
第７１回山梨県陸上競技選手権大会　兼第９０回関東陸上競技選手権大会　兼第７１回国体選考会　
山梨中銀スタジアム 平成29年6月3日（土）、4日（日）

日付 種目

深澤　拓巳(3) 10.63 田中　拓海(3) 10.66 渡邉　陵 10.67 遠藤　修平 10.70 笹本　悠太(2) 10.93 大久保　雄平(1) 11.00 内田　智大(4) 15.52 依田　尚彌(4) 16.64
山梨・国士舘大 山梨・駿台甲府高 山梨・東洋大 山梨・身延AC 山梨・山梨学院大 山梨・日本体育大 山梨・東京学芸大 群馬・上武大
深澤　拓巳(3) 21.34 遠藤　修平 21.81 田中　拓海(3) 21.88 渡邉　陵 21.88 大久保　雄平(1) 22.35 笹本　悠太(2) 22.60 野口　怜恩(2) 22.78 古林　晃平(3) 23.15
山梨・国士舘大 山梨・身延AC 山梨・駿台甲府高 山梨・東洋大 山梨・日本体育大 山梨・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・北海道東海大
中村　僚(3) 49.34 内藤　光(3) 50.43 長倉　脩斗(2) 50.61 佐野　悠人(2) 50.81 小林　瞭(2) 51.70 中山　拓海(3) 53.57
山梨・富士北稜高 山梨・甲府工高 山梨・甲府昭和高 山梨・身延高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院高
渡辺　宏太(2) 1:56.24 鶴﨑　大輔 1:59.65 志村　竜星(3) 2:00.17 小林　瞭(2) 2:00.20 萩原　健太(2) 2:02.51 斉藤　瑞樹(4) 2:03.02 渡邉　耕平(3) 2:05.60 石川　稜 2:07.07
山梨・山梨大 山梨・高体連 山梨・富士河口湖高 山梨・山梨学院大 山梨・日大明誠高 山梨・国士舘大 山梨・吉田高 山梨・YGU.A.C
増山　稔 4:14.87 澤登　恒河(3) 4:15.49 小林　拓登(1) 4:15.81 萩原　健太(3) 4:16.07 長島　甲輝(3) 4:16.51 金丸　隼涼 4:16.72 山田　駿(3) 4:17.23 落合　啓(3) 4:17.51
山梨・山梨陸協 山梨・農林高 山梨・甲府昭和高 山梨・韮崎高 山梨・日大明誠高 山梨・中村農場 山梨・韮崎高 山梨・都留文科大
宮下　隼人(3) 15:16.57 河口　英史 15:24.34 依田　崇弘 15:28.31 帆波　圭斗 15:32.77 河内　大輝(3) 15:41.70 上田　誠人(2) 15:42.53 穂坂　快晴 15:49.03 黒木　瞬 15:55.46
山梨・富士河口湖高 山梨・甲斐市陸協 山梨・山梨陸協 山梨・中村農場 山梨・日大明誠高 山梨・山梨大 山梨・南プスＡＣ 山梨・甲斐市陸協
帆波　圭斗 32:34.20 依田　崇弘 32:43.77 山重　雅矢 34:37.08 秋山　和良(1) 34:53.65 向井　武児 35:46.90 小林　優希 36:33.54 甘利　佑弥(2) 37:47.40 古屋　洋幸(2) 38:11.74
山梨・中村農場 山梨・山梨陸協 山梨・中村農場 山梨・笛吹高 山梨・北杜市陸協 山梨・Generation 山梨・笛吹高 山梨・笛吹高
飯久保　明洋(3) 14.75 松田　康平 15.05 澤登　大河 15.35 山本　武(1) 15.58 澤邊　直人 15.61 小幡　慎司(4) 15.69 高橋　亨光 15.79
山梨・国際武道大 山梨・Takers 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・愛知教育大 山梨・増穂商業教員 山梨・山梨学院大 山梨・身延AC
澤登　大河 52.78 山本　武(1) 53.05 渡辺　翔太(3) 53.08 松田　康平 54.74 中村　僚(3) 55.25 赤井　滉太郎(3) 56.56 平出　圭亮(3) 56.72 水越　将司(2) 57.21
山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・愛知教育大 山梨・山梨学院大 山梨・Takers 山梨・富士北稜高 山梨・身延高 山梨・駿河台大 山梨・巨摩高
宮下　隼人(3) 9:28.61 上田　誠人(2) 9:42.09 工藤　雄大 9:54.02 望月　悠斗(3) 9:58.12 藤巻　天(3) 10:24.11 宮澤　清悟(4) 10:32.55 市原　弘康 10:34.92 江連　祐伍(3) 10:36.48
山梨・富士河口湖高 山梨・山梨大 山梨・甲斐市陸協 山梨・韮崎高 山梨・甲府工高 山梨・山梨大 山梨・YGU.A.C 山梨・韮崎高
大沼　太陽(4) 21:38.99 青柳　至(4) 22:51.11 池田　穂高(3) 25:18.90 川口　紫音(2) 25:24.39 藤本　椋大(3) 26:20.18 望月　太貴 26:24.21 佐野　立弥(2) 27:35.34 斎藤　勇太(2) 27:50.10
山梨・山梨学院大 山梨・日本大 山梨・甲府昭和高 山梨・身延高 山梨・都留興譲館高 山梨・YGU.A.C 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院高
山梨・山学大 41.50 山梨・駿台甲府高A 42.18 山梨・巨摩高A 42.64 山梨・駿台甲府高B 42.87 山梨・甲府西高 42.88 山梨・山梨学院高 43.02 山梨・北杜高 43.09 山梨・甲府南高A 43.87
近藤　大聖(3) EGR 松野　滉大(2) 進藤　大輝(2) 岩下　千馬(2) 鎌倉　裕朗(1) 野村　涼(3) 三澤　将汰(1) 小池　隼太(2)
笹本　悠太(2) 田中　拓海(3) 笛　遼太(3) 五味　勇太(2) 功刀　滉二郎(2) 小幡　隆史(3) 向井　大気(2) 早川　武志(2)
堀内　隼也(3) 熊谷　拓海(3) 樋口　壮人(3) 村松　由翔(2) 渡辺　舜也(3) 篠塚　竜聖(2) 藤森　翔也(3) 榊原　智仁(3)
中村　和貴(2) ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 小山　周馬(3) 寺戸　翼(2) 牛山　翔太(3) 坂本　壮平(2) 増田　国光(2) 金　　俊鎬(2)
山梨・山梨大 3:19.97 山梨・山学大 3:20.53 山梨・駿台甲府高 3:20.53 山梨・甲府工高 3:26.60 山梨・巨摩高A 3:28.12 山梨・身延高 3:28.34 山梨・巨摩高B 3:31.13 山梨・山梨学院高 3:35.68
橋爪　孔明(4) 渡辺　翔太(3) ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 山田　健二(3) 小山　周馬(3) 村松　星哉(1) 有野　嵐(2) 小幡　隆史(3)
森實　高毅(4) 笹本　悠太(2) 松野　滉大(2) 雨宮　光輝(3) 名取　純矢(3) 野口　怜恩(2) 山本　龍(2) 篠塚　竜聖(2)
奈良　光洋(2) 堀内　隼也(3) 村松　由翔(2) 川手　譲(3) 名取　慶星(3) 望月　真(1) 井上　幹(2) 窪田　冠太(2)
渡辺　宏太(2) 依田　侑大(1) 田中　拓海(3) 内藤　光(3) 市川　翔太(3) 佐野　悠人(2) 水越　将司(2) 坂本　壮平(2)
佐藤　一哉 1m98 外川　巧 1m95 齊藤　一真(5) 1m95 市川　翔太(3) 1m90 藤木　大嗣(1) 1m90 鈴木　徹 1m90 丹沢　進太郎(2) 1m90 深町　隆成 1m85
山梨・山梨陸協 山梨・山梨大学職員 山梨・東京医科歯科大 山梨・巨摩高 山梨・都留高 山梨・SMBCニッコー 山梨・山梨学院大 山梨・山梨陸協
深澤　広大(1) 4m50 加藤　真嵩(3) 3m80 足立　悠輔(4) 3m80 平井　大智(3) 3m60 赤池　優(2) 3m50 鶴田　嵩(3) 3m40
山梨・東京経済大 山梨・国際武道大 山梨・山梨大 山梨・富士北稜高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高

平野　颯人(2) 3m80 小田切　優也(3) 3m40
山梨・山梨学院大 山梨・白根巨摩中

石井　祐太(3) 7m07(+0.5) 藤本　聖哉(4) 6m85(-1.8) 常盤　春輝 6m83(+1.7) 横森　友朗(1) 6m77(-3.2) 奈良　光洋(2) 6m77(-2.9) 市川　翔太(3) 6m74(+1.9) 三枝　大燿(2) 6m45(-0.8) 小林　練(3) 6m44(-0.5)
山梨・都留文科大 山梨・国士舘大 山梨・山梨大AC 山梨・山梨大 山梨・山梨大 山梨・巨摩高 山梨・上野原高 山梨・東京外国語大
横森　友朗(1) 15m53(+0.3) 市川　翔太(3) 14m46(+2.7) 石井　祐太(3) 14m42(0.0) 秋山　智哉(3) 13m72(+0.5) 入江　直樹(4) 13m31(+0.6) 小俣　洋(1) 13m25(+2.3) 大瀧　雄司(3) 13m24(+1.4) 川和田　龍聖(3) 13m10(+0.9)
山梨・山梨大 山梨・巨摩高 公認14m45(0.0) 山梨・都留文科大 山梨・北里大 山梨・山梨大 山梨・順天堂大 公認13m09(+1.3) 山梨・山梨大 山梨・甲府工高
萩原　怜(3) 13m09 松本　尭大(1) 12m03 加賀美　昌宏 11m28 久保田　尊士 11m24 塚原　響(2) 10m98 光吉　尭(2) 10m96 長田　匠(3) 9m89 木村　光輝(3) 9m57
山梨・山梨大 山梨・山梨大 山梨・身延AC 山梨・身延AC 山梨・巨摩高 山梨・山梨大 山梨・上野原高 山梨・身延高
吉田　裕貴 37m71 大池　優介 36m85 野澤　大輝(3) 30m48 青嶋　雄斗(2) 30m11 山崎　響(2) 30m02 久保田　尊士 29m93 木村　光輝(3) 28m02 天野　航(3) 25m50
山梨・ふじざくら支教員 山梨・大月陸協 山梨・都留高 山梨・身延高 山梨・甲府工高 山梨・身延AC 山梨・身延高 山梨・都留高
高橋　大地 56m79 栄野比　ホセ(2) 55m22 久保田　尊士 44m12 三神　大樹 40m88 國母　和也(3) 32m64 菊地　翔太(3) 31m44 長谷川　翔大(3) 31m04 上野　利輝(3) 30m02
山梨・山梨県体協 群馬・上武大 山梨・身延AC 山梨・身延AC 山梨・甲府工高 山梨・富士北稜高 山梨・東海大甲府高 山梨・巨摩高
青沼　李軌(3) 66m50 市川　翔太(3) 56m59 今村　海渡(3) 55m12 光吉　尭(2) 53m49 坂口　正芳 52m63 髙橋　昭吾 52m21 木村　光輝(3) 51m18 青嶋　雄斗(2) 48m77
山梨・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・山梨大 山梨・山日ＹＢＳ 山梨・山梨大AC 山梨・身延高 山梨・身延高
山下　黎(3) 6119点 澤邊　直人 5647点 功刀　友貴(1) 5144点 山﨑　翼 4961点 相原　樹 4729点
山梨・東京学芸大 山梨・増穂商業教員 山梨・甲府西高 山梨・Takers 山梨・山梨大AC
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4日 男子走高跳

4日 男子三段跳

4日 男子砲丸投

3日 男子円盤投

11.90(-0.5)-6m32(-1.3)-8m98-1m70-55.34

16.12(-0.8)-22m61-2m30-37m06-5:21.98

3日 男子ハンマー投

4日 男子やり投

11.58(-0.5)-6m62(+0.2)-9m96-1m76-52.20

16.16(-0.8)-29m37-3m60-47m47-4:46.61

3日
～4日

男子十種競技
12.41(-0.5)-5m73(-0.4)-9m00-1m60-57.26

19.12(-0.8)-22m57-3m70-39m02-5:06.97

11.85(-0.5)-6m39(+0.4)-10m12-1m82-57.31

15.73(-0.8)-32m64-3m80-40m08-5:37.71

11.50(-0.5)-6m23(+1.8)-8m76-1m65-51.75

17.72(-0.8)-19m02-2m70-34m50-4:45.02



第７１回山梨県陸上競技選手権大会　兼第９０回関東陸上競技選手権大会　兼第７１回国体選考会　
山梨中銀スタジアム 平成29年6月3日（土）、4日（日）

日付 種目 4位 5位 6位 7位 8位1位 2位 3位

中田　舞花(3) 12.22 山口　華枝(2) 12.55 広瀬　七彩(3) 12.67 松本　佳菜(3) 12.71 川合　早紀(2) 12.73 古屋　千晶(3) 12.91 珊瑚　菜帆(3) 12.91 齊藤　凪沙(2) 12.93
山梨・身延高 山梨・駿台甲府高 山梨・塩山中 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨学院大 山梨・都留興譲館高 山梨・南部中 山梨・甲府昭和高
齋藤　莉奈(2) 24.61 中田　舞花(3) 24.80 山口　華枝(2) 25.11 岩浅　優花(2) 25.65 川合　早紀(2) 25.83 松本　佳菜(3) 25.94 珊瑚　菜帆(3) 26.51 古屋　日奈子(3) 26.53
山梨・山梨学院大 山梨・身延高 YHR 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院大 山梨・甲府昭和高 山梨・南部中 山梨・塩山中
岩浅　優花(2) 57.62 古屋　鈴子(2) 58.04 白倉　若奈(3) 59.20 横森　一加(3) 59.89 柳生　希実子(3) 1:00.02 新藤　はるか 1:00.54 赤澤　雅(3) 1:01.26 稲場　理乃(3) 1:01.54
山梨・駿台甲府高 山梨・韮崎高 山梨・東京女子体育大 山梨・甲府昭和高 山梨・韮崎高 山梨・甲府北中教員 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高
増山　彩夏(3) 2:22.02 横山　葵(3) 2:23.55 鰻池　琴美(2) 2:24.50 大原　梨央(3) 2:26.75 橘山　莉乃(小6) 2:26.94 渡邊　瑳莉(3) 2:27.45 桜井　百香(1) 2:28.80 城山　愛衣(1) 2:28.88
山梨・韮崎高 山梨・押原中 山梨・山梨学院大 山梨・白根巨摩中 山梨・大国陸上 山梨・白根巨摩中 山梨・笛吹高 山梨・塩山中
青沼　麗后(2) 4:59.86 亀ケ川　幸子(2) 5:02.34 村松　七彩(3) 5:06.05 大澤　菜々穂(3) 5:09.95 萩原　美優(1) 5:11.88 甘利　涼那(3) 5:12.20 藤原　さくら(3) 5:13.96 三森　葵(1) 5:16.38
山梨・塩山中 山梨・韮崎高 山梨・笛吹高 山梨・北東中 山梨・若草中 山梨・白根巨摩中 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高
大神田　南海(4) 13.68 三吉　南緒(2) 13.95 村上　史奈 14.46 赤沢　広美(3) 14.63 相原　咲良(2) 14.73 樫山　結(1) 15.11 名執　奏波(3) 15.27 澁谷　七波(2) 16.45
山梨・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・巨摩高 山梨・韮崎高
今村　令那(3) 1:03.39 相原　咲良(2) 1:05.03 長田　侑香(1) 1:05.44 名執　奏波(3) 1:06.70 板楠　千尋(3) 1:06.75 伊奈　澪亜(3) 1:10.08 太田　美世(3) 1:11.41 安田　綾花(2) 1:13.29
山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院高 山梨・都留興譲館高 山梨・山梨大 山梨・甲府昭和高
市川　夏生(3) 28:38.61 望月　咲希(1) 33:15.16
山梨・身延高 山梨・身延高
山梨・駿台甲府高 48.27 山梨・甲府昭和高 49.51 山梨・巨摩高 49.70 山梨・韮崎高 50.11 山梨・塩山中 51.29 山梨・白根巨摩中 52.22 山梨・笛吹高 52.49 山梨・甲府南高 53.37
若杉　彩乃(2) 阿部　亜美(2) 澤登　美怜(2) 澁谷　七波(2) 和光　紀佳(3) 中込　未奈美(3) 山下　葵(2) 粕谷　美玖(3)
山口　華枝(2) 松本　佳菜(3) 赤沢　広美(3) 柳生　希実子(3) 古屋　日奈子(3) 東海林　幸(3) 平出　好笑(2) 中山　瑠乃(3)
今村　令那(3) 齊藤　凪沙(2) 相原　咲良(2) 赤澤　雅(3) 窪田　光莉(3) 福田　倭子(3) 小宮山　未来(2) 綿貫　里咲(2)
岩浅　優花(2) 横森　一加(3) 三吉　南緒(2) 古屋　鈴子(2) 広瀬　七彩(3) 伏見　紅ノ香(2) 菊島　夏帆(3) 丸山　真季(2)
山梨・駿台甲府高 3:54.42 山梨・韮崎高 3:59.83 山梨・甲府昭和高 4:09.17 山梨・巨摩高 4:13.83 山梨・都留興譲館高 4:18.69 山梨・甲府西高 4:20.23 山梨・都留高 4:24.03 山梨・甲府南高 4:26.66
今村　令那(3) GR 古屋　鈴子(2) 松本　佳菜(3) 相原　咲良(2) 伊奈　澪亜(3) 緒方　里帆(1) 竹田　彩乃(2) 綿貫　里咲(2)
岩浅　優花(2) 柳生　希実子(3) 横森　一加(3) 澤登　美怜(2) 小泉　友香(3) 荻野　悠希(2) 高尾　夏鈴(2) 小川　芽来(1)
若杉　彩乃(2) 赤澤　雅(3) 安田　綾花(2) 赤沢　広美(3) 田中　瑠々花(2) 高田　絢乃(2) 小林　由果(2) 粕谷　美玖(3)
山口　華枝(2) 稲場　理乃(3) 阿部　亜美(2) 三吉　南緒(2) 古屋　千晶(3) 佐野　梓(2) 丸田　紫乃(3) 丸山　真季(2)
細田　弥々(3) 1m58 渡邊　野乃(1) 1m58 田中　瑠々花(2) 1m55 渡邉　未来(2) 1m55 山﨑　るな(1) 1m55 東海林　幸(3) 1m50 高田　絢乃(2) 1m50
山梨・ゴンスポＡＣ 山梨・国士舘大 山梨・都留興譲館高 山梨・富士北稜高 山梨・都留高 山梨・白根巨摩中 山梨・甲府西高

秋山　愛賀(3) 1m55
山梨・山梨学院高

渡邊　野乃(1) 2m80 髙山　瑞生(3) 2m30 鈴木　空(2) 2m20 宮下　未羽(3) 2m00
山梨・国士舘大 山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高
近藤　祐未(3) 5m90(+1.8) 剱持　早紀 5m76(-0.4) 山口　華枝(2) 5m68(+0.4) 古屋　日奈子(3) 5m60(+1.3) 雨宮　珠麻(3) 5m50(-0.1) 相原　千枝 5m43(-1.1) 望月　愛美(3) 5m10(+1.1) 国分　桃香(2) 5m01(+0.8)
山梨・日本体育大 山梨・長谷川体育施設 山梨・駿台甲府高 山梨・塩山中 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨ジャンパーズ 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大
剱持　早紀 12m72(+0.9) 剱持　クリア(2) 12m17(+2.2) 近藤　祐未(3) 11m73(+0.2) 相原　千枝 11m33(-0.4) 田中　瑠々花(2) 11m10(-0.8) 雨宮　珠麻(3) 11m10(+2.0) 角屋　朝花(3) 11m09(+1.4) 国分　桃香(2) 11m06(+1.8)
山梨・長谷川体育施設 GR 山梨・筑波大 公認12m09(+0.7) 山梨・日本体育大 山梨・山梨ジャンパーズ 山梨・都留興譲館高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨高 山梨・山梨学院大
澤登　裕佳(3) 13m06 武井　仁美(2) 12m50 深澤　葉月(2) 11m51 星野　希(3) 11m50 羽田　美乃里(3) 9m66 野澤　瑠美佳(2) 9m51 深澤　涼(2) 9m33 深沢　萌絵(2) 9m32
山梨・国士舘大 GR 山梨・東京女子体育大 山梨・山梨学院大 山梨・東京女子体育大 山梨・富士北稜高 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府昭和高 山梨・身延高
杉山　愛海 35m85 武井　仁美(2) 35m06 菊川　泉(3) 32m19 角屋　朝花(3) 31m91 衣川　沙希(4) 28m17 深沢　萌絵(2) 28m02 羽田　美乃里(3) 26m79 深澤　涼(2) 26m00
山梨・トヨタレンタ 山梨・東京女子体育大 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨高 山梨・山梨大 山梨・身延高 山梨・富士北稜高 山梨・甲府昭和高
深沢　萌絵(2) 42m36 石川　果歩(4) 42m17 島田　愛花菜(3) 36m44 宮澤　まあや(3) 35m68 望月　舞夏(1) 32m64 衣川　沙希(4) 28m72 羽田　美乃里(3) 27m91 前田　優衣(2) 15m05
山梨・身延高 YHR 山梨・山梨学院大 山梨・東海大甲府高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・山梨大 山梨・富士北稜高 山梨・都留高
深澤　葉月(2) 43m52 望月　愛美(3) 40m51 佐野　葵(3) 39m40 三井　陽麗(1) 32m34 市川　百花(3) 31m35 長沼　莉保(3) 30m83 久保田　せな(3) 28m99 今野　千春(2) 27m55
山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・山梨学院高 山梨・上野原高 山梨・山梨高 山梨・巨摩高 山梨・甲府工高
望月　愛美(3) 4109点 清水　優花(1) 2886点 村松　美穂(1) 2685点 辻　彩花(1) 2667点 金丸　瑞季(1) 2047点
山梨・山梨学院大 山梨・韮崎高 山梨・甲府南高 山梨・甲府南高 山梨・甲府南高

