 山梨・農林 山梨・甲府西 山梨・都留興譲館 山梨・身延

6位 7位 8位

27日
少年Ａ男子１００ｍA決勝

風：-4.4

27日 少年Ａ男子４００ｍ

1位 2位 3位 4位 5位

27日 少年Ａ男子走幅跳

27日 少年Ａ男子やり投

27日 少年Ａ男子５０００ｍ

27日 少年Ａ男子４００ｍＨ

27日 少年Ａ男子棒高跳

27日
少年Ｂ男子１００ｍA決勝

風：-4.1

27日 少年Ｂ男子３０００ｍ

27日 少年Ｂ男子走幅跳

27日
少年共通男子４×１００

ｍＲ

27日 少年共通男子走高跳

27日 少年共通男子８００ｍ

27日 少年共通男子１１０ｍＨ

27日
少年共通男子５０００ｍ

Ｗ

27日 少年共通男子三段跳

27日 少年共通男子円盤投
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日付 種目 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位

中田　舞花(3) 11.96 山口　華枝(2) 12.14 松本　佳菜(3) 12.43 岩浅　優花(2) 12.44 古屋　千晶(3) 12.60 齊藤　凪沙(2) 12.67 赤沢　広美(3) 12.70 若杉　彩乃(2) 12.76
山梨・身延 山梨・駿台甲府 山梨・甲府昭和 山梨・駿台甲府 山梨・都留興譲館 山梨・甲府昭和 山梨・巨摩 山梨・駿台甲府
岩浅　優花(2) 59.52 横森　一加(3) 59.83 若杉　彩乃(2) 1:03.00 飯田　萌楓(2) 1:04.16 伊奈　澪亜(3) 1:05.24 丸山　真季(2) 1:06.52 南部　みなみ(3) 1:06.90 渡邊　みるみ(3) 1:08.70
山梨・駿台甲府 山梨・甲府昭和 山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・都留興譲館 山梨・甲府南 山梨・駿台甲府 山梨・富士河口湖
伊藤　万由(2) 11:15.61 落合　真子(3) 11:19.14 穗坂　くるみ(3) 11:20.37 渡辺　杏(2) 11:29.90 堀内　梨瑚(2) 12:15.72 山崎　幸菜(2) 12:16.35 保坂　真優(2) 12:19.73
山梨・甲府第一 山梨・農林 山梨・農林 山梨・富士河口湖 山梨・富士北稜 山梨・北杜 山梨・北杜
今村　令那(3) 1:03.56 三吉　南緒(2) 1:04.54 相原　咲良(2) 1:05.73 鈴木　空(2) 1:09.71 伊奈　澪亜(3) 1:13.66 渡邉　未来(2) 1:17.48
山梨・駿台甲府 山梨・巨摩 山梨・巨摩 山梨・富士北稜 山梨・都留興譲館 山梨・富士北稜
市川　夏生(3) 28:17.60 山本　菜緒(3) 29:48.09
山梨・身延 山梨・身延
山口　華枝(2) 5m52(+1.0) 田中　瑠々花(2) 5m23(+0.1) 川崎　里奈(2) 5m06(0.0) 五味　美桜奈(3) 4m89(+0.2) 小宮山　未来(2) 4m79(+1.9) 細田　耀(2) 4m69(+2.4) 加地　凪紗(2) 4m59(0.0) 相田　このみ(2) 4m58(+2.1)
山梨・駿台甲府 山梨・都留興譲館 山梨・巨摩 山梨・甲陵 山梨・笛吹 山梨・山梨学院 公認4m58(+0.8) 山梨・日大明誠 山梨・日大明誠 公認4m47(+0.6)

村松　美穂(1) 13.63 中村　美紀子(1) 13.84 小川　芽来(1) 13.86 緒方　里帆(1) 14.12 帶金　玲菜(1) 14.24 高木　美希(1) 14.31 三浦　芙優(1) 14.40 辻　彩花(1) 14.50
山梨・甲府南 山梨・山梨学院 山梨・甲府南 山梨・甲府西 山梨・巨摩 山梨・農林 山梨・富士河口湖 山梨・甲府南
河野　もな(1) 2:28.56 桜井　百香(1) 2:32.90 土屋　愛佳(1) 2:35.20 高森　咲(1) 2:35.32 矢部　綾乃(1) 2:36.08 田邉　野乃実(1) 2:38.85 小池　優衣(1) 2:39.03 永石　笑璃(1) 2:43.12
山梨・駿台甲府 山梨・笛吹 山梨・笛吹 山梨・北杜 山梨・駿台甲府 山梨・甲府西 山梨・北杜 山梨・日本航空
鞍打　見春(1) 17.33 横森　ひな(1) 18.05 葛西　朱桃(1) 18.26 手塚　結菜(1) 18.57 山岸　彩香(1) 19.29 駒井　彩来(1) 19.45 渡邉　梨緒(1) 20.47
山梨・身延 山梨・甲府第一 山梨・甲府西 山梨・山梨 山梨・甲府西 山梨・甲府商業 山梨・都留興譲館
小林　杏樹(1) 4m96(+2.3) 今井　梨緒(1) 4m77(0.0) 帶金　玲菜(1) 4m60(+1.3) 辻　彩花(1) 4m53(0.0) 菊池　梨湖(1) 4m44(+1.9) 二宮　優衣(1) 4m40(+0.7) 金丸　瑞季(1) 4m39(-1.0) 那須　麻乃(1) 4m25(0.0)
山梨・駿台甲府 公認4m88(+1.6) 山梨・北杜 山梨・巨摩 山梨・甲府南 山梨・甲府昭和 山梨・甲府第一 山梨・甲府南 山梨・甲府東
宮川　実咲(2) 5:17.03 河口　紗楽(1) 5:17.39 長田　雛乃(1) 5:20.80 河野　もな(1) 5:21.35 桜井　百香(1) 5:22.29 高森　咲(1) 5:22.44 小俣　泉(2) 5:23.43 矢部　綾乃(1) 5:25.55
山梨・甲府昭和 山梨・甲府第一 山梨・笛吹 山梨・駿台甲府 山梨・笛吹 山梨・北杜 山梨・甲府第一 山梨・駿台甲府
山梨・駿台甲府A 48.60 山梨・巨摩 49.15 山梨・笛吹 50.33 山梨・甲府昭和 50.37 山梨・甲府南 52.59 山梨・駿台甲府B 52.80 山梨・都留興譲館 52.97 山梨・甲府第一 53.10
若杉　彩乃(2) 澤登　美怜(2) 山下　葵(2) 阿部　亜美(2) 粕谷　美玖(3) 雨宮　珠麻(3) ミルザプル　咲良(3) 日向　凜々子(3)
山口　華枝(2) 赤沢　広美(3) 平出　好笑(2) 松本　佳菜(3) 村松　美穂(1) 南部　みなみ(3) 田中　瑠々花(2) 古屋　いぶき(2)
岩浅　優花(2) 相原　咲良(2) 小宮山　未来(2) 齊藤　凪沙(2) 綿貫　里咲(2) 河西　葵(3) 伊奈　澪亜(3) 中村　真麻(1)
今村　令那(3) 三吉　南緒(2) 菊島　夏帆(3) 横森　一加(3) 丸山　真季(2) 飯田　萌楓(2) 古屋　千晶(3) 早川　瑠那(2)
鈴木　空(2) 2m40 髙山　瑞生(3) 2m30 宮下　未羽(3) 2m00
山梨・富士北稜 山梨・富士北稜 山梨・富士北稜
田中　瑠々花(2) 11m26(+3.4) 雨宮　珠麻(3) 11m13(+1.4) 渡邉　未来(2) 9m81(+3.2) 河西　葵(3) 9m48(+3.7)
山梨・都留興譲館 公認11m15(+1.6) 山梨・駿台甲府 山梨・富士北稜 公認9m62(0.0) 山梨・駿台甲府 公認記録なし

菊川　泉(3) 30m70 深沢　萌絵(2) 29m44 羽田　美乃里(3) 25m84 深澤　涼(2) 25m18 宮崎　倖那(2) 25m08 望月　涼香(2) 23m86 菊島　世奈(2) 23m74 丹澤　美海(1) 22m82
山梨・甲府昭和 山梨・身延 山梨・富士北稜 山梨・甲府昭和 山梨・北杜 山梨・身延 山梨・都留興譲館 山梨・身延
佐野　葵(3) 39m90 三井　陽麗(1) 34m86 今野　千春(2) 29m28 望月　舞夏(1) 28m18 久保田　せな(3) 27m20 永田　櫻(1) 20m44 大野　真綾(1) 19m78 小林　杏樹(1) 19m18
山梨・身延 山梨・山梨学院 山梨・甲府工業 山梨・身延 山梨・巨摩 山梨・農林 山梨・日本航空 山梨・駿台甲府

凡例 

27日
少年Ａ女子１００ｍ

風：+2.6

27日 少年Ａ女子４００ｍ

27日 少年Ａ女子３０００ｍ

27日 少年Ａ女子４００ｍＨ

27日 少年Ａ女子５０００ｍＷ

27日 少年Ａ女子走幅跳

27日
少年Ｂ女子１００ｍ

風：+0.6

27日 少年Ｂ女子８００ｍ

27日
少年Ｂ女子１００ｍＹＨ

風：+1.6

27日 少年Ｂ女子走幅跳

27日 少年共通女子１５００ｍ

27日
少年共通女子４×１００

ｍＲ

27日 少年共通女子棒高跳

27日 少年共通女子三段跳

27日 少年共通女子円盤投

27日 少年共通女子やり投



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

少年Ａ男子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 10:40 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留)                        1993 5月27日 14:40 決　勝

予　選　13組0着＋16

1組 (風:-0.6) 2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
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨

1 5 709 田中　拓海(3) 駿台甲府 10.77 q 1 3 717 坂本　壮平(2) 山梨学院 11.30 q
ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

2 6 212 樋口　壮人(3) 巨摩 11.43 q 2 4 700 五味　勇太(2) 駿台甲府 11.37 q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳ 山梨

3 3 768 木村　亮太(2) 東海大甲府 11.71 3 5 152 山崎　響(2) 甲府工業 11.98
ｻｸﾗﾀﾞ ﾌｳﾀﾞｲ 山梨 ｱﾗｷ ﾘｭｳﾀ 山梨

4 4 140 櫻田　風大(3) 甲府工業 11.91 4 1 837 荒木　隆太(2) 日本航空 12.28
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 山梨

5 8 822 渡邉　亮太(2) 富士学苑 12.14 5 6 222 井上　幹(2) 巨摩 12.32
ｻｽｶﾞ ﾈｵ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨

2 433 流石　新生(2) 甲府西 DNS 6 7 775 近藤　寿之(3) 東海大甲府 12.43
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨 ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

7 736 中山　拓海(3) 山梨学院 DNS 7 8 115 亀山　昂太郎(2) 甲府南 12.45
ｶﾄｳ ｶｴﾃﾞ 山梨

2 794 加藤　楓(2) 日大明誠 DNS

3組 (風:-2.0) 4組 (風:-2.5)

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
ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

1 5 213 笛　遼太(3) 巨摩 11.35 q 1 3 423 牛山　翔太(3) 甲府西 11.47 q
ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾔ 山梨 ｷｯｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

2 2 861 深澤　直弥(2) 笛吹 11.72 2 5 788 吉川　純平(2) 日大明誠 11.67
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ｼﾉﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ 山梨

3 4 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府 11.73 3 6 718 篠塚　竜聖(2) 山梨学院 11.87
ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨 ﾂﾙﾀ ｼｭｳ 山梨

4 6 436 功刀　滉二郎(2) 甲府西 11.85 4 4 208 鶴田　嵩(3) 巨摩 12.26
ｱﾏﾉ ﾘｭｳｷ 山梨 ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨

5 3 653 天野　龍希(2) 都留興譲館 12.20 5 2 635 大嶺　ゆうじ(2) 富士北稜 12.40
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 ｱｵｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨

6 8 315 山口　祐冊(2) 山梨 12.29 6 8 149 青木　彪芽(2) 甲府工業 12.42
ﾂﾏｷ ｶﾅﾀ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾚｵﾝ 山梨

7 151 妻木　奏太(2) 甲府工業 DQ,FS 7 7 695 沢登　怜音(2) 駿台甲府 12.56
ｱｶｲｹ ﾕｳ 山梨

1 106 赤池　優(2) 甲府南 DNS

5組 (風:-1.3) 6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
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

1 5 693 加藤　大虎(2) 駿台甲府 11.49 q 1 6 697 松野　滉大(2) 駿台甲府 11.32 q
ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｼｭﾝ 山梨

2 6 146 川手　譲(3) 甲府工業 11.72 2 5 838 長田　隼(2) 日本航空 11.91
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 山梨 ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨

3 2 529 太田　佑真(2) 上野原 12.04 3 2 643 諏訪田　琉斗(2) 富士北稜 11.94
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 山梨

4 4 187 吉田　将太朗(2) 巨摩 12.09 4 8 570 山田　紘之朗(2) 甲府昭和 12.45
ｸｻｼｵ ｱｷ 山梨 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｷ 山梨

5 8 70 草塩　杏樹(2) 甲府第一 12.41 5 7 816 五十嵐　一樹(2) 富士学苑 12.56
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨 ｺｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 山梨

6 7 677 渡邊　星矢(2) 都留興譲館 12.94 6 1 143 國母　和也(3) 甲府工業 13.60
ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨

7 1 516 鈴木　克弥(2) 甲府商業 13.43 3 596 藤森　翔也(3) 北杜 DNS
ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 山梨

3 732 野村　涼(3) 山梨学院 DNS 4 181 野田　紘夢(2) 巨摩 DNS



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

少年Ａ男子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 10:40 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留)                        1993 5月27日 14:40 決　勝

予　選　13組0着＋16

7組 (風:-0.1) 8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
ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 山梨

1 6 733 小幡　隆史(3) 山梨学院 11.20 q 1 4 603 増田　国光(2) 北杜 11.45 q
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨 ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 山梨

2 4 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府 11.26 q 2 2 533 山根　翔太(3) 上野原 11.49 q
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨

3 3 147 山田　健二(3) 甲府工業 11.54 3 6 141 内藤　光(3) 甲府工業 11.50
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨 ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

4 5 107 石川　諒(2) 甲府南 11.81 4 5 792 芳賀　大将(2) 日大明誠 11.91
ｻｲｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨

5 7 227 三枝　史弥(2) 巨摩 12.22 5 3 711 樋川　充(3) 駿台甲府 11.97
ｶｶﾞﾐ ｼｵﾝ 山梨 ﾅﾄﾘ ｹｲｾｲ 山梨

6 8 767 加賀美　嗣雲(2) 東海大甲府 13.24 6 8 218 名取　慶星(3) 巨摩 12.11
ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨 ﾓﾘｷ ｿｳ 山梨

2 642 境　宏真(2) 富士北稜 DQ,FS 7 7 75 守木　蒼(2) 甲府第一 12.67
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨

1 402 北村　祐成(2) 吉田 DNS

9組 (風:-1.2) 10組 (風:-1.6)

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
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

1 6 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府 11.47 q 1 4 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府 11.18 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨

2 5 488 渡邊　一樹(3) 富士河口湖 11.53 2 3 148 三枝　昂太(2) 甲府工業 11.76
ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨 ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨

3 4 245 佐野　悠人(2) 身延 11.57 3 5 221 有野　嵐(2) 巨摩 11.96
ｺｳﾉ ﾕｳﾀ 山梨 ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨

4 1 860 河野　侑太(2) 笛吹 11.96 4 6 176 矢ヶ崎　秀太(2) 農林 12.25
ﾐｽﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ 山梨 ｶｻﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨

5 3 604 水山　佳晃(2) 北杜 12.04 5 2 538 笠間　亮佑(2) 上野原 12.29
ﾂｶﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ﾑｶﾜ ｼｮｳ 山梨

6 2 229 塚原　響(2) 巨摩 12.20 6 7 505 武川　翔(3) 甲府城西 12.52
ｶｼﾞﾊﾗ ｹﾝ 山梨 ｲﾉｳｴ ｶｲ 山梨

7 8 818 梶原　健(2) 富士学苑 12.56 8 113 井上　佳(2) 甲府南
ｼﾑﾗ ｶｲ 山梨

8 7 297 志村　海(2) 日川 12.81

11組 (風:-3.2) 12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
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

1 4 243 野口　怜恩(2) 身延 11.58 1 5 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府 11.19 q
ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｸ 山梨

2 6 228 進藤　大輝(2) 巨摩 11.79 2 2 460 角田　陸(3) 甲府東 11.26 q
ｻﾙﾔ ｱﾔﾄ 山梨 ﾑｶｲ ﾋﾛｷ 山梨

3 7 628 申谷　礼人(3) 富士北稜 12.30 3 4 605 向井　大気(2) 北杜 11.53
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨

4 8 777 中澤　幹(3) 東海大甲府 12.42 4 3 664 羽入田　直斗(3) 都留興譲館 11.83
ｶｻｲ ﾖｳｽｹ 山梨 ｺﾐﾔﾏ ﾘｮｳ 山梨

5 3 565 笠井　洋輔(2) 甲府昭和 12.62 5 8 491 小宮山　諒(3) 富士河口湖 12.15
ｼﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｵｷﾞﾉ ﾕｳｺﾞ 山梨

6 2 675 白川　椋大(2) 都留興譲館 12.91 6 7 205 荻野　祐悟(3) 巨摩 12.37
ｱｼｻﾞﾜ ﾌﾐ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 山梨

5 715 芦澤　芙海(2) 駿台甲府 DNS 7 1 521 安達　大貴(3) 甲陵 12.37
ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨

6 780 山下　竜世(2) 東海大甲府 DNS



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

少年Ａ男子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 10:40 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留)                        1993 5月27日 14:40 決　勝

予　選　13組0着＋16

13組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

1 4 698 村松　由翔(2) 駿台甲府 11.53
ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

2 6 144 新奥　亮雅(3) 甲府工業 11.61
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨

3 5 186 山本　龍(2) 巨摩 11.85
ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

4 8 114 今村　亮太(2) 甲府南 12.41
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

5 2 522 若林　凌(3) 甲陵 12.70
ﾌﾙﾔ ﾀｽｸ 山梨

6 1 859 古屋　丞(2) 笛吹 12.70
ｱﾒﾐﾔ ﾀｹﾄ 山梨

3 734 雨宮　健仁(3) 山梨学院 DNS
ﾌﾙﾔ ﾋﾛｷ 山梨

7 434 古屋　大樹(2) 甲府西 DNS

決　勝　2組

B決勝 (風:-3.8) A決勝 (風:-4.4)

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
ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

1 3 213 笛　遼太(3) 巨摩 11.47 1 6 709 田中　拓海(3) 駿台甲府 11.23
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

2 5 700 五味　勇太(2) 駿台甲府 11.54 2 5 733 小幡　隆史(3) 山梨学院 11.52
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

3 8 423 牛山　翔太(3) 甲府西 11.56 3 3 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府 11.59
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

4 2 693 加藤　大虎(2) 駿台甲府 11.63 4 1 697 松野　滉大(2) 駿台甲府 11.63
ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｸ 山梨

5 6 212 樋口　壮人(3) 巨摩 11.69 5 7 460 角田　陸(3) 甲府東 11.64
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨

6 7 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府 11.74 6 2 717 坂本　壮平(2) 山梨学院 11.73
ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 山梨 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

7 1 533 山根　翔太(3) 上野原 11.84 7 8 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府 11.77
ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

4 603 増田　国光(2) 北杜 DNS 4 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府 DNF



凡例  DNS:欠場

少年Ａ男子４００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     46.79     堀越　勇介(都留)                      1990 5月27日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ｷｯｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨

1 8 788 吉川　純平(2) 日大明誠 54.79 1 4 717 坂本　壮平(2) 山梨学院 51.64
ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｽｶｲ 山梨

2 5 540 守屋　智博(2) 上野原 55.58 2 1 840 清水　澄海(2) 日本航空 54.88
ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ 山梨 ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ 山梨

3 4 401 丹羽　智彦(2) 吉田 56.33 3 7 85 小池　隼太(2) 甲府南 56.22
ｻﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 山梨 ｶｻｲ ﾀﾞｲｷ 山梨

4 2 851 澤口　拓樹(2) 日本航空 58.63 4 2 394 河西　大輝(2) 吉田 59.68
ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾞｭ 山梨 ﾂﾏｷ ｶﾅﾀ 山梨

5 3 671 井上　黎樹(3) 都留興譲館 1:00.20 5 5 151 妻木　奏太(2) 甲府工業 1:01.37
ﾌﾙﾔ ﾀｽｸ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨

6 859 古屋　丞(2) 笛吹 DNS 3 677 渡邊　星矢(2) 都留興譲館 DNS
ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 山梨 ｶｻﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨

7 603 増田　国光(2) 北杜 DNS 6 538 笠間　亮佑(2) 上野原 DNS
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

8 700 五味　勇太(2) 駿台甲府 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

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 山梨

1 4 147 山田　健二(3) 甲府工業 53.58 1 4 309 前嶋　優汰(3) 山梨 55.53
ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 山梨

2 5 792 芳賀　大将(2) 日大明誠 56.02 2 6 778 今澤　友作(2) 東海大甲府 55.88
ｱﾏﾉ ﾘｭｳｷ 山梨 ﾔｽﾄﾐ ﾕｳﾔ 山梨

3 3 653 天野　龍希(2) 都留興譲館 57.24 3 3 823 安富　憂弥(2) 富士学苑 59.93
ｻｲｸﾞｻ ﾀｲﾖｳ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 541 三枝　大燿(2) 上野原 DNS 4 5 822 渡邉　亮太(2) 富士学苑 1:00.21
ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨

6 733 小幡　隆史(3) 山梨学院 DNS 5 7 402 北村　祐成(2) 吉田 1:01.87
ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 山梨 ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

7 533 山根　翔太(3) 上野原 DNS 2 144 新奥　亮雅(3) 甲府工業 DNS
ﾑｶﾜ ｼｮｳ 山梨 ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 山梨

8 505 武川　翔(3) 甲府城西 DNS 8 529 太田　佑真(2) 上野原 DNS

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

ｱﾗﾌﾈ ﾃﾞﾜ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

1 4 850 新舟　デワ(2) 日本航空 53.30 1 6 698 村松　由翔(2) 駿台甲府 52.90
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨 ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

2 3 186 山本　龍(2) 巨摩 53.63 2 7 153 済間　大誠(2) 甲府工業 53.73
ｻｸﾗﾀﾞ ﾌｳﾀﾞｲ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 山梨

3 5 140 櫻田　風大(3) 甲府工業 54.74 3 2 222 井上　幹(2) 巨摩 53.78
ｻｲｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨

4 6 227 三枝　史弥(2) 巨摩 54.75 4 4 711 樋川　充(3) 駿台甲府 55.24
ｼﾝｶｲ ｺｳﾀ 山梨 ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨

5 7 76 新海　航太(2) 甲府第一 54.82 5 1 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府 55.41
ｷｸｼﾏ ﾕｳﾋ 山梨 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｷ 山梨

6 2 109 菊島　勇飛(2) 甲府南 54.90 6 5 786 長島　甲輝(3) 日大明誠 55.42
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ 山梨

1 665 小林　和樹(3) 都留興譲館 DNS 7 3 672 長嶋　碧也(3) 都留興譲館 55.66
ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

8 212 樋口　壮人(3) 巨摩 DNS 8 709 田中　拓海(3) 駿台甲府 DNS



凡例  DNS:欠場

少年Ａ男子４００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     46.79     堀越　勇介(都留)                      1990 5月27日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨

1 4 141 内藤　光(3) 甲府工業 51.36 1 141 内藤　光(3) 甲府工業 51.36
ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨

2 1 245 佐野　悠人(2) 身延 52.20 2 717 坂本　壮平(2) 山梨学院 51.64
ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

3 2 176 矢ヶ崎　秀太(2) 農林 55.63 3 245 佐野　悠人(2) 身延 52.20
ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

3 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府 DNS 4 698 村松　由翔(2) 駿台甲府 52.90
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ｱﾗﾌﾈ ﾃﾞﾜ 山梨

5 697 松野　滉大(2) 駿台甲府 DNS 5 850 新舟　デワ(2) 日本航空 53.30
ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山梨

6 146 川手　譲(3) 甲府工業 DNS 6 147 山田　健二(3) 甲府工業 53.58
ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨

7 112 早川　武志(2) 甲府南 DNS 7 186 山本　龍(2) 巨摩 53.63
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨 ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

8 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府 DNS 8 153 済間　大誠(2) 甲府工業 53.73



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

少年Ａ男子５０００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     13:56.31  市谷　龍太郎(山梨学院)                2013 5月27日 15:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｺｳｶﾞ 山梨

1 16 173 澤登　恒河(3) 農林 16:12.49
ｶﾜﾁ ﾀｲｷ 山梨

2 23 782 河内　大輝(3) 日大明誠 16:23.99
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨

3 11 172 宮本　湧也(3) 農林 16:41.05
ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ 山梨

4 7 174 佐藤　丈(2) 農林 16:43.05
ﾌﾙﾔ ｹｲｼｮｳ 山梨

5 20 72 古屋　渓将(2) 甲府第一 16:51.52
ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 山梨

6 19 168 西澤　圭介(3) 農林 16:58.06
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂﾎ 山梨

7 13 77 望月　満帆(2) 甲府第一 17:05.38
ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾔ 山梨

8 24 165 浅田　将也(3) 農林 17:28.30
ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 山梨

9 14 493 桒原　誌音(2) 富士河口湖 17:30.51
ﾄﾂｶ ｶｽﾞﾔ 山梨

10 21 654 戸塚　和也(2) 都留興譲館 17:36.22
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｸ 山梨

11 4 175 宮本　莉玖(2) 農林 17:54.55
ｵｸﾜｷ ｹｲｺﾞ 山梨

12 15 634 奥脇　圭吾(2) 富士北稜 17:59.79
ﾎｻｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 山梨

13 6 62 保坂　颯一郎(2) 甲府第一 18:02.65
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ 山梨

14 8 69 堀内　祐汰(2) 甲府第一 18:06.11
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘﾝﾀ 山梨

15 2 67 小笠原　倫汰(2) 甲府第一 18:07.04
ｻｲｸﾞｻ ﾘﾝ 山梨

16 17 494 三枝　倫(2) 富士河口湖 18:16.43
ｵﾋﾞ ﾙｲ 山梨

17 3 498 小尾　塁(2) 富士河口湖 18:21.72
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 山梨

18 18 440 北村　響(2) 甲府西 18:22.01
ｶﾜﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ 山梨

19 12 679 河野　栄一郎(2) 都留興譲館 18:36.95
ﾎﾝﾏ ｹｲﾉｽｹ 山梨

20 27 536 本間　敬之佑(2) 上野原 18:52.35
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨

21 26 821 渡邉　和樹(2) 富士学苑 18:52.74
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｷﾔ 山梨

22 9 314 丸山　力也(2) 山梨 19:02.37
ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ 山梨

23 22 497 後藤　颯太(2) 富士河口湖 19:08.44
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 山梨

24 5 638 堀内　翔太(2) 富士北稜 19:20.63
ｸﾗﾓﾄ ﾄｵﾙ 山梨

25 25 849 倉本　龍(2) 日本航空 20:02.69
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨

10 71 小山　翔太郎(2) 甲府第一 DNF
ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨

1 171 石原　巧(3) 農林 DNS
ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨

28 166 石原　大誠(3) 農林 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 175 173 782 173

記録 3:15 6:30 9:46 13:06
決　勝

 



凡例  DNS:欠場

少年Ａ男子４００ｍＨ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     51.35     野澤　啓佑(巨摩)                      2009 5月27日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

1 5 557 大久保　風(3) 甲府昭和 1:00.20 1 4 631 中村　僚(3) 富士北稜 56.49
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

2 4 246 川窪　貴斗(2) 身延 1:03.22 2 5 263 赤井　滉太郎(3) 身延 57.20
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨

3 7 153 済間　大誠(2) 甲府工業 1:04.59 3 7 567 長倉　脩斗(2) 甲府昭和 57.98
ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨 ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

4 3 720 窪田　冠太(2) 山梨学院 1:06.57 4 3 184 水越　将司(2) 巨摩 59.51
ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨

5 6 249 伊東　海星(2) 身延 1:08.29 1 488 渡邊　一樹(3) 富士河口湖 DNS
ｲｼｸﾗ ﾜﾀﾙ 山梨 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

6 1 636 石倉　渉(2) 富士北稜 1:09.19 2 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府 DNS
ｻｶｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ 山梨

2 639 坂口　千晴(2) 富士北稜 DNS 6 142 雨宮　光輝(3) 甲府工業 DNS
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

8 640 堀内　新斗(2) 富士北稜 DNS 8 210 名取　純矢(3) 巨摩 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

1 631 中村　僚(3) 富士北稜 56.49
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

2 263 赤井　滉太郎(3) 身延 57.20
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨

3 567 長倉　脩斗(2) 甲府昭和 57.98
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

4 184 水越　将司(2) 巨摩 59.51
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨

5 557 大久保　風(3) 甲府昭和 1:00.20
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨

6 246 川窪　貴斗(2) 身延 1:03.22
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

7 153 済間　大誠(2) 甲府工業 1:04.59
ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨

8 720 窪田　冠太(2) 山梨学院 1:06.57



凡例  DNS:欠場

少年Ａ男子棒高跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     4m70      雨宮　陽介(都留)                      2000 5月27日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 － － － － － × ○ － × × ○

1 4 633 平井　大智(3) 富士北稜 × × ○ × × × 3m70
ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾔ 山梨 － － － － － － － × × ○

2 6 424 奥田　雅也(3) 甲府西 － × × × 3m60
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾔ 山梨 － － － － － × ○ × × ×

3 5 214 水上　雄也(3) 巨摩 3m40
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨 － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

4 2 437 齊藤　勇貴(2) 甲府西 3m30
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 ○ × × ○ × ○ × × ×

5 1 641 渡邊　雄太(2) 富士北稜 3m10
ｱｶｲｹ ﾕｳ 山梨

3 106 赤池　優(2) 甲府南 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m80

3m70

3m50 3m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m00

3m80

3m10 3m20 3m30 3m40



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

少年Ａ男子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     7m34      山下　　黎(駿台甲府)                  2014 5月27日 12:00 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

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 6m67 2m60 6m45 6m67 8 － － 6m65 6m67
1 17 693 加藤　大虎(2) 駿台甲府 +1.6 0.0 -0.7 +1.6 -1.0 +1.6

ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨 6m39 6m35 － 6m39 7 6m50 6m45 6m23 6m50
2 2 213 笛　遼太(3) 巨摩 +0.5 +1.8 +0.5 +2.0 +1.4 +0.4 +2.0

ｻｲｸﾞｻ ﾀｲﾖｳ 山梨 3m81 × 6m10 6m10 4 6m46 × 6m21 6m46
3 22 541 三枝　大燿(2) 上野原 +0.1 0.0 0.0 +2.3 -1.2 +2.3

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨 × 6m13 6m14 6m14 5 6m28 6m43 × 6m43
4 18 107 石川　諒(2) 甲府南 +0.1 -0.9 -0.9 +1.3 -0.3 -0.3

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 6m22 × × 6m22 6 6m39 6m36 6m38 6m39
5 14 664 羽入田　直斗(3) 都留興譲館 +3.5 +3.5 +1.1 -0.8 +1.4 +1.1

ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨 6m02 5m68 5m87 6m02 2 6m14 6m04 6m36 6m36
6 9 635 大嶺　ゆうじ(2) 富士北稜 0.0 -0.2 +1.1 0.0 +0.5 +0.3 +1.3 +1.3

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 5m92 6m04 5m74 6m04 3 5m86 5m87 5m91 6m04
7 3 139 川和田　龍聖(3) 甲府工業 0.0 0.0 -1.9 0.0 +2.3 +0.4 -0.7 0.0

ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨 5m91 5m60 5m35 5m91 1 5m67 5m83 5m89 5m91
8 4 243 野口　怜恩(2) 身延 -0.9 -1.2 -1.6 -0.9 +1.1 +0.8 +1.5 -0.9

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 5m66 5m60 5m74 5m74 5m74
9 12 187 吉田　将太朗(2) 巨摩 +2.3 -0.2 +0.6 +0.6 +0.6

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 山梨 5m64 × 5m66 5m66 5m66
10 11 570 山田　紘之朗(2) 甲府昭和 +0.8 +0.4 +0.4 +0.4

ｼﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 5m50 5m61 5m52 5m61 5m61
11 7 675 白川　椋大(2) 都留興譲館 0.0 0.0 -1.6 0.0 0.0

ｷﾀｲ ﾕｳｼﾞ 山梨 5m22 5m60 4m65 5m60 5m60
12 1 514 北井　雄志(2) 甲府商業 -0.2 +1.5 -1.0 +1.5 +1.5

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨 × 5m30 5m24 5m30 5m30
13 20 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府 +0.2 -0.6 +0.2 +0.2

ｶｼﾞﾊﾗ ｹﾝ 山梨 5m14 5m21 5m14 5m21 5m21
14 16 818 梶原　健(2) 富士学苑 +1.0 -1.6 -3.3 -1.6 -1.6

ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 山梨 4m52 5m00 4m73 5m00 5m00
15 8 515 宮川　周平(2) 甲府商業 -0.1 0.0 -2.3 0.0 0.0

ｻｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 山梨 4m83 4m95 4m87 4m95 4m95
16 13 310 坂本　山登(3) 山梨 +2.2 -0.9 -1.3 -0.9 -0.9

ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨 4m70 4m83 × 4m83 4m83
17 21 642 境　宏真(2) 富士北稜 +0.2 0.0 0.0 0.0