凡例  GR:大会記録 EGR:大会タイ記録 YHR:山梨県高校記録 NM:記録なし
山梨・大国陸上Ａ 56.15 山梨・ＮＡＣ　 58.31 山梨・中村塾Ａ 58.60 山梨・小笠原ＡC A 59.25 山梨・南ｱﾙﾌﾟｽAC Ａ 1:00.09 山梨・一宮スポ少Ａ 1:00.37
小菅　大雅 三浦　悠太 辻　良樹 永江　蓮 中込　翔太(5) 渡辺　空羅(6)
望月　玲佑 古屋　晴人 菊島　咲音 清水　駿人 足立　蒼河 森　一馬(6)
鷹野　将汰 飯島　愛都 北島　大靖 望月　大椰 小松　駿介 古屋　匠己(6)
石原　颯太 蘇我　涼介 飯島　康太 山本　一汰 保坂　和志 青山　耕典(5)
山梨・大国陸上Ａ 1:00.15 山梨・小笠原ＡＣ 1:00.39 山梨・中村塾Ａ 1:01.90 山梨・南ｱﾙﾌﾟｽAC Ａ 1:01.97 山梨・大国陸上Ｂ 1:05.36 山梨・中村塾Ｂ 1:06.78
小池　流南 高野　みなみ 古屋　那奈 亀田　菜未 芦沢　真央 武井　美來
橘山　莉乃 丸山　星乃 西本　佑菜　 森　彩音 三井　葉音 村松　舞
羽田　結稀 今津　朋加 妻木　恵恋 小笠原　瑶 小池　璃音 小田切　和奏
岸本　結愛 三井　こるり 平山　果歩 川窪　希実 赤澤　美音 中楯　紗季

会長杯：剱持早紀（長谷川体育施設）　女子三段跳 12m72大会新

饗場杯：駿台甲府高　女子4X400mR 3.54.42大会新
飯室杯：澤登裕佳（国士舘大）　女子砲丸投 13m06大会新

3日
女子100m
風：-2.2

4日
女子200m
風：-0.2

3日 女子400m

4日 女子800m

3日 女子1500m

3日
女子100mH

風：+2.1

4日 女子400mH

4日 女子5000mW

4日 女子走高跳

3日 女子棒高跳

3日 女子4X100mR

4日 女子4X400mR

3日 女子走幅跳

4日 女子三段跳

4日 女子砲丸投

3日 女子円盤投

3日 女子ハンマー投

4日 女子やり投

17.99(-0.9)-1m40-5m19-29.81(+3.9)

4m88(+2.3)-8m40-3:02.12

19.96(-0.9)-NM-5m57-29.50(+3.9)

4m27(-0.7)-12m43-2:50.55

16.20(-0.9)-1m30-8m98-26.98(+3.9)

5m11(-1.6)-40m57-2:40.48

17.99(-0.9)-1m30-5m99-28.64(+3.9)

4m52(+2.2)-19m67-2:54.29

3日 小学男子4×100mR

3日 小学女子4×100mR

19.44(-0.9)-1m20-6m61-28.05(+3.9)

4m87(+4.6)-16m03-3:02.06

3日
～4日

女子七種競技



第７１回山梨県陸上競技選手権大会　兼第９０回関東陸上競技選手権大会　兼第７１回国体選考会　 【17150003】新・タイ記録一覧表
山梨中銀スタジアム 【151010】 出力時刻 2017/06/04 16:19
2017/06/03 ～ 2017/06/04

No. 日付 記録名 性別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 6月3日 大会タイ記録 男 4X100mR 決　勝 1 1 41.50 山学大(山梨) 近藤　大聖(3)
笹本　悠太(2)
堀内　隼也(3)
中村　和貴(2)

2 6月4日 山梨県高校記録 女 200m 決　勝 1 2 24.80 -0.2m/s 中田　舞花(3) 身延高(山梨)
3 6月4日 大会記録 女 4X400mR 決　勝 1 1 3:54.42 駿台甲府高(山梨) 今村　令那(3)

岩浅　優花(2)
若杉　彩乃(2)
山口　華枝(2)

4 6月4日 大会記録 女 三段跳 決　勝 1 1 12m72 +0.9m/s 剱持　早紀 長谷川体育施設(山梨)

5 6月4日 大会記録 女 砲丸投(4.000kg) 決　勝 1 1 13m06 澤登　裕佳(3) 国士舘大(山梨)
6 6月3日 山梨県高校記録 女 ハンマー投(4.000kg) 決　勝 1 1 42m36 深沢　萌絵(2) 身延高(山梨)



凡例  DNS:欠場 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            10.56     半田　昌一(県民スポーツ事業団)        1987 6月3日 11:20 予　選
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 6月3日 13:50 決　勝

予　選　8組0着＋8

1組 (風:-0.7) 2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
ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ 群馬 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

1 4 2513 依田　尚彌(4) 上武大 10.87 q 1 5 3-1999 深澤　拓巳(3) 国士舘大 10.86 q
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨

2 3 3-1714 内田　智大(4) 東京学芸大 10.99 q 2 4 346 髙坂　佳希(3) 都留高 11.32
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

3 5 697 松野　滉大(2) 駿台甲府高 11.21 3 6 243 野口　怜恩(2) 身延高 11.36
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨

4 1 5910 窪田　雄人(1) 都留文科大 11.41 4 7 32274 渡辺　竜麻(3) 日本体育大 11.61
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨

5 7 803 長澤　一輝(3) 増穂中 11.43 5 2 3956 望月　勇人 syms 11.77
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨 ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

6 6 596 藤森　翔也(3) 北杜高 11.47 3 263 赤井　滉太郎(3) 身延高 DNS
ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾀｹﾄ 山梨

7 2 533 山根　翔太(3) 上野原高 11.61 8 734 雨宮　健仁(3) 山梨学院高 DNS
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

8 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 DNS

3組 (風:-1.5) 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
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨

1 4 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 10.92 q 1 5 2952 遠藤　修平 身延AC 10.72 q
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 5 509 堀内　隼也(3) 山梨学院大 11.22 2 3 213 笛　遼太(3) 巨摩高 11.07
ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ 山梨 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨

3 8 144 新奥　亮雅(3) 甲府工高 11.51 3 8 717 坂本　壮平(2) 山梨学院高 11.30
ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

4 2 607 三澤　将汰(1) 北杜高 11.63 4 4 511 中村　和貴(2) 山梨学院大 11.33
ｼﾉﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

5 7 718 篠塚　竜聖(2) 山梨学院高 11.66 5 2 698 村松　由翔(2) 駿台甲府高 11.53
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨

6 1 147 山田　健二(3) 甲府工高 11.68 6 7 252 望月　真(1) 身延高 11.93
ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨

7 6 1415 福島　凜(3) 駿台甲府中 11.91 1 148 三枝　昂太(2) 甲府工高 DNS
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

3 999 菊地　拓磨(1) 山梨学院大 DNS 6 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府高 DNS

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
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

1 4 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 11.01 q 1 5 428 渡邉　陵 東洋大 10.82 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

2 5 35564 大久保　雄平(1) 日本体育大 11.06 q 2 4 733 小幡　隆史(3) 山梨学院高 11.13
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

3 6 504 近藤　大聖(3) 山梨学院大 11.18 3 3 254 珊瑚　龍之介(1) 身延高 11.23
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨

4 8 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府高 11.42 4 7 1881 長田　士(3) TYPE-R 11.56
ｷﾑ ｼﾞｭﾝﾎ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨

5 7 110 金　　俊鎬(2) 甲府南高 11.44 5 8 228 進藤　大輝(2) 巨摩高 11.61
ｷｯｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ﾐｽﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ 山梨

6 2 788 吉川　純平(2) 日大明誠高 11.52 6 2 604 水山　佳晃(2) 北杜高 11.85
ﾑｶｲ ﾋﾛｷ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

7 3 605 向井　大気(2) 北杜高 11.52 7 6 3-5158 清水　健太郎(1) 東京経済大 11.97
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾄ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾔ 山梨

1 102 榊原　智仁(3) 甲府南高 FS 1 861 深澤　直弥(2) 笛吹高 DNS



凡例  DNS:欠場 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            10.56     半田　昌一(県民スポーツ事業団)        1987 6月3日 11:20 予　選
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 6月3日 13:50 決　勝

予　選　8組0着＋8

7組 (風:-1.6) 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
ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ 山梨 ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

1 3 131 伴野　雄高 甲府工業ＡＣ 11.32 1 3 3-5656 佐野　航平(1) 国士舘大 11.11
ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

2 4 219 小山　周馬(3) 巨摩高 11.44 2 5 700 五味　勇太(2) 駿台甲府高 11.26
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 山梨

3 8 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府高 11.68 3 4 603 増田　国光(2) 北杜高 11.37
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

4 5 255 村松　星哉(1) 身延高 11.69 4 8 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府高 11.42
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

5 7 285 古林　晃平(3) 北海道東海大 11.69 5 1 245 佐野　悠人(2) 身延高 11.44
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 山梨

6 1 4024 田中　賢司 リコージャパン 12.67 6 7 197 秋山　拓朗(1) 巨摩高 11.91
ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨 ｺｳﾉ ﾕｳﾀ 山梨

2 572 丸山　礼聖(1) 甲府昭和高 DNS 2 860 河野　侑太(2) 笛吹高 DNS
ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

6 732 野村　涼(3) 山梨学院高 DNS 6 32257 小田　遼太(3) 日本体育大 DNS

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

1 5 3-1999 深澤　拓巳(3) 国士舘大 10.63
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

2 7 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 10.66
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

3 6 428 渡邉　陵 東洋大 10.67
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨

4 4 2952 遠藤　修平 身延AC 10.70
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

5 1 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 10.93
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

6 2 35564 大久保　雄平(1) 日本体育大 11.00
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

7 8 3-1714 内田　智大(4) 東京学芸大 15.52
ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ 群馬

8 3 2513 依田　尚彌(4) 上武大 16.64



凡例  DNS:欠場

男子200m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            21.06     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 6月4日 11:15 予　選
山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 6月4日 13:20 決　勝

予　選　5組1着＋3

1組 (風:-1.3) 2組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

1 3 428 渡邉　陵 東洋大 22.75 Q 1 3 3-1999 深澤　拓巳(3) 国士舘大 21.79 Q
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨

2 6 511 中村　和貴(2) 山梨学院大 23.02 2 4 2952 遠藤　修平 身延AC 21.95 q
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

3 8 717 坂本　壮平(2) 山梨学院高 23.06 3 5 697 松野　滉大(2) 駿台甲府高 22.94
ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

4 5 3-4555 森實　高毅(4) 山梨大 23.13 4 7 700 五味　勇太(2) 駿台甲府高 23.19
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

5 7 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府高 23.27 2 732 野村　涼(3) 山梨学院高 DNS
ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 山梨 ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ 山梨

6 1 607 三澤　将汰(1) 北杜高 24.00 6 146 川手　譲(3) 甲府工高 DNS
ｻｸﾗﾀﾞ ﾌｳﾀﾞｲ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 山梨

7 2 140 櫻田　風大(3) 甲府工高 24.13 8 603 増田　国光(2) 北杜高 DNS
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

4 3-1714 内田　智大(4) 東京学芸大 DNS

3組 (風:+0.3) 4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
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

1 8 285 古林　晃平(3) 北海道東海大 23.52 Q 1 3 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 22.25 Q
ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

2 7 197 秋山　拓朗(1) 巨摩高 24.04 2 4 243 野口　怜恩(2) 身延高 22.59 q
ﾐｽﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

2 604 水山　佳晃(2) 北杜高 DNS 3 6 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 22.66 q
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

3 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府高 DNS 4 5 733 小幡　隆史(3) 山梨学院高 23.11
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨

4 141 内藤　光(3) 甲府工高 DNS 5 2 436 功刀　滉二郎(2) 甲府西高 23.48
ｱﾒﾐﾔ ﾀｹﾄ 山梨 ﾑｶｲ ﾋﾛｷ 山梨

5 734 雨宮　健仁(3) 山梨学院高 DNS 7 605 向井　大気(2) 北杜高 DNS
ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ 群馬 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山梨

6 2513 依田　尚彌(4) 上武大 DNS 8 147 山田　健二(3) 甲府工高 DNS

5組 (風:-3.5)

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

1 4 35564 大久保　雄平(1) 日本体育大 23.06 Q
ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

2 6 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 23.12
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨

3 3 255 村松　星哉(1) 身延高 23.79
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨

4 8 596 藤森　翔也(3) 北杜高 23.88
ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

5 7 144 新奥　亮雅(3) 甲府工高 24.23
ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨

2 212 樋口　壮人(3) 巨摩高 DNS
ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 山梨

5 4028 舩木　勇助(3) 都留文科大 DNS



凡例  DNS:欠場

男子200m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            21.06     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 6月4日 11:15 予　選
山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 6月4日 13:20 決　勝

決　勝　

(風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

1 5 3-1999 深澤　拓巳(3) 国士舘大 21.34
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨

2 7 2952 遠藤　修平 身延AC 21.81
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

3 3 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 21.88
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

4 6 428 渡邉　陵 東洋大 21.88
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

5 4 35564 大久保　雄平(1) 日本体育大 22.35
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

6 1 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 22.60
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

7 2 243 野口　怜恩(2) 身延高 22.78
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 山梨

8 8 285 古林　晃平(3) 北海道東海大 23.15



凡例  DNS:欠場

男子400m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            48.16     中山　一樹(韮崎高)                    2016 6月3日 12:00 予　選
山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990 6月3日 14:30 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組 2組
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

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

1 4 631 中村　僚(3) 富士北稜高 49.97 Q 1 4 245 佐野　悠人(2) 身延高 51.03 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨

2 6 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 50.50 q 2 5 488 渡邊　一樹(3) 富士河口湖高 51.75 q
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

3 5 141 内藤　光(3) 甲府工高 51.10 q 3 8 210 名取　純矢(3) 巨摩高 52.99
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨 ﾋﾗﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 山梨

4 7 736 中山　拓海(3) 山梨学院高 51.99 q 4 7 3251 平沼　大地(1) 帝京科学大 55.02
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

5 3 717 坂本　壮平(2) 山梨学院高 52.32 3 3-4555 森實　高毅(4) 山梨大 DNS
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 山梨

6 8 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 52.89 6 4028 舩木　勇助(3) 都留文科大 DNS
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

7 2 153 済間　大誠(2) 甲府工高 53.12

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

1 6 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 51.49 Q
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨

2 4 567 長倉　脩斗(2) 甲府昭和高 51.67 q
ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ 山梨

3 7 112 早川　武志(2) 甲府南高 52.51
ｼﾊﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

4 3 3-4552 柴原　涼(4) 山梨大 52.65
ﾅﾄﾘ ｹｲｾｲ 山梨

5 8 218 名取　慶星(3) 巨摩高 52.95
ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ 山梨

6 2 672 長嶋　碧也(3) 都留興譲館高 54.31
ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ 山梨

5 146 川手　譲(3) 甲府工高 DNS

決　勝　

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

1 6 631 中村　僚(3) 富士北稜高 49.34
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨

2 8 141 内藤　光(3) 甲府工高 50.43
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨

3 7 567 長倉　脩斗(2) 甲府昭和高 50.61
ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

4 4 245 佐野　悠人(2) 身延高 50.81
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

5 3 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 51.70
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨

6 2 736 中山　拓海(3) 山梨学院高 53.57
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨

1 488 渡邊　一樹(3) 富士河口湖高 DNS
ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

5 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子800m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            1:54.04   堀川  和男(山梨学院大)                1990 6月4日 10:35 予　選
山梨県記録(YR)          1:49.41   野澤　啓佑(早稲田大)                  2012 6月4日 14:00 決　勝

予　選　3組1着＋5

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

1 3 3-4565 渡辺　宏太(2) 山梨大 2:01.82 Q 1 6 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 2:02.06 Q
ｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨

2 6 477 志村　竜星(3) 富士河口湖高 2:02.06 q 2 3 3-1955 斉藤　瑞樹(4) 国士舘大 2:03.22 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 山梨 ﾏｽﾔﾏ ﾐﾉﾙ 山梨

3 8 3753 小林　優真 Generation 2:04.53 3 5 4001 増山　稔 山梨陸協 2:06.11
ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山梨

4 4 201 酒井　凌佑(1) 巨摩高 2:05.55 4 8 537 加藤　智章(2) 上野原高 2:06.80
ﾐﾂﾓﾘ ﾄﾓｷ 山梨 ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ 山梨

5 7 774 三森　友樹(3) 東海大甲府高 2:07.40 5 7 401 丹羽　智彦(2) 吉田高 2:09.53
ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨

6 2 469 笹本　侑(3) 八田中 2:09.31 6 2 357 藤木　柊成(1) 都留高 2:10.54
ﾓｳﾘ ﾊﾔﾄ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨

7 5 783 毛利　隼(3) 日大明誠高 2:10.72 1 665 小林　和樹(3) 都留興譲館高 DNS
ﾎｻｶ ﾕｳﾄ 山梨

4 145 保坂　悠斗(3) 甲府工高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

1 5 9999 鶴﨑　大輔 高体連 2:01.05 Q
ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 山梨

2 6 787 萩原　健太(2) 日大明誠高 2:01.28 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

3 4 398 渡邉　耕平(3) 吉田高 2:02.96 q
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨

4 8 3802 石川　稜 YGU.A.C 2:04.33 q
ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

5 7 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 2:06.90
ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ 山梨

6 2 672 長嶋　碧也(3) 都留興譲館高 2:09.89
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨

7 3 571 小林　拓登(1) 甲府昭和高 2:12.60

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

1 4 3-4565 渡辺　宏太(2) 山梨大 1:56.24
ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

2 3 9999 鶴﨑　大輔 高体連 1:59.65
ｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨

3 7 477 志村　竜星(3) 富士河口湖高 2:00.17
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

4 6 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 2:00.20
ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 山梨

5 5 787 萩原　健太(2) 日大明誠高 2:02.51
ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨

6 2 3-1955 斉藤　瑞樹(4) 国士舘大 2:03.02
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

7 8 398 渡邉　耕平(3) 吉田高 2:05.60
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨

8 1 3802 石川　稜 YGU.A.C 2:07.07

ラップ表 400m

ナンバー 477

記録 1:00

ナンバー 507

記録 55

ナンバー 398

記録 58

ナンバー 507

記録 56

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝

 



凡例  DNS:欠場

男子1500m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            3:52.72   津川  貴司(山梨学院大)                2006 6月3日 10:45 予　選
山梨県記録(YR)          3:43.57   宮崎　秀規(山梨学院大)                1995 6月3日 14:55 決　勝

予　選　2組5着＋2

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

ｷｯﾀ ｼｮｳ 山梨 ｶﾈﾏﾙ ｼｭﾝｽｹ 山梨

1 11 1628 橘田　翔(中3) 大国陸上 4:14.55 Q 1 4 3360 金丸　隼涼 中村農場 4:15.67 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨 ﾏｽﾔﾏ ﾐﾉﾙ 山梨

2 4 571 小林　拓登(1) 甲府昭和高 4:14.86 Q 2 2 4001 増山　稔 山梨陸協 4:16.24 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 山梨 ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨

3 6 2347 小林　拓磨 ニスカ 4:15.08 Q 3 13 5 篠原　麓(1) 韮崎高 4:16.31 Q
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｺｳｶﾞ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 山梨

3 16 173 澤登　恒河(3) 農林高 4:15.08 Q 4 10 20 山田　駿(3) 韮崎高 4:16.34 Q
ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｷ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ 山梨

5 12 786 長島　甲輝(3) 日大明誠高 4:15.24 Q 5 3 22 萩原　健太(3) 韮崎高 4:16.39 Q
ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 山梨 ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ 山梨

6 3 4027 落合　啓(3) 都留文科大 4:15.58 q 6 1 25 横内　晴人(1) 韮崎高 4:16.59
ｱｶｲｹ ｿｳﾀ 山梨 ﾀﾅｶ ﾒｲ 山梨

7 5 500 赤池　颯太(1) 富士河口湖高 4:16.39 q 7 9 283 田中　芽意(2) 笛吹高 4:18.88
ﾅｶｺﾞﾐ ﾚﾝ 山梨 ﾗｲｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨

8 10 368 中込　連(3) 白根巨摩中 4:16.94 8 6 273 来城　祥太朗(3) 笛吹高 4:23.35
ﾅﾘﾀ ﾄﾓｷ 山梨 ｾｷ ｱﾂｷ 山梨

9 17 282 成田　知希(2) 笛吹高 4:18.07 9 5 29 関　淳貴(1) 韮崎高 4:23.39
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ｸｻﾌｶ ｷﾅｲ 山梨

10 1 71 小山　翔太郎(2) 甲府第一高 4:19.92 10 16 23 草深　紀内(3) 韮崎高 4:23.40
ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山梨 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾑ 山梨

11 14 279 内田　倫太郎(3) 笛吹高 4:30.32 11 8 101 神田　朋武(3) 甲府南高 4:24.70
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾁｵ 山梨 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山梨

12 15 2104 遠藤　幸生(4) 東京大 4:32.70 12 11 537 加藤　智章(2) 上野原高 4:24.85
ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 山梨

13 2 171 石原　巧(3) 農林高 4:33.60 13 15 784 大神田　裕也(3) 日大明誠高 4:24.89
ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾎｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

14 7 285 後藤　翼(2) 笛吹高 4:33.89 14 7 3 保坂　晃太朗(2) 韮崎高 4:26.47
ﾅｶｺﾞﾐ ｿﾗ 山梨 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 山梨

8 198 中込　空(1) 巨摩高 DNS 12 281 中川　瑠斗(3) 笛吹高 DNS
ｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾀﾅｶ ﾘｷ 山梨

9 2235 五味　翔太 南プスＡＣ DNS 14 862 田中　莉生(1) 笛吹高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

13 3-4565 渡辺　宏太(2) 山梨大 DNS

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾔﾏ ﾐﾉﾙ 山梨

1 12 4001 増山　稔 山梨陸協 4:14.87
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｺｳｶﾞ 山梨

2 4 173 澤登　恒河(3) 農林高 4:15.49
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨

3 2 571 小林　拓登(1) 甲府昭和高 4:15.81
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ 山梨

4 7 22 萩原　健太(3) 韮崎高 4:16.07
ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｷ 山梨

5 5 786 長島　甲輝(3) 日大明誠高 4:16.51
ｶﾈﾏﾙ ｼｭﾝｽｹ 山梨

6 6 3360 金丸　隼涼 中村農場 4:16.72
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 山梨

7 1 20 山田　駿(3) 韮崎高 4:17.23
ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 山梨

8 10 4027 落合　啓(3) 都留文科大 4:17.51
ｷｯﾀ ｼｮｳ 山梨

9 9 1628 橘田　翔(中3) 大国陸上 4:17.66
ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨

10 11 5 篠原　麓(1) 韮崎高 4:19.65
ｱｶｲｹ ｿｳﾀ 山梨

11 8 500 赤池　颯太(1) 富士河口湖高 4:24.22
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 山梨

12 3 2347 小林　拓磨 ニスカ 4:29.17

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 786 786 786 173

記録 1:06 2:19 2:54 3:27

ナンバー 3 3 20 22

記録 1:05 2:16 2:52 3:26

ナンバー 4001 4001 4001 4027

記録 1:08 2:19 2:54 3:28

予　選　1組

予　選　2組

決　勝

 