ｲﾁﾉｾ ｼｮｳﾀ 山梨 × × ×
10 769 一瀬　翔大(2) 東海大甲府 NM

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

5 568 丸山　泰世(2) 甲府昭和 DNS
ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

6 204 市川　翔太(3) 巨摩 DNS
ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨

15 148 三枝　昂太(2) 甲府工業 DNS
ｶｻｲ ﾕｳﾔ 山梨

19 216 河西　佑哉(3) 巨摩 DNS



少年Ａ男子やり投
審 判 長：

記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     64m74     中村　英詞(都留)                      1990 5月27日 15:00 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

ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾄ 山梨

1 9 262 今村　海渡(3) 身延 46m78 53m00 50m42 53m00 8 54m22 53m88 51m66 54m22
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

2 6 266 木村　光輝(3) 身延 49m02 48m72 46m54 49m02 6 48m14 52m04 51m34 52m04
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ 山梨

3 12 247 青嶋　雄斗(2) 身延 47m72 49m94 46m24 49m94 7 47m42 49m58 47m04 49m94
ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 山梨

4 3 670 志村　健太(3) 都留興譲館 47m48 47m22 42m36 47m48 5 45m28 46m12 47m72 47m72
ｻﾉ ｶｲﾎ 山梨

5 2 637 佐野　開穂(2) 富士北稜 44m92 45m42 44m76 45m42 4 41m20 41m34 45m70 45m70
ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ 山梨

6 10 112 早川　武志(2) 甲府南 30m50 34m54 34m04 34m54 1 32m10 38m38 32m62 38m38
ｸｻｼｵ ｱｷ 山梨

7 8 70 草塩　杏樹(2) 甲府第一 36m90 37m56 × 37m56 3 35m92 35m08 36m00 37m56
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

8 4 302 中村　光希(2) 山梨 32m38 36m76 36m58 36m76 2 36m34 35m12 32m04 36m76
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 山梨

9 1 313 柏原　隆志(3) 山梨 × 33m22 × 33m22 33m22
ｶｻｲ ﾖｳｽｹ 山梨

10 13 565 笠井　洋輔(2) 甲府昭和 31m08 29m18 32m62 32m62 32m62
ｵﾏﾀ ﾏｻｷ 山梨

11 7 667 小俣　将希(3) 都留興譲館 22m92 28m04 28m56 28m56 28m56
ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

12 14 114 今村　亮太(2) 甲府南 27m58 26m54 25m70 27m58 27m58
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨

13 5 566 小山　和馬(2) 甲府昭和 15m60 20m14 24m88 24m88 24m88
ｵｵｻﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨

14 11 673 大澤　諒汰(3) 都留興譲館 14m02 18m28 16m76 18m28 18m28



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った

少年Ｂ男子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 10:05 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留)                        1993 5月27日 14:30 決　勝

予　選　12組0着＋16

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-2.5)

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
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾄ 山梨

1 6 254 珊瑚　龍之介(1) 身延 11.40 q 1 5 573 古屋　皓大(1) 甲府昭和 11.85 q
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨 ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 山梨

2 5 879 佐野　飛向(1) 巨摩 12.68 2 3 655 永田　瑞季(1) 都留興譲館 12.04 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾆｲｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ 山梨

3 4 657 小林　迅人(1) 都留興譲館 12.75 3 1 160 新島　零次(1) 農林 12.25
ｱﾏﾔ ﾋｶﾙ 山梨 ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨

4 2 57 天谷　陽(1) 韮崎工業 13.18 4 7 303 長沼　柊人(1) 山梨 12.29
ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨

5 8 301 古屋　勇侍(1) 山梨 13.42 5 8 649 堀内　涼介(1) 富士北稜 12.62
ｶﾄｳ ｶｹﾙ 山梨 ｵｵｷﾞ ｶｹﾙ 山梨

6 7 169 加藤　翔(1) 農林 13.43 6 2 231 大木　駆(1) 増穂商業 13.17
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾔ 山梨 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺﾞ 山梨

7 3 100 水谷　伶弥(1) 甲府南 13.79 7 4 797 五十嵐　啓悟(1) 日大明誠 13.66
ﾏｴﾉ ｼｮｳｷ 山梨

8 6 97 前野　翔紀(1) 甲府南 14.85

3組 (風:-3.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

1 6 255 村松　星哉(1) 身延 11.61 q 1 6 305 丸山　翔大(1) 山梨 12.12 q
ｶﾔﾇﾏ ｹｲｽｹ 山梨 ｼﾓﾀﾞ ﾘｸ 山梨

2 2 678 萱沼　圭佑(1) 都留興譲館 13.12 2 7 800 霜田　陸(1) 日大明誠 12.52
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 山梨

3 4 447 飯島　大喜(1) 甲府西 13.34 3 3 452 風間　優佑(1) 甲府東 12.54
ﾊﾟｯﾀﾗ ﾎﾞﾃﾞｨﾝ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｿﾗ 山梨

4 8 844 パッタラ　ボディン(1) 日本航空 13.64 4 2 198 中込　空(1) 巨摩 12.86
ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳｷ 山梨

5 7 651 渡部　弥人(1) 富士北稜 13.88 5 5 86 五味　裕輝(1) 甲府南 12.86
ﾉｻﾞﾜ ﾖｳﾀ 山梨 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨

6 3 95 野澤　陽太(1) 甲府南 14.02 6 8 644 川端　竜生(1) 富士北稜 13.20
ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ 山梨 ﾓﾘ ｹﾝｽｹ 山梨

7 5 826 後藤　廉(1) 富士学苑 14.41 4 609 森　謙介(1) 北杜 DNS

5組 (風:-2.1) 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
ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 山梨 ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

1 6 607 三澤　将汰(1) 北杜 11.91 q 1 6 442 功刀　友貴(1) 甲府西 11.44 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

2 2 660 渡辺　航大(1) 都留興譲館 12.23 2 3 195 村田　翔哉(1) 巨摩 11.74 q
ﾆｯﾄﾉ ﾂｶｻ 山梨 ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山梨

3 7 502 入戸野　司(1) 甲府城西 12.41 3 1 727 依田　柊哉(1) 山梨学院 12.36
ﾊﾀﾉ ｶﾝﾀ 山梨 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝﾒｲ 山梨

4 4 877 幡野　貫太(1) 巨摩 12.52 4 2 79 滝沢　俊明(1) 甲府第一 12.40
ｳｽｲ ﾀﾂﾐ 山梨 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨

5 1 798 臼井　達海(1) 日大明誠 12.87 5 8 179 田中　悠太(1) 農林 12.47
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨

6 8 178 窪田　優人(1) 農林 13.49 6 7 304 佐藤　隼斗(1) 山梨 12.49
ﾋｻｶﾄﾞ ﾉﾘｵ 山梨 ｲ ﾋｮﾝﾐﾝ 山梨

7 3 827 久門　法雄(1) 富士学苑 14.32 7 5 843 イ　ヒョンミン(1) 日本航空 12.60
ｵｻﾉ ｿｳ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ 山梨

5 645 小佐野　颯(1) 富士北稜 DQ,T2 8 4 646 小林　真翔(1) 富士北稜 13.07



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った

少年Ｂ男子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 10:05 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留)                        1993 5月27日 14:30 決　勝

予　選　12組0着＋16

7組 (風:-1.4) 8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
ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨

1 5 572 丸山　礼聖(1) 甲府昭和 11.91 q 1 5 252 望月　真(1) 身延 12.04 q
ｵﾏﾀ ﾚﾝﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

2 4 658 小俣　蓮虎(1) 都留興譲館 12.35 2 3 199 中込　諒一(1) 巨摩 12.25
ﾜｶﾂｷ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｶﾐｶﾜ ﾋﾛ 山梨

3 2 866 若月　隼弥(1) 笛吹 12.46 3 1 468 上川　皓(1) 甲府東 12.40
ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨 ﾅﾘｻﾜ ｶﾞｸﾄ 山梨

4 6 119 百田　國光(1) 甲府工業 12.47 4 6 92 成澤　楽人(1) 甲府南 12.61
ｱｾﾞﾁ ｶｲ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 山梨

5 8 796 畔地　凱(1) 日大明誠 12.90 5 2 669 杉本　健太(1) 都留興譲館 13.54
ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 山梨 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨

6 7 59 古屋　将大(1) 韮崎工業 12.98 6 7 501 佐藤　翔太(1) 甲府城西 13.68
ｼﾝｶｲ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨

7 3 841 新海　大成(1) 日本航空 13.59 7 4 828 渡邊　陸(1) 富士学苑 14.52
ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 山梨

8 1 167 石山　大悟(1) 農林 14.64 8 8 772 矢崎　拓哉(1) 東海大甲府 14.89

9組 (風:+0.2) 10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
ﾐﾂｲ ｹﾞﾝ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 山梨

1 3 443 三井　玄(1) 甲府西 12.15 q 1 5 197 秋山　拓朗(1) 巨摩 12.09 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 山梨

2 4 253 望月　悠夢(1) 身延 12.20 q 2 6 610 坂本　周平(1) 北杜 12.20 q
ｻｻ ﾘｸ 山梨 ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨

3 5 799 佐々　凌空(1) 日大明誠 12.32 3 3 506 岩崎　裕謙(1) 甲府城西 12.65
ｳﾐﾉ ﾏｻﾄ 山梨 ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 山梨

4 1 454 海野　聖翔(1) 甲府東 12.92 4 7 730 大村　拓矢(1) 山梨学院 12.73
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 山梨

5 8 158 小林　俊也(1) 農林 13.09 5 4 509 野澤　歩夢(1) 甲府商業 13.18
ﾄｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨 ﾊﾀﾉ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

6 7 647 遠山　魁斗(1) 富士北稜 13.12 6 2 674 幡野　大介(1) 都留興譲館 13.97
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 山梨 ﾎｻｶ ｼｮｳ 山梨

7 2 56 仲澤　瑞季(1) 韮崎工業 13.52 8 707 保阪　聖(1) 駿台甲府 DNS
ﾊﾟﾙﾄｩｵﾌﾞ ｱｳﾛﾝ 山梨

8 6 824 パルトゥオブ　アウロン(1) 富士学苑 14.73

11組 (風:+0.1) 12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
ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨 ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ 山梨

1 3 200 笠井　太陽(1) 巨摩 12.27 1 6 446 鎌倉　裕朗(1) 甲府西 11.70 q
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 山梨 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨

2 4 703 石田　光希(1) 駿台甲府 12.27 2 5 705 吉澤　大聖(1) 駿台甲府 12.12 q
ｲｲﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 山梨

3 2 503 飯沼　凌佑(1) 甲府城西 12.93 3 4 156 大沢　仁(1) 農林 12.63
ｺｳﾉ ｶｹﾙ 山梨 ﾅﾙｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 山梨

4 6 648 河野　翔(1) 富士北稜 12.96 4 2 298 成島　駿輔(1) 日川 12.67
ﾐｻﾜ ﾌﾐﾔ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾉｽｹ 山梨

5 5 453 三澤　史弥(1) 甲府東 13.04 5 3 451 杉山　鷹之介(1) 甲府東 12.80
ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ｺｳｷ 山梨 ﾊﾅﾜ ﾀｲｶﾞ 山梨

6 8 159 城之内　幸紀(1) 農林 13.33 6 8 731 花輪　大河(1) 山梨学院 14.02
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ﾊﾙｷ 山梨

7 1 574 石原　大暉(1) 甲府昭和 13.80 7 7 668 白鳥　晴基(1) 都留興譲館 15.23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨

7 659 渡邉　虎之介(1) 都留興譲館 DNS 1 825 大久保　龍(1) 富士学苑 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った

少年Ｂ男子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 10:05 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留)                        1993 5月27日 14:30 決　勝

決　勝　2組

B決勝 (風:-2.8) A決勝 (風:-4.1)

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 ｼﾝ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

1 4 252 望月　真(1) 身延 12.14 1 5 254 珊瑚　龍之介(1) 身延 11.49
ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

2 3 197 秋山　拓朗(1) 巨摩 12.19 2 6 442 功刀　友貴(1) 甲府西 11.66
ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨

3 5 655 永田　瑞季(1) 都留興譲館 12.20 3 3 255 村松　星哉(1) 身延 11.79
ﾐﾂｲ ｹﾞﾝ 山梨 ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

4 8 443 三井　玄(1) 甲府西 12.20 4 1 607 三澤　将汰(1) 北杜 11.90
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨 ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ 山梨

5 6 305 丸山　翔大(1) 山梨 12.20 5 4 446 鎌倉　裕朗(1) 甲府西 11.92
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

6 7 705 吉澤　大聖(1) 駿台甲府 12.36 6 8 195 村田　翔哉(1) 巨摩 12.03
ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾄ 山梨

7 2 610 坂本　周平(1) 北杜 12.40 7 7 573 古屋　皓大(1) 甲府昭和 12.16
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨

8 1 253 望月　悠夢(1) 身延 12.48 8 2 572 丸山　礼聖(1) 甲府昭和 12.17



凡例  DNS:欠場

少年Ｂ男子３０００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     8:19.44   上田　健太(山梨学院)                  2013 5月27日 16:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｶｲｹ ｿｳﾀ 山梨

1 24 500 赤池　颯太(1) 富士河口湖 9:27.87
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨

2 18 571 小林　拓登(1) 甲府昭和 9:28.31
ﾅｶｺﾞﾐ ｿﾗ 山梨

3 32 198 中込　空(1) 巨摩 9:32.50
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 山梨

4 6 445 佐藤　智哉(1) 甲府西 9:34.23
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 山梨

5 2 864 秋山　和良(1) 笛吹 9:34.63
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 山梨

6 11 164 東條　拓海(1) 農林 9:46.24
ｺｳﾉ ﾘｭｳｷ 山梨

7 33 163 河野　竜希(1) 農林 9:59.38
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 山梨

8 30 155 山形　亮太(1) 甲府工業 10:01.71
ｵｻﾀﾞ ﾘｸ 山梨

9 25 650 長田　琉玖(1) 富士北稜 10:12.33
ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

10 4 201 酒井　凌佑(1) 巨摩 10:13.90
ｲﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 山梨

11 21 161 伊藤　克典(1) 農林 10:18.53
ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨

12 16 444 小野　健太(1) 甲府西 10:21.64
ｵｶ ﾀﾂﾄ 山梨

13 10 716 岡　達人(1) 駿台甲府 10:26.88
ﾊﾅﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨

14 19 96 花田　朋也(1) 甲府南 10:26.91
ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 山梨

15 9 448 秋山　雅志(1) 甲府西 10:30.73
ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

16 13 91 中野　皓平(1) 甲府南 10:37.78
ｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 山梨

17 1 154 志村　悠平(1) 甲府工業 10:38.86
ﾅﾗｼﾏ ﾕｳｽｹ 山梨

18 17 872 楢島　佑亮(1) 上野原 10:45.60
ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 山梨

19 8 306 加藤　大登(1) 山梨 11:03.25
ﾀｶﾉ ﾕｳﾏ 山梨

20 20 233 高野　優真(1) 増穂商業 11:27.86
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾁ 山梨

21 27 874 小林　魁智(1) 上野原 11:28.33
ｶﾅﾓﾘ ﾚﾝ 山梨

22 28 632 金森　蓮(1) 富士北稜 11:44.32
ｷﾀﾀﾆ ﾙｲ 山梨

23 23 842 北谷　瑠偉(1) 日本航空 11:44.46
ﾄｷﾀ ﾖｳｽｹ 山梨

24 29 466 常田　洋介(1) 甲府東 11:49.57
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 山梨

25 22 663 安藤　豪瑠(1) 都留興譲館 12:03.20
ｼﾗｽ ﾄﾜ 山梨

26 12 661 白須　飛羽(1) 都留興譲館 12:09.15
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾖｳ 山梨

27 5 662 宮下　太陽(1) 都留興譲館 12:10.91
ﾌﾅｷ ﾖｼｷ 山梨

28 14 873 舩木　喜基(1) 上野原 12:13.37
ｸﾏｵｳ ﾕｳｷ 山梨

29 26 508 熊王　優希(1) 甲府商業 13:41.35
ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山梨

3 93 森田　克馬(1) 甲府南 DNS
ﾉﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 山梨

7 606 野田　柚月(1) 北杜 DNS
ｲﾏｲ ﾕｳﾀ 山梨

15 608 今井　雄太(1) 北杜 DNS
ﾀﾅｶ ﾘｷ 山梨

31 862 田中　莉生(1) 笛吹 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 864 500

記録 3:12 6:22
決　勝

 



凡例  DNS:欠場

少年Ｂ男子走幅跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     7m34      山下　　黎(駿台甲府)                  2014 5月27日 12:00 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

ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨 5m82 5m57 5m89 5m89 7 5m94 5m73 6m18 6m18
1 23 195 村田　翔哉(1) 巨摩 0.0 +1.0 +1.1 +1.1 0.0 +0.1 +2.0 +2.0

ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨 5m52 － 5m67 5m67 5 5m65 5m88 6m15 6m15
2 37 116 赤井　悠次郞(1) 甲府工業 +0.6 +0.3 +0.3 -0.9 +1.0 +0.4 +0.4