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 TB:オーバータイム

男子5000m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            14:14.17  ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞ･ｺｽﾏｽ(山梨学院附高)            2006
山梨県記録(YR)          13:51.46  市谷　龍太郎(山梨学院大)              2015 6月4日 09:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ 山梨

1 13 489 宮下　隼人(3) 富士河口湖高 15:16.57
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾌﾐ 山梨

2 12 2389 河口　英史 甲斐市陸協 15:24.34
ﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨

3 15 4052 依田　崇弘 山梨陸協 15:28.31
ﾎﾅﾐ ｹｲﾄ 山梨

4 24 3359 帆波　圭斗 中村農場 15:32.77
ｶﾜﾁ ﾀｲｷ 山梨

5 11 782 河内　大輝(3) 日大明誠高 15:41.70
ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 山梨

6 29 3-4562 上田　誠人(2) 山梨大 15:42.53
ﾎｻｶ ｶｲｾｲ 山梨

7 3 2170 穂坂　快晴 南プスＡＣ 15:49.03
ｸﾛｷ ｼｭﾝ 山梨

8 25 2385 黒木　瞬 甲斐市陸協 15:55.46
ｺｸｲ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

9 5 3-4548 小久井　大将(4) 山梨大 15:56.79
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀｶｼ 山梨

10 17 2406 小田切　崇 甲斐市陸協 16:00.99
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 山梨

11 19 3752 小林　優希 Generation 16:09.96
ﾑﾄｳ ﾕｳｽｹ 山梨

12 18 888 武藤　有亮(3) 東京工科大 16:13.86
ﾅﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 山梨

13 20 2388 奈良　和典 甲斐市陸協 16:33.54
ｱｶｲｹ ｿｳﾀ 山梨

14 23 500 赤池　颯太(1) 富士河口湖高 16:35.19
ｺｳﾉ ﾋﾛﾑ 山梨

15 27 225 河野　弘武(2) 巨摩高 16:39.78
ﾑｶｲ ﾀｹﾙ 山梨

16 16 2038 向井　武児 北杜市陸協 16:41.24
ﾎﾝﾀﾞ ｶｲﾄ 山梨

17 28 284 本田　海斗(2) 笛吹高 16:41.89
ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 山梨

18 1 4027 落合　啓(3) 都留文科大 16:42.79
ﾄﾂｶ ｶｽﾞﾔ 山梨

19 10 654 戸塚　和也(2) 都留興譲館高 16:58.57
ｶﾓ ﾕｳｷ 山梨

20 21 223 加茂　優樹(2) 巨摩高 17:06.82
ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 山梨

2 493 桒原　誌音(2) 富士河口湖高 DQ,TB

ｿﾘﾀ ｼﾞﾝﾔ 山梨

9 278 反田　仁也(3) 笛吹高 DQ,TB

ﾉﾀﾞ ﾅｵｷ 山梨

22 3-4559 野田　尚希(3) 山梨大 DNF
ﾊﾔｼﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 山梨

26 104 林部　瑞季(3) 甲府南高 DQ,TB

ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 山梨

4 4039 風間　健範(3) 信州大 DNS
ｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨

6 2235 五味　翔太 南プスＡＣ DNS
ﾗｲｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨

7 273 来城　祥太朗(3) 笛吹高 DNS
ﾏｽﾔﾏ ﾐﾉﾙ 山梨

8 4001 増山　稔 山梨陸協 DNS
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 山梨

14 638 堀内　翔太(2) 富士北稜高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 489 489 489 489

記録 3:11 6:10 9:12 12:16
決　勝

 



凡例  DNF:途中棄権

男子10000m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            29:55.90  長田  千治(雪印乳業)                  1989
山梨県記録(YR)          28:36.45  中村  祐二(山梨学院大)                1994 6月3日 16:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎﾅﾐ ｹｲﾄ 山梨

1 7 3359 帆波　圭斗 中村農場 32:34.20
ﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨

2 2 4052 依田　崇弘 山梨陸協 32:43.77
ﾔﾏｼｹﾞ ﾏｻﾔ 山梨

3 10 3363 山重　雅矢 中村農場 34:37.08
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 山梨

4 1 864 秋山　和良(1) 笛吹高 34:53.65
ﾑｶｲ ﾀｹﾙ 山梨

5 8 2038 向井　武児 北杜市陸協 35:46.90
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 山梨

6 3 3752 小林　優希 Generation 36:33.54
ｱﾏﾘ ﾕｳﾔ 山梨

7 6 857 甘利　佑弥(2) 笛吹高 37:47.40
ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾕｷ 山梨

8 4 862 古屋　洋幸(2) 笛吹高 38:11.74
ﾌﾙﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

9 9 858 古屋　侑大(2) 笛吹高 40:39.67
ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 山梨

5 4039 風間　健範(3) 信州大 DNF

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー 3359 3359 3359 3359 3359 4052 4052 4052 4052

記録 3:16 6:30 9:48 13:09 16:34 19:46 23:05 26:20 29:33
決　勝

 



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

男子110mH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            14.51     剱持　英紀(県教委)                    1985 6月3日 12:35 予　選
山梨県記録(YR)          14.28     剱持　英紀(県教委)                    1985 6月3日 14:20 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組 (風:-1.0) 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
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨

1 6 3-1714 内田　智大(4) 東京学芸大 15.36 Q 1 5 1841 飯久保　明洋(3) 国際武道大 14.83 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨

2 4 5-217 山本　武(1) 愛知教育大 15.49 q 2 3 3383 澤登　大河 桃の郷ＡＣ 15.48 q
ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 山梨

3 3 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 15.54 q 3 4 3752 平出　圭亮(3) 駿河台大 15.63
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾖｺﾁ ﾀﾂﾔ 山梨

4 7 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 16.09 4 7 441 横地　龍弥(2) 甲府西高 16.16
ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

5 5 503 勝俣　雄登(1) 山梨学院大 16.47 5 2 3187 山﨑　翼 Takers 16.17
ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ 山梨 ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨

6 8 3182 斉藤　太郎 Takers 16.74 6 6 221 有野　嵐(2) 巨摩高 16.38
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

7 2 184 水越　将司(2) 巨摩高 16.96 7 8 249 伊東　海星(2) 身延高 16.95

3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
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

1 5 3186 松田　康平 Takers 15.02 Q
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

2 3 2945 高橋　亨光 身延AC 15.40 q
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

3 4 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 15.54 q
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨

4 7 566 小山　和馬(2) 甲府昭和高 16.66
ｲｼｸﾗ ｶｹﾙ 山梨

6 501 石倉　翔(1) 山梨学院大 DNS
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

8 3951 市川　俊弥 syms DNS

決　勝　

(風:-3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨

1 5 1841 飯久保　明洋(3) 国際武道大 14.75
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

2 4 3186 松田　康平 Takers 15.05
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨

3 8 3383 澤登　大河 桃の郷ＡＣ 15.35
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨

4 7 5-217 山本　武(1) 愛知教育大 15.58
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

5 2 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 15.61
ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

6 1 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 15.69
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

7 3 2945 高橋　亨光 身延AC 15.79
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

6 3-1714 内田　智大(4) 東京学芸大 DNF



凡例  DNS:欠場 FS:(R162-7)不正スタート

男子400mH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            51.17     野澤　啓佑(早稲田大)                  2011 6月4日 11:55 予　選
山梨県記録(YR)          48.62     野澤　啓佑(ミズノ)                    2016 6月4日 13:40 決　勝

予　選　4組1着＋4

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

1 5 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 53.17 Q 1 6 263 赤井　滉太郎(3) 身延高 57.48 Q
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨 ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 山梨

2 4 184 水越　将司(2) 巨摩高 57.89 q 2 4 3752 平出　圭亮(3) 駿河台大 58.06 q
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ 山梨

3 6 567 長倉　脩斗(2) 甲府昭和高 59.72 3 5 142 雨宮　光輝(3) 甲府工高 59.29
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 山梨

4 8 246 川窪　貴斗(2) 身延高 1:00.84 4 7 222 井上　幹(2) 巨摩高 1:02.31
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨 ｵｵｲｼ ｺｳﾔ 山梨

2 640 堀内　新斗(2) 富士北稜高 DNS 5 8 3389 大石　光冶(2) 桃の郷ＡＣ 1:03.47
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

3 3-4554 橋爪　孔明(4) 山梨大 DNS 3 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 FS
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨

7 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府高 DNS 2 720 窪田　冠太(2) 山梨学院高 DNS

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨

1 3 5-217 山本　武(1) 愛知教育大 54.80 Q 1 4 3383 澤登　大河 桃の郷ＡＣ 54.47 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

2 6 631 中村　僚(3) 富士北稜高 56.23 q 2 5 3186 松田　康平 Takers 56.16 q
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

3 7 202 秋山　裕貴(3) 巨摩高 58.51 3 3 3951 市川　俊弥 syms 58.22
ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨

4 4 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 58.73 4 7 566 小山　和馬(2) 甲府昭和高 1:00.10
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

5 8 557 大久保　風(3) 甲府昭和高 59.43 5 8 249 伊東　海星(2) 身延高 1:02.12
ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨 ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

6 5 3-4558 内藤　祐貴(3) 山梨大 1:02.51 6 2 153 済間　大誠(2) 甲府工高 1:03.90
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾛｳ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

7 2 3241 土屋　太久郎(2) 帝京科学大 1:03.63 6 210 名取　純矢(3) 巨摩高 DNS

決　勝　

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 ﾀｲｶﾞ 山梨

1 5 3383 澤登　大河 桃の郷ＡＣ 52.78
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨

2 6 5-217 山本　武(1) 愛知教育大 53.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

3 4 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 53.08
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

4 8 3186 松田　康平 Takers 54.74
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

5 7 631 中村　僚(3) 富士北稜高 55.25
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

6 3 263 赤井　滉太郎(3) 身延高 56.56
ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 山梨

7 2 3752 平出　圭亮(3) 駿河台大 56.72
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

8 1 184 水越　将司(2) 巨摩高 57.21



凡例  DNS:欠場

男子3000mSC
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            9:09.48   上條　晃良(信州大)                    2004
山梨県記録(YR)          8:46.6    輿水  勝美(中央高教)                  1977 6月3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
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ 山梨

1 11 489 宮下　隼人(3) 富士河口湖高 9:28.61
ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 山梨

2 4 3-4562 上田　誠人(2) 山梨大 9:42.09
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

3 1 2383 工藤　雄大 甲斐市陸協 9:54.02
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨

4 6 19 望月　悠斗(3) 韮崎高 9:58.12
ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶｼ 山梨

5 14 137 藤巻　天(3) 甲府工高 10:24.11
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 山梨

6 7 3-4549 宮澤　清悟(4) 山梨大 10:32.55
ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ 山梨

7 5 3803 市原　弘康 YGU.A.C 10:34.92
ｴﾂﾞﾚ ﾕｳｺﾞ 山梨

8 13 24 江連　祐伍(3) 韮崎高 10:36.48
ﾅﾙｵｶ ｱﾂｼ 山梨

9 3 791 成岡　篤志(2) 日大明誠高 10:49.63
ﾄﾂｶ ｶｽﾞﾔ 山梨

10 19 654 戸塚　和也(2) 都留興譲館高 10:51.41
ｵﾋﾞ ﾀｶｷ 山梨

11 10 108 小尾　恭生(2) 甲府南高 10:59.16
ｲｼｶﾜ ﾚｵﾝ 山梨

12 17 203 石川　伶音(3) 巨摩高 11:03.08
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨

13 15 665 小林　和樹(3) 都留興譲館高 11:03.19
ｶﾜﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ 山梨

14 12 679 河野　栄一郎(2) 都留興譲館高 11:03.36
ｵｸﾜｷ ｹｲｺﾞ 山梨

15 16 634 奥脇　圭吾(2) 富士北稜高 11:34.45
ｺｳﾉ ﾄｳﾏ 山梨

16 2 224 河野　刀磨(2) 巨摩高 11:37.60
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘﾝﾀ 山梨

8 67 小笠原　倫汰(2) 甲府第一高 DNS
ｺｸｲ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

9 3-4548 小久井　大将(4) 山梨大 DNS
ﾏｽﾔﾏ ﾐﾉﾙ 山梨

18 4001 増山　稔 山梨陸協 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 489 489

記録 3:03 6:16
決　勝

 



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　 W3:(R230-6(a))ﾛｽ・ｵﾌﾞ・ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰで3名以上が赤ｶｰﾄﾞをだした　

男子5000mW
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            20:22.71  笹川　友輝(山梨学院大)                2010
山梨県記録(YR)          19:42.33  笹川　友輝(山梨学院大)                2011 6月4日 14:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾇﾏ ﾀｲﾖｳ 山梨

1 2 3-453 大沼　太陽(4) 山梨学院大 21:38.99
ｱｵﾔｷﾞ ｲﾀﾙ 山梨

2 8 3-6017 青柳　至(4) 日本大 22:51.11
ｲｹﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 山梨

3 15 558 池田　穂高(3) 甲府昭和高 25:18.90
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｵﾝ 山梨

4 5 250 川口　紫音(2) 身延高 25:24.39
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山梨

5 7 666 藤本　椋大(3) 都留興譲館高 26:20.18
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｷ 山梨

6 16 3809 望月　太貴 YGU.A.C 26:24.21
ｻﾉ ﾘﾂﾔ 山梨

7 1 188 佐野　立弥(2) 巨摩高 27:35.34
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 山梨

8 9 723 斎藤　勇太(2) 山梨学院高 27:50.10
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 山梨

9 3 719 土屋　佑登(2) 山梨学院高 28:57.05
ｺｻｶ ｾﾗ 山梨

10 14 676 小坂　星嵐(2) 都留興譲館高 29:13.54
ｶﾜﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ 山梨

11 10 679 河野　栄一郎(2) 都留興譲館高 29:15.09
ｻｲｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨

12 17 227 三枝　史弥(2) 巨摩高 29:19.71
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 山梨

6 3-2042 若林　亮太(3) 国士舘大 DQ,W2

ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 山梨

11 569 齊藤　柊矢(2) 甲府昭和高 DQ,W2

ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾀ 山梨

18 764 村松　滉太(3) 山梨学院高 DQ,W2

ﾀｶﾀ ﾊﾔﾄ 富山

OP 4 3-454 高田　隼斗(3) 山梨学院大 DQ,W3

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾄﾓ 山梨

12 185 望月　由知(2) 巨摩高 DNS
ｶｻｲ ﾀｶﾉﾘ 山梨

13 264 笠井　誉紀(3) 身延高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 3453 3453 3453 3453

記録 4:21 8:33 12:50 17:10
決　勝

 



凡例  EGR:大会タイ記録 DNS:欠場 DQ:失格 R34:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（3→4）内でバトンパスが完了しなかった

男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            41.50     長井・鈴木・大家・萩原(山梨大)        2000 6月3日 10:05 予　選
山梨県記録(YR)          40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 6月3日 16:00 決　勝

予　選　5組1着＋3

1組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ

43.34 45.94
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

1 692 岩下　千馬(2) 山梨 駿台甲府高 1 107 石川　諒(2) 山梨 甲府南高
2 700 五味　勇太(2) 山梨 駿台甲府高 2 114 今村　亮太(2) 山梨 甲府南高
3 698 村松　由翔(2) 山梨 駿台甲府高 3 115 亀山　昂太郎(2) 山梨 甲府南高
4 699 寺戸　翼(2) 山梨 駿台甲府高 4 109 菊島　勇飛(2) 山梨 甲府南高

3着 7ﾚｰﾝ 4着 3ﾚｰﾝ
46.74 46.99

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
1 315 山口　祐冊(2) 山梨 山梨高 1 469 笹本　侑(3) 山梨 八田中
2 309 前嶋　優汰(3) 山梨 山梨高 2 466 田原　和輝(3) 山梨 八田中
3 303 長沼　柊人(1) 山梨 山梨高 3 474 上野　翔真(3) 山梨 八田中
4 305 丸山　翔大(1) 山梨 山梨高 4 468 古屋　凌(3) 山梨 八田中

5着 1ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
47.60 48.30

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
1 879 佐野　飛向(1) 山梨 巨摩高 1 657 小林　迅人(1) 山梨 都留興譲館高
2 199 中込　諒一(1) 山梨 巨摩高 2 677 渡邊　星矢(2) 山梨 都留興譲館高
3 192 半田　誠志郎(1) 山梨 巨摩高 3 656 佐藤　豪(1) 山梨 都留興譲館高
4 877 幡野　貫太(1) 山梨 巨摩高 4 675 白川　椋大(2) 山梨 都留興譲館高

7着 8ﾚｰﾝ 8着 6ﾚｰﾝ
50.20 53.43

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
1 792 芳賀　大将(2) 山梨 日大明誠高 1 255 村松　星哉(1) 山梨 身延高
2 788 吉川　純平(2) 山梨 日大明誠高 2 243 野口　怜恩(2) 山梨 身延高
3 799 佐々　凌空(1) 山梨 日大明誠高 3 263 赤井　滉太郎(3) 山梨 身延高
4 800 霜田　陸(1) 山梨 日大明誠高 4 254 珊瑚　龍之介(1) 山梨 身延高

2組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ

41.96 44.74
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

1 504 近藤　大聖(3) 山梨 山梨学院大 1 628 申谷　礼人(3) 山梨 富士北稜高
2 506 笹本　悠太(2) 山梨 山梨学院大 2 631 中村　僚(3) 山梨 富士北稜高
3 509 堀内　隼也(3) 山梨 山梨学院大 3 643 諏訪田　琉斗(2) 山梨 富士北稜高
4 511 中村　和貴(2) 山梨 山梨学院大 4 635 大嶺　ゆうじ(2) 山梨 富士北稜高

3着 3ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
44.89 44.89

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
1 227 三枝　史弥(2) 山梨 巨摩高 1 252 望月　真(1) 山梨 身延高
2 187 吉田　将太朗(2) 山梨 巨摩高 2 253 望月　悠夢(1) 山梨 身延高
3 208 鶴田　嵩(3) 山梨 巨摩高 3 245 佐野　悠人(2) 山梨 身延高
4 186 山本　龍(2) 山梨 巨摩高 4 247 青嶋　雄斗(2) 山梨 身延高

5着 5ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
45.03 47.27

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 3389 大石　光冶(2) 山梨 桃の郷ＡＣ 1 353 川村　清耶(1) 山梨 都留高
2 3383 澤登　大河 山梨 桃の郷ＡＣ 2 360 藤本　功輝(1) 山梨 都留高
3 1764 齊藤　翼(中3) 山梨 桃の郷ＡＣ 3 358 鈴木　亮篤(1) 山梨 都留高
4 3394 鮎澤　賢介(2) 山梨 桃の郷ＡＣ 4 349 飯田　雅大(2) 山梨 都留高

7着 7ﾚｰﾝ
48.50

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 678 萱沼　圭佑(1) 山梨 都留興譲館高
2 669 杉本　健太(1) 山梨 都留興譲館高
3 668 白鳥　晴基(1) 山梨 都留興譲館高
4 661 白須　飛羽(1) 山梨 都留興譲館高

駿台甲府高B

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ

甲府南高B

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ
ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
ｷｸｼﾏ ﾕｳﾋ

山梨高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ
ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ
ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ

八田中

ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ
ｳｴﾉ ｼｮｳﾏ
ﾌﾙﾔ ﾘｮｳ

巨摩高E

ｻﾉ ﾋﾅﾀ
ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ
ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ
ﾊﾀﾉ ｶﾝﾀ

都留興譲館高B

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ
ｻﾄｳ ｺﾞｳ
ｼﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ

日大明誠高

ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ
ｷｯｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

ｻｻ ﾘｸ
ｼﾓﾀﾞ ﾘｸ

身延高A

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

山学大

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

富士北稜高

ｻﾙﾔ ｱﾔﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ
ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ
ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ

巨摩高C

ｻｲｸﾞｻ ﾌﾐﾔ
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
ﾂﾙﾀ ｼｭｳ
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ

身延高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

桃の郷ＡＣ

ｵｵｲｼ ｺｳﾔ
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ
ｱﾕｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ

都留高A

ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ
ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

都留興譲館高C

ｶﾔﾇﾏ ｹｲｽｹ
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ
ｼﾗﾄﾘ ﾊﾙｷ
ｼﾗｽ ﾄﾜ



凡例  EGR:大会タイ記録 DNS:欠場 DQ:失格 R34:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（3→4）内でバトンパスが完了しなかった

男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            41.50     長井・鈴木・大家・萩原(山梨大)        2000 6月3日 10:05 予　選
山梨県記録(YR)          40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 6月3日 16:00 決　勝

予　選　5組1着＋3

3組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ

44.01 45.71
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 85 小池　隼太(2) 山梨 甲府南高 1 777 中澤　幹(3) 山梨 東海大甲府高
2 112 早川　武志(2) 山梨 甲府南高 2 780 山下　竜世(2) 山梨 東海大甲府高
3 102 榊原　智仁(3) 山梨 甲府南高 3 778 今澤　友作(2) 山梨 東海大甲府高
4 110 金　　俊鎬(2) 山梨 甲府南高 4 768 木村　亮太(2) 山梨 東海大甲府高

3着 6ﾚｰﾝ 4着 7ﾚｰﾝ
46.66 49.55

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
1 187 三枝　有為(3) 山梨 山梨大附属中 1 327 坂本　怜央(3) 山梨 押原中
2 188 川手　拓朗(3) 山梨 山梨大附属中 2 328 櫻田　息颯(3) 山梨 押原中
3 189 安田　光汰(3) 山梨 山梨大附属中 3 329 樋口　祥哉(3) 山梨 押原中
4 192 飯島　郁(3) 山梨 山梨大附属中 4 319 近藤　凜(3) 山梨 押原中

5着 2ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
49.77 DQ,R34

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 57 天谷　陽(1) 山梨 韮崎工業高 1 196 栁澤　晋太郎(1) 山梨 巨摩高
2 55 猪股　璃紅(2) 山梨 韮崎工業高 2 195 村田　翔哉(1) 山梨 巨摩高
3 56 仲澤　瑞季(1) 山梨 韮崎工業高 3 200 笠井　太陽(1) 山梨 巨摩高
4 59 古屋　将大(1) 山梨 韮崎工業高 4 197 秋山　拓朗(1) 山梨 巨摩高

5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

4組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ q

42.88 43.15
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

1 228 進藤　大輝(2) 山梨 巨摩高 1 607 三澤　将汰(1) 山梨 北杜高
2 213 笛　遼太(3) 山梨 巨摩高 2 605 向井　大気(2) 山梨 北杜高
3 212 樋口　壮人(3) 山梨 巨摩高 3 596 藤森　翔也(3) 山梨 北杜高
4 219 小山　周馬(3) 山梨 巨摩高 4 603 増田　国光(2) 山梨 北杜高

3着 2ﾚｰﾝ q 4着 6ﾚｰﾝ
43.30 43.31

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
1 732 野村　涼(3) 山梨 山梨学院高 1 139 川和田　龍聖(3) 山梨 甲府工高
2 733 小幡　隆史(3) 山梨 山梨学院高 2 144 新奥　亮雅(3) 山梨 甲府工高
3 718 篠塚　竜聖(2) 山梨 山梨学院高 3 141 内藤　光(3) 山梨 甲府工高
4 717 坂本　壮平(2) 山梨 山梨学院高 4 148 三枝　昂太(2) 山梨 甲府工高

5着 1ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
45.37 45.90

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
1 838 長田　隼(2) 山梨 日本航空高 1 799 井上　颯太(3) 山梨 増穂中
2 837 荒木　隆太(2) 山梨 日本航空高 2 815 石原　大勢(3) 山梨 増穂中
3 850 新舟　デワ(2) 山梨 日本航空高 3 816 小越　健生(3) 山梨 増穂中
4 840 清水　澄海(2) 山梨 日本航空高 4 803 長澤　一輝(3) 山梨 増穂中

7着 3ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
46.03 47.73

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
1 653 天野　龍希(2) 山梨 都留興譲館高 1 350 土屋　俊貴(1) 山梨 都留高
2 664 羽入田　直斗(3) 山梨 都留興譲館高 2 355 竹田　浩輝(1) 山梨 都留高
3 655 永田　瑞季(1) 山梨 都留興譲館高 3 354 坂本　優(1) 山梨 都留高
4 658 小俣　蓮虎(1) 山梨 都留興譲館高 4 356 辻　空翔(1) 山梨 都留高

甲府南高A

ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ
ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾄ
ｷﾑ ｼﾞｭﾝﾎ

東海大甲府高

ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ
ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ
ｲﾏｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

山梨大附属中

ｻｲｸﾞｻ ﾕｳｲ
ｶﾜﾃ ﾀｸﾛｳ
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾀ
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵﾙ

押原中A

ｻｶﾓﾄ ﾚｵ
ｻｸﾗﾀﾞ ｲｯｻ
ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ

韮崎工業高

ｱﾏﾔ ﾋｶﾙ
ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ

巨摩高D

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ
ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ
ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

山梨大

巨摩高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

北杜高

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

山梨学院高

ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ
ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ
ｼﾉﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ

甲府工高

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ
ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ

日本航空高

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

増穂中

ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ
ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ
ｺｺﾞｼ ｹﾝｼｮｳ
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ

都留興譲館高A

ｱﾏﾉ ﾘｭｳｷ
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ
ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ
ｵﾏﾀ ﾚﾝﾄ

都留高B

ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ
ｻｶﾓﾄ ｽｸﾞﾙ
ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ



凡例  EGR:大会タイ記録 DNS:欠場 DQ:失格 R34:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（3→4）内でバトンパスが完了しなかった

男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            41.50     長井・鈴木・大家・萩原(山梨大)        2000 6月3日 10:05 予　選
山梨県記録(YR)          40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 6月3日 16:00 決　勝

予　選　5組1着＋3

5組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ q

42.22 43.17
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 駿台甲府高 1 446 鎌倉　裕朗(1) 山梨 甲府西高
2 709 田中　拓海(3) 山梨 駿台甲府高 2 436 功刀　滉二郎(2) 山梨 甲府西高
3 708 熊谷　拓海(3) 山梨 駿台甲府高 3 429 渡辺　舜也(3) 山梨 甲府西高
4 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 山梨 駿台甲府高 4 423 牛山　翔太(3) 山梨 甲府西高

3着 5ﾚｰﾝ 4着 2ﾚｰﾝ
43.89 48.56

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 3955 望月　翔太 山梨 syms 1 506 岩崎　裕謙(1) 山梨 甲府城西高
2 3951 市川　俊弥 山梨 syms 2 505 武川　翔(3) 山梨 甲府城西高
3 3953 疋田　舞弥 山梨 syms 3 501 佐藤　翔太(1) 山梨 甲府城西高
4 3956 望月　勇人 山梨 syms 4 502 入戸野　司(1) 山梨 甲府城西高

5着 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
49.26 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
1 193 加藤　翔(1) 山梨 巨摩高
2 878 深澤　広喜(1) 山梨 巨摩高 1
3 201 酒井　凌佑(1) 山梨 巨摩高 2
4 191 加賀美　泰政(1) 山梨 巨摩高 3

4

7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

決　勝　

1着 5ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ
41.50 EGR 42.18

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
1 504 近藤　大聖(3) 山梨 山梨学院大 1 697 松野　滉大(2) 山梨 駿台甲府高
2 506 笹本　悠太(2) 山梨 山梨学院大 2 709 田中　拓海(3) 山梨 駿台甲府高
3 509 堀内　隼也(3) 山梨 山梨学院大 3 708 熊谷　拓海(3) 山梨 駿台甲府高
4 511 中村　和貴(2) 山梨 山梨学院大 4 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 山梨 駿台甲府高

3着 4ﾚｰﾝ 4着 3ﾚｰﾝ
42.64 42.87

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
1 228 進藤　大輝(2) 山梨 巨摩高 1 692 岩下　千馬(2) 山梨 駿台甲府高
2 213 笛　遼太(3) 山梨 巨摩高 2 700 五味　勇太(2) 山梨 駿台甲府高
3 212 樋口　壮人(3) 山梨 巨摩高 3 698 村松　由翔(2) 山梨 駿台甲府高
4 219 小山　周馬(3) 山梨 巨摩高 4 699 寺戸　翼(2) 山梨 駿台甲府高

5着 1ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
42.88 43.02

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
1 446 鎌倉　裕朗(1) 山梨 甲府西高 1 732 野村　涼(3) 山梨 山梨学院高
2 436 功刀　滉二郎(2) 山梨 甲府西高 2 733 小幡　隆史(3) 山梨 山梨学院高
3 429 渡辺　舜也(3) 山梨 甲府西高 3 718 篠塚　竜聖(2) 山梨 山梨学院高
4 423 牛山　翔太(3) 山梨 甲府西高 4 717 坂本　壮平(2) 山梨 山梨学院高

7着 7ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
43.09 43.87

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 北杜高 1 85 小池　隼太(2) 山梨 甲府南高
2 605 向井　大気(2) 山梨 北杜高 2 112 早川　武志(2) 山梨 甲府南高
3 596 藤森　翔也(3) 山梨 北杜高 3 102 榊原　智仁(3) 山梨 甲府南高

駿台甲府高A

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

甲府西高

ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ
ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ

syms

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ
ﾋｷﾀ ﾏｲﾔ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ

甲府城西高

ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ
ﾑｶﾜ ｼｮｳ
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
ﾆｯﾄﾉ ﾂｶｻ

巨摩高F

ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｷ
ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ
ｶｶﾞﾐ ﾀｲｾｲ

甲府昭和高

押原中B

山学大

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

駿台甲府高A

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

巨摩高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

駿台甲府高B

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ

甲府西高

ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ
ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ

山梨学院高

ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ
ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ
ｼﾉﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ

北杜高

ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ
ﾑｶｲ ﾋﾛｷ
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ

甲府南高A

ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ
ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾄ



凡例  DNS:欠場

男子4X400mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            3:16.30   福島・斉藤・大河原・橋本(山梨大)      2007 6月4日 09:25 予　選
山梨県記録(YR)          3:13.41   中込・鷹巣・鈴木・吉成(駿台甲府高)    2005 6月4日 15:40 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ q

3:27.04 3:27.45
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 駿台甲府高 1 255 村松　星哉(1) 山梨 身延高
2 700 五味　勇太(2) 山梨 駿台甲府高 2 243 野口　怜恩(2) 山梨 身延高
3 698 村松　由翔(2) 山梨 駿台甲府高 3 252 望月　真(1) 山梨 身延高
4 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 山梨 駿台甲府高 4 245 佐野　悠人(2) 山梨 身延高

3着 2ﾚｰﾝ q 4着 5ﾚｰﾝ
3:32.45 3:37.60

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
1 208 鶴田　嵩(3) 山梨 巨摩高 1 672 長嶋　碧也(3) 山梨 都留興譲館高
2 210 名取　純矢(3) 山梨 巨摩高 2 664 羽入田　直斗(3) 山梨 都留興譲館高
3 219 小山　周馬(3) 山梨 巨摩高 3 665 小林　和樹(3) 山梨 都留興譲館高
4 218 名取　慶星(3) 山梨 巨摩高 4 657 小林　迅人(1) 山梨 都留興譲館高

5着 8ﾚｰﾝ 6着 6ﾚｰﾝ
3:55.17 3:55.77

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
1 355 竹田　浩輝(1) 山梨 都留高 1 643 諏訪田　琉斗(2) 山梨 富士北稜高
2 350 土屋　俊貴(1) 山梨 都留高 2 635 大嶺　ゆうじ(2) 山梨 富士北稜高
3 359 関本　諒(1) 山梨 都留高 3 629 勝俣　晃弥(3) 山梨 富士北稜高
4 356 辻　空翔(1) 山梨 都留高 4 641 渡邊　雄太(2) 山梨 富士北稜高

7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

2組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ q

3:30.28 3:31.87
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 3-4551 入江　直樹(4) 山梨 山梨大 1 733 小幡　隆史(3) 山梨 山梨学院高
2 3-4552 柴原　涼(4) 山梨 山梨大 2 718 篠塚　竜聖(2) 山梨 山梨学院高
3 3-4554 橋爪　孔明(4) 山梨 山梨大 3 720 窪田　冠太(2) 山梨 山梨学院高
4 3-4555 森實　高毅(4) 山梨 山梨大 4 717 坂本　壮平(2) 山梨 山梨学院高

3着 5ﾚｰﾝ 4着 3ﾚｰﾝ
3:33.62 3:54.06

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 85 小池　隼太(2) 山梨 甲府南高 1 353 川村　清耶(1) 山梨 都留高
2 102 榊原　智仁(3) 山梨 甲府南高 2 360 藤本　功輝(1) 山梨 都留高
3 115 亀山　昂太郎(2) 山梨 甲府南高 3 358 鈴木　亮篤(1) 山梨 都留高
4 112 早川　武志(2) 山梨 甲府南高 4 349 飯田　雅大(2) 山梨 都留高

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
DNS 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 1
2 2
3 3
4 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

駿台甲府高

ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ
ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ

身延高

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ
ｻﾉ ﾕｳﾄ

巨摩高A

ﾂﾙﾀ ｼｭｳ
ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ
ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ
ﾅﾄﾘ ｹｲｾｲ

都留興譲館高A

ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

都留高B

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ
ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ
ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳ
ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ

富士北稜高

ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ
ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ
ｶﾂﾏﾀ ｺｳﾔ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

甲府西高

山梨大

ｲﾘｴ ﾅｵｷ
ｼﾊﾞﾊﾗ ﾘｮｳ
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ

山梨学院高

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

甲府南高A

ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾄ
ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ

都留高A

ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ
ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

甲府昭和高 巨摩高D

都留興譲館高B



凡例  DNS:欠場

男子4X400mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            3:16.30   福島・斉藤・大河原・橋本(山梨大)      2007 6月4日 09:25 予　選
山梨県記録(YR)          3:13.41   中込・鷹巣・鈴木・吉成(駿台甲府高)    2005 6月4日 15:40 決　勝

予　選　3組1着＋5

3組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ q

3:27.24 3:27.26
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

1 504 近藤　大聖(3) 山梨 山梨学院大 1 153 済間　大誠(2) 山梨 甲府工高
2 509 堀内　隼也(3) 山梨 山梨学院大 2 142 雨宮　光輝(3) 山梨 甲府工高
3 503 勝俣　雄登(1) 山梨 山梨学院大 3 147 山田　健二(3) 山梨 甲府工高
4 502 依田　侑大(1) 山梨 山梨学院大 4 141 内藤　光(3) 山梨 甲府工高

3着 3ﾚｰﾝ q 4着 8ﾚｰﾝ
3:31.18 3:39.05

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
1 221 有野　嵐(2) 山梨 巨摩高 1 197 秋山　拓朗(1) 山梨 巨摩高
2 186 山本　龍(2) 山梨 巨摩高 2 195 村田　翔哉(1) 山梨 巨摩高
3 222 井上　幹(2) 山梨 巨摩高 3 196 栁澤　晋太郎(1) 山梨 巨摩高
4 184 水越　将司(2) 山梨 巨摩高 4 201 酒井　凌佑(1) 山梨 巨摩高

5着 7ﾚｰﾝ 6着 6ﾚｰﾝ
3:41.64 3:47.48

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
1 850 新舟　デワ(2) 山梨 日本航空高 1 106 赤池　優(2) 山梨 甲府南高
2 851 澤口　拓樹(2) 山梨 日本航空高 2 107 石川　諒(2) 山梨 甲府南高
3 840 清水　澄海(2) 山梨 日本航空高 3 108 小尾　恭生(2) 山梨 甲府南高
4 837 荒木　隆太(2) 山梨 日本航空高 4 114 今村　亮太(2) 山梨 甲府南高

7着 2ﾚｰﾝ
3:49.13

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 315 山口　祐冊(2) 山梨 山梨高
2 309 前嶋　優汰(3) 山梨 山梨高
3 303 長沼　柊人(1) 山梨 山梨高
4 304 佐藤　隼斗(1) 山梨 山梨高

決　勝　

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ
3:19.97 3:20.53

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 3-4554 橋爪　孔明(4) 山梨 山梨大 1 505 渡辺　翔太(3) 山梨 山梨学院大
2 3-4555 森實　高毅(4) 山梨 山梨大 2 506 笹本　悠太(2) 山梨 山梨学院大
3 3-4563 奈良　光洋(2) 山梨 山梨大 3 509 堀内　隼也(3) 山梨 山梨学院大
4 3-4565 渡辺　宏太(2) 山梨 山梨大 4 502 依田　侑大(1) 山梨 山梨学院大

3着 3ﾚｰﾝ 4着 6ﾚｰﾝ
3:20.53 3:26.60

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
1 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 山梨 駿台甲府高 1 147 山田　健二(3) 山梨 甲府工高
2 697 松野　滉大(2) 山梨 駿台甲府高 2 142 雨宮　光輝(3) 山梨 甲府工高
3 698 村松　由翔(2) 山梨 駿台甲府高 3 146 川手　譲(3) 山梨 甲府工高
4 709 田中　拓海(3) 山梨 駿台甲府高 4 141 内藤　光(3) 山梨 甲府工高

5着 1ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
3:28.12 3:28.34

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
1 219 小山　周馬(3) 山梨 巨摩高 1 255 村松　星哉(1) 山梨 身延高
2 210 名取　純矢(3) 山梨 巨摩高 2 243 野口　怜恩(2) 山梨 身延高
3 218 名取　慶星(3) 山梨 巨摩高 3 252 望月　真(1) 山梨 身延高
4 204 市川　翔太(3) 山梨 巨摩高 4 245 佐野　悠人(2) 山梨 身延高

7着 7ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
3:31.13 3:35.68

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
1 221 有野　嵐(2) 山梨 巨摩高 1 733 小幡　隆史(3) 山梨 山梨学院高
2 186 山本　龍(2) 山梨 巨摩高 2 718 篠塚　竜聖(2) 山梨 山梨学院高
3 222 井上　幹(2) 山梨 巨摩高 3 720 窪田　冠太(2) 山梨 山梨学院高

山学大

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

甲府工高

ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ
ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ

巨摩高B

ｱﾘﾉ ﾗﾝ
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ
ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ

巨摩高C

ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ

日本航空高

ｱﾗﾌﾈ ﾃﾞﾜ
ｻﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
ｼﾐｽﾞ ｽｶｲ
ｱﾗｷ ﾘｭｳﾀ

甲府南高B

ｱｶｲｹ ﾕｳ
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ
ｵﾋﾞ ﾀｶｷ
ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

山梨高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ
ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ
ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ

山梨大

ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ
ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

山学大

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

駿台甲府高

ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ

甲府工高

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ
ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ

巨摩高A

ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ
ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ
ﾅﾄﾘ ｹｲｾｲ
ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ

身延高

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ
ｻﾉ ﾕｳﾄ

巨摩高B

ｱﾘﾉ ﾗﾝ
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ
ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ

山梨学院高

ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ
ｼﾉﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ
ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走高跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            2m12      花輪　　孝(法政大)                    1985
山梨県記録(YR)          2m16      榎本　修之(筑波大)                    1999 6月4日 10:00 決　勝

決　勝　

ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 山梨 － － － － ○ ○ × ○ × × ×

1 4 4065 佐藤　一哉 山梨陸協 1m98
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 山梨 － － － － ○ ○ × × ×

2 3 4016 外川　巧 山梨大学職員 1m95
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 － － － － ○ × × ○ × × ×

3 13 4566 齊藤　一真(5) 東京医科歯科大 1m95
ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨 － － － － × ○ × × ×

4 14 204 市川　翔太(3) 巨摩高 1m90
ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ 山梨 － × ○ ○ × ○ × ○ × × ×

5 23 352 藤木　大嗣(1) 都留高 1m90
ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 山梨 － － － ○ × × ○ × × ×

6 20 4005 鈴木　徹 SMBCニッコー 1m90
ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 － － × × ○ ○ × × ○ × × ×

7 8 513 丹沢　進太郎(2) 山梨学院大 1m90
ﾌｶﾏﾁ ﾘｭｳｾｲ 山梨 － ○ × ○ × ○ × × ×

8 12 4014 深町　隆成 山梨陸協 1m85
ｻﾄｳ ｺﾞｳ 山梨 ○ ○ × × ○ × × ×

9 16 656 佐藤　豪(1) 都留興譲館高 1m80
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ○ × ○ × × ○ × × ×

10 2 118 松本　昌太郎(1) 甲府工高 1m80
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山梨 × ○ ○ × × ×

11 9 90 佐藤　遼(1) 甲府南高 1m75
ｷｸｼﾏ ﾕｳﾋ 山梨 × ○ ○ × × ×

11 15 109 菊島　勇飛(2) 甲府南高 1m75
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 山梨 × ○ × × ○ × × ×

13 24 657 小林　迅人(1) 都留興譲館高 1m75
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 × ○ × × ×

14 18 488 渡邊　一樹(3) 富士河口湖高 1m70
ﾐｽﾞｺｼ ﾘｭｳｽｹ 山梨 × × ○ × × ×

15 7 539 水越　竜佑(2) 上野原高 1m70
ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 × × ○ × × ×

15 17 341 織田　侑希(3) 都留高 1m70
ﾆｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 山梨 × × ○ × × ×

15 19 770 西澤　大和(1) 東海大甲府高 1m70
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 － × × ×

1 3-5138 宮下　颯人(2) 東京経済大 NM
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 × × ×

5 187 吉田　将太朗(2) 巨摩高 NM
ﾀｶﾉ ｺｳﾀ 山梨 × × ×

6 773 高野　滉太(3) 東海大甲府高 NM
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾚｵﾝ 山梨 × × ×

10 695 沢登　怜音(2) 駿台甲府高 NM
ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨 × × ×

21 350 土屋　俊貴(1) 都留高 NM
ｱｵｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨

11 149 青木　彪芽(2) 甲府工高 DNS
ｻﾉ ｺｳｷ 山梨

22 5306 佐野　功貴(2) 順天堂大 DNS

1m90
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m70

2m04

1m95 1m98 2m01
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m75

2m07

1m80

2m10

1m85



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子棒高跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            5m20      板倉　智里(甲府養護教)                1988
山梨県記録(YR)          5m30      板倉　智里(甲府西高教)                1985 6月3日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 － － － － － ○ － ○

1 18 3-5176 深澤　広大(1) 東京経済大 － ○ － ○ － ○ ○ × × × 4m50
ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山梨 － － － － － － － ○

2 5 1934 加藤　真嵩(3) 国際武道大 － × × × 3m80
ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 － － － － － － － ○

2 17 512 平野　颯人(2) 山梨学院大 × × × 3m80
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 山梨 － － － － － ○ × × ○ × ○

4 22 3-4550 足立　悠輔(4) 山梨大 × × × 3m80
ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 － － － ○ ○ ○ × × ×

5 9 633 平井　大智(3) 富士北稜高 3m60
ｱｶｲｹ ﾕｳ 山梨 － － － × ○ × ○ × × ×

6 1 106 赤池　優(2) 甲府南高 3m50
ﾂﾙﾀ ｼｭｳ 山梨 － － ○ ○ × × ×

7 12 208 鶴田　嵩(3) 巨摩高 3m40
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾔ 山梨 － － ○ ○ × × ×

7 15 369 小田切　優也(3) 白根巨摩中 3m40
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨 － ○ ○ × × ×

9 19 437 齊藤　勇貴(2) 甲府西高 3m20
ﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ 山梨 － ○ × ○ × × ×

10 4 347 野澤　広輝(3) 都留高 3m20
ｵｵｷﾞ ｶｹﾙ 山梨 － ○ × ○ × × ×

10 20 231 大木　駆(1) 増穂商業高 3m20
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 ○ ○ × × ×

12 3 641 渡邊　雄太(2) 富士北稜高 3m00
ｵｻﾞﾜ ﾗｲ 山梨 × ○ × × ○ × × ×

13 11 471 小澤　黎(3) 八田中 3m00
ﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 × × ×

2 351 原　遙輝(2) 都留高 NM
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 － － × × ×

7 566 小山　和馬(2) 甲府昭和高 NM
ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳ 山梨 × × ×

8 490 森永　翔(3) 塩山中 NM
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 山梨 × × ×

14 56 仲澤　瑞季(1) 韮崎工業高 NM
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾔ 山梨 － － － － － × × ×

16 214 水上　雄也(3) 巨摩高 NM
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 － － － × × ×

21 3292 相原　樹 山梨大AC NM
ｲｼｶﾜ ｸﾆﾄ 山梨

6 3221 石川　国人(4) 帝京科学大 DNS
ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

10 190 飯野　隼斗(1) 巨摩高 DNS
ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨

13 329 樋口　祥哉(3) 押原中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m80

3m90

3m00

4m00

3m20

4m10

3m40

4m20

3m80

4m60
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m50

4m30

3m60

4m40

3m70

4m50



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            7m42      相川　　昇(法政大)                    1979
山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(ＫＥＮ　ＡＣ)              1996 6月3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

ｲｼｲ ﾕｳﾀ 山梨 7m07 7m00 × 7m07 8 × 6m54 × 7m07
1 13 4026 石井　祐太(3) 都留文科大 +0.5 +0.8 +0.5 -2.1 +0.5

ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 × 6m72 × 6m72 4 6m58 × 6m85 6m85
2 31 3-1961 藤本　聖哉(4) 国士舘大 +0.1 +0.1 -3.5 -1.8 -1.8

ﾄｷﾜ ﾊﾙｷ 山梨 6m83 － － 6m83 7 － － － 6m83
3 32 3284 常盤　春輝 山梨大AC +1.7 +1.7 +1.7

ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 6m56 × 6m75 6m75 6 6m03 － 6m77 6m77
4 21 3-5306 横森　友朗(1) 山梨大 +0.2 -2.1 -2.1 -2.4 -3.2 -3.2

ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山梨 6m65 6m63 6m65 6m65 3 6m15 － 6m77 6m77
5 8 3-4563 奈良　光洋(2) 山梨大 -0.3 -1.6 -1.2 -0.3 -5.4 -2.9 -2.9