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 6m04 4m77 － 6m04 8 5m87 5m90 4m72 6m04
3 9 117 藤井　佑成(1) 甲府工業 +2.5 +0.4 +2.5 +0.5 +1.4 +1.3 +2.5

ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝﾚﾝ 山梨 5m73 5m18 － 5m73 6 5m56 5m76 5m70 5m76
4 13 58 石田　峻廉(1) 韮崎工業 +0.7 -1.5 +0.7 +0.3 +1.9 +1.5 +1.9

ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 5m51 5m20 5m66 5m66 4 5m29 × 5m32 5m66
5 2 192 半田　誠志郎(1) 巨摩 0.0 -1.6 +2.9 +2.9 -1.0 +2.4 +2.9

ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ 山梨 5m42 5m48 5m39 5m48 3 5m39 5m32 5m55 5m55
6 11 446 鎌倉　裕朗(1) 甲府西 +1.5 -0.8 +1.1 -0.8 -1.3 -0.6 +0.5 +0.5

ﾄｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨 4m81 5m25 5m47 5m47 2 5m13 5m53 5m17 5m53
7 33 647 遠山　魁斗(1) 富士北稜 -1.0 +0.2 +0.5 +0.5 -1.0 +1.5 +0.5 +1.5

ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 5m04 5m46 5m46 5m46 1 5m33 5m42 5m39 5m46
8 7 193 加藤　翔(1) 巨摩 -0.1 +1.4 +1.7 +1.4 +0.1 +1.8 +1.3 +1.4

ｱﾏﾉ ﾘｮｳﾔ 山梨 5m45 5m28 5m38 5m45 5m45
9 4 406 天野　綾也(1) 吉田 -0.7 -1.4 +1.2 -0.7 -0.7

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ 山梨 5m21 5m22 4m81 5m22 5m22
10 5 646 小林　真翔(1) 富士北稜 +0.1 -0.4 +0.8 -0.4 -0.4

ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨 4m57 5m17 5m05 5m17 5m17
11 19 304 佐藤　隼斗(1) 山梨 +0.8 -1.4 +0.1 -1.4 -1.4

ｶﾄｳ ｶｹﾙ 山梨 4m57 4m40 5m14 5m14 5m14
12 39 169 加藤　翔(1) 農林 -0.7 +1.6 +0.7 +0.7 +0.7

ｲｼﾊﾗ ﾗｲﾝ 山梨 × × 5m12 5m12 5m12
13 21 89 石原　来音(1) 甲府南 +0.9 +0.9 +0.9

ﾆｲｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ 山梨 5m09 3m85 5m00 5m09 5m09
14 15 160 新島　零次(1) 農林 +2.1 -0.9 +0.7 +2.1 +2.1

ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨 4m91 5m01 5m05 5m05 5m05
15 22 303 長沼　柊人(1) 山梨 0.0 -0.1 +2.5 +2.5 +2.5

ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨 4m79 5m05 5m01 5m05 5m05
16 30 572 丸山　礼聖(1) 甲府昭和 -0.7 -1.9 +1.1 -1.9 -1.9

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾉｽｹ 山梨 4m89 4m81 4m95 4m95 4m95
17 20 451 杉山　鷹之介(1) 甲府東 +1.2 -2.6 0.0 0.0 0.0

ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 山梨 4m71 4m72 4m93 4m93 4m93
18 3 730 大村　拓矢(1) 山梨学院 -0.1 -1.6 +2.6 +2.6 +2.6

ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｷ 山梨 4m93 × × 4m93 4m93
19 32 878 深澤　広喜(1) 巨摩 -0.5 -0.5 -0.5

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 山梨 4m31 4m85 4m77 4m85 4m85
20 16 574 石原　大暉(1) 甲府昭和 +2.8 -0.5 -1.3 -0.5 -0.5

ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 山梨 4m82 4m78 4m69 4m82 4m82
21 8 156 大沢　仁(1) 農林 -0.2 +1.0 +2.0 -0.2 -0.2

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨 4m47 4m76 4m80 4m80 4m80
22 35 305 丸山　翔大(1) 山梨 0.0 -0.9 0.0 0.0 0.0

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 4m79 × 4m10 4m79 4m79
23 18 178 窪田　優人(1) 農林 +0.1 +1.3 +0.1 +0.1

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨 3m85 4m75 4m40 4m75 4m75
24 1 644 川端　竜生(1) 富士北稜 0.0 -2.2 -0.2 -2.2 -2.2

ｼﾗｽ ﾄﾜ 山梨 × 4m58 4m68 4m68 4m68
25 17 661 白須　飛羽(1) 都留興譲館 0.0 +0.6 +0.6 +0.6

ｵｻﾀﾞ ﾄﾑ 山梨 4m12 4m62 × 4m62 4m62
26 25 507 長田　大舞(1) 甲府商業 0.0 -1.5 -1.5 -1.5

ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 4m55 4m56 4m60 4m60 4m60
27 10 651 渡部　弥人(1) 富士北稜 +0.6 -1.1 +0.7 +0.7 +0.7

ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 4m54 4m04 4m50 4m54 4m54
28 14 649 堀内　涼介(1) 富士北稜 +1.7 -0.2 -0.8 +1.7 +1.7

ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 山梨 4m22 4m51 4m38 4m51 4m51
29 34 669 杉本　健太(1) 都留興譲館 -0.5 -1.0 +0.4 -1.0 -1.0

ｺｳﾉ ｶｹﾙ 山梨 4m44 4m04 4m21 4m44 4m44
30 36 648 河野　翔(1) 富士北稜 0.0 -0.7 -0.1 0.0 0.0

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ 山梨 4m19 4m33 4m35 4m35 4m35
31 38 513 望月　慎平(1) 甲府商業 -1.7 +0.9 -0.8 -0.8 -0.8

ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨 4m13 4m25 4m33 4m33 4m33
32 24 301 古屋　勇侍(1) 山梨 0.0 +0.5 +0.1 +0.1 +0.1

ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 山梨 × 4m03 × 4m03 4m03
33 27 703 石田　光希(1) 駿台甲府 -1.5 -1.5 -1.5

ﾊﾅﾜ ﾀｲｶﾞ 山梨 3m56 3m36 3m67 3m67 3m67
34 26 731 花輪　大河(1) 山梨学院 -1.0 -0.4 -1.9 -1.9 -1.9



凡例  DNS:欠場

少年Ｂ男子走幅跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     7m34      山下　　黎(駿台甲府)                  2014 5月27日 12:00 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

ｼﾗﾄﾘ ﾊﾙｷ 山梨 3m12 3m41 3m36 3m41 3m41
35 12 668 白鳥　晴基(1) 都留興譲館 +1.6 -2.2 +1.4 -2.2 -2.2

ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ｺｳｷ 山梨 3m18 3m24 3m24 3m24 3m24
36 28 159 城之内　幸紀(1) 農林 -1.5 -2.4 -1.1 -2.4 -2.4

ｶﾔﾇﾏ ｹｲｽｹ 山梨

6 678 萱沼　圭佑(1) 都留興譲館 DNS
ﾎｻｶ ｼｮｳ 山梨

29 707 保阪　聖(1) 駿台甲府 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨

31 118 松本　昌太郎(1) 甲府工業 DNS
ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

40 190 飯野　隼斗(1) 巨摩 DNS



凡例  DNS:欠場

少年共通男子８００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     1:51.20   中村　英幸(都留)                      1993 5月27日 11:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨 ｶﾜﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ 山梨

1 3 172 宮本　湧也(3) 農林 2:11.76 1 5 679 河野　栄一郎(2) 都留興譲館 2:10.59
ﾄﾂｶ ｶｽﾞﾔ 山梨 ｻﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 山梨

2 6 654 戸塚　和也(2) 都留興譲館 2:13.09 2 3 851 澤口　拓樹(2) 日本航空 2:13.64
ｶｻｲ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨

3 5 394 河西　大輝(2) 吉田 2:18.86 3 8 771 馬目　滉太(1) 東海大甲府 2:22.79
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾀｶ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 山梨

4 8 795 長島　雄貴(1) 日大明誠 2:26.49 4 4 158 小林　俊也(1) 農林 2:23.36
ﾊﾀﾉ ｶﾝﾀ 山梨 ﾌｼﾞﾏ ｹｲﾀ 山梨

5 7 877 幡野　貫太(1) 巨摩 2:27.71 1 480 藤間　渓太(1) 富士河口湖 DNS
ﾋｻｶﾄﾞ ﾉﾘｵ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 山梨

6 1 827 久門　法雄(1) 富士学苑 2:42.47 2 638 堀内　翔太(2) 富士北稜 DNS
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨

2 680 三浦　友大(3) 都留興譲館 DNS 6 166 石原　大誠(3) 農林 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

4 825 大久保　龍(1) 富士学苑 DNS 7 495 羽田　有希(1) 富士河口湖 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

ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ 山梨 ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ 山梨

1 8 174 佐藤　丈(2) 農林 2:10.55 1 2 401 丹羽　智彦(2) 吉田 2:10.28
ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 山梨 ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 山梨

2 6 409 守山　翔梧(1) 吉田 2:31.29 2 8 168 西澤　圭介(3) 農林 2:11.07
ｶﾅﾓﾘ ﾚﾝ 山梨 ｿｳﾏ ﾄﾓｷ 山梨

1 632 金森　蓮(1) 富士北稜 DNS 3 4 534 相馬　知季(3) 上野原 2:11.92
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｺｳﾉ ﾘｭｳｷ 山梨

2 666 藤本　椋大(3) 都留興譲館 DNS 4 1 163 河野　竜希(1) 農林 2:14.20
ｵｻﾀﾞ ﾘｸ 山梨 ﾅﾝﾘ ﾀｸﾄ 山梨

3 650 長田　琉玖(1) 富士北稜 DNS 5 7 789 南里　北斗(2) 日大明誠 2:21.57
ｶｶﾞﾐ ﾀｲｾｲ 山梨 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 山梨

4 191 加賀美　泰政(1) 巨摩 DNS 6 3 663 安藤　豪瑠(1) 都留興譲館 2:31.97
ｼﾐｽﾞ ｽｶｲ 山梨 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ 山梨

5 840 清水　澄海(2) 日本航空 DNS 7 5 826 後藤　廉(1) 富士学苑 2:40.56
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨 ｺｻｶ ｾﾗ 山梨

7 681 藤本　亮(2) 都留興譲館 DNS 6 676 小坂　星嵐(2) 都留興譲館 DNS

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

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｺｳｶﾞ 山梨 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｸ 山梨

1 2 173 澤登　恒河(3) 農林 2:06.72 1 3 175 宮本　莉玖(2) 農林 2:06.43
ｵｸﾜｷ ｹｲｺﾞ 山梨 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 山梨

2 1 634 奥脇　圭吾(2) 富士北稜 2:13.35 2 5 435 三神　祐貴(2) 甲府西 2:08.31
ｲﾏｲ ﾕｳﾀ 山梨 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ 山梨

3 6 608 今井　雄太(1) 北杜 2:16.79 3 4 672 長嶋　碧也(3) 都留興譲館 2:12.12
ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾞｭ 山梨 ﾔｽﾄﾐ ﾕｳﾔ 山梨

4 3 671 井上　黎樹(3) 都留興譲館 2:17.80 4 6 823 安富　憂弥(2) 富士学苑 2:13.84
ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾀｷｼﾏ ﾄﾓﾔ 山梨

5 5 59 古屋　将大(1) 韮崎工業 2:18.32 5 7 296 滝嶌　智也(2) 日川 2:15.51
ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 山梨 ｻﾜｲﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 山梨

6 4 820 林　広貴(2) 富士学苑 2:23.74 6 1 781 澤入　大和(2) 東海大甲府 2:18.65
ｽｶﾞﾏﾀ ｶｲﾄ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 山梨

7 8 410 菅又　魁人(1) 吉田 2:37.74 7 2 606 野田　柚月(1) 北杜 2:21.75
ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ 山梨 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 山梨

7 55 猪股　璃紅(2) 韮崎工業 DNS 8 295 長谷川　賢人(2) 日川 DNS



凡例  DNS:欠場

少年共通男子８００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     1:51.20   中村　英幸(都留)                      1993 5月27日 11:45 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

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨

1 3 631 中村　僚(3) 富士北稜 2:03.30 1 3 477 志村　竜星(3) 富士河口湖 2:01.56
ﾅﾙｵｶ ｱﾂｼ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨

2 1 791 成岡　篤志(2) 日大明誠 2:03.59 2 4 571 小林　拓登(1) 甲府昭和 2:03.29
ｶﾓ ﾕｳｷ 山梨 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 6 223 加茂　優樹(2) 巨摩 2:06.25 3 8 201 酒井　凌佑(1) 巨摩 2:04.82
ﾀｶﾉ ﾀｲﾖｳ 山梨 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 山梨

4 5 68 高野　太陽(2) 甲府第一 2:06.93 4 5 164 東條　拓海(1) 農林 2:09.64
ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 ｲﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 山梨

5 4 171 石原　巧(3) 農林 2:09.99 5 1 161 伊藤　克典(1) 農林 2:15.28
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

6 2 449 近藤　大介(1) 甲府西 2:13.14 2 256 羽田　虎太郎(1) 身延 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 山梨

7 8 665 小林　和樹(3) 都留興譲館 2:14.55 6 787 萩原　健太(2) 日大明誠 DNS
ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾔ 山梨 ﾐﾂﾓﾘ ﾄﾓｷ 山梨

8 7 165 浅田　将也(3) 農林 2:15.60 7 774 三森　友樹(3) 東海大甲府 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨

1 477 志村　竜星(3) 富士河口湖 2:01.56
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨

2 571 小林　拓登(1) 甲府昭和 2:03.29
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

3 631 中村　僚(3) 富士北稜 2:03.30
ﾅﾙｵｶ ｱﾂｼ 山梨

4 791 成岡　篤志(2) 日大明誠 2:03.59
ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

5 201 酒井　凌佑(1) 巨摩 2:04.82
ｶﾓ ﾕｳｷ 山梨

6 223 加茂　優樹(2) 巨摩 2:06.25
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｸ 山梨

7 175 宮本　莉玖(2) 農林 2:06.43
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｺｳｶﾞ 山梨

8 173 澤登　恒河(3) 農林 2:06.72

ラップ表 400m

ナンバー 394

記録 1:05

ナンバー 851

記録 1:02

ナンバー 174

記録 1:03

ナンバー 401

記録 1:02

ナンバー 173

記録 1:02

ナンバー 175

記録 1:01

ナンバー 171

記録 59

ナンバー 477

記録 58

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

 



凡例  DNS:欠場

少年共通男子１１０ｍＨ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     14.46     飯久保　智洋(巨摩)                    2010 5月27日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-2.5) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

1 7 640 堀内　新斗(2) 富士北稜 17.65 1 7 199 中込　諒一(1) 巨摩 17.41
ﾀﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 山梨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

2 3 206 丹澤　寛太(3) 巨摩 17.79 2 5 196 栁澤　晋太郎(1) 巨摩 17.76
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨

3 2 641 渡邊　雄太(2) 富士北稜 18.31 3 3 879 佐野　飛向(1) 巨摩 17.87
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨 ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨

4 5 705 吉澤　大聖(1) 駿台甲府 19.24 4 6 246 川窪　貴斗(2) 身延 18.79
ｲｼｸﾗ ﾜﾀﾙ 山梨 ﾐｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

5 6 636 石倉　渉(2) 富士北稜 20.75 2 779 三神　勇大(2) 東海大甲府 DNS
ｻｶｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 山梨 ｱｼｻﾞﾜ ﾌﾐ 山梨

4 639 坂口　千晴(2) 富士北稜 DNS 4 715 芦澤　芙海(2) 駿台甲府 DNS

3組 (風:+3.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨 ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨

1 4 221 有野　嵐(2) 巨摩 16.23 1 221 有野　嵐(2) 巨摩 16.23 +3.1
ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

2 5 249 伊東　海星(2) 身延 16.46 2 249 伊東　海星(2) 身延 16.46 +3.1
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨

3 3 566 小山　和馬(2) 甲府昭和 16.75 3 566 小山　和馬(2) 甲府昭和 16.75 +3.1
ﾊﾀｶﾜ ﾕｳﾄ 山梨 ﾊﾀｶﾜ ﾕｳﾄ 山梨

4 7 211 畑川　優人(3) 巨摩 16.79 4 211 畑川　優人(3) 巨摩 16.79 +3.1
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨 ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

5 6 184 水越　将司(2) 巨摩 17.39 5 184 水越　将司(2) 巨摩 17.39 +3.1
ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

2 210 名取　純矢(3) 巨摩 DNS 6 199 中込　諒一(1) 巨摩 17.41 +1.7
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨

7 640 堀内　新斗(2) 富士北稜 17.65 -2.5
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

8 196 栁澤　晋太郎(1) 巨摩 17.76 +1.7



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 W2:(R230-6(a))ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰ　で３名以上が赤カードをだした　 W5:(R230-3(a))ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰ  で競歩主任が単独で失格にした