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨 6m70 6m74 6m66 6m74 5 6m38 5m14 6m39 6m74
6 22 204 市川　翔太(3) 巨摩高 +1.9 +1.9 -1.0 +1.9 -2.8 -2.6 -0.8 +1.9

ｻｲｸﾞｻ ﾀｲﾖｳ 山梨 6m45 6m35 6m31 6m45 2 5m64 4m24 5m90 6m45
7 2 541 三枝　大燿(2) 上野原高 -0.8 +1.1 +1.5 -0.8 -3.5 -3.8 -4.3 -0.8

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 山梨 6m25 6m44 6m12 6m44 1 6m07 6m01 6m15 6m44
8 24 3-4862 小林　練(3) 東京外国語大 +1.6 -0.5 -0.1 -0.5 -2.7 -4.1 -0.8 -0.5

ﾖｺﾁ ﾀﾂﾔ 山梨 6m43 5m97 6m37 6m43 6m43
9 15 441 横地　龍弥(2) 甲府西高 -0.1 -0.7 -1.2 -0.1 -0.1

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨 6m39 6m24 × 6m39 6m39
10 14 107 石川　諒(2) 甲府南高 -3.5 -0.2 -3.5 -3.5

ｲﾘｴ ﾅｵｷ 山梨 6m34 6m28 6m31 6m34 6m34
11 4 3-4551 入江　直樹(4) 山梨大 -2.0 +0.7 +1.8 -2.0 -2.0

ﾀﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 山梨 6m17 6m08 6m30 6m30 6m30
12 23 3250 田之口　修平(1) 帝京科学大 +1.3 0.0 -0.4 -0.4 -0.4

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 × 6m28 × 6m28 6m28
13 6 664 羽入田　直斗(3) 都留興譲館高 +2.8 +2.8 +2.8

ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 6m04 6m14 6m02 6m14 6m14
14 1 35594 高野　隼人(1) 日本体育大 -1.7 +1.5 +1.3 +1.5 +1.5

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 6m12 5m58 4m26 6m12 6m12
15 25 117 藤井　佑成(1) 甲府工高 +1.8 0.0 -1.7 +1.8 +1.8

ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨 6m09 5m84 5m84 6m09 6m09
16 3 116 赤井　悠次郞(1) 甲府工高 -0.4 +1.6 +0.6 -0.4 -0.4

ﾀﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 山梨 5m93 6m03 × 6m03 6m03
17 7 206 丹澤　寛太(3) 巨摩高 -2.3 0.0 0.0 0.0

ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ 山梨 6m02 5m97 5m75 6m02 6m02
18 16 3-4557 大瀧　雄司(3) 山梨大 +2.5 +1.7 -2.3 +2.5 +2.5

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 山梨 5m97 4m05 6m00 6m00 6m00
19 5 3-5146 和田　優之介(2) 東京経済大 -0.3 +1.5 +1.7 +1.7 +1.7

ｶｻｲ ﾕｳﾔ 山梨 5m79 5m91 5m87 5m91 5m91
20 19 216 河西　佑哉(3) 巨摩高 -1.9 +1.4 -2.4 +1.4 +1.4

ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ 山梨 5m85 × 5m70 5m85 5m85
21 12 85 小池　隼太(2) 甲府南高 +1.5 -1.2 +1.5 +1.5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 5m83 5m77 5m62 5m83 5m83
22 10 488 渡邊　一樹(3) 富士河口湖高 +0.3 -0.3 -0.7 +0.3 +0.3

ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨 × 5m82 × 5m82 5m82
23 11 635 大嶺　ゆうじ(2) 富士北稜高 -1.8 -1.8 -1.8

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 × × ×
27 139 川和田　龍聖(3) 甲府工高 NM

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨

9 4602 浅利　拓(4) 千葉大 DNS
ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ 山梨

17 438 芦澤　伊織(2) 甲府西高 DNS
ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨

18 3954 宮野　祐太 syms DNS
ﾋｷﾀ ﾏｲﾔ 山梨

20 3953 疋田　舞弥 syms DNS
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

26 693 加藤　大虎(2) 駿台甲府高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨

28 439 望月　雄斗(2) 甲府西高 DNS
ｻﾉ ｺｳｷ 山梨

29 5306 佐野　功貴(2) 順天堂大 DNS
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

30 568 丸山　泰世(2) 甲府昭和高 DNS



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子三段跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            15m61     小俣　宏記(中央高教)                  1984
山梨県記録(YR)          15m99     小俣　宏記(県教委)                    1985 6月4日 13:00 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

ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 14m61 14m82 15m28 15m28 8 × × 15m53 15m53
1 8 3-5306 横森　友朗(1) 山梨大 +1.6 +0.2 +3.5 +3.5 +0.3 +0.3

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨 14m21 14m46 13m75 14m46 7 － － 14m45 14m46
2 15 204 市川　翔太(3) 巨摩高 +1.3 +2.7 +1.5 +2.7 0.0 +2.7

ｲｼｲ ﾕｳﾀ 山梨 13m72 × 13m80 13m80 6 × 13m98 14m42 14m42
3 17 4026 石井　祐太(3) 都留文科大 0.0 +1.3 +1.3 +0.7 0.0 0.0

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 13m72 13m41 13m61 13m72 5 － － － 13m72
4 6 0 秋山　智哉(3) 北里大 +0.5 -0.1 +1.9 +0.5 +0.5

ｲﾘｴ ﾅｵｷ 山梨 13m31 13m26 12m86 13m31 4 12m69 － × 13m31
5 11 3-4551 入江　直樹(4) 山梨大 +0.6 +0.4 -0.1 +0.6 +3.1 +0.6

ｵﾏﾀ ﾖｳ 山梨 12m74 13m25 13m05 13m25 3 13m05 13m09 × 13m25
6 14 5330 小俣　洋(1) 順天堂大 -0.2 +2.3 +2.5 +2.3 +2.2 +1.3 +2.3

ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ 山梨 13m24 11m40 × 13m24 2 13m11 12m73 × 13m24
7 5 3-4557 大瀧　雄司(3) 山梨大 +1.4 -1.1 +1.4 +2.2 +1.4 +1.4

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 13m10 12m82 12m80 13m10 1 × 13m07 13m00 13m10
8 3 139 川和田　龍聖(3) 甲府工高 +0.9 +0.3 +0.4 +0.9 +0.4 +3.6 +0.9

ﾀﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 山梨 13m06 × 13m00 13m06 13m06
9 7 206 丹澤　寛太(3) 巨摩高 +1.5 +1.7 +1.5 +1.5

ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ 山梨 12m82 13m02 12m82 13m02 13m02
10 9 142 雨宮　光輝(3) 甲府工高 +0.1 +0.7 +2.2 +0.7 +0.7

ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 11m81 11m62 12m91 12m91 12m91
11 16 3187 山﨑　翼 Takers +1.6 +2.3 +1.5 +1.5 +1.5

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 12m60 12m04 12m84 12m84 12m84
12 18 187 吉田　将太朗(2) 巨摩高 0.0 +1.7 +1.2 +1.2 +1.2

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 山梨 12m82 × 12m67 12m82 12m82
13 13 3921 近藤　晃弘 TYPE-R +1.4 +1.3 +1.4 +1.4

ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 12m13 11m87 12m21 12m21 12m21
14 10 513 丹沢　進太郎(2) 山梨学院大 +0.6 0.0 +2.4 +2.4 +2.4

ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨 12m14 12m10 × 12m14 12m14
15 21 635 大嶺　ゆうじ(2) 富士北稜高 +1.7 +0.2 +1.7 +1.7

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 11m63 11m96 － 11m96 11m96
16 12 117 藤井　佑成(1) 甲府工高 +1.5 +1.3 +1.3 +1.3

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 × × ×
19 664 羽入田　直斗(3) 都留興譲館高 NM

ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨

1 643 諏訪田　琉斗(2) 富士北稜高 DNS
ｶｻｲ ﾕｳﾔ 山梨

2 216 河西　佑哉(3) 巨摩高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨

4 439 望月　雄斗(2) 甲府西高 DNS
ﾄｷﾜ ﾊﾙｷ 山梨

20 3284 常盤　春輝 山梨大AC DNS



凡例  DNS:欠場

男子砲丸投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            15m47     須田　裕太郎(国士舘大)                1994
山梨県記録(YR)          16m14     須田　裕太郎(国士舘大)                2015 6月4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

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

1 3 3-4560 萩原　怜(3) 山梨大 12m76 × 12m93 12m93 8 13m05 13m09 12m98 13m09
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 山梨

2 11 3-5307 松本　尭大(1) 山梨大 11m45 × 11m05 11m45 7 12m03 11m32 11m30 12m03
ｶｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 山梨

3 4 2944 加賀美　昌宏 身延AC 10m51 11m04 × 11m04 5 10m96 10m80 11m28 11m28
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

4 10 2941 久保田　尊士 身延AC 9m50 10m60 11m24 11m24 6 10m98 10m50 × 11m24
ﾂｶﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 山梨

5 2 229 塚原　響(2) 巨摩高 × 10m53 10m89 10m89 3 × 10m74 10m98 10m98
ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 山梨

6 8 3-4564 光吉　尭(2) 山梨大 10m84 10m96 10m64 10m96 4 10m86 10m58 10m18 10m96
ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ 山梨

7 9 528 長田　匠(3) 上野原高 9m16 9m43 9m89 9m89 2 9m31 9m20 9m54 9m89
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

8 1 266 木村　光輝(3) 身延高 9m34 9m57 9m35 9m57 1 × 9m22 9m35 9m57
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨

9 6 248 石川　良(2) 身延高 8m04 8m97 9m06 9m06 9m06
ﾐﾂｲ ｹﾞﾝ 山梨

10 5 443 三井　玄(1) 甲府西高 8m90 8m68 8m69 8m90 8m90
ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 山梨

7 217 上野　利輝(3) 巨摩高 DNS



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子円盤投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            51m50     前田　裕孝(甲府工高教)                1986
山梨県記録(YR)          55m06     前田  裕孝(甲府工高教)                1986 6月3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

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

1 13 3120 吉田　裕貴 ふじざくら支教員 35m02 37m08 × 37m08 8 37m45 37m71 × 37m71
ｵｵｲｹ ﾕｳｽｹ 山梨

2 7 1697 大池　優介 大月陸協 30m98 36m85 33m75 36m85 7 36m15 33m21 × 36m85
ﾉｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 山梨

3 4 348 野澤　大輝(3) 都留高 29m32 30m48 × 30m48 6 29m85 30m29 × 30m48
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ 山梨

4 2 247 青嶋　雄斗(2) 身延高 30m11 × × 30m11 5 × × × 30m11
ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳ 山梨

5 10 152 山崎　響(2) 甲府工高 27m92 30m02 × 30m02 4 × 28m26 28m13 30m02
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

6 15 2941 久保田　尊士 身延AC 29m93 29m71 29m80 29m93 3 × 29m81 × 29m93
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

7 11 266 木村　光輝(3) 身延高 × 26m98 × 26m98 2 × 26m31 28m02 28m02
ｱﾏﾉ ﾜﾀﾙ 山梨

8 8 342 天野　航(3) 都留高 24m70 25m50 × 25m50 1 × 24m25 25m09 25m50
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 山梨

9 6 627 小林　甲斐人(3) 富士北稜高 × × 25m00 25m00 25m00
ｵﾏﾀ ﾏｻｷ 山梨

10 5 667 小俣　将希(3) 都留興譲館高 23m63 24m26 24m07 24m26 24m26
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 山梨

1 313 柏原　隆志(3) 山梨高 × × × NM
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

3 3-4560 萩原　怜(3) 山梨大 × × × NM
ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 山梨

9 670 志村　健太(3) 都留興譲館高 DNS
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾔ 山梨

12 2953 村田　雅弥 身延AC DNS
ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳｿﾞｳ 山梨

14 737 前田　匡蔵(3) 山梨学院高 DNS



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子ハンマー投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            58m88     高橋　大地(山梨大)                    2010
山梨県記録(YR)          59m85     高橋　大地(山梨大)                    2011 6月3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

ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 山梨

1 6 4015 高橋　大地 山梨県体協 48m55 56m13 53m65 56m13 8 55m14 54m28 56m79 56m79
ｴﾉﾋﾞ ﾎｾ 群馬

2 10 2536 栄野比　ホセ(2) 上武大 51m42 53m80 52m68 53m80 7 55m22 53m85 53m04 55m22
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

3 7 2941 久保田　尊士 身延AC 39m96 41m88 44m12 44m12 6 × × × 44m12
ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ 山梨

4 9 2959 三神　大樹 身延AC 37m72 × 40m13 40m13 5 × 40m59 40m88 40m88
ｺｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 山梨

5 5 143 國母　和也(3) 甲府工高 30m40 31m00 30m53 31m00 4 32m64 × 29m80 32m64
ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 山梨

6 1 630 菊地　翔太(3) 富士北稜高 28m07 27m92 30m50 30m50 3 30m19 31m44 30m49 31m44
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

7 2 776 長谷川　翔大(3) 東海大甲府高 × 29m58 × 29m58 2 × 30m58 31m04 31m04
ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 山梨

8 8 217 上野　利輝(3) 巨摩高 × 20m66 × 20m66 1 × 30m02 × 30m02
ｵｵｲｼ ﾀﾂﾔ 山梨

3 344 大石　達也(3) 都留高 × × × NM
ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾄ 山梨

4 262 今村　海渡(3) 身延高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子やり投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            70m74     坂口  正芳(山日ＹＢＳ)                1995
山梨県記録(YR)          72m84     坂口　正芳(山日ＹＢＳ)                1997 6月4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

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山梨

1 3 510 青沼　李軌(3) 山梨学院大 61m45 62m70 62m59 62m70 8 61m99 66m50 61m91 66m50
ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

2 7 204 市川　翔太(3) 巨摩高 53m71 52m39 53m12 53m71 6 55m16 56m59 56m51 56m59
ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾄ 山梨

3 5 262 今村　海渡(3) 身延高 55m12 52m64 × 55m12 7 × × 51m05 55m12
ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 山梨

4 13 3-4564 光吉　尭(2) 山梨大 × 49m59 43m08 49m59 2 47m00 49m75 53m49 53m49
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 山梨

5 6 3612 坂口　正芳 山日ＹＢＳ 52m63 × × 52m63 5 52m06 51m95 × 52m63
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ 山梨

6 11 3281 髙橋　昭吾 山梨大AC 52m21 × 51m10 52m21 4 50m19 51m59 50m44 52m21
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

7 15 266 木村　光輝(3) 身延高 51m18 44m92 48m81 51m18 3 46m71 49m13 49m97 51m18
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ 山梨

8 4 247 青嶋　雄斗(2) 身延高 43m94 48m77 47m32 48m77 1 47m20 × × 48m77
ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 山梨

9 9 670 志村　健太(3) 都留興譲館高 46m42 × 48m57 48m57 48m57
ｱﾏﾉ ﾜﾀﾙ 山梨

10 14 342 天野　航(3) 都留高 42m47 41m03 40m50 42m47 42m47
ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨

11 2 119 百田　國光(1) 甲府工高 × × 37m98 37m98 37m98
ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

12 10 114 今村　亮太(2) 甲府南高 32m75 29m68 × 32m75 32m75
ｻﾉ ｶｲﾎ 山梨

1 637 佐野　開穂(2) 富士北稜高 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 山梨

8 3-5229 松本　晃介(3) 首都大学東京 DNS
ｱｷﾔﾏ ｶｲ 山梨

12 3523 秋山　甲斐 ゴンスポＡＣ DNS



凡例 

男子十種競技
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            6804      澤辺　直人(山梨大)                    2009
山梨県記録(YR)          7012      澤辺　拓也(東京学芸大大学院)          2003

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

11.58 6m62 9m96 1m76 52.20 16.16 29m37 3m60 47m47 4:46.61

1 1740 -0.5 +0.2 -0.8 6119
(736) (725) (483) (593) (716) (715) (452) (509) (551) (639)
11.85 6m39 10m12 1m82 57.31 15.73 32m64 3m80 40m08 5:37.71

2 9999 -0.5 +0.4 -0.8 5647
(681) (673) (493) (644) (509) (763) (517) (562) (443) (362)
11.50 6m23 8m76 1m65 51.75 17.72 19m02 2m70 34m50 4:45.02

3 442 -0.5 +1.8 -0.8 5144
(753) (637) (411) (504) (736) (551) (254) (286) (363) (649)
11.90 6m32 8m98 1m70 55.34 16.12 22m61 2m30 37m06 5:21.98

4 3187 -0.5 -1.3 -0.8 4961
(671) (657) (425) (544) (585) (719) (321) (199) (400) (440)
12.41 5m73 9m00 1m60 57.26 19.12 22m57 3m70 39m02 5:06.97

5 3292 -0.5 -0.4 -0.8 4729
(573) (529) (426) (464) (511) (422) (321) (535) (428) (520)

氏名 所属

ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨

山下　黎 東京学芸大

(3)
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

澤邊　直人 増穂商業教員

ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

功刀　友貴 甲府西高

(1)
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

山﨑　翼 Takers

ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨

相原　樹 山梨大AC



男子十種競技 100m
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 09:40 決　勝

(風:-0.5)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

1 3 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 11.50 753
ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨

2 4 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 11.58 736
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

3 6 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 11.85 681
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

4 7 3187 山﨑　翼 Takers 11.90 671
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨

5 5 3292 相原　樹 山梨大AC 12.41 573



男子十種競技 走幅跳
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 10:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨 6m62 6m41 6m43 6m62
1 4 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 +0.2 0.0 +0.9 +0.2 725

ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 6m22 6m23 6m39 6m39
2 3 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 +1.1 -1.1 +0.4 +0.4 673

ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 6m05 6m32 6m31 6m32
3 2 3187 山﨑　翼 Takers +1.1 -1.3 +0.6 -1.3 657

ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨 5m83 × 6m23 6m23
4 5 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 -0.7 +1.8 +1.8 637

ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 5m73 5m48 × 5m73
5 1 3292 相原　樹 山梨大AC -0.4 0.0 -0.4 529



男子十種競技 砲丸投(7.260kg)
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 12:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

1 3 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 9m98 9m12 10m12 10m12 493
ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨

2 5 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 9m95 9m95 9m96 9m96 483
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨

3 4 3292 相原　樹 山梨大AC 8m96 8m68 9m00 9m00 426
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

4 1 3187 山﨑　翼 Takers 8m14 8m53 8m98 8m98 425
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

5 2 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 8m75 8m76 8m45 8m76 411



男子十種競技 走高跳
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 13:30 決　勝

ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 － － － － ○ ○ ○ ○

1 2 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 × ○ × × × 1m82 644
ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨 － － － × ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 4 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 1m76 593
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 1 3187 山﨑　翼 Takers 1m70 544
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨 － ○ ○ × × ○ × × ×

4 5 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 1m65 504
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

5 3 3292 相原　樹 山梨大AC 1m60 464

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m50

1m82

1m55

1m85

1m60

1m88

1m65

1m91
ｺﾒﾝﾄ

1m70 1m73 1m76 1m79
記録 得点



男子十種競技 400m
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 16:20 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

1 7 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 51.75 736
ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨

2 4 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 52.20 716
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

3 6 3187 山﨑　翼 Takers 55.34 585
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨

4 3 3292 相原　樹 山梨大AC 57.26 511
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

5 5 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 57.31 509



男子十種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月4日 09:00 決　勝

(風:-0.8)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

1 5 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 15.73 763
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

2 6 3187 山﨑　翼 Takers 16.12 719
ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨

3 3 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 16.16 715
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

4 7 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 17.72 551
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨

5 4 3292 相原　樹 山梨大AC 19.12 422



男子十種競技 円盤投(2.000kg)
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月4日 10:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

1 1 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 31m11 32m64 28m60 32m64 517
ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨

2 4 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 × 27m02 29m37 29m37 452
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

3 2 3187 山﨑　翼 Takers × 22m61 × 22m61 321
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨

4 5 3292 相原　樹 山梨大AC × × 22m57 22m57 321
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

5 3 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 18m83 17m28 19m02 19m02 254



男子十種競技 棒高跳
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月4日 11:00 決　勝

ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 － － － － － － － －

1 3 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 － － － × ○ ○ ○ ○ × ○ 3m80 562
× × ○ × × ×

ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 － － － － － － － －

2 5 3292 相原　樹 山梨大AC － － － － ○ ○ ○ ○ 3m70 535
× × ×

ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨 － － － － － － － －

3 4 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 － － － － ○ － ○ － 3m60 509
× × ×

ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ×

4 1 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 2m70 286

ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 × ○ ○ × × ×

5 2 3187 山﨑　翼 Takers 2m30 199

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m20

3m00

3m80

2m30

3m10

3m90

2m40

3m20

4m00

2m50

3m30

2m60

3m40

2m70

3m50 ｺﾒﾝﾄ

2m80

3m60

2m90

3m70 記録 得点



男子十種競技 やり投(800g)
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月4日 13:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨

1 5 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 × 47m47 － 47m47 551
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

2 2 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 36m18 40m08 37m63 40m08 443
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨

3 4 3292 相原　樹 山梨大AC 36m98 39m02 34m59 39m02 428
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

4 3 3187 山﨑　翼 Takers 37m06 35m42 35m34 37m06 400
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

5 1 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 34m50 26m97 32m80 34m50 363



男子十種競技 1500m
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月4日 15:10 決　勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

1 4 442 功刀　友貴(1) 甲府西高 4:45.02 649
ﾔﾏｼﾀ   ﾚｲ 山梨

2 1 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 4:46.61 639
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨

3 5 3292 相原　樹 山梨大AC 5:06.97 520
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

4 3 3187 山﨑　翼 Takers 5:21.98 440
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

5 2 9999 澤邊　直人 増穂商業教員 5:37.71 362

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 1740 1740 1740 1740

記録 1:10 2:28 3:07 3:48
決　勝

 



凡例  DNS:欠場

女子100m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            12.08     佐野　夢加(都留ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ)             2009
大会記録(GR)            12.08     斉藤　莉奈(山梨学院大)                2016 6月3日 11:00 予　選
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 6月3日 13:40 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:-0.6) 2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
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨

1 6 518 山口　華枝(2) 駿台甲府高 12.57 q 1 6 399 齊藤　凪沙(2) 甲府昭和高 12.96 q
ｶﾜｲ ｻｷ 山梨 ｷｸｼﾏ ｶﾎ 山梨

2 5 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 12.77 q 2 5 153 菊島　夏帆(3) 笛吹高 13.17
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 山梨

3 3 87 赤沢　広美(3) 巨摩高 13.00 3 3 3-8743 水野　佑香(1) 山梨大 13.33
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺﾉﾐ 山梨 ｶｽﾔ ﾐｸ 山梨

4 7 161 平出　好笑(2) 笛吹高 13.38 4 2 60 粕谷　美玖(3) 甲府南高 13.43
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅｺ 山梨