少年共通男子５０００ｍＷ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     20:57.50  小林　大地(農林)                      2013 5月27日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｹﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 山梨

1 1 558 池田　穂高(3) 甲府昭和 26:17.52
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｵﾝ 山梨

2 5 250 川口　紫音(2) 身延 26:22.39
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 2 666 藤本　椋大(3) 都留興譲館 27:34.29
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 山梨

4 9 719 土屋　佑登(2) 山梨学院 29:26.58
ｺｻｶ ｾﾗ 山梨

5 7 676 小坂　星嵐(2) 都留興譲館 29:46.46
ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 山梨

6 8 569 齊藤　柊矢(2) 甲府昭和 31:05.04
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 山梨

3 723 斎藤　勇太(2) 山梨学院 DQ,W2

ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾀ 山梨

6 764 村松　滉太(3) 山梨学院 DQ,W5

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾄﾓ 山梨

4 185 望月　由知(2) 巨摩 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 764 764 764 558

記録 4:37 9:53 15:35 21:00
決　勝

 



凡例  DNS:欠場

少年共通男子４×１００ｍＲ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     40.78     駿台甲府(土屋・渡辺・田中・大久保)    2016 5月27日 16:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組
1着 2ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ

45.34 45.61
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1 205 荻野　祐悟(3) 山梨 巨摩 1 838 長田　隼(2) 山梨 日本航空
2 187 吉田　将太朗(2) 山梨 巨摩 2 837 荒木　隆太(2) 山梨 日本航空
3 218 名取　慶星(3) 山梨 巨摩 3 850 新舟　デワ(2) 山梨 日本航空
4 208 鶴田　嵩(3) 山梨 巨摩 4 840 清水　澄海(2) 山梨 日本航空

3着 5ﾚｰﾝ 4着 3ﾚｰﾝ
46.64 46.65

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 140 櫻田　風大(3) 山梨 甲府工業 1 660 渡辺　航大(1) 山梨 都留興譲館
2 118 松本　昌太郎(1) 山梨 甲府工業 2 657 小林　迅人(1) 山梨 都留興譲館
3 119 百田　國光(1) 山梨 甲府工業 3 655 永田　瑞季(1) 山梨 都留興譲館
4 117 藤井　佑成(1) 山梨 甲府工業 4 658 小俣　蓮虎(1) 山梨 都留興譲館

5着 7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
54.66 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 661 白須　飛羽(1) 山梨 都留興譲館
2 674 幡野　大介(1) 山梨 都留興譲館 1
3 669 杉本　健太(1) 山梨 都留興譲館 2
4 668 白鳥　晴基(1) 山梨 都留興譲館 3

4

2組
1着 2ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ

46.06 46.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1 152 山崎　響(2) 山梨 甲府工業 1 529 太田　佑真(2) 山梨 上野原
2 149 青木　彪芽(2) 山梨 甲府工業 2 872 楢島　佑亮(1) 山梨 上野原
3 153 済間　大誠(2) 山梨 甲府工業 3 538 笠間　亮佑(2) 山梨 上野原
4 151 妻木　奏太(2) 山梨 甲府工業 4 541 三枝　大燿(2) 山梨 上野原

3着 3ﾚｰﾝ 4着 4ﾚｰﾝ
46.75 47.70

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 637 佐野　開穂(2) 山梨 富士北稜 1 653 天野　龍希(2) 山梨 都留興譲館
2 640 堀内　新斗(2) 山梨 富士北稜 2 677 渡邊　星矢(2) 山梨 都留興譲館
3 643 諏訪田　琉斗(2) 山梨 富士北稜 3 679 河野　栄一郎(2) 山梨 都留興譲館
4 649 堀内　涼介(1) 山梨 富士北稜 4 675 白川　椋大(2) 山梨 都留興譲館

5着 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
48.82 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 796 畔地　凱(1) 山梨 日大明誠
2 798 臼井　達海(1) 山梨 日大明誠 1
3 797 五十嵐　啓悟(1) 山梨 日大明誠 2
4 786 長島　甲輝(3) 山梨 日大明誠 3

4

巨摩B

ｵｷﾞﾉ ﾕｳｺﾞ
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
ﾅﾄﾘ ｹｲｾｲ
ﾂﾙﾀ ｼｭｳ

日本航空

ｵｻﾀﾞ ｼｭﾝ
ｱﾗｷ ﾘｭｳﾀ
ｱﾗﾌﾈ ﾃﾞﾜ
ｼﾐｽﾞ ｽｶｲ

甲府工業C

ｻｸﾗﾀﾞ ﾌｳﾀﾞｲ
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ
ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ

都留興譲館C

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ
ｵﾏﾀ ﾚﾝﾄ

都留興譲館D

ｼﾗｽ ﾄﾜ
ﾊﾀﾉ ﾀﾞｲｽｹ
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ
ｼﾗﾄﾘ ﾊﾙｷ

笛吹

甲府工業B

ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳ
ｱｵｷ ﾋｭｳｶﾞ
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ
ﾂﾏｷ ｶﾅﾀ

上野原B

ｵｵﾀ ﾕｳﾏ
ﾅﾗｼﾏ ﾕｳｽｹ
ｶｻﾏ ﾘｮｳｽｹ
ｻｲｸﾞｻ ﾀｲﾖｳ

富士北稜B

ｻﾉ ｶｲﾎ
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ
ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ
ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ

都留興譲館B

ｱﾏﾉ ﾘｭｳｷ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ
ｶﾜﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ
ｼﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ

日大明誠B

ｱｾﾞﾁ ｶｲ
ｳｽｲ ﾀﾂﾐ
ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺﾞ
ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｷ

甲府西B



凡例  DNS:欠場

少年共通男子４×１００ｍＲ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     40.78     駿台甲府(土屋・渡辺・田中・大久保)    2016 5月27日 16:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

3組
1着 3ﾚｰﾝ 2着 7ﾚｰﾝ

46.08 46.37
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1 535 前田　実希(3) 山梨 上野原 1 451 杉山　鷹之介(1) 山梨 甲府東
2 528 長田　匠(3) 山梨 上野原 2 460 角田　陸(3) 山梨 甲府東
3 532 山根　雄太(3) 山梨 上野原 3 468 上川　皓(1) 山梨 甲府東
4 533 山根　翔太(3) 山梨 上野原 4 452 風間　優佑(1) 山梨 甲府東

3着 8ﾚｰﾝ 4着 6ﾚｰﾝ
46.45 47.93

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 799 佐々　凌空(1) 山梨 日大明誠 1 78 横井　康樹(1) 山梨 甲府第一
2 788 吉川　純平(2) 山梨 日大明誠 2 75 守木　蒼(2) 山梨 甲府第一
3 792 芳賀　大将(2) 山梨 日大明誠 3 73 飯塚　孝志(2) 山梨 甲府第一
4 800 霜田　陸(1) 山梨 日大明誠 4 76 新海　航太(2) 山梨 甲府第一

5着 4ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
48.23 49.46

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 670 志村　健太(3) 山梨 都留興譲館 1 57 天谷　陽(1) 山梨 韮崎工業
2 664 羽入田　直斗(3) 山梨 都留興譲館 2 55 猪股　璃紅(2) 山梨 韮崎工業
3 672 長嶋　碧也(3) 山梨 都留興譲館 3 58 石田　峻廉(1) 山梨 韮崎工業
4 671 井上　黎樹(3) 山梨 都留興譲館 4 59 古屋　将大(1) 山梨 韮崎工業

7着 5ﾚｰﾝ
51.65

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 628 申谷　礼人(3) 山梨 富士北稜
2 631 中村　僚(3) 山梨 富士北稜
3 629 勝俣　晃弥(3) 山梨 富士北稜
4 627 小林　甲斐人(3) 山梨 富士北稜

4組
1着 7ﾚｰﾝ 2着 2ﾚｰﾝ

43.68 44.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1 720 窪田　冠太(2) 山梨 山梨学院 1 446 鎌倉　裕朗(1) 山梨 甲府西
2 717 坂本　壮平(2) 山梨 山梨学院 2 442 功刀　友貴(1) 山梨 甲府西
3 718 篠塚　竜聖(2) 山梨 山梨学院 3 436 功刀　滉二郎(2) 山梨 甲府西
4 733 小幡　隆史(3) 山梨 山梨学院 4 441 横地　龍弥(2) 山梨 甲府西

3着 5ﾚｰﾝ 4着 4ﾚｰﾝ
45.26 46.42

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 252 望月　真(1) 山梨 身延 1 315 山口　祐冊(2) 山梨 山梨
2 253 望月　悠夢(1) 山梨 身延 2 304 佐藤　隼斗(1) 山梨 山梨
3 245 佐野　悠人(2) 山梨 身延 3 303 長沼　柊人(1) 山梨 山梨
4 247 青嶋　雄斗(2) 山梨 身延 4 305 丸山　翔大(1) 山梨 山梨

5着 6ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
47.96 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 816 五十嵐　一樹(2) 山梨 富士学苑
2 818 梶原　健(2) 山梨 富士学苑 1
3 822 渡邉　亮太(2) 山梨 富士学苑 2
4 820 林　広貴(2) 山梨 富士学苑 3

4

8ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 107 石川　諒(2) 山梨 甲府南
2 114 今村　亮太(2) 山梨 甲府南
3 115 亀山　昂太郎(2) 山梨 甲府南
4 113 井上　佳(2) 山梨 甲府南

上野原A

ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｷ
ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ
ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ

甲府東

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾉｽｹ
ﾂﾉﾀﾞ ﾘｸ
ｶﾐｶﾜ ﾋﾛ
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ

日大明誠A

ｻｻ ﾘｸ
ｷｯｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ
ｼﾓﾀﾞ ﾘｸ

甲府第一

ﾖｺｲ ｺｳｷ
ﾓﾘｷ ｿｳ
ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｼ
ｼﾝｶｲ ｺｳﾀ

都留興譲館A

ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ
ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ
ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾞｭ

韮崎工業

ｱﾏﾔ ﾋｶﾙ
ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ
ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝﾚﾝ
ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ

富士北稜A

ｻﾙﾔ ｱﾔﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ
ｶﾂﾏﾀ ｺｳﾔ
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ

山梨学院

ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ
ｼﾉﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ
ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ

甲府西A

ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ
ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ
ﾖｺﾁ ﾀﾂﾔ

身延B

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ
ｻﾉ ﾕｳﾄ
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ

山梨

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ
ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ

富士学苑

ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｷ
ｶｼﾞﾊﾗ ｹﾝ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ
ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ

東海大甲府

甲府南

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ
ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
ｲﾉｳｴ ｶｲ



凡例  DNS:欠場

少年共通男子４×１００ｍＲ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     40.78     駿台甲府(土屋・渡辺・田中・大久保)    2016 5月27日 16:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組
1着 6ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ

42.56 43.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1 697 松野　滉大(2) 山梨 駿台甲府 1 228 進藤　大輝(2) 山梨 巨摩
2 709 田中　拓海(3) 山梨 駿台甲府 2 213 笛　遼太(3) 山梨 巨摩
3 708 熊谷　拓海(3) 山梨 駿台甲府 3 212 樋口　壮人(3) 山梨 巨摩
4 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 山梨 駿台甲府 4 219 小山　周馬(3) 山梨 巨摩

3着 3ﾚｰﾝ 4着 4ﾚｰﾝ
43.83 43.85

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 693 加藤　大虎(2) 山梨 駿台甲府 1 255 村松　星哉(1) 山梨 身延
2 692 岩下　千馬(2) 山梨 駿台甲府 2 243 野口　怜恩(2) 山梨 身延
3 700 五味　勇太(2) 山梨 駿台甲府 3 263 赤井　滉太郎(3) 山梨 身延
4 698 村松　由翔(2) 山梨 駿台甲府 4 254 珊瑚　龍之介(1) 山梨 身延

5着 7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
44.07 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 607 三澤　将汰(1) 山梨 北杜
2 605 向井　大気(2) 山梨 北杜 1
3 596 藤森　翔也(3) 山梨 北杜 2
4 603 増田　国光(2) 山梨 北杜 3

4

8ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1
2
3
4

駿台甲府A

ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ
ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ

巨摩A

ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ
ﾌｴ ﾘｮｳﾀ
ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ
ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ

甲府昭和

駿台甲府B

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ

身延A

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ

甲府工業A

北杜

ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ
ﾑｶｲ ﾋﾛｷ
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ
ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

少年共通男子走高跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     2m13      榎本　修之(都留)                      1997 5月27日 10:30 決　勝

決　勝　

ｻﾄｳ ｺﾞｳ 山梨 － － － － － ○ ○ × ○

1 9 656 佐藤　豪(1) 都留興譲館 × × ○ ○ × × × 1m85
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山梨 － － － － － ○ ○ ○

2 10 90 佐藤　遼(1) 甲府南 × × × 1m80
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 － － － － － ○ ○ ○

2 12 118 松本　昌太郎(1) 甲府工業 × × × 1m80
ｷｸｼﾏ ﾕｳﾋ 山梨 － － － － － ○ × × r

4 13 109 菊島　勇飛(2) 甲府南 1m70
ﾆｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 山梨 － － ○ ○ × × ○ ○ × × ×

5 7 770 西澤　大和(1) 東海大甲府 1m70
ﾐｽﾞｺｼ ﾘｭｳｽｹ 山梨 － － － － － × ○ × × ×

6 3 539 水越　竜佑(2) 上野原 1m70
ﾀｶﾉ ｺｳﾀ 山梨 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 4 773 高野　滉太(3) 東海大甲府 1m70
ｵｲｶﾜ ｾｲﾀ 山梨 － － － ○ ○ × ○ × × ×

6 15 527 及川　晴太(2) 上野原 1m70
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 山梨 － － － － × ○ × × ○ × × ×

9 14 657 小林　迅人(1) 都留興譲館 1m70
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨 － － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

9 16 442 功刀　友貴(1) 甲府西 1m70
ｳﾐﾉ ﾏｻﾄ 山梨 － － ○ ○ × × ×

11 5 454 海野　聖翔(1) 甲府東 1m60
ｱｵｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨 － － ○ － － × × ×

12 2 149 青木　彪芽(2) 甲府工業 1m55
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾚｵﾝ 山梨 － － ○ － － × × ×

12 11 695 沢登　怜音(2) 駿台甲府 1m55
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨 － － × × ×

1 828 渡邊　陸(1) 富士学苑 NM
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｷ 山梨 － × × ×

8 535 前田　実希(3) 上野原 NM
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳ 山梨

6 407 望月　佑(1) 吉田 DNS

1m65
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45

1m83

1m70 1m75 1m80
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m50

1m85

1m55

1m90

1m60



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

少年共通男子三段跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     15m46     横森　友朗(韮崎)                      2016 5月27日 15:00 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

ﾀﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 山梨 13m16 13m44 13m38 13m44 8 － － 13m23 13m44
1 7 206 丹澤　寛太(3) 巨摩 +2.7 +3.1 +3.2 +3.1 +2.3 +3.1

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 12m97 12m90 12m99 12m99 6 13m22 12m80 12m63 13m22
2 21 139 川和田　龍聖(3) 甲府工業 +2.9 +3.2 +1.1 +1.1 +2.7 +1.9 +3.7 +2.7

ﾖｺﾁ ﾀﾂﾔ 山梨 12m81 12m59 13m14 13m14 7 － － － 13m14
3 19 441 横地　龍弥(2) 甲府西 +3.7 +1.8 +0.4 +0.4 +0.4

ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ 山梨 × × 12m38 12m38 5 12m19 12m80 12m36 12m80
4 15 532 山根　雄太(3) 上野原 +2.4 +2.4 +2.3 +3.5 +1.6 +3.5

ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ 山梨 12m15 12m02 11m78 12m15 4 － － － 12m15
5 1 85 小池　隼太(2) 甲府南 +4.1 +2.5 +2.6 +4.1 +4.1

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 12m11 11m79 12m02 12m11 2 × 11m90 12m14 12m14
6 10 196 栁澤　晋太郎(1) 巨摩 +2.3 +2.5 +4.0 +2.3 +2.8 +3.5 +3.5

ｶﾂﾏﾀ ｺｳﾔ 山梨 × 12m12 × 12m12 3 × × 11m87 12m12
7 22 629 勝俣　晃弥(3) 富士北稜 +2.9 +2.9 +3.2 +2.9

ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨 11m73 11m57 11m82 11m82 1 12m00 12m03 11m93 12m03
8 13 643 諏訪田　琉斗(2) 富士北稜 +3.0 +2.4 +3.4 +3.4 +4.2 +2.3 +3.5 +2.3

ｲﾁﾉｾ ｼｮｳﾀ 山梨 11m60 11m80 11m40 11m80 11m80
9 6 769 一瀬　翔大(2) 東海大甲府 +2.6 +2.5 +2.9 +2.5 +2.5

ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨 11m60 × × 11m60 11m60
10 11 119 百田　國光(1) 甲府工業 +2.1 +2.1 +2.1

ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 × × 11m23 11m23 11m23
11 17 192 半田　誠志郎(1) 巨摩 +2.4 +2.4 +2.4

ｻｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 山梨 × × ×
18 310 坂本　山登(3) 山梨 NM

ｻﾄｳ ｺﾞｳ 山梨

2 656 佐藤　豪(1) 都留興譲館 DNS
ｶｻｲ ﾕｳﾔ 山梨

3 216 河西　佑哉(3) 巨摩 DNS
ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨

4 116 赤井　悠次郞(1) 甲府工業 DNS
ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨

5 193 加藤　翔(1) 巨摩 DNS
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

8 568 丸山　泰世(2) 甲府昭和 DNS
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨

9 117 藤井　佑成(1) 甲府工業 DNS
ｲｼﾊﾗ ﾗｲﾝ 山梨

12 89 石原　来音(1) 甲府南 DNS
ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

14 190 飯野　隼斗(1) 巨摩 DNS
ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ 山梨

16 142 雨宮　光輝(3) 甲府工業 DNS
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｷ 山梨

20 878 深澤　広喜(1) 巨摩 DNS
ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

23 204 市川　翔太(3) 巨摩 DNS



凡例  DNS:欠場

少年共通男子円盤投
審 判 長：

記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     47m22     前田　匡蔵(山梨学院)                  2017 5月27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

ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳｿﾞｳ 山梨

1 11 737 前田　匡蔵(3) 山梨学院 42m16 × 43m52 43m52 8 × 44m24 × 44m24
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ 山梨

2 2 247 青嶋　雄斗(2) 身延 36m84 37m58 33m44 37m58 7 35m76 36m86 36m96 37m58
ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳ 山梨

3 4 152 山崎　響(2) 甲府工業 29m94 30m02 28m34 30m02 6 × 31m06 × 31m06
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 山梨

4 10 627 小林　甲斐人(3) 富士北稜 30m00 27m70 29m44 30m00 5 29m82 × 30m18 30m18
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨

5 8 179 田中　悠太(1) 農林 29m64 29m28 × 29m64 4 27m08 19m78 × 29m64
ﾐﾂｲ ｹﾞﾝ 山梨

6 13 443 三井　玄(1) 甲府西 × 21m94 29m30 29m30 3 × × 24m12 29m30
ｵﾏﾀ ﾏｻｷ 山梨

7 7 667 小俣　将希(3) 都留興譲館 26m80 27m96 27m72 27m96 1 24m70 29m14 27m76 29m14
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

8 20 266 木村　光輝(3) 身延 28m58 26m74 23m52 28m58 2 28m48 29m12 × 29m12
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 山梨

9 3 313 柏原　隆志(3) 山梨 × × 27m74 27m74 27m74
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 山梨

10 9 311 鈴木　拓斗(3) 山梨 26m20 25m42 × 26m20 26m20
ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 山梨

11 26 670 志村　健太(3) 都留興譲館 25m64 25m50 20m52 25m64 25m64
ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｼ 山梨

12 17 73 飯塚　孝志(2) 甲府第一 25m06 × 22m58 25m06 25m06
ﾂｶﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 山梨

13 23 229 塚原　響(2) 巨摩 × × 24m00 24m00 24m00
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨

14 25 248 石川　良(2) 身延 23m86 21m76 22m86 23m86 23m86
ｱﾗｷ ﾘｭｳﾀ 山梨

15 22 837 荒木　隆太(2) 日本航空 21m12 23m48 × 23m48 23m48
ｺｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 山梨

16 18 143 國母　和也(3) 甲府工業 21m34 18m48 21m66 21m66 21m66
ﾀｹｲ ﾕｳﾀ 山梨

17 21 312 竹井　勇太(3) 山梨 20m80 20m84 21m42 21m42 21m42
ｵｵｻﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨

18 15 673 大澤　諒汰(3) 都留興譲館 17m30 19m76 20m78 20m78 20m78
ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 山梨

19 5 630 菊地　翔太(3) 富士北稜 × 20m38 19m74 20m38 20m38
ｵｵﾑﾗ ｹﾝｽｹ 山梨

20 14 120 大村　健介(1) 甲府工業 19m70 × 18m46 19m70 19m70
ｻﾉ ｶｲﾎ 山梨

21 24 637 佐野　開穂(2) 富士北稜 × 19m46 19m64 19m64 19m64
ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

22 6 167 石山　大悟(1) 農林 × 19m20 18m00 19m20 19m20
ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山梨

23 16 727 依田　柊哉(1) 山梨学院 × × 18m94 18m94 18m94
ｵｻﾉ ｿｳ 山梨

24 1 645 小佐野　颯(1) 富士北稜 × 15m00 17m26 17m26 17m26
ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 山梨

25 19 408 田邊　泰盛(1) 吉田 15m18 × 12m62 15m18 15m18
ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 山梨

12 217 上野　利輝(3) 巨摩 DNS



凡例  DNS:欠場

少年Ａ女子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 09:45 予　選
山梨県高校記録(YHR)     12.00     中田　舞花(身延)                      2016 5月27日 14:25 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-1.8) 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
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

1 3 146 中田　舞花(3) 身延 12.40 q 1 5 87 赤沢　広美(3) 巨摩 12.91 q
ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 ｷｸｼﾏ ｶﾎ 山梨

2 6 172 小池　知穂(3) 日川 13.35 2 7 153 菊島　夏帆(3) 笛吹 13.20
ｶﾁ ﾅｷﾞｻ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨

3 5 562 加地　凪紗(2) 日大明誠 13.72 3 6 512 雨宮　珠麻(3) 駿台甲府 13.22
ｶｻｲ ｱｵｲ 山梨 ｱｲﾀﾞ ｺﾉﾐ 山梨

4 2 513 河西　葵(3) 駿台甲府 14.36 4 3 563 相田　このみ(2) 日大明誠 14.16
ｻﾉ ｱﾘｽ 山梨 ﾐﾙｻﾞﾌﾟﾙ ｻﾗ 山梨

5 4 425 佐野　ありす(3) 北杜 14.91 5 2 480 ミルザプル　咲良(3) 都留興譲館 15.03
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｽﾞﾅ 山梨 ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨

6 7 162 山﨑　南津那(2) 笛吹 15.19 1 525 板楠　千尋(3) 山梨学院 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳ 山梨 ﾐﾁﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨

8 530 望月　優(3) 山梨学院 DNS 4 431 道村　彩花(2) 北杜 DNS
ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｵ 山梨

8 369 小柳　麻織(2) 上野原 DNS

3組 (風:-2.2) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

1 8 511 今村　令那(3) 駿台甲府 13.28 1 3 389 松本　佳菜(3) 甲府昭和 13.07 q
ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅｺ 山梨

2 3 397 阿部　亜美(2) 甲府昭和 13.38 2 5 177 飯島　佳奈子(2) 日川 13.70
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺﾉﾐ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ 山梨

3 2 161 平出　好笑(2) 笛吹 13.49 3 2 164 山下　葵(2) 笛吹 13.77
ｵｷﾞﾉ ﾕｷ 山梨 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

4 5 260 荻野　悠希(2) 甲府西 14.09 4 4 514 南部　みなみ(3) 駿台甲府 14.04
ﾜﾀﾇｷ ﾘｻ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 山梨

5 7 594 綿貫　里咲(2) 甲府南 14.11 5 6 564 中村　麻菜(2) 日大明誠 14.63
ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾙ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 山梨

6 1 520 細田　耀(2) 山梨学院 14.33 6 8 309 渡邊　万咲紀(2) 富士河口湖 15.31
ｲﾉｳｴ ﾅｵ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾊｽｷ 山梨

7 4 561 井上　菜緒(3) 日大明誠 14.47 7 287 内田　蓮紀(2) 甲府東 DNS
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 山梨

8 6 176 中山　結衣(2) 日川 14.53

5組 (風:+0.7) 6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
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

1 5 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府 12.95 q 1 6 518 山口　華枝(2) 駿台甲府 12.45 q
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨 ﾀｶﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨

2 4 399 齊藤　凪沙(2) 甲府昭和 12.98 q 2 5 256 高田　絢乃(2) 甲府西 13.72
ｺﾐﾔﾏ ﾐｸ 山梨 ｵｷﾞﾉ ﾅｴ 山梨

3 2 165 小宮山　未来(2) 笛吹 13.40 3 7 238 荻野　菜江(2) 吉田 14.24
ｶﾀﾑﾗ ﾘｵ 山梨 ﾜｺｳ ｱﾝﾅ 山梨

4 6 31 形村　璃呼(2) 韮崎工業 14.36 4 2 303 和光　杏奈(3) 富士河口湖 14.35
ﾀｶｲ ｱﾔ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 山梨

5 3 259 高井　彩(2) 甲府西 14.48 5 4 410 小林　里凪(2) 白根 14.61
ﾋﾅﾀ ｿﾗ 山梨 ｲﾁﾉｾ ｱﾔ 山梨

6 7 241 日向　蒼空(2) 吉田 14.51 6 8 163 市ノ瀬　亜弥(2) 笛吹 14.98
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｲ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ 山梨

8 531 望月　愛(3) 山梨学院 DNS 3 403 安田　綾花(2) 甲府昭和 DNS



凡例  DNS:欠場

少年Ａ女子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 09:45 予　選
山梨県高校記録(YHR)     12.00     中田　舞花(身延)                      2016 5月27日 14:25 決　勝

予　選　7組0着＋8

7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
ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

1 3 517 岩浅　優花(2) 駿台甲府 12.81 q
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

2 8 482 古屋　千晶(3) 都留興譲館 12.93 q
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨

3 5 94 澤登　美怜(2) 巨摩 13.37
ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ 山梨

4 6 516 飯田　萌楓(2) 駿台甲府 13.96
ｲﾉｳｴ ﾒｲ 山梨

5 2 529 井上　芽衣(3) 山梨学院 14.02
ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ 山梨

6 4 423 村松　七星(3) 北杜 14.89
ﾑﾄｳ ﾚｲﾗ 山梨

7 279 武藤　鈴良(2) 甲府東 DNS

決　勝　

(風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

1 4 146 中田　舞花(3) 身延 11.96
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

2 5 518 山口　華枝(2) 駿台甲府 12.14
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

3 2 389 松本　佳菜(3) 甲府昭和 12.43
ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

4 3 517 岩浅　優花(2) 駿台甲府 12.44
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

5 7 482 古屋　千晶(3) 都留興譲館 12.60
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨

6 1 399 齊藤　凪沙(2) 甲府昭和 12.67
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

7 6 87 赤沢　広美(3) 巨摩 12.70
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

8 8 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府 12.76



凡例  DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

少年Ａ女子４００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     56.08     山田　美衣(駿台甲府)                  2014 5月27日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

1 2 50 丸山　真季(2) 甲府南 1:06.52 1 4 517 岩浅　優花(2) 駿台甲府 59.52
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾙﾐ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

2 3 302 渡邊　みるみ(3) 富士河口湖 1:08.70 2 6 391 横森　一加(3) 甲府昭和 59.83
ｱﾏﾉ ｻﾗ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

3 7 606 天野　紗来(2) 吉田 1:10.00 3 5 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府 1:03.00
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 山梨 ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ 山梨

4 5 299 渡邊　遥香(3) 富士河口湖 1:13.52 4 7 516 飯田　萌楓(2) 駿台甲府 1:04.16
ﾐﾙｻﾞﾌﾟﾙ ｻﾗ 山梨 ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨

5 6 480 ミルザプル　咲良(3) 都留興譲館 1:19.51 5 3 481 伊奈　澪亜(3) 都留興譲館 1:05.24
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

4 482 古屋　千晶(3) 都留興譲館 DQ,FS 6 2 514 南部　みなみ(3) 駿台甲府 1:06.90

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

1 517 岩浅　優花(2) 駿台甲府 59.52
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

2 391 横森　一加(3) 甲府昭和 59.83
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

3 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府 1:03.00
ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ 山梨

4 516 飯田　萌楓(2) 駿台甲府 1:04.16
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨

5 481 伊奈　澪亜(3) 都留興譲館 1:05.24
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷ 山梨

6 50 丸山　真季(2) 甲府南 1:06.52
ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

7 514 南部　みなみ(3) 駿台甲府 1:06.90
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾙﾐ 山梨

8 302 渡邊　みるみ(3) 富士河口湖 1:08.70



凡例  DNS:欠場

少年Ａ女子３０００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     9:01.23   斉藤　　暁(山梨学院)                  2014 5月27日 16:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ﾏﾕ 山梨

1 3 42 伊藤　万由(2) 甲府第一 11:15.61
ｵﾁｱｲ ﾏｺ 山梨

2 6 71 落合　真子(3) 農林 11:19.14
ﾎｻｶ ｸﾙﾐ 山梨

3 9 69 穗坂　くるみ(3) 農林 11:20.37
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ 山梨

4 2 290 渡辺　杏(2) 富士河口湖 11:29.90
ﾎﾘｳﾁ ﾘｺ 山梨

5 8 460 堀内　梨瑚(2) 富士北稜 12:15.72
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨

6 7 430 山崎　幸菜(2) 北杜 12:16.35
ﾎｻｶ ﾏﾕ 山梨

7 1 429 保坂　真優(2) 北杜 12:19.73
ﾐﾂｲ ｱｻﾐ 山梨

4 428 三井　朝実(2) 北杜 DNS
ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｶ 山梨

5 158 内藤　有梨華(2) 笛吹 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 42 69

記録 3:40 7:30
決　勝

 



凡例  DNS:欠場

少年Ａ女子４００ｍＨ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     1:00.35   上田　千暁(駿台甲府)                  2003 5月27日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨 ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ 山梨

1 6 457 鈴木　空(2) 富士北稜 1:09.71 1 4 511 今村　令那(3) 駿台甲府 1:03.56
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 3 459 渡邉　未来(2) 富士北稜 1:17.48 2 6 96 三吉　南緒(2) 巨摩 1:04.54
ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨 ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

4 525 板楠　千尋(3) 山梨学院 DNS 3 3 92 相原　咲良(2) 巨摩 1:05.73
ｻﾉ ｱｽﾞｻ 山梨 ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨

5 261 佐野　梓(2) 甲府西 DNS 4 7 481 伊奈　澪亜(3) 都留興譲館 1:13.66
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｽﾞﾅ 山梨 ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

7 162 山﨑　南津那(2) 笛吹 DNS 5 89 名執　奏波(3) 巨摩 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ 山梨

1 511 今村　令那(3) 駿台甲府 1:03.56
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 96 三吉　南緒(2) 巨摩 1:04.54
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

3 92 相原　咲良(2) 巨摩 1:05.73
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨

4 457 鈴木　空(2) 富士北稜 1:09.71
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨

5 481 伊奈　澪亜(3) 都留興譲館 1:13.66
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 山梨

6 459 渡邉　未来(2) 富士北稜 1:17.48



少年Ａ女子５０００ｍＷ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     24:04.77  三森　理恵(山梨学院)                  1991 5月27日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁｶﾜ ﾅﾂｷ 山梨

1 1 144 市川　夏生(3) 身延 28:17.60
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 山梨

2 2 147 山本　菜緒(3) 身延 29:48.09

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 144 144 144 144

記録 5:12 10:49 16:37 22:46
決　勝

 



凡例  DNS:欠場

少年Ａ女子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     5m96      山口　華枝(駿台甲府)                  2016 5月27日 10:00 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 5m51 4m31 5m52 5m52 8 5m49 5m49 × 5m52
1 17 518 山口　華枝(2) 駿台甲府 +0.3 +1.2 +1.0 +1.0 +1.7 +1.8 +1.0

ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨 4m95 5m23 4m92 5m23 7 5m05 5m08 5m05 5m23
2 10 483 田中　瑠々花(2) 都留興譲館 +1.8 +0.1 0.0 +0.1 +0.8 +0.1 +1.4 +0.1

ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨 4m97 4m91 5m06 5m06 6 × 4m92 5m05 5m06
3 8 93 川崎　里奈(2) 巨摩 +0.8 +0.5 0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.0

ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 山梨 4m65 4m26 4m81 4m81 5 4m59 4m89 4m70 4m89
4 1 351 五味　美桜奈(3) 甲陵 +1.1 +0.4 +0.5 +0.5 0.0 +0.2 -0.2 +0.2

ｺﾐﾔﾏ ﾐｸ 山梨 4m58 4m60 4m74 4m74 4 4m65 4m79 4m66 4m79
5 4 165 小宮山　未来(2) 笛吹 +0.3 +1.0 -0.7 -0.7 -0.6 +1.9 -1.3 +1.9

ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾙ 山梨 4m69 4m58 4m55 4m69 3 4m20 － － 4m69
6 14 520 細田　耀(2) 山梨学院 +2.4 +0.8 +2.8 +2.4 -0.8 +2.4

ｶﾁ ﾅｷﾞｻ 山梨 × 4m30 4m19 4m30 1 4m59 4m38 4m35 4m59
7 3 562 加地　凪紗(2) 日大明誠 +1.0 0.0 +1.0 0.0 +2.5 +1.1 0.0