5 2 8 中村　遥香(1) 韮崎高 13.59 5 8 177 飯島　佳奈子(2) 日川高 13.44
ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ 山梨 ｲｼﾀﾞ ﾅｵｺ 山梨

6 8 361 中込　未奈美(3) 白根巨摩中 13.60 6 1 1661 石田　直子(中3) 一宮陸上スポ少 13.49
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨

4 530 望月　優(3) 山梨学院高 DNS 7 7 484 窪田　光莉(3) 塩山中 13.64
ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾐ 山梨

8 4 10 穐山　貴美(1) 韮崎高 13.67

3組 (風:-0.9) 4組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨 ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

1 4 367 福田　倭子(3) 白根巨摩中 13.05 1 3 146 中田　舞花(3) 身延高 12.27 q
ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

2 7 172 小池　知穂(3) 日川高 13.07 2 5 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 13.28
ｷﾖﾊﾗ ﾐｶ 山梨 ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨

3 2 3911 清原　美香 TYPE-R 13.47 3 6 397 阿部　亜美(2) 甲府昭和高 13.39
ｺﾐﾔﾏ ﾐｸ 山梨 ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ 山梨

4 8 165 小宮山　未来(2) 笛吹高 13.53 4 2 1883 矢ヶ崎　来瞳(2) TYPE-R 13.53
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｲ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

3 531 望月　愛(3) 山梨学院高 DNS 5 8 55 村松　美穂(1) 甲府南高 13.68
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾉ 山梨 ｵｶﾞﾀ ﾘﾎ 山梨

5 590 中山　瑠乃(3) 甲府南高 DNS 6 4 266 緒方　里帆(1) 甲府西高 13.96
ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 山梨

6 7205 齋藤　莉奈(2) 山梨学院大 DNS 7 7 98 帶金　玲菜(1) 巨摩高 14.20

5組 (風:-0.2) 6組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

1 4 389 松本　佳菜(3) 甲府昭和高 12.61 q 1 5 500 広瀬　七彩(3) 塩山中 12.69 q
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

2 3 482 古屋　千晶(3) 都留興譲館高 12.85 q 2 6 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 12.77 q
ｶﾝﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨

3 5 1606 神田　つぐみ(2) ゴンスポＡＣ 13.29 3 7 94 澤登　美怜(2) 巨摩高 13.24
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｲ 山梨

4 8 444 毛利　来夢(3) 甲西中 13.40 4 3 934 堀部　優衣(2) 双葉中 13.48
ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾒｲ 山梨

5 2 164 山下　葵(2) 笛吹高 13.43 5 1 529 井上　芽衣(3) 山梨学院高 13.87
ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨

6 6 633 立澤　亜弥(3) 石和中 13.71 6 8 48 小川　芽来(1) 甲府南高 13.96
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ 山梨 ｲｼｶﾜ ｸﾙﾐ 山梨

7 7 305 宮川　蓮華(2) 玉穂中 13.73 7 2 1886 石川　久琉美(3) TYPE-R 13.97
ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

4 3391 樫山　結(1) 桃の郷ＡＣ DNS



凡例  DNS:欠場

女子100m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            12.08     佐野　夢加(都留ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ)             2009
大会記録(GR)            12.08     斉藤　莉奈(山梨学院大)                2016 6月3日 11:00 予　選
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 6月3日 13:40 決　勝

決　勝　

(風:-2.2)

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) 身延高 12.22
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

2 6 518 山口　華枝(2) 駿台甲府高 12.55
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

3 3 500 広瀬　七彩(3) 塩山中 12.67
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

4 5 389 松本　佳菜(3) 甲府昭和高 12.71
ｶﾜｲ ｻｷ 山梨

5 8 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 12.73
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

6 2 482 古屋　千晶(3) 都留興譲館高 12.91
ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

7 7 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 12.91
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨

8 1 399 齊藤　凪沙(2) 甲府昭和高 12.93



凡例  YHR:山梨県高校記録

女子200m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            24.59     上田　千暁(都留文科大)                2008 6月4日 11:00 予　選
山梨県記録(YR)          24.31     長倉　由佳(都留文科大職員)            2010 6月4日 13:10 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組 (風:-0.5) 2組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 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 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

1 4 146 中田　舞花(3) 身延高 25.69 Q 1 3 517 岩浅　優花(2) 駿台甲府高 26.78 Q
ｶﾜｲ ｻｷ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

2 5 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 26.43 q 2 4 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 26.92 q
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

3 6 399 齊藤　凪沙(2) 甲府昭和高 27.01 3 5 391 横森　一加(3) 甲府昭和高 26.93
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 山梨

4 3 367 福田　倭子(3) 白根巨摩中 27.17 4 6 3-8743 水野　佑香(1) 山梨大 27.31
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ｶﾝﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨

5 7 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 27.21 5 7 1606 神田　つぐみ(2) ゴンスポＡＣ 28.01
ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨

6 2 172 小池　知穂(3) 日川高 27.95 6 2 397 阿部　亜美(2) 甲府昭和高 28.34

3組 (風:+1.4)

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

1 2 7205 齋藤　莉奈(2) 山梨学院大 24.94 Q
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

2 4 389 松本　佳菜(3) 甲府昭和高 26.08 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

3 6 518 山口　華枝(2) 駿台甲府高 26.40 q
ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

4 3 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 26.77 q
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

5 5 482 古屋　千晶(3) 都留興譲館高 27.06
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅｺ 山梨

6 7 177 飯島　佳奈子(2) 日川高 27.45

決　勝　

(風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

1 6 7205 齋藤　莉奈(2) 山梨学院大 24.61
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

2 5 146 中田　舞花(3) 身延高 24.80 YHR
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

3 7 518 山口　華枝(2) 駿台甲府高 25.11
ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

4 4 517 岩浅　優花(2) 駿台甲府高 25.65
ｶﾜｲ ｻｷ 山梨

5 8 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 25.83
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

6 3 389 松本　佳菜(3) 甲府昭和高 25.94
ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

7 1 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 26.51
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

8 2 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 26.53



凡例  DNS:欠場

女子400m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            55.58     上田  千暁(都留文科大)                2007 6月3日 11:50 予　選
山梨県記録(YR)          55.07     上田  千暁(都留文科大)                2007 6月3日 14:20 決　勝

予　選　2組2着＋4

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

ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

1 5 4 古屋　鈴子(2) 韮崎高 59.29 Q 1 6 517 岩浅　優花(2) 駿台甲府高 59.83 Q
ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

2 4 3-7024 白倉　若奈(3) 東京女子体育大 59.52 Q 2 3 391 横森　一加(3) 甲府昭和高 1:00.44 Q
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 山梨

3 3 18 柳生　希実子(3) 韮崎高 1:00.71 q 3 4 2473 新藤　はるか 甲府北中教員 1:00.69 q
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ 山梨 ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ 山梨

4 6 15 赤澤　雅(3) 韮崎高 1:00.95 q 4 7 14 稲場　理乃(3) 韮崎高 1:00.83 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山梨 ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

5 8 3 山田　ひとみ(2) 韮崎高 1:01.22 5 8 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 1:01.33
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

6 2 403 安田　綾花(2) 甲府昭和高 1:02.42 2 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 DNS
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨

7 1 481 伊奈　澪亜(3) 都留興譲館高 1:04.23 5 3-7010 寺本　有那(4) 東京女子体育大 DNS
ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨

7 525 板楠　千尋(3) 山梨学院高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

1 5 517 岩浅　優花(2) 駿台甲府高 57.62
ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ 山梨

2 4 4 古屋　鈴子(2) 韮崎高 58.04
ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨

3 3 3-7024 白倉　若奈(3) 東京女子体育大 59.20
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

4 6 391 横森　一加(3) 甲府昭和高 59.89
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ 山梨

5 7 18 柳生　希実子(3) 韮崎高 1:00.02
ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 山梨

6 8 2473 新藤　はるか 甲府北中教員 1:00.54
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ 山梨

7 1 15 赤澤　雅(3) 韮崎高 1:01.26
ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ 山梨

8 2 14 稲場　理乃(3) 韮崎高 1:01.54



凡例  DNS:欠場

女子800m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            2:16.30   島田　美穂(山梨学院附高)              2014 6月4日 10:10 予　選
山梨県記録(YR)          2:08.32   飯野　摩耶(東京農業大)                2015 6月4日 13:50 決　勝

予　選　4組1着＋4

1組 2組
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

ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 山梨 ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

1 4 8 橘山　莉乃(小6) 大国陸上 2:28.05 Q 1 4 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 2:27.05 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾘ 山梨 ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨

2 3 376 渡邊　瑳莉(3) 白根巨摩中 2:28.59 q 2 8 485 城山　愛衣(1) 塩山中 2:27.20 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨 ﾏｽﾔﾏ ｱﾔｶ 山梨

3 5 404 宮川　実咲(2) 甲府昭和高 2:28.61 3 3 20 増山　彩夏(3) 韮崎高 2:27.22 q
ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ 山梨 ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨

4 6 516 飯田　萌楓(2) 駿台甲府高 2:32.02 4 5 216 高尾　夏鈴(2) 都留高 2:28.69
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 山梨 ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ 山梨

5 7 1230 山口　ひかり 大月東中 2:33.29 5 6 123 大澤　菜々穂(3) 北東中 2:35.65
ﾅｶﾔ ｱﾕﾐ 山梨 ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨

6 8 3-8339 中矢　亜有実(3) 山梨大 2:36.37 6 1 505 矢部　綾乃(1) 駿台甲府高 2:35.89
ﾀｶﾓﾘ ｻｸﾗ 山梨 ﾎｻｶ ﾏﾕ 山梨

7 1 432 高森　咲(1) 北杜高 2:37.17 7 2 429 保坂　真優(2) 北杜高 2:36.71
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉﾐ 山梨

8 2 430 山崎　幸菜(2) 北杜高 2:40.06 8 7 264 田邉　野乃実(1) 甲府西高 2:43.25

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

ｵｵﾊﾗ ﾘｵ 山梨 ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 山梨

1 3 363 大原　梨央(3) 白根巨摩中 2:28.77 Q 1 4 318 横山　葵(3) 押原中 2:27.60 Q
ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨 ｻｸﾗｲ ﾓﾓｶ 山梨

2 6 502 河野　もな(1) 駿台甲府高 2:29.44 2 3 151 桜井　百香(1) 笛吹高 2:28.19 q
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｵ 山梨 ｺｲｹ ﾕｲ 山梨

3 4 305 萩原　海青(3) 玉穂中 2:31.07 3 2 434 小池　優衣(1) 北杜高 2:37.99
ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 山梨

4 7 14 小池　琉南(小6) 大国陸上 2:34.38 4 8 375 鈴木　ひより(3) 白根巨摩中 2:40.53
ｶﾜｺﾞﾒ ﾋｶﾙ 山梨 ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 山梨

5 8 99 河込　ひかる(1) 巨摩高 2:42.37 5 7 478 小泉　友香(3) 都留興譲館高 2:43.83
ｺﾞﾐ ｼｵﾘ 山梨 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

6 1 433 五味　栞(1) 北杜高 2:46.21 1 514 南部　みなみ(3) 駿台甲府高 DNS
ｶｼﾞﾜﾗ ｱｲｶ 山梨 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 山梨

7 2 1243 梶原　愛香 大月東中 2:48.71 5 258 天野　真(2) 甲府西高 DNS
ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 山梨 ｼｮｳﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 山梨

5 2473 新藤　はるか 甲府北中教員 DNS 6 7184 正田　渚(1) 山梨学院大 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾔﾏ ｱﾔｶ 山梨

1 8 20 増山　彩夏(3) 韮崎高 2:22.02
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 山梨

2 6 318 横山　葵(3) 押原中 2:23.55
ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

3 3 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 2:24.50
ｵｵﾊﾗ ﾘｵ 山梨

4 4 363 大原　梨央(3) 白根巨摩中 2:26.75
ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 山梨

5 5 8 橘山　莉乃(小6) 大国陸上 2:26.94
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾘ 山梨

6 1 376 渡邊　瑳莉(3) 白根巨摩中 2:27.45
ｻｸﾗｲ ﾓﾓｶ 山梨

7 2 151 桜井　百香(1) 笛吹高 2:28.80
ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨

8 7 485 城山　愛衣(1) 塩山中 2:28.88

ラップ表 400m

ナンバー 376

記録 1:12

ナンバー 485

記録 1:13

ナンバー 502

記録 1:12

ナンバー 318

記録 1:12

ナンバー 20

記録 1:09

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

決　勝

 



凡例  DNS:欠場

女子1500m
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            4:25.70   ｵﾊﾞﾚ．ﾄﾞﾘｶ(山梨学院附高)              2006 6月3日 10:30 予　選
山梨県記録(YR)          4:16.37   飯野　摩耶(東京農業大)                2014 6月3日 14:40 決　勝

予　選　2組5着＋2

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

ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 山梨 ﾐﾂｲ ｱｻﾐ 山梨

1 15 497 青沼　麗后(2) 塩山中 5:05.26 Q 1 16 428 三井　朝実(2) 北杜高 5:09.58 Q
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ 山梨 ｱﾏﾘ ﾋﾅ 山梨

2 7 398 萩原　美優(1) 若草中 5:07.45 Q 2 12 378 甘利　涼那(3) 白根巨摩中 5:10.64 Q
ｷｹｶﾞﾜ ｻﾁｺ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾚｲｺ 山梨

3 9 1 亀ケ川　幸子(2) 韮崎高 5:08.27 Q 3 11 13 羽田　麗子(3) 韮崎高 5:11.41 Q
ﾌｼﾞﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

4 12 21 藤原　さくら(3) 韮崎高 5:09.71 Q 4 15 404 宮川　実咲(2) 甲府昭和高 5:12.88 Q
ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ 山梨

5 11 123 大澤　菜々穂(3) 北東中 5:10.10 Q 5 5 155 村松　七彩(3) 笛吹高 5:13.40 Q
ﾐﾂﾓﾘ ｱｵｲ 山梨 ｵｵｻﾜ ﾏﾕ 山梨

6 16 30 三森　葵(1) 韮崎高 5:11.66 q 6 3 3561 大澤　真由(高2) 大国陸上 5:18.07
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾊﾅ 山梨 ﾂﾁﾔｱｲｶ ｱｲｶ 山梨

7 14 29 土橋　華(1) 韮崎高 5:13.07 q 7 10 154 土屋　愛佳(1) 笛吹高 5:20.40
ﾅﾄﾘ ﾏﾁ 山梨 ｺｲｹ ﾕｲ 山梨

8 3 3-8340 名取　万智(2) 山梨大 5:15.06 8 6 434 小池　優衣(1) 北杜高 5:21.85
ﾀｶﾓﾘ ｻｸﾗ 山梨 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 山梨

9 8 432 高森　咲(1) 北杜高 5:25.95 9 2 258 天野　真(2) 甲府西高 5:23.91
ﾎﾘｳﾁ ﾘｺ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 山梨

10 5 460 堀内　梨瑚(2) 富士北稜高 5:27.08 10 9 491 中村　早希(3) 塩山中 5:26.10
ﾔｻﾞｷ ｱｵｲ 山梨 ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨

11 13 257 矢崎　碧(2) 甲府西高 5:32.96 11 8 505 矢部　綾乃(1) 駿台甲府高 5:26.50
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨 ﾄﾐｵｶ ｱﾔﾅ 山梨

12 1 430 山崎　幸菜(2) 北杜高 5:33.62 12 7 3-8336 富岡　綾菜(4) 山梨大 5:27.07
ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｶ 山梨 ﾎｻｶ ﾏﾕ 山梨

13 4 158 内藤　有梨華(2) 笛吹高 5:37.92 13 4 429 保坂　真優(2) 北杜高 5:29.69
ｺﾞﾐ ｼｵﾘ 山梨 ｷｯﾀ ﾐｸ 山梨

14 6 433 五味　栞(1) 北杜高 5:47.95 14 13 156 橘田　美来(1) 笛吹高 5:47.75
ｵｻﾀﾞ ﾋﾅﾉ 山梨 ﾎｻｶ ﾐﾂｷ 山梨

2 152 長田　雛乃(1) 笛吹高 DNS 1 402 保坂　光希(2) 甲府昭和高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 山梨 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 山梨

10 397 鈴木　優果(3) 若草中 DNS 14 394 鈴木　綾華(3) 若草中 DNS

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 山梨

1 5 497 青沼　麗后(2) 塩山中 4:59.86
ｷｹｶﾞﾜ ｻﾁｺ 山梨

2 4 1 亀ケ川　幸子(2) 韮崎高 5:02.34
ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ 山梨

3 1 155 村松　七彩(3) 笛吹高 5:06.05
ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ 山梨

4 9 123 大澤　菜々穂(3) 北東中 5:09.95
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ 山梨

5 3 398 萩原　美優(1) 若草中 5:11.88
ｱﾏﾘ ﾋﾅ 山梨

6 6 378 甘利　涼那(3) 白根巨摩中 5:12.20
ﾌｼﾞﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

7 10 21 藤原　さくら(3) 韮崎高 5:13.96
ﾐﾂﾓﾘ ｱｵｲ 山梨

8 2 30 三森　葵(1) 韮崎高 5:16.38
ﾊﾀﾞ ﾚｲｺ 山梨

9 12 13 羽田　麗子(3) 韮崎高 5:21.25
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾊﾅ 山梨

10 7 29 土橋　華(1) 韮崎高 5:24.57
ﾐﾂｲ ｱｻﾐ 山梨

8 428 三井　朝実(2) 北杜高 DNS
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

11 404 宮川　実咲(2) 甲府昭和高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 497 497 497 497

記録 1:17 2:40 3:21 4:03

ナンバー 378 378 378 378

記録 1:21 2:46 3:29 4:10

ナンバー 497 497 497 497

記録 1:15 2:38 3:20 4:01

予　選　1組

予　選　2組

決　勝

 



凡例  DNS:欠場

女子100mH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            14.13     小林　悠香(都留ＡＣ)                  2013 6月3日 12:20 予　選
山梨県記録(YR)          13.88     大神田　南海(都留文科大)              2017 6月3日 14:00 決　勝

予　選　2組2着＋4

1組 (風:-1.0) 2組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

1 3 96 三吉　南緒(2) 巨摩高 14.75 Q 1 5 8217 大神田　南海(4) 都留文科大 14.22 Q
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨 ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

2 5 87 赤沢　広美(3) 巨摩高 15.06 Q 2 6 3391 樫山　結(1) 桃の郷ＡＣ 15.13 Q
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

3 4 92 相原　咲良(2) 巨摩高 15.10 q 3 4 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 15.13 q
ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ 山梨

4 6 89 名執　奏波(3) 巨摩高 15.88 q 4 7 23 澁谷　七波(2) 韮崎高 16.53 q
ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨

5 7 141 鞍打　見春(1) 身延高 18.88 3 400 野澤　瑠美佳(2) 甲府昭和高 DNS

決　勝　

(風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

1 4 8217 大神田　南海(4) 都留文科大 13.68
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 5 96 三吉　南緒(2) 巨摩高 13.95
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

3 8 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 14.46
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

4 3 87 赤沢　広美(3) 巨摩高 14.63
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

5 7 92 相原　咲良(2) 巨摩高 14.73
ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

6 6 3391 樫山　結(1) 桃の郷ＡＣ 15.11
ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

7 1 89 名執　奏波(3) 巨摩高 15.27
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ 山梨

8 2 23 澁谷　七波(2) 韮崎高 16.45



女子400mH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            1:00.80   荻野　真美(都留文科大)                2005
山梨県記録(YR)          58.39     上田　千暁(都留文科大)                2009 6月4日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ 山梨

1 6 511 今村　令那(3) 駿台甲府高 1:03.39
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

2 4 92 相原　咲良(2) 巨摩高 1:05.03
ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

3 3 7180 長田　侑香(1) 山梨学院大 1:05.44
ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

4 8 89 名執　奏波(3) 巨摩高 1:06.70
ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨

5 5 525 板楠　千尋(3) 山梨学院高 1:06.75
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨

6 2 481 伊奈　澪亜(3) 都留興譲館高 1:10.08
ｵｵﾀ ﾐﾖ 山梨

7 7 3-8337 太田　美世(3) 山梨大 1:11.41
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ 山梨

8 1 403 安田　綾花(2) 甲府昭和高 1:13.29



凡例  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　

女子5000mW
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            22:34.20  三森　由佳(総合警備保障)              1995
山梨県記録(YR)          21:32.05  三森　由佳(総合警備保障)              1995 6月4日 12:20 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) 身延高 28:38.61
ﾓﾁﾂﾞｷ ｻｷ 山梨

2 3 135 望月　咲希(1) 身延高 33:15.16
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 山梨

2 147 山本　菜緒(3) 身延高 DQ,W2

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 144 144 144 144

記録 5:12 10:57 16:47 22:48
決　勝

 



凡例  DNS:欠場

女子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            48.16     小松・寺本・白倉・小川(駿台甲府高)    2013 6月3日 09:50 予　選
山梨県記録(YR)          46.87     松野・佐野・上田・勝俣(山梨選抜)      2009 6月3日 15:50 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ q

49.35 49.98
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 94 澤登　美怜(2) 山梨 巨摩高 1 23 澁谷　七波(2) 山梨 韮崎高
2 87 赤沢　広美(3) 山梨 巨摩高 2 18 柳生　希実子(3) 山梨 韮崎高
3 92 相原　咲良(2) 山梨 巨摩高 3 15 赤澤　雅(3) 山梨 韮崎高
4 96 三吉　南緒(2) 山梨 巨摩高 4 4 古屋　鈴子(2) 山梨 韮崎高

3着 8ﾚｰﾝ q 4着 4ﾚｰﾝ q
51.84 52.38

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
1 361 中込　未奈美(3) 山梨 白根巨摩中 1 60 粕谷　美玖(3) 山梨 甲府南高
2 373 東海林　幸(3) 山梨 白根巨摩中 2 590 中山　瑠乃(3) 山梨 甲府南高
3 367 福田　倭子(3) 山梨 白根巨摩中 3 594 綿貫　里咲(2) 山梨 甲府南高
4 374 伏見　紅ノ香(2) 山梨 白根巨摩中 4 50 丸山　真季(2) 山梨 甲府南高

5着 6ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
53.11 54.17

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
1 315 窪川　真生(3) 山梨 玉穂中 1 217 竹田　彩乃(2) 山梨 都留高
2 305 宮川　蓮華(2) 山梨 玉穂中 2 213 小林　由果(2) 山梨 都留高
3 315 飯棲　友羅(2) 山梨 玉穂中 3 215 鈴木　有沙(2) 山梨 都留高
4 307 松原　優衣(2) 山梨 玉穂中 4 216 高尾　夏鈴(2) 山梨 都留高

7着 7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
54.44 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
1 448 石原　一花(2) 山梨 甲西中
2 447 田辺　彩(2) 山梨 甲西中 1
3 436 望月　夏鈴(2) 山梨 甲西中 2
4 444 毛利　来夢(3) 山梨 甲西中 3