ｱｲﾀﾞ ｺﾉﾐ 山梨 4m47 × 4m33 4m47 2 × 4m58 4m40 4m58
8 7 563 相田　このみ(2) 日大明誠 +0.6 -0.9 +0.6 +2.1 +0.1 +2.1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 山梨 4m14 4m24 4m27 4m27 4m27
9 2 410 小林　里凪(2) 白根 +1.7 0.0 +1.3 +1.3 +1.3

ﾄﾖｼﾏ ｱｽｶ 山梨 3m98 × 4m08 4m08 4m08
10 16 607 豊島　明日香(2) 吉田 +0.2 +0.5 +0.5 +0.5

ﾐﾔｼﾀ ﾅｵ 山梨 3m77 4m08 3m72 4m08 4m08
11 12 242 宮下　奈旺(2) 吉田 +1.9 +0.9 0.0 +0.9 +0.9

ｲﾁﾉｾ ｷﾗﾗ 山梨 3m39 3m26 3m15 3m39 3m39
12 18 335 一ノ瀨　きらら(2) 甲府商業 +2.1 0.0 +2.8 +2.1 +2.1

ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 山梨 3m31 3m23 3m16 3m31 3m31
13 9 333 髙橋　あや(2) 甲府商業 +0.5 +0.3 +1.7 +0.5 +0.5

ﾓﾘﾀ ﾒｲ 山梨 × 2m38 × 2m38 2m38
14 13 336 森田　芽衣(2) 甲府商業 +1.2 +1.2 +1.2

ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

5 87 赤沢　広美(3) 巨摩 DNS
ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨

6 400 野澤　瑠美佳(2) 甲府昭和 DNS
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨

11 262 伊藤　彩乃(2) 甲府西 DNS
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨

15 398 伊藤　有花(2) 甲府昭和 DNS



凡例  DNS:欠場

少年Ｂ女子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 09:30 予　選
山梨県高校記録(YHR)     12.00     中田　舞花(身延)                      2016 5月27日 14:20 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-2.6)

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
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 山梨

1 4 55 村松　美穂(1) 甲府南 13.79 q 1 3 611 中村　真麻(1) 甲府第一 14.73
ﾜﾀﾇｷ ｱﾐ 山梨 ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

2 2 552 綿貫　杏美(1) 山梨学院 14.63 2 6 57 中平　安美(1) 甲府南 14.97
ﾏﾂｷ ﾁｻ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾎﾉｶ 山梨

3 8 70 松木　千紗(1) 農林 15.06 3 2 325 秋山　穂香(1) 甲府商業 15.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾐ 山梨 ｵｵﾉ ﾏｱﾔ 山梨

4 3 227 渡邊　麗美(1) 吉田 15.26 4 5 582 大野　真綾(1) 日本航空 15.63
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾉﾘ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾙﾅ 山梨

5 7 464 堀内　南徳(1) 富士北稜 15.68 5 7 459 土橋　瑠菜(1) 富士北稜 18.06
ｲｲﾀﾞ ﾁﾎ 山梨 ﾖﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 山梨

6 5 167 飯田　千穂(1) 日川 16.04 4 142 依田　杏樹(1) 身延 DNS
ｷｯﾃｨ ﾜﾝ 山梨

6 584 キッティ　ワン(1) 日本航空 DNS

3組 (風:-1.0) 4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
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨 ｵｶﾞﾀ ﾘﾎ 山梨

1 5 48 小川　芽来(1) 甲府南 13.82 q 1 5 266 緒方　里帆(1) 甲府西 14.11 q
ﾀｶｷﾞ ﾐｷ 山梨 ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨

2 4 73 高木　美希(1) 農林 14.21 q 2 3 54 辻　彩花(1) 甲府南 14.18 q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｻｷ 山梨 ﾐｳﾗ ﾌﾕ 山梨

3 6 318 遠藤　茅咲(1) 甲府城西 15.48 3 8 300 三浦　芙優(1) 富士河口湖 14.38 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 山梨 ｵｵｷ ﾐﾕ 山梨

4 3 488 渡邉　梨緒(1) 都留興譲館 15.77 4 4 74 大木　桜有(1) 農林 14.68
ﾀｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 山梨 ﾃﾂﾞｶ ﾎﾅﾐ 山梨

5 7 463 髙村　夏月(1) 富士北稜 15.79 5 6 328 手塚　帆菜実(1) 甲府商業 14.95
ｷﾑ ﾐﾝｿ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 山梨

2 583 キム　ミンソ(1) 日本航空 DNS 6 2 462 渡邉　琴音(1) 富士北稜 17.06
ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾎ 山梨 ｵﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 山梨

8 612 小泉　里歩(1) 甲府第一 DNS 7 7 572 小山田　佳奈(1) 富士学苑 17.29

5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
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ 山梨

1 7 553 中村　美紀子(1) 山梨学院 14.13 q
ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 山梨

2 5 98 帶金　玲菜(1) 巨摩 14.15 q
ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨

3 3 52 金丸　瑞季(1) 甲府南 14.54
ﾎｻｶ ﾅｵ 山梨

4 2 118 保坂　奈央(1) 増穂商業 15.36
ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ 山梨

5 4 465 小俣　美月(1) 富士北稜 15.58
ｱﾒﾐﾔ ﾓﾓｶ 山梨

6 6 166 雨宮　百花(1) 日川 16.14
ｲﾏｲ ﾘｵ 山梨

8 435 今井　梨緒(1) 北杜 DNS



凡例  DNS:欠場

少年Ｂ女子１００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

5月27日 09:30 予　選
山梨県高校記録(YHR)     12.00     中田　舞花(身延)                      2016 5月27日 14:20 決　勝

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
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

1 3 55 村松　美穂(1) 甲府南 13.63
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ 山梨

2 5 553 中村　美紀子(1) 山梨学院 13.84
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨

3 6 48 小川　芽来(1) 甲府南 13.86
ｵｶﾞﾀ ﾘﾎ 山梨

4 4 266 緒方　里帆(1) 甲府西 14.12
ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 山梨

5 7 98 帶金　玲菜(1) 巨摩 14.24
ﾀｶｷﾞ ﾐｷ 山梨

6 2 73 高木　美希(1) 農林 14.31
ﾐｳﾗ ﾌﾕ 山梨

7 1 300 三浦　芙優(1) 富士河口湖 14.40
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨

8 8 54 辻　彩花(1) 甲府南 14.50



凡例  DNS:欠場

少年Ｂ女子８００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     2:11.60   有泉　千佳(韮崎)                      2007 5月27日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾂﾁﾔｱｲｶ ｱｲｶ 山梨 ｻｸﾗｲ ﾓﾓｶ 山梨

1 2 154 土屋　愛佳(1) 笛吹 2:35.20 1 2 151 桜井　百香(1) 笛吹 2:32.90
ﾅｶﾞｲｼ ｴﾐﾘ 山梨 ｺｲｹ ﾕｲ 山梨

2 7 580 永石　笑璃(1) 日本航空 2:43.12 2 6 434 小池　優衣(1) 北杜 2:39.03
ｷｯﾀ ﾐｸ 山梨 ｻﾄｳ ｶﾉ 山梨

3 8 156 橘田　美来(1) 笛吹 2:46.21 3 7 354 佐藤　佳乃(1) 甲陵 2:43.67
ｻｻｷ ﾅﾅ 山梨 ｺﾞﾐ ｼｵﾘ 山梨

4 6 487 佐々木　菜名(1) 都留興譲館 2:52.74 4 4 433 五味　栞(1) 北杜 2:44.60
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻｷ 山梨

5 1 183 中村　夢花(1) 山梨 3:01.11 5 5 135 望月　咲希(1) 身延 3:04.35
ｲﾃﾞ ｲﾏﾘ 山梨 ﾏﾂｷ ﾁｻ 山梨

6 5 225 井出　伊万梨(1) 吉田 3:03.23 6 1 70 松木　千紗(1) 農林 3:07.33
ﾐﾑﾗ ｻﾘﾅ 山梨 ﾋﾗｲ ｶﾎ 山梨

3 610 三村　幸利奈(1) 吉田 DNS 7 3 185 平井　香帆(1) 山梨 3:45.01
ﾀｶｷﾞ ﾐｷ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾋﾅﾉ 山梨

4 73 高木　美希(1) 農林 DNS 8 152 長田　雛乃(1) 笛吹 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨 ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨

1 4 502 河野　もな(1) 駿台甲府 2:28.56 1 502 河野　もな(1) 駿台甲府 2:28.56
ﾀｶﾓﾘ ｻｸﾗ 山梨 ｻｸﾗｲ ﾓﾓｶ 山梨

2 8 432 高森　咲(1) 北杜 2:35.32 2 151 桜井　百香(1) 笛吹 2:32.90
ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ﾂﾁﾔｱｲｶ ｱｲｶ 山梨

3 1 505 矢部　綾乃(1) 駿台甲府 2:36.08 3 154 土屋　愛佳(1) 笛吹 2:35.20
ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉﾐ 山梨 ﾀｶﾓﾘ ｻｸﾗ 山梨

4 5 264 田邉　野乃実(1) 甲府西 2:38.85 4 432 高森　咲(1) 北杜 2:35.32
ｶﾜｺﾞﾒ ﾋｶﾙ 山梨 ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨

5 3 99 河込　ひかる(1) 巨摩 2:43.21 5 505 矢部　綾乃(1) 駿台甲府 2:36.08
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉﾐ 山梨

6 2 139 渡辺　愛梨(1) 身延 2:51.01 6 264 田邉　野乃実(1) 甲府西 2:38.85
ﾎﾘｲ ﾌﾀﾊﾞ 山梨 ｺｲｹ ﾕｲ 山梨

7 6 179 堀井　双葉(1) 日川 2:53.87 7 434 小池　優衣(1) 北杜 2:39.03
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ﾅｶﾞｲｼ ｴﾐﾘ 山梨

8 7 616 松本　響(1) 甲府第一 3:01.24 8 580 永石　笑璃(1) 日本航空 2:43.12

ラップ表 400m

ナンバー 154

記録 1:14

ナンバー 151

記録 1:17

ナンバー 502

記録 1:17

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

少年Ｂ女子１００ｍＹＨ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     13.89     三吉　南緒(巨摩)                      2016 5月27日 12:55 決　勝

決　勝　

(風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨

1 3 141 鞍打　見春(1) 身延 17.33
ﾖｺﾓﾘ ﾋﾅ 山梨

2 6 615 横森　ひな(1) 甲府第一 18.05
ｶｻｲ ｼｭﾄ 山梨

3 2 265 葛西　朱桃(1) 甲府西 18.26
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 山梨

4 7 181 手塚　結菜(1) 山梨 18.57
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ 山梨

5 8 267 山岸　彩香(1) 甲府西 19.29
ｺﾏｲ ｻﾗ 山梨

6 1 326 駒井　彩来(1) 甲府商業 19.45
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 山梨

7 5 488 渡邉　梨緒(1) 都留興譲館 20.47
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 山梨

4 182 鈴木　瑠菜(1) 山梨 DNS



凡例  DNS:欠場

少年Ｂ女子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     5m96      山口　華枝(駿台甲府)                  2016 5月27日 10:00 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

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨 4m81 4m59 4m52 4m81 8 4m96 4m88 4m86 4m96
1 15 501 小林　杏樹(1) 駿台甲府 +1.3 +0.1 0.0 +1.3 +2.3 +1.6 -0.1 +2.3

ｲﾏｲ ﾘｵ 山梨 × × 4m45 4m45 5 4m77 4m76 4m69 4m77
2 19 435 今井　梨緒(1) 北杜 +1.3 +1.3 0.0 0.0 -0.7 0.0

ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 山梨 4m60 × 4m50 4m60 7 4m43 4m46 3m35 4m60
3 10 98 帶金　玲菜(1) 巨摩 +1.3 +0.9 +1.3 +2.1 +1.4 -0.4 +1.3

ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 4m30 4m53 4m48 4m53 6 4m22 4m30 4m32 4m53
4 3 54 辻　彩花(1) 甲府南 0.0 0.0 +2.4 0.0 +1.8 +0.2 -1.1 0.0

ｷｸﾁ ﾘｺ 山梨 4m25 4m08 4m15 4m25 2 4m22 4m44 4m32 4m44
5 7 405 菊池　梨湖(1) 甲府昭和 +0.7 +0.5 +1.7 +0.7 0.0 +1.9 -0.7 +1.9

ﾆﾉﾐﾔ ﾕｲ 山梨 3m55 3m98 4m40 4m40 4 3m96 4m02 × 4m40
6 13 614 二宮　優衣(1) 甲府第一 +1.4 -0.2 +0.7 +0.7 0.0 +0.3 +0.7

ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨 4m24 4m35 4m31 4m35 3 4m39 4m28 4m18 4m39
7 5 52 金丸　瑞季(1) 甲府南 +0.8 +0.6 +1.8 +0.6 -1.0 +1.4 -0.1 -1.0

ﾅｽ ｱｻﾉ 山梨 × 3m97 3m79 3m97 1 4m25 4m19 4m19 4m25
8 17 282 那須　麻乃(1) 甲府東 +0.6 +0.5 +0.6 0.0 +1.9 -1.2 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 山梨 3m83 3m89 × 3m89 3m89
9 16 224 渡辺　侑希(1) 吉田 +0.5 -0.1 -0.1 -0.1

ｼﾓｻｶ ｱｶﾈ 山梨 × 3m82 3m46 3m82 3m82
10 20 327 下坂　あかね(1) 甲府商業 +1.0 +0.8 +1.0 +1.0

ｵｸﾜｷ ｶｺ 山梨 2m91 3m40 3m82 3m82 3m82
11 4 609 奥脇　香子(1) 吉田 +0.5 +0.6 +1.6 +1.6 +1.6

ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ 山梨 3m59 3m46 3m36 3m59 3m59
12 11 553 中村　美紀子(1) 山梨学院 +1.6 +1.4 +1.0 +1.6 +1.6

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 山梨 3m54 3m27 3m52 3m54 3m54
13 1 306 小林　萌夏(1) 富士河口湖 +0.8 +0.7 +2.0 +0.8 +0.8

ｻｲﾄｳ ｸﾙﾐ 山梨 3m34 × 3m09 3m34 3m34
14 12 226 齊藤　胡桃(1) 吉田 +0.5 +0.4 +0.5 +0.5

ﾀｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 山梨 3m08 3m25 2m92 3m25 3m25
15 6 463 髙村　夏月(1) 富士北稜 0.0 +0.8 +0.9 +0.8 +0.8

ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ 山梨 × 3m24 3m20 3m24 3m24
16 2 465 小俣　美月(1) 富士北稜 +0.3 +1.0 +0.3 +0.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 山梨 2m55 × 2m85 2m85 2m85
17 8 462 渡邉　琴音(1) 富士北稜 +1.5 +1.4 +1.4 +1.4

ﾜﾀﾇｷ ｱﾐ 山梨 × 2m77 × 2m77 2m77
18 18 552 綿貫　杏美(1) 山梨学院 +0.1 +0.1 +0.1

ﾎﾘｳﾁ ﾐﾉﾘ 山梨 2m42 2m75 2m71 2m75 2m75
19 14 464 堀内　南徳(1) 富士北稜 +1.3 -0.7 +0.6 -0.7 -0.7

ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｻｷ 山梨

9 318 遠藤　茅咲(1) 甲府城西 DNS



凡例  DNS:欠場

少年共通女子１５００ｍ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     4:18.20   小笠原　朱理(山梨学院)                2016 5月27日 14:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾗ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

1 14 613 河口　紗楽(1) 甲府第一 5:17.39 1 1 404 宮川　実咲(2) 甲府昭和 5:17.03
ｵｻﾀﾞ ﾋﾅﾉ 山梨 ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨

2 13 152 長田　雛乃(1) 笛吹 5:20.80 2 12 502 河野　もな(1) 駿台甲府 5:21.35
ｻｸﾗｲ ﾓﾓｶ 山梨 ﾀｶﾓﾘ ｻｸﾗ 山梨

3 6 151 桜井　百香(1) 笛吹 5:22.29 3 4 432 高森　咲(1) 北杜 5:22.44
ﾎﾘｳﾁ ﾘｺ 山梨 ｵﾏﾀ ｲｽﾞﾐ 山梨

4 10 460 堀内　梨瑚(2) 富士北稜 5:35.14 4 10 43 小俣　泉(2) 甲府第一 5:23.43
ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｶ 山梨 ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨

5 1 158 内藤　有梨華(2) 笛吹 5:45.40 5 7 505 矢部　綾乃(1) 駿台甲府 5:25.55
ｻﾄｳ ｶﾉ 山梨 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 山梨

6 3 354 佐藤　佳乃(1) 甲陵 5:45.90 6 3 258 天野　真(2) 甲府西 5:25.95
ﾅｶﾞｲｼ ｴﾐﾘ 山梨 ｺｲｹ ﾕｲ 山梨

7 9 580 永石　笑璃(1) 日本航空 5:47.85 7 13 434 小池　優衣(1) 北杜 5:30.37
ｻﾄｳ ｻﾔｶ 山梨 ﾎｻｶ ﾏﾕ 山梨

8 12 484 佐藤　彩花(2) 都留興譲館 5:59.98 8 9 429 保坂　真優(2) 北杜 5:33.26
ﾎﾘｳﾁ ﾘｶｺ 山梨 ﾔｻﾞｷ ｱｵｲ 山梨

9 7 240 堀内　理佳子(2) 吉田 6:00.02 9 5 257 矢崎　碧(2) 甲府西 5:34.10
ｵｻﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨

10 5 75 長田　莉奈(1) 農林 6:16.73 10 11 430 山崎　幸菜(2) 北杜 5:38.49
ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｶ 山梨 ｺﾞﾐ ｼｵﾘ 山梨

11 11 68 中込　佑香(3) 農林 6:18.29 11 15 433 五味　栞(1) 北杜 5:43.40
ｲｲｼﾞﾏ ﾎﾀﾙ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ｷｮｳｶ 山梨

2 46 飯島　蛍(2) 甲府南 DNS 12 8 189 白鳥　杏果(2) 山梨 5:47.06
ｷｯﾀ ﾐｸ 山梨 ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 山梨

4 156 橘田　美来(1) 笛吹 DNS 13 14 478 小泉　友香(3) 都留興譲館 5:48.53
ﾂﾁﾔ ｱｲｶ 山梨 ﾐﾂｲ ﾕﾂﾞｷ 山梨

8 154 土屋　愛佳(1) 笛吹 DNS 2 422 三井　柚月(3) 北杜 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅ 山梨 ﾐﾂｲ ｱｻﾐ 山梨

15 456 渡邊　朱菜(2) 富士北稜 DNS 6 428 三井　朝実(2) 北杜 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

1 404 宮川　実咲(2) 甲府昭和 5:17.03
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾗ 山梨

2 613 河口　紗楽(1) 甲府第一 5:17.39
ｵｻﾀﾞ ﾋﾅﾉ 山梨

3 152 長田　雛乃(1) 笛吹 5:20.80
ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨

4 502 河野　もな(1) 駿台甲府 5:21.35
ｻｸﾗｲ ﾓﾓｶ 山梨

5 151 桜井　百香(1) 笛吹 5:22.29
ﾀｶﾓﾘ ｻｸﾗ 山梨

6 432 高森　咲(1) 北杜 5:22.44
ｵﾏﾀ ｲｽﾞﾐ 山梨

7 43 小俣　泉(2) 甲府第一 5:23.43
ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨

8 505 矢部　綾乃(1) 駿台甲府 5:25.55

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 151 151 151 151

記録 1:32 2:59 3:40 4:19

ナンバー 404 404 404 404

記録 1:20 2:45 3:28 4:12

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

 



凡例  DNS:欠場

少年共通女子４×１００ｍＲ
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     47.66     駿台甲府(杉原・横山・輿石・松山)      2007 5月27日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組
1着 6ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ

52.80 53.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1 512 雨宮　珠麻(3) 山梨 駿台甲府 1 41 日向　凜々子(3) 山梨 甲府第一
2 514 南部　みなみ(3) 山梨 駿台甲府 2 45 古屋　いぶき(2) 山梨 甲府第一
3 513 河西　葵(3) 山梨 駿台甲府 3 611 中村　真麻(1) 山梨 甲府第一
4 516 飯田　萌楓(2) 山梨 駿台甲府 4 44 早川　瑠那(2) 山梨 甲府第一

3着 2ﾚｰﾝ 4着 7ﾚｰﾝ
53.54 56.47

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 261 佐野　梓(2) 山梨 甲府西 1 303 和光　杏奈(3) 山梨 富士河口湖
2 266 緒方　里帆(1) 山梨 甲府西 2 302 渡邊　みるみ(3) 山梨 富士河口湖
3 256 高田　絢乃(2) 山梨 甲府西 3 299 渡邊　遥香(3) 山梨 富士河口湖
4 260 荻野　悠希(2) 山梨 甲府西 4 300 三浦　芙優(1) 山梨 富士河口湖

5着 5ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
58.36 1:00.33

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 457 鈴木　空(2) 山梨 富士北稜 1 181 手塚　結菜(1) 山梨 山梨
2 459 渡邉　未来(2) 山梨 富士北稜 2 189 白鳥　杏果(2) 山梨 山梨
3 464 堀内　南徳(1) 山梨 富士北稜 3 183 中村　夢花(1) 山梨 山梨
4 465 小俣　美月(1) 山梨 富士北稜 4 185 平井　香帆(1) 山梨 山梨

7着 4ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
1:01.17 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 325 秋山　穂香(1) 山梨 甲府商業
2 328 手塚　帆菜実(1) 山梨 甲府商業 1
3 326 駒井　彩来(1) 山梨 甲府商業 2
4 327 下坂　あかね(1) 山梨 甲府商業 3

4

2組
1着 4ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ

48.60 49.15
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1 519 若杉　彩乃(2) 山梨 駿台甲府 1 94 澤登　美怜(2) 山梨 巨摩
2 518 山口　華枝(2) 山梨 駿台甲府 2 87 赤沢　広美(3) 山梨 巨摩
3 517 岩浅　優花(2) 山梨 駿台甲府 3 92 相原　咲良(2) 山梨 巨摩
4 511 今村　令那(3) 山梨 駿台甲府 4 96 三吉　南緒(2) 山梨 巨摩

3着 2ﾚｰﾝ 4着 5ﾚｰﾝ
50.33 50.37

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 164 山下　葵(2) 山梨 笛吹 1 397 阿部　亜美(2) 山梨 甲府昭和
2 161 平出　好笑(2) 山梨 笛吹 2 389 松本　佳菜(3) 山梨 甲府昭和
3 165 小宮山　未来(2) 山梨 笛吹 3 399 齊藤　凪沙(2) 山梨 甲府昭和
4 153 菊島　夏帆(3) 山梨 笛吹 4 391 横森　一加(3) 山梨 甲府昭和

5着 7ﾚｰﾝ 6着 6ﾚｰﾝ
52.59 52.97

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 60 粕谷　美玖(3) 山梨 甲府南 1 480 ミルザプル　咲良(3) 山梨 都留興譲館
2 55 村松　美穂(1) 山梨 甲府南 2 483 田中　瑠々花(2) 山梨 都留興譲館
3 594 綿貫　里咲(2) 山梨 甲府南 3 481 伊奈　澪亜(3) 山梨 都留興譲館
4 50 丸山　真季(2) 山梨 甲府南 4 482 古屋　千晶(3) 山梨 都留興譲館

7着 8ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
54.47 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 564 中村　麻菜(2) 山梨 日大明誠
2 562 加地　凪紗(2) 山梨 日大明誠 1
3 563 相田　このみ(2) 山梨 日大明誠 2
4 561 井上　菜緒(3) 山梨 日大明誠 3

駿台甲府B

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ
ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ
ｶｻｲ ｱｵｲ
ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ

甲府第一

ﾋﾅﾀ ﾘﾘｺ
ﾌﾙﾔ ｲﾌﾞｷ
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ
ﾊﾔｶﾜ ﾙﾅ

甲府西

ｻﾉ ｱｽﾞｻ
ｵｶﾞﾀ ﾘﾎ
ﾀｶﾀﾞ ｱﾔﾉ
ｵｷﾞﾉ ﾕｷ

富士河口湖

ﾜｺｳ ｱﾝﾅ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾙﾐ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ
ﾐｳﾗ ﾌﾕ

富士北稜

ｽｽﾞｷ ｿﾗ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾉﾘ
ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ

山梨

ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ
ｼﾗﾄﾘ ｷｮｳｶ
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ
ﾋﾗｲ ｶﾎ

甲府商業

ｱｷﾔﾏ ﾎﾉｶ
ﾃﾂﾞｶ ﾎﾅﾐ
ｺﾏｲ ｻﾗ
ｼﾓｻｶ ｱｶﾈ

北杜

駿台甲府A

ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ
ｲﾜｻ ﾕｳｶ
ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ

巨摩

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ
ﾐﾖｼ ﾅｵ

笛吹

ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺﾉﾐ
ｺﾐﾔﾏ ﾐｸ
ｷｸｼﾏ ｶﾎ

甲府昭和

ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ

甲府南

ｶｽﾔ ﾐｸ
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ
ﾜﾀﾇｷ ﾘｻ
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷ

都留興譲館

ﾐﾙｻﾞﾌﾟﾙ ｻﾗ
ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ
ｲﾅ ﾚｲｱ
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ

日大明誠

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ
ｶﾁ ﾅｷﾞｻ
ｱｲﾀﾞ ｺﾉﾐ
ｲﾉｳｴ ﾅｵ

山梨学院



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

少年共通女子棒高跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     3m25      小宮　葉月(都留)                      2008 5月27日 09:30 決　勝

決　勝　

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 5 457 鈴木　空(2) 富士北稜 2m40
ﾀﾏﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 山梨 ○ × ○ ○ ○ × × ×

2 2 453 髙山　瑞生(3) 富士北稜 2m30
ﾐﾔｼﾀ ﾐｳ 山梨 ○ × × ×

3 7 454 宮下　未羽(3) 富士北稜 2m00
ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨 × × ×

1 93 川崎　里奈(2) 巨摩 NM
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨 × × ×

3 94 澤登　美怜(2) 巨摩 NM
ﾔﾉ ﾉﾉｶ 山梨 × × ×

4 263 矢野　野乃花(2) 甲府西 NM
ｲﾉｳｴ ｻﾄ 山梨

6 97 井上　咲音(1) 巨摩 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

ｺﾒﾝﾄ
2m10 2m20 2m30 2m40 2m50

記録



凡例  DNS:欠場

少年共通女子三段跳
審 判 長：保坂　重機
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     12m56     剱持　クリア(山梨学院)                2016 5月27日 14:00 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

ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨 11m15 11m14 11m21 11m21 4 11m26 × 11m22 11m26
1 3 483 田中　瑠々花(2) 都留興譲館 +1.6 +3.5 +3.6 +3.6 +3.4 +3.0 +3.4

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 10m57 10m83 11m13 11m13 3 10m75 × × 11m13
2 1 512 雨宮　珠麻(3) 駿台甲府 0.0 +2.0 +1.4 +1.4 +2.4 +1.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 山梨 9m62 9m64 9m77 9m77 2 9m62 × 9m81 9m81
3 2 459 渡邉　未来(2) 富士北稜 0.0 +3.2 +4.2 +4.2 +2.7 +3.2 +3.2

ｶｻｲ ｱｵｲ 山梨 9m48 8m81 r 9m48 1 9m48
4 4 513 河西　葵(3) 駿台甲府 +3.7 +2.5 +3.7 +3.7

ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨

5 398 伊藤　有花(2) 甲府昭和 DNS



少年共通女子円盤投
審 判 長：

記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     38m90     望月　志津(身延)                      1986 5月27日 10:00 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

ｷｸｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 山梨

1 11 392 菊川　泉(3) 甲府昭和 × 28m68 30m70 30m70 8 29m92 27m70 30m58 30m70
ﾌｶｻﾜ ﾓｴ 山梨

2 8 133 深沢　萌絵(2) 身延 × 28m16 × 28m16 7 29m44 × 28m00 29m44
ﾊﾀﾞ ﾐﾉﾘ 山梨

3 14 455 羽田　美乃里(3) 富士北稜 25m84 24m94 24m54 25m84 6 21m56 24m58 23m84 25m84
ﾌｶｻﾜ ｻﾔｶ 山梨

4 9 401 深澤　涼(2) 甲府昭和 25m08 23m32 23m76 25m08 5 24m96 21m74 25m18 25m18
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨

5 15 436 宮崎　倖那(2) 北杜 × 22m18 25m08 25m08 4 × 18m80 23m24 25m08
ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ 山梨

6 5 132 望月　涼香(2) 身延 21m64 23m86 × 23m86 3 23m82 22m88 14m48 23m86
ｷｸｼﾏ ｾｲﾅ 山梨

7 7 486 菊島　世奈(2) 都留興譲館 23m74 20m58 19m28 23m74 2 21m76 18m66 21m66 23m74
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 山梨

8 13 138 丹澤　美海(1) 身延 17m52 21m66 19m12 21m66 1 22m82 19m06 22m50 22m82
ｳﾅｷﾞｲｹ ﾓﾓｺ 山梨

9 4 601 鰻池　桃子(2) 山梨英和 16m36 16m42 21m40 21m40 21m40
ﾖﾀﾞ ｺﾅﾐ 山梨

10 12 528 依田　こなみ(3) 山梨学院 20m52 × 19m56 20m52 20m52
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 山梨

11 6 458 齋藤　美緒(2) 富士北稜 16m62 18m70 19m64 19m64 19m64
ﾅｶﾞﾀ ｻｸﾗ 山梨

12 3 66 永田　櫻(1) 農林 19m08 18m92 × 19m08 19m08
ﾐﾂｲ ﾋﾅﾀ 山梨

13 1 543 三井　陽麗(1) 山梨学院 17m22 18m14 17m84 18m14 18m14
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅ 山梨

14 10 136 望月　舞夏(1) 身延 17m84 × 17m08 17m84 17m84
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅ 山梨

15 2 456 渡邊　朱菜(2) 富士北稜 17m04 16m74 15m34 17m04 17m04
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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

ｻﾉ ｱｵｲ 山梨

1 13 145 佐野　葵(3) 身延 38m08 38m38 37m74 38m38 8 × 38m30 39m90 39m90
ﾐﾂｲ ﾋﾅﾀ 山梨

2 2 543 三井　陽麗(1) 山梨学院 34m86 29m64 27m76 34m86 7 26m64 31m66 26m94 34m86
ｺﾝﾉ ﾁﾊﾙ 山梨

3 3 62 今野　千春(2) 甲府工業 26m66 29m28 29m02 29m28 6 27m30 27m52 26m56 29m28
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅ 山梨

4 5 136 望月　舞夏(1) 身延 27m42 21m72 24m90 27m42 5 23m48 28m18 27m38 28m18
ｸﾎﾞﾀ ｾﾅ 山梨

5 6 88 久保田　せな(3) 巨摩 22m30 26m34 25m56 26m34 4 25m70 27m20 27m08 27m20
ﾅｶﾞﾀ ｻｸﾗ 山梨

6 7 66 永田　櫻(1) 農林 18m98 19m12 20m44 20m44 3 × 19m84 19m62 20m44
ｵｵﾉ ﾏｱﾔ 山梨

7 14 582 大野　真綾(1) 日本航空 17m14 × 19m78 19m78 2 19m52 19m66 17m90 19m78
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨

8 12 501 小林　杏樹(1) 駿台甲府 16m40 19m18 17m24 19m18 1 15m14 18m00 16m22 19m18
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾙﾅ 山梨

9 4 459 土橋　瑠菜(1) 富士北稜 18m38 17m86 18m78 18m78 18m78
ｵｵｷ ﾐﾕ 山梨

10 9 74 大木　桜有(1) 農林 × 18m46 18m18 18m46 18m46
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 山梨

11 10 140 今村　美玲(1) 身延 16m86 17m42 18m44 18m44 18m44
ｷｸｼﾏ ｾｲﾅ 山梨

12 1 486 菊島　世奈(2) 都留興譲館 17m58 × 13m08 17m58 17m58
ﾖﾀﾞ ｺﾅﾐ 山梨

8 528 依田　こなみ(3) 山梨学院 DNS
ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨

11 400 野澤　瑠美佳(2) 甲府昭和 DNS
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コンディション情報

大会総務 保坂　一仁 トラック審判長 樋　　幹也
跳躍審判長 保坂　重機 投てき審判長 保坂　重機
競歩審判長 小宮　和之 招集所審判長 雨宮　　建

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2017/05/27 09:30 晴 24.0 60.0 東南東 0.6

10:00 晴 25.0 57.0 南南東 0.2
11:00 晴 25.5 51.0 南 1.6
12:00 晴 26.5 49.0 南 1.9
13:00 晴 27.0 47.0 東北東 1.6
14:00 晴 27.5 44.0 南 2.0
15:00 晴 27.5 38.0 南 2.4
16:00 晴 26.5 43.0 南西 3.1
17:00 晴 26.0 42.0 南南東 2.3
17:26 晴 26.0 42.0 南南西 2.9

測定場所
競技場
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	01ma100
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	02ma400
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	03m5000
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	04m400h
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	05ma棒高跳
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	11m800
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	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	13m5000w
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	14m400r
	6-10-2 リザルトリスト（リレー２列）

	15m走高跳
	R6_1組

	16m三段跳
	R6_1組

	17m円盤投
	R6_1組
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	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）
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	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）
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	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	21wa400h
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	22w5000w
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	23wa走幅跳
	R6_1組

	24wb100
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	25wb800
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	26wb100yh
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	27b走幅跳
	R6_1組
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	29w400r
	6-10-2 リザルトリスト（リレー２列）

	30w棒高跳
	R6_1組

	31w三段跳
	R6_1組

	32w円盤投
	R6_1組

	33wやり投
	R6_1組
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