4

2組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ q

49.89 50.95
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

1 397 阿部　亜美(2) 山梨 甲府昭和高 1 164 山下　葵(2) 山梨 笛吹高
2 389 松本　佳菜(3) 山梨 甲府昭和高 2 161 平出　好笑(2) 山梨 笛吹高
3 399 齊藤　凪沙(2) 山梨 甲府昭和高 3 165 小宮山　未来(2) 山梨 笛吹高
4 391 横森　一加(3) 山梨 甲府昭和高 4 153 菊島　夏帆(3) 山梨 笛吹高

3着 3ﾚｰﾝ 4着 2ﾚｰﾝ
52.86 53.08

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
1 175 木下　美咲(3) 山梨 日川高 1 261 佐野　梓(2) 山梨 甲府西高
2 172 小池　知穂(3) 山梨 日川高 2 266 緒方　里帆(1) 山梨 甲府西高
3 176 中山　結衣(2) 山梨 日川高 3 256 高田　絢乃(2) 山梨 甲府西高
4 177 飯島　佳奈子(2) 山梨 日川高 4 260 荻野　悠希(2) 山梨 甲府西高

5着 7ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
55.24 55.26

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
1 192 須藤　千智(3) 山梨 山梨大附属中 1 1661 石田　直子(中3) 山梨 一宮陸上スポ
2 194 大木　海空(3) 山梨 山梨大附属中 2 1662 神座　里奈(中3) 山梨 一宮陸上スポ
3 189 佐野　愛佳(3) 山梨 山梨大附属中 3 1663 古屋　有彩妃(中2) 山梨 一宮陸上スポ
4 193 五味　遥香(3) 山梨 山梨大附属中 4 1666 青山　咲穂(中1) 山梨 一宮陸上スポ

7着 6ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
56.21 56.31

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
1 929 中田　くるみ(3) 山梨 双葉中 1 210 丸田　紫乃(3) 山梨 都留高
2 924 向山　ひかり(3) 山梨 双葉中 2 200 髙部　彩音(1) 山梨 都留高
3 923 藤原　莉奈(2) 山梨 双葉中 3 201 花田　小春(1) 山梨 都留高
4 934 堀部　優衣(2) 山梨 双葉中 4 214 山﨑　るな(1) 山梨 都留高

巨摩高

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

韮崎高

ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ
ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ

白根巨摩中

ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ
ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ
ﾌｼﾐ ｺﾉｶ

甲府南高

ｶｽﾔ ﾐｸ
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾉ
ﾜﾀﾇｷ ﾘｻ
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷ

玉穂中

ｸﾎﾞｶﾜ ﾏｵ
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ
ｲｲｽﾞﾐ ﾕﾗ
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ

都留高A

ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ
ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ
ﾀｶｵ ｶﾘﾝ

甲西中

ｲｼﾊﾗ ｲﾁｶ
ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ
ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾘﾝ
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ

北杜高

甲府昭和高

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

笛吹高

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

日川高

ｷﾉｼﾀ ﾐｻｷ
ｺｲｹ ﾁﾎ
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅｺ

甲府西高

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

山梨大附属中

ｽﾄﾞｳ ﾁｻﾄ
ｵｵｷ ﾉｱ
ｻﾉ ﾏﾅｶ
ｺﾞﾐ ﾊﾙｶ

一宮陸上スポ少

ｲｼﾀﾞ ﾅｵｺ
ｼﾞﾝｻﾞ ﾘﾅ
ﾌﾙﾔ ｱｻﾋ
ｱｵﾔﾏ ｻﾎ

双葉中

ﾅｶﾀ ｸﾙﾐ
ﾑｺｳﾔﾏ ﾋｶﾘ

ﾎﾘﾍﾞ ﾕｲ

都留高B

ﾏﾙﾀ ｼﾉ
ﾀｶﾍﾞ ｱﾔﾈ
ﾊﾅﾀﾞ ｺﾊﾙ
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ



凡例  DNS:欠場

女子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            48.16     小松・寺本・白倉・小川(駿台甲府高)    2013 6月3日 09:50 予　選
山梨県記録(YR)          46.87     松野・佐野・上田・勝俣(山梨選抜)      2009 6月3日 15:50 決　勝

予　選　3組1着＋5

3組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ q

49.29 50.62
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 駿台甲府高 1 497 和光　紀佳(2) 山梨 塩山中
2 518 山口　華枝(2) 山梨 駿台甲府高 2 493 古屋　日奈子(3) 山梨 塩山中
3 519 若杉　彩乃(2) 山梨 駿台甲府高 3 484 窪田　光莉(3) 山梨 塩山中
4 517 岩浅　優花(2) 山梨 駿台甲府高 4 500 広瀬　七彩(3) 山梨 塩山中

3着 3ﾚｰﾝ 4着 2ﾚｰﾝ
52.99 53.22

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
1 480 ミルザプル　咲良(3) 山梨 都留興譲館高 1 525 板楠　千尋(3) 山梨 山梨学院高
2 483 田中　瑠々花(2) 山梨 都留興譲館高 2 529 井上　芽衣(3) 山梨 山梨学院高
3 481 伊奈　澪亜(3) 山梨 都留興譲館高 3 520 細田　耀(2) 山梨 山梨学院高
4 482 古屋　千晶(3) 山梨 都留興譲館高 4 553 中村　美紀子(1) 山梨 山梨学院高

5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
54.75 58.02

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
1 564 中村　麻菜(2) 山梨 日大明誠高 1 182 鈴木　瑠菜(1) 山梨 山梨高
2 562 加地　凪紗(2) 山梨 日大明誠高 2 189 白鳥　杏果(2) 山梨 山梨高
3 563 相田　このみ(2) 山梨 日大明誠高 3 183 中村　夢花(1) 山梨 山梨高
4 561 井上　菜緒(3) 山梨 日大明誠高 4 181 手塚　結菜(1) 山梨 山梨高

6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

決　勝　

1着 3ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ
48.27 49.51

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 駿台甲府高 1 397 阿部　亜美(2) 山梨 甲府昭和高
2 518 山口　華枝(2) 山梨 駿台甲府高 2 389 松本　佳菜(3) 山梨 甲府昭和高
3 511 今村　令那(3) 山梨 駿台甲府高 3 399 齊藤　凪沙(2) 山梨 甲府昭和高
4 517 岩浅　優花(2) 山梨 駿台甲府高 4 391 横森　一加(3) 山梨 甲府昭和高

3着 4ﾚｰﾝ 4着 6ﾚｰﾝ
49.70 50.11

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 94 澤登　美怜(2) 山梨 巨摩高 1 23 澁谷　七波(2) 山梨 韮崎高
2 87 赤沢　広美(3) 山梨 巨摩高 2 18 柳生　希実子(3) 山梨 韮崎高
3 92 相原　咲良(2) 山梨 巨摩高 3 15 赤澤　雅(3) 山梨 韮崎高
4 96 三吉　南緒(2) 山梨 巨摩高 4 4 古屋　鈴子(2) 山梨 韮崎高

5着 7ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
51.29 52.22

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
1 497 和光　紀佳(2) 山梨 塩山中 1 361 中込　未奈美(3) 山梨 白根巨摩中
2 493 古屋　日奈子(3) 山梨 塩山中 2 373 東海林　幸(3) 山梨 白根巨摩中
3 484 窪田　光莉(3) 山梨 塩山中 3 367 福田　倭子(3) 山梨 白根巨摩中
4 500 広瀬　七彩(3) 山梨 塩山中 4 374 伏見　紅ノ香(2) 山梨 白根巨摩中

7着 8ﾚｰﾝ 8着 1ﾚｰﾝ
52.49 53.37

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 笛吹高 1 60 粕谷　美玖(3) 山梨 甲府南高
2 161 平出　好笑(2) 山梨 笛吹高 2 590 中山　瑠乃(3) 山梨 甲府南高
3 165 小宮山　未来(2) 山梨 笛吹高 3 594 綿貫　里咲(2) 山梨 甲府南高

駿台甲府高

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ
ｲﾜｻ ﾕｳｶ

塩山中

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ

都留興譲館高

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

山梨学院高

ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ
ｲﾉｳｴ ﾒｲ
ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾙ
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ

日大明誠高

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

山梨高

ｽｽﾞｷ ﾙﾅ
ｼﾗﾄﾘ ｷｮｳｶ
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ

桃の郷ＡＣ

駿台甲府高

ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ
ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ
ｲﾜｻ ﾕｳｶ

甲府昭和高

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

巨摩高

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

韮崎高

ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ
ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ

塩山中

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ

白根巨摩中

ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ
ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ
ﾌｼﾐ ｺﾉｶ

笛吹高

ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺﾉﾐ
ｺﾐﾔﾏ ﾐｸ

甲府南高

ｶｽﾔ ﾐｸ
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾉ
ﾜﾀﾇｷ ﾘｻ



凡例  GR:大会記録 DNS:欠場

女子4X400mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            3:55.66   森・笠井・石川・亀尾(都留文科大)      1998 6月4日 09:10 予　選
山梨県記録(YR)          3:50.53   小松・小林・白倉・山田(駿台甲府高)    2010 6月4日 15:25 決　勝

予　選　2組2着＋4

1組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q

4:11.17 4:19.36
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

1 502 河野　もな(1) 山梨 駿台甲府高 1 481 伊奈　澪亜(3) 山梨 都留興譲館高
2 519 若杉　彩乃(2) 山梨 駿台甲府高 2 478 小泉　友香(3) 山梨 都留興譲館高
3 517 岩浅　優花(2) 山梨 駿台甲府高 3 483 田中　瑠々花(2) 山梨 都留興譲館高
4 518 山口　華枝(2) 山梨 駿台甲府高 4 482 古屋　千晶(3) 山梨 都留興譲館高

3着 6ﾚｰﾝ q 4着 4ﾚｰﾝ
4:22.84 4:51.03

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
1 594 綿貫　里咲(2) 山梨 甲府南高 1 182 鈴木　瑠菜(1) 山梨 山梨高
2 60 粕谷　美玖(3) 山梨 甲府南高 2 189 白鳥　杏果(2) 山梨 山梨高
3 48 小川　芽来(1) 山梨 甲府南高 3 183 中村　夢花(1) 山梨 山梨高
4 50 丸山　真季(2) 山梨 甲府南高 4 181 手塚　結菜(1) 山梨 山梨高

7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

2組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ Q

4:10.72 4:17.00
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 3 山田　ひとみ(2) 山梨 韮崎高 1 397 阿部　亜美(2) 山梨 甲府昭和高
2 18 柳生　希実子(3) 山梨 韮崎高 2 403 安田　綾花(2) 山梨 甲府昭和高
3 15 赤澤　雅(3) 山梨 韮崎高 3 399 齊藤　凪沙(2) 山梨 甲府昭和高
4 14 稲場　理乃(3) 山梨 韮崎高 4 391 横森　一加(3) 山梨 甲府昭和高

3着 7ﾚｰﾝ q 4着 6ﾚｰﾝ q
4:19.62 4:22.21

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 94 澤登　美怜(2) 山梨 巨摩高 1 266 緒方　里帆(1) 山梨 甲府西高
2 87 赤沢　広美(3) 山梨 巨摩高 2 260 荻野　悠希(2) 山梨 甲府西高
3 93 川崎　里奈(2) 山梨 巨摩高 3 256 高田　絢乃(2) 山梨 甲府西高
4 96 三吉　南緒(2) 山梨 巨摩高 4 261 佐野　梓(2) 山梨 甲府西高

5着 4ﾚｰﾝ q
4:41.08

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 217 竹田　彩乃(2) 山梨 都留高
2 213 小林　由果(2) 山梨 都留高
3 215 鈴木　有沙(2) 山梨 都留高
4 210 丸田　紫乃(3) 山梨 都留高

駿台甲府高

ｺｳﾉ ﾓﾅ
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ
ｲﾜｻ ﾕｳｶ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ

都留興譲館高

ｲﾅ ﾚｲｱ
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ
ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ

甲府南高

ﾜﾀﾇｷ ﾘｻ
ｶｽﾔ ﾐｸ
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷ

山梨高

ｽｽﾞｷ ﾙﾅ
ｼﾗﾄﾘ ｷｮｳｶ
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ

山梨学院高

韮崎高

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ
ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ

甲府昭和高

ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ

巨摩高

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ
ｶﾜｻｷ ﾘﾅ
ﾐﾖｼ ﾅｵ

甲府西高

ｵｶﾞﾀ ﾘﾎ
ｵｷﾞﾉ ﾕｷ
ﾀｶﾀﾞ ｱﾔﾉ
ｻﾉ ｱｽﾞｻ

都留高

ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ
ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ
ﾏﾙﾀ ｼﾉ



凡例  GR:大会記録 DNS:欠場

女子4X400mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            3:55.66   森・笠井・石川・亀尾(都留文科大)      1998 6月4日 09:10 予　選
山梨県記録(YR)          3:50.53   小松・小林・白倉・山田(駿台甲府高)    2010 6月4日 15:25 決　勝

決　勝　

1着 3ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ
3:54.42 GR 3:59.83

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
1 511 今村　令那(3) 山梨 駿台甲府高 1 4 古屋　鈴子(2) 山梨 韮崎高
2 517 岩浅　優花(2) 山梨 駿台甲府高 2 18 柳生　希実子(3) 山梨 韮崎高
3 519 若杉　彩乃(2) 山梨 駿台甲府高 3 15 赤澤　雅(3) 山梨 韮崎高
4 518 山口　華枝(2) 山梨 駿台甲府高 4 14 稲場　理乃(3) 山梨 韮崎高

3着 4ﾚｰﾝ 4着 7ﾚｰﾝ
4:09.17 4:13.83

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
1 389 松本　佳菜(3) 山梨 甲府昭和高 1 92 相原　咲良(2) 山梨 巨摩高
2 391 横森　一加(3) 山梨 甲府昭和高 2 94 澤登　美怜(2) 山梨 巨摩高
3 403 安田　綾花(2) 山梨 甲府昭和高 3 87 赤沢　広美(3) 山梨 巨摩高
4 397 阿部　亜美(2) 山梨 甲府昭和高 4 96 三吉　南緒(2) 山梨 巨摩高

5着 6ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
4:18.69 4:20.23

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
1 481 伊奈　澪亜(3) 山梨 都留興譲館高 1 266 緒方　里帆(1) 山梨 甲府西高
2 478 小泉　友香(3) 山梨 都留興譲館高 2 260 荻野　悠希(2) 山梨 甲府西高
3 483 田中　瑠々花(2) 山梨 都留興譲館高 3 256 高田　絢乃(2) 山梨 甲府西高
4 482 古屋　千晶(3) 山梨 都留興譲館高 4 261 佐野　梓(2) 山梨 甲府西高

7着 2ﾚｰﾝ 8着 1ﾚｰﾝ
4:24.03 4:26.66

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
1 217 竹田　彩乃(2) 山梨 都留高 1 594 綿貫　里咲(2) 山梨 甲府南高
2 216 高尾　夏鈴(2) 山梨 都留高 2 48 小川　芽来(1) 山梨 甲府南高
3 213 小林　由果(2) 山梨 都留高 3 60 粕谷　美玖(3) 山梨 甲府南高

駿台甲府高

ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ
ｲﾜｻ ﾕｳｶ
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ

韮崎高

ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ
ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ

甲府昭和高

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ
ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ

巨摩高

ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ
ﾐﾖｼ ﾅｵ

都留興譲館高

ｲﾅ ﾚｲｱ
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ
ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ
ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ

甲府西高

ｵｶﾞﾀ ﾘﾎ
ｵｷﾞﾉ ﾕｷ
ﾀｶﾀﾞ ｱﾔﾉ
ｻﾉ ｱｽﾞｻ

都留高

ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ
ﾀｶｵ ｶﾘﾝ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

甲府南高

ﾜﾀﾇｷ ﾘｻ
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ
ｶｽﾔ ﾐｸ



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走高跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            1m70      原田　真妃(東女体大)                  1983
大会記録(GR)            1m70      小林　未加子(日本女子体育大)          2014
大会記録(GR)            1m70      鴨井　美紗子(上武大・群馬)            2016
山梨県記録(YR)          1m73      小林　未加子(日本女子体育大)          2015 6月4日 13:00 決　勝

決　勝　

ﾎｿﾀﾞ ﾔﾔ 山梨 － － － ○ ○ × × ×

1 4 1602 細田　弥々(3) ゴンスポＡＣ 1m58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 山梨 － － × ○ × × ○ × ○ × × ×

2 20 3-8630 渡邊　野乃(1) 国士舘大 1m58
ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨 － － ○ × ○ × × ×

3 7 483 田中　瑠々花(2) 都留興譲館高 1m55
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 山梨 － ○ ○ × × ○ × × ×

4 19 459 渡邉　未来(2) 富士北稜高 1m55
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

5 15 214 山﨑　るな(1) 都留高 1m55
ｱｷﾔﾏ ｱｲｶ 山梨 － － × ○ × × ○ × × ×

5 18 526 秋山　愛賀(3) 山梨学院高 1m55
ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

7 8 373 東海林　幸(3) 白根巨摩中 1m50
ﾀｶﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨 × × ○ ○ ○ × × ×

8 13 256 高田　絢乃(2) 甲府西高 1m50
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 － ○ × ○ × × ×

9 16 96 三吉　南緒(2) 巨摩高 1m50
ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝ 山梨 ○ ○ × × ○ × × ×

10 6 407 大久保　凜(1) 甲府昭和高 1m50
ｻｻｷ ﾅﾅﾐ 山梨 ○ ○ × × ×

11 2 209 佐々木　七海(3) 都留高 1m45
ｼｵﾐ ｻｷ 山梨 ○ ○ × × ×

11 5 235 塩見　咲紀(3) 吉田高 1m45
ｲｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 山梨 ○ × × ×

13 3 640 石川　菜々美(3) 石和中 1m40
ｲﾉｳｴ ｻﾄ 山梨 × ○ × × ×

14 9 97 井上　咲音(1) 巨摩高 1m40
ﾐﾔﾉ ﾕｳﾅ 山梨 × ○ × × ×

14 17 931 宮野　友楠(3) 双葉中 1m40
ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ 山梨 × × ×

1 132 望月　涼香(2) 身延高 NM
ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨

10 483 八巻　一紗(2) 塩山中 DNS
ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾙ 山梨

11 520 細田　耀(2) 山梨学院高 DNS
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ 山梨

12 1124 町田　結(3) 吉田中 DNS
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨

14 398 伊藤　有花(2) 甲府昭和高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40 1m67

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 1m64



凡例  NM:記録なし

女子棒高跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            3m50      保坂　美礼(都留文科大)                2010
山梨県記録(YR)          3m70      保坂　美礼(都留文科大)                2009 6月3日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 山梨 － － － － － － － －

1 6 3-8630 渡邊　野乃(1) 国士舘大 ○ × × × 2m80
ﾀﾏﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 山梨 ○ ○ × ○ ○ × × ×

2 5 453 髙山　瑞生(3) 富士北稜高 2m30
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

3 2 457 鈴木　空(2) 富士北稜高 2m20
ﾐﾔｼﾀ ﾐｳ 山梨 ○ × × ×

4 7 454 宮下　未羽(3) 富士北稜高 2m00
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨 × × ×

1 94 澤登　美怜(2) 巨摩高 NM
ﾔﾉ ﾉﾉｶ 山梨 × × ×

3 263 矢野　野乃花(2) 甲府西高 NM
ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨 × × ×

4 93 川崎　里奈(2) 巨摩高 NM

2m40
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

2m80

2m50 2m60 2m70
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m10

2m90

2m20

3m00

2m30



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            6m06      小林　悠香(都留ＡＣ)                  2013
山梨県記録(YR)          6m06      小林　悠香(都留ＡＣ)                  2013 6月3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

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨 5m53 － － 5m53 6 － 5m90 － 5m90
1 5 37826 近藤　祐未(3) 日本体育大 -0.5 -0.5 +1.8 +1.8

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 5m35 5m51 × 5m51 5 × × 5m76 5m76
2 24 3965 剱持　早紀 長谷川体育施設 0.0 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 5m62 5m51 5m60 5m62 8 5m60 5m58 5m68 5m68
3 23 518 山口　華枝(2) 駿台甲府高 +0.9 +0.2 +0.3 +0.9 +0.9 +1.8 +0.4 +0.4

ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 5m46 × 5m56 5m56 7 5m42 5m56 5m60 5m60
4 18 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 -0.8 +0.5 +0.5 +1.2 +1.5 +1.3 +1.3

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 5m43 5m41 5m48 5m48 4 5m48 5m50 5m49 5m50
5 15 512 雨宮　珠麻(3) 駿台甲府高 +1.7 +0.1 +1.8 +1.8 +0.2 -0.1 -1.2 -0.1

ｱｲﾊﾗ ﾁｴ 山梨 × 5m28 × 5m28 3 × 5m43 5m28 5m43
6 26 3931 相原　千枝 山梨ジャンパーズ 0.0 0.0 -1.1 -0.9 -1.1

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨 4m93 5m10 4m86 5m10 2 5m07 4m93 4m85 5m10
7 3 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 -1.0 +1.1 +0.6 +1.1 +0.7 -0.4 -0.2 +1.1

ｺｸﾌﾞﾝ ﾓﾓｶ 山梨 5m01 4m90 × 5m01 1 4m85 4m64 4m79 5m01
8 16 7201 国分　桃香(2) 山梨学院大 +0.8 +1.4 +0.8 +1.0 0.0 +0.6 +0.8

ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨 4m94 4m82 4m83 4m94 4m94
9 20 483 田中　瑠々花(2) 都留興譲館高 +0.9 -0.1 +0.7 +0.9 +0.9

ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨 4m83 4m86 4m82 4m86 4m86
10 17 93 川崎　里奈(2) 巨摩高 +0.1 +1.8 +0.9 +1.8 +1.8

ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 × 4m85 4m80 4m85 4m85
11 22 1721 萩原　けい奈(中2) 山梨ジャンパーズ +0.8 +1.2 +0.8 +0.8

ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾝ 山梨 4m47 4m85 × 4m85 4m85
12 2 368 青柳　琳(3) 白根巨摩中 -0.9 +2.6 +2.6 +2.6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 4m76 4m47 4m81 4m81 4m81
13 21 7185 渡辺　瑠理(1) 山梨学院大 +1.6 +1.3 0.0 0.0 0.0

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｺ 山梨 × 4m76 4m72 4m76 4m76
14 9 198 中嶋　莉子(2) 山梨大附属中 +2.2 +0.7 +2.2 +2.2

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨 4m74 4m68 4m62 4m74 4m74
15 11 501 小林　杏樹(1) 駿台甲府高 -0.9 +2.3 +1.9 -0.9 -0.9

ﾋﾅﾀ ﾘﾘｺ 山梨 4m64 4m71 4m46 4m71 4m71
16 14 41 日向　凜々子(3) 甲府第一高 +0.5 +2.1 +1.3 +2.1 +2.1

ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 4m66 4m40 4m66 4m66 4m66
17 13 54 辻　彩花(1) 甲府南高 +1.0 +1.8 +1.2 +1.0 +1.0

ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨 4m37 × 4m66 4m66 4m66
18 19 52 金丸　瑞季(1) 甲府南高 -0.1 +1.0 +1.0 +1.0

ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕﾉ 山梨 4m32 4m66 2m80 4m66 4m66
19 6 26 山寺　由乃(2) 韮崎高 -0.4 +1.5 +1.1 +1.5 +1.5

ｲﾏｲ ﾘｵ 山梨 4m24 4m30 4m47 4m47 4m47
20 7 435 今井　梨緒(1) 北杜高 -0.1 +3.0 0.0 0.0 0.0

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 山梨 × 4m12 4m44 4m44 4m44
21 25 634 小林　保乃蘭(2) 石和中 +0.7 +0.8 +0.8 +0.8

ｽﾄﾞｳ ﾁｻﾄ 山梨 4m31 × 4m38 4m38 4m38
22 12 192 須藤　千智(3) 山梨大附属中 +0.7 +1.4 +1.4 +1.4

ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 山梨 4m36 4m33 × 4m36 4m36
23 10 98 帶金　玲菜(1) 巨摩高 -1.6 -0.1 -1.6 -1.6

ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 × × ×
8 398 伊藤　有花(2) 甲府昭和高 NM

ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ 山梨

1 1604 雨宮　倫可(2) ゴンスポＡＣ DNS
ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 山梨

4 503 西村　わかな(1) 駿台甲府高 DNS



凡例  GR:大会記録

女子三段跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            12m36     剱持　早紀(学院大附高)                2011
大会記録(GR)            12m36     剱持　早紀(筑波大)                    2016
大会記録(GR)            12m36     剱持　早紀(筑波大)                    2015
山梨県記録(YR)          12m95     剱持　早紀(筑波大)                    2013 6月4日 11:00 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

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 12m52 12m45 12m72 12m72 8 × 12m28 × 12m72
1 14 3965 剱持　早紀 長谷川体育施設 +2.7 -0.3 +0.9 +0.9 +2.1 +0.9 GR

ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨 11m95 － 12m17 12m17 7 11m80 12m09 11m59 12m17
2 16 7597 剱持　クリア(2) 筑波大 +0.6 +2.2 +2.2 0.0 +0.7 -0.1 +2.2

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨 11m60 － × 11m60 6 11m73 × × 11m73
3 3 37826 近藤　祐未(3) 日本体育大 0.0 0.0 +0.2 +0.2

ｱｲﾊﾗ ﾁｴ 山梨 × 10m91 × 10m91 3 × 11m01 11m33 11m33
4 9 3931 相原　千枝 山梨ジャンパーズ -1.7 -1.7 -0.9 -0.4 -0.4

ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨 10m78 10m90 10m84 10m90 2 11m06 10m67 11m10 11m10
5 8 483 田中　瑠々花(2) 都留興譲館高 -0.5 -2.6 +1.2 -2.6 +1.0 -0.6 -0.8 -0.8

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 × 10m89 10m87 10m89 1 11m10 × 10m97 11m10
6 2 512 雨宮　珠麻(3) 駿台甲府高 +0.8 +2.4 +0.8 +2.0 -1.9 +2.0

ｶｸﾔ ｱｻｶ 山梨 10m79 10m87 11m00 11m00 4 11m09 10m87 × 11m09
7 5 187 角屋　朝花(3) 山梨高 -0.9 +1.7 +1.5 +1.5 +1.4 +0.8 +1.4

ｺｸﾌﾞﾝ ﾓﾓｶ 山梨 × 10m76 11m06 11m06 5 10m75 × 10m98 11m06
8 12 7201 国分　桃香(2) 山梨学院大 -1.0 +1.8 +1.8 +0.6 +1.3 +1.8

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 10m30 10m10 10m66 10m66 10m66
9 10 7185 渡辺　瑠理(1) 山梨学院大 +2.6 -2.6 +2.6 +2.6 +2.6

ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 10m52 10m26 10m34 10m52 10m52
10 7 1721 萩原　けい奈(中2) 山梨ジャンパーズ -1.6 +0.7 +1.7 -1.6 -1.6

ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕﾉ 山梨 10m17 10m18 10m21 10m21 10m21
11 17 26 山寺　由乃(2) 韮崎高 -0.2 +3.5 +2.1 +2.1 +2.1

ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 10m16 9m85 9m80 10m16 10m16
12 13 398 伊藤　有花(2) 甲府昭和高 +4.0 -2.8 +0.4 +4.0 +4.0

ｶｻｲ ｱｵｲ 山梨 9m33 9m80 10m00 10m00 10m00
13 4 513 河西　葵(3) 駿台甲府高 +0.5 +1.8 +2.8 +2.8 +2.8

ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨 8m39 9m66 8m58 9m66 9m66
14 11 93 川崎　里奈(2) 巨摩高 +4.0 -1.4 +2.1 -1.4 -1.4

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨 9m57 9m51 9m63 9m63 9m63
15 1 457 鈴木　空(2) 富士北稜高 +1.3 -0.7 +2.5 +2.5 +2.5

ﾏﾙﾀ ｼﾉ 山梨 9m22 9m14 9m24 9m24 9m24
16 15 210 丸田　紫乃(3) 都留高 +4.6 +1.9 +1.2 +1.2 +1.2

ｲｿﾍﾞ ﾙﾐｶ 山梨 9m10 9m01 8m35 9m10 9m10
17 6 212 磯部　ルミカ(2) 都留高 -1.9 +1.4 +3.5 -1.9 -1.9



凡例  GR:大会記録 DNS:欠場

女子砲丸投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            12m77     中沢　佳美(巨摩高)                    2000
山梨県記録(YR)          13m44     澤登　裕佳(国士舘大)                  2017
山梨県記録(YR)          13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000 6月4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

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｶ 山梨

1 9 3-7716 澤登　裕佳(3) 国士舘大 12m75 12m69 12m72 12m75 8 × 12m34 13m06 13m06 GR
ﾀｹｲ ﾋﾄﾐ 山梨

2 19 3-7089 武井　仁美(2) 東京女子体育大 11m62 12m02 12m20 12m20 7 12m50 × × 12m50
ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

3 3 7202 深澤　葉月(2) 山梨学院大 11m22 11m05 11m51 11m51 6 × × 10m55 11m51
ﾎｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 山梨

4 12 3-7081 星野　希(3) 東京女子体育大 10m66 10m77 10m94 10m94 5 10m67 11m50 11m33 11m50
ﾊﾀﾞ ﾐﾉﾘ 山梨

5 4 455 羽田　美乃里(3) 富士北稜高 8m72 9m24 9m66 9m66 4 9m22 8m88 9m31 9m66
ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨

6 11 400 野澤　瑠美佳(2) 甲府昭和高 9m51 8m44 8m65 9m51 3 8m58 8m19 9m03 9m51
ﾌｶｻﾜ ｻﾔｶ 山梨

7 2 401 深澤　涼(2) 甲府昭和高 8m76 9m23 9m33 9m33 2 8m30 8m55 × 9m33
ﾌｶｻﾜ ﾓｴ 山梨

8 5 133 深沢　萌絵(2) 身延高 9m32 9m19 9m03 9m32 1 × 9m10 9m21 9m32
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 山梨

9 10 140 今村　美玲(1) 身延高 × 8m77 8m03 8m77 8m77
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅ 山梨

10 17 136 望月　舞夏(1) 身延高 7m54 7m82 8m39 8m39 8m39
ﾅｶﾞﾀ ｻｸﾗ 山梨

11 16 66 永田　櫻(1) 農林高 8m28 8m38 8m27 8m38 8m38
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨

12 15 436 宮崎　倖那(2) 北杜高 7m82 8m17 7m32 8m17 8m17
ｷｸｼﾏ ｾｲﾅ 山梨

13 6 486 菊島　世奈(2) 都留興譲館高 7m66 7m61 6m72 7m66 7m66
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 山梨

14 1 138 丹澤　美海(1) 身延高 7m49 7m66 6m70 7m66 7m66
ｳﾅｷﾞｲｹ ﾓﾓｺ 山梨

15 8 3524 鰻池　桃子(3) ゴンスポＡＣ 6m58 5m98 7m25 7m25 7m25
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ 山梨

16 7 543 三井　陽麗(1) 山梨学院高 6m78 7m10 6m99 7m10 7m10
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 山梨

13 458 齋藤　美緒(2) 富士北稜高 DNS
ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾙ 山梨

14 520 細田　耀(2) 山梨学院高 DNS
ﾖﾀﾞ ｺﾅﾐ 山梨

18 528 依田　こなみ(3) 山梨学院高 DNS



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子円盤投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            41m20     藤田　康子(日女体大)                  1987
山梨県記録(YR)          44m86     吉野　トヨ子(教育庁)                  1952 6月3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

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨

1 9 7213 杉山　愛海 トヨタレンタ 35m02 35m85 × 35m85 8 33m12 33m80 × 35m85
ﾀｹｲ ﾋﾄﾐ 山梨

2 11 3-7089 武井　仁美(2) 東京女子体育大 × 35m06 × 35m06 7 × 33m31 32m71 35m06
ｷｸｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 山梨

3 5 392 菊川　泉(3) 甲府昭和高 30m49 31m43 32m19 32m19 6 30m09 31m98 30m10 32m19
ｶｸﾔ ｱｻｶ 山梨

4 4 187 角屋　朝花(3) 山梨高 31m91 × 31m00 31m91 5 28m69 31m59 30m97 31m91
ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨

5 2 3-8335 衣川　沙希(4) 山梨大 26m13 27m08 28m17 28m17 4 24m97 26m42 × 28m17
ﾌｶｻﾜ ﾓｴ 山梨

6 10 133 深沢　萌絵(2) 身延高 × 28m02 × 28m02 3 27m34 27m23 27m09 28m02
ﾊﾀﾞ ﾐﾉﾘ 山梨

7 15 455 羽田　美乃里(3) 富士北稜高 24m20 26m79 × 26m79 2 × × × 26m79
ﾌｶｻﾜ ｻﾔｶ 山梨

8 8 401 深澤　涼(2) 甲府昭和高 25m07 26m00 24m23 26m00 1 24m63 25m51 24m60 26m00
ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ 山梨

9 3 132 望月　涼香(2) 身延高 24m02 23m32 24m75 24m75 24m75
ｷｸｼﾏ ｾｲﾅ 山梨

10 7 486 菊島　世奈(2) 都留興譲館高 24m60 23m70 22m12 24m60 24m60
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 山梨

11 1 138 丹澤　美海(1) 身延高 × 22m52 × 22m52 22m52
ｳﾅｷﾞｲｹ ﾓﾓｺ 山梨

12 6 3524 鰻池　桃子(3) ゴンスポＡＣ 18m99 22m16 21m62 22m16 22m16
ﾎｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 山梨

14 3-7081 星野　希(3) 東京女子体育大 × × × NM
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 山梨

12 19 小林　綾花(3) 韮崎高 DNS
ﾖﾀﾞ ｺﾅﾐ 山梨

13 528 依田　こなみ(3) 山梨学院高 DNS



凡例  YHR:山梨県高校記録 DNS:欠場

女子ハンマー投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            43m22     石川　果歩(山梨学院大)                2014
山梨県記録(YR)          44m97     石川　果歩(山梨学院大)                2017 6月3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

ﾌｶｻﾜ ﾓｴ 山梨

1 11 133 深沢　萌絵(2) 身延高 38m72 42m36 × 42m36 8 41m99 × 41m34 42m36 YHR
ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨

2 10 7206 石川　果歩(4) 山梨学院大 41m90 41m85 41m99 41m99 7 36m29 39m90 42m17 42m17
ｼﾏﾀﾞ ｱｲｶﾅ 山梨

3 2 555 島田　愛花菜(3) 東海大甲府高 35m35 36m44 33m88 36m44 6 35m58 35m64 × 36m44
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｱﾔ 山梨

4 8 150 宮澤　まあや(3) 身延高 × 35m68 × 35m68 5 35m32 35m35 × 35m68
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅ 山梨

5 1 136 望月　舞夏(1) 身延高 26m38 32m64 31m46 32m64 4 30m90 28m20 24m13 32m64
ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨

6 5 3-8335 衣川　沙希(4) 山梨大 × 28m72 28m18 28m72 3 26m04 27m16 23m02 28m72
ﾊﾀﾞ ﾐﾉﾘ 山梨

7 9 455 羽田　美乃里(3) 富士北稜高 26m34 27m91 27m87 27m91 2 24m51 25m91 26m24 27m91
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨

8 3 198 前田　優衣(2) 都留高 12m78 15m05 12m95 15m05 1 × 12m38 12m08 15m05
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 山梨

9 7 199 田中　理帆(1) 都留高 13m30 × 12m78 13m30 13m30
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 山梨

4 458 齋藤　美緒(2) 富士北稜高 DNS
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾎ 山梨

6 16 萩原　里帆(3) 韮崎高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子やり投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            46m42     小林　えり佳(東女体大)                2016
山梨県記録(YR)          47m25     中沢　和美(山梨大)                    2004 6月4日 11:00 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

ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

1 10 7202 深澤　葉月(2) 山梨学院大 42m34 × 40m10 42m34 8 41m67 39m41 43m52 43m52
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

2 7 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 38m91 36m56 39m73 39m73 7 38m69 39m45 40m51 40m51
ｻﾉ ｱｵｲ 山梨

3 4 145 佐野　葵(3) 身延高 × 36m88 39m40 39m40 6 37m61 38m46 38m29 39m40
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ 山梨

4 5 543 三井　陽麗(1) 山梨学院高 30m80 29m49 29m97 30m80 4 26m68 30m67 32m34 32m34
ｲﾁｶﾜ ﾓﾓｶ 山梨

5 6 367 市川　百花(3) 上野原高 27m58 28m70 31m10 31m10 5 30m48 29m27 31m35 31m35
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘﾎ 山梨

6 3 188 長沼　莉保(3) 山梨高 30m18 29m70 29m48 30m18 3 30m03 28m43 30m83 30m83
ｸﾎﾞﾀ ｾﾅ 山梨

7 9 88 久保田　せな(3) 巨摩高 25m62 28m35 26m50 28m35 2 28m99 26m90 25m45 28m99
ｺﾝﾉ ﾁﾊﾙ 山梨

8 2 62 今野　千春(2) 甲府工高 23m49 26m49 25m70 26m49 1 27m55 26m35 21m88 27m55
ﾊｼﾓﾄ ﾘｺ 山梨

9 8 22 橋本　理子(3) 韮崎高 24m03 23m47 23m86 24m03 24m03
ﾖﾀﾞ ｺﾅﾐ 山梨

1 528 依田　こなみ(3) 山梨学院高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子七種競技
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            4447      原田　真妃(東女体大)                  1985
山梨県記録(YR)          4875      橋本　寿子(甲府一)                    1986

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

16.20 1m30 8m98 26.98 5m11 40m57 2:40.48

1 7204 -0.9 +3.9 -1.6 4109
(690) (409) (463) (713) (589) (678) (567)
17.99 1m30 5m99 28.64 4m52 19m67 2:54.29

2 6 -0.9 +3.9 +2.2 2886
(489) (409) (271) (581) (433) (283) (420)
19.44 1m20 6m61 28.05 4m87 16m03 3:02.06

3 55 -0.9 +3.9 +4.6 2685
(350) (312) (310) (627) (524) (216) (346)
17.99 1m40 5m19 29.81 4m88 8m40 3:02.12

4 54 -0.9 +3.9 +2.3 2667
(489) (512) (220) (495) (527) (78) (346)
19.96 NM 5m57 29.50 4m27 12m43 2:50.55

5 52 -0.9 +3.9 -0.7 2047
(306) (0) (244) (518) (371) (150) (458)
21.39 NM 4m96 27.87 4m05

48 -0.9 +3.9 0.0 1363 DNS
(197) (0) (206) (641) (319)

DNS DNS DNS DNS DNS DNS
57 DNS

氏名 所属

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

望月　愛美 山梨学院大

(3)
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨

清水　優花 韮崎高

(1)
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

村松　美穂 甲府南高

(1)
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨

辻　彩花 甲府南高

(1)
ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨

金丸　瑞季 甲府南高

(1)
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨

小川　芽来 甲府南高

(1)

(1)
ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

中平　安美 甲府南高



凡例  DNS:欠場

女子七種競技 100mH(0.840m)
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 09:30 決　勝

(風:-0.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

1 4 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 16.20 690
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨

2 6 6 清水　優花(1) 韮崎高 17.99 489
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨

3 3 54 辻　彩花(1) 甲府南高 17.99 489
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

4 2 55 村松　美穂(1) 甲府南高 19.44 350
ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨

5 7 52 金丸　瑞季(1) 甲府南高 19.96 306
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨

6 8 48 小川　芽来(1) 甲府南高 21.39 197
ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

5 57 中平　安美(1) 甲府南高 DNS



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子七種競技 走高跳
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 10:30 決　勝

ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

1 4 54 辻　彩花(1) 甲府南高 1m40 512
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

2 2 6 清水　優花(1) 韮崎高 1m30 409
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨 ○ － × × ○ × × ×

3 5 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 1m30 409
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨 ○ × × ×

4 6 55 村松　美穂(1) 甲府南高 1m20 312
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨 × × ×

1 48 小川　芽来(1) 甲府南高 0 NM
ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨 × × ×

7 52 金丸　瑞季(1) 甲府南高 0 NM
ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

3 57 中平　安美(1) 甲府南高 DNS

1m45
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20

1m56

1m50 1m53
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m25

1m59

1m30 1m35 1m40



凡例  DNS:欠場

女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 14:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

1 4 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 8m98 × 7m53 8m98 463
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

2 7 55 村松　美穂(1) 甲府南高 6m61 6m28 5m84 6m61 310
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨

3 1 6 清水　優花(1) 韮崎高 5m90 × 5m99 5m99 271
ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨

4 3 52 金丸　瑞季(1) 甲府南高 4m39 5m02 5m57 5m57 244
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨

5 5 54 辻　彩花(1) 甲府南高 4m26 5m19 5m08 5m19 220
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨

6 6 48 小川　芽来(1) 甲府南高 4m96 4m96 4m58 4m96 206
ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

2 57 中平　安美(1) 甲府南高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子七種競技 200m
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月3日 16:10 決　勝

(風:+3.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

1 4 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 26.98 713
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨

2 7 48 小川　芽来(1) 甲府南高 27.87 641
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

3 3 55 村松　美穂(1) 甲府南高 28.05 627
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨

4 5 6 清水　優花(1) 韮崎高 28.64 581
ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨

5 8 52 金丸　瑞季(1) 甲府南高 29.50 518
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨

6 6 54 辻　彩花(1) 甲府南高 29.81 495
ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

2 57 中平　安美(1) 甲府南高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子七種競技 走幅跳
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月4日 09:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨 5m06 5m11 5m04 5m11
1 6 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 +0.2 -1.6 +2.2 -1.6 589

ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 4m41 4m68 4m88 4m88
2 5 54 辻　彩花(1) 甲府南高 +1.3 -0.8 +2.3 +2.3 527

ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨 4m30 4m21 4m87 4m87
3 2 55 村松　美穂(1) 甲府南高 +1.2 -0.2 +4.6 +4.6 524

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨 3m75 4m23 4m52 4m52
4 3 6 清水　優花(1) 韮崎高 +0.7 +0.2 +2.2 +2.2 433

ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨 4m04 4m27 4m24 4m27
5 1 52 金丸　瑞季(1) 甲府南高 +0.4 -0.7 +0.8 -0.7 371

ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨 3m86 4m05 3m93 4m05
6 7 48 小川　芽来(1) 甲府南高 0.0 0.0 +2.6 0.0 319

ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

4 57 中平　安美(1) 甲府南高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月4日 13:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

1 6 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 38m77 36m89 40m57 40m57 678
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨

2 3 6 清水　優花(1) 韮崎高 19m67 × 17m68 19m67 283
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

3 2 55 村松　美穂(1) 甲府南高 15m77 15m14 16m03 16m03 216
ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨

4 5 52 金丸　瑞季(1) 甲府南高 11m17 10m95 12m43 12m43 150
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨

5 4 54 辻　彩花(1) 甲府南高 × × 8m40 8m40 78
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨

1 48 小川　芽来(1) 甲府南高 DNS
ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

7 57 中平　安美(1) 甲府南高 DNS



女子七種競技 800m
審 判 長：澤辺　拓也
記録主任：河野　公昭

6月4日 15:00 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

1 3 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 2:40.48 567
ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨

2 7 52 金丸　瑞季(1) 甲府南高 2:50.55 458
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨

3 4 6 清水　優花(1) 韮崎高 2:54.29 420
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨

4 5 55 村松　美穂(1) 甲府南高 3:02.06 346
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨

5 6 54 辻　彩花(1) 甲府南高 3:02.12 346

ラップ表 400m

ナンバー 7204

記録 1:15
決　勝

 



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R23:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（2→3）内でバトンパスが完了しなかった R34:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（3→4）内でバトンパスが完了しなかった

小学男子4×100mR
審 判 長：半田　昌一

記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            53.70     野村・坂本・武藤・今井(未来の森ＡＣ)  2011 6月3日 13:20 予　選

山梨県記録(YR)          50.60     雨宮・天野・北浦・小林(峡東クラブ)    1992 6月3日 15:40 決　勝

予　選　2組2着＋4

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q

58.24 58.96
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

1 110 辻　良樹 山梨 中村塾 1 275 中込　翔太(5) 山梨 南プスＡＣ
2 102 菊島　咲音 山梨 中村塾 2 267 足立　蒼河 山梨 南アルプスＡＣ
3 115 北島　大靖 山梨 中村塾 3 265 小松　駿介 山梨 南アルプスＡＣ
4 101 飯島　康太 山梨 中村塾 4 289 保坂　和志 山梨 南アルプスＡＣ

3着 3ﾚｰﾝ q 4着 2ﾚｰﾝ q
58.99 1:00.45

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

1 493 三浦　悠太 山梨 ＮＡＣ 1 3 原　稜太 山梨 大国陸上クラブ
2 496 古屋　晴人 山梨 ＮＡＣ 2 2 三井　瑛斗 山梨 大国陸上クラブ
3 497 飯島　愛都 山梨 ＮＡＣ 3 31 名取　龍希 山梨 大国陸上クラブ
4 498 蘇我　涼介 山梨 ＮＡＣ 4 7 望月　淳聖 山梨 大国陸上クラブ

5着 7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
1:08.09 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

1 203 三井　蛍 山梨 小笠原ＡＣ
2 181 清水　俊平 山梨 小笠原ＡＣ 1
3 215 加藤　央祐 山梨 小笠原ＡＣ 2
4 213 渡邉　悠太 山梨 小笠原ＡＣ 3

4

2組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q

56.26 57.41
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 10 小菅　大雅 山梨 大国陸上クラブ 1 188 永江　蓮 山梨 小笠原ＡＣ
2 26 望月　玲佑 山梨 大国陸上クラブ 2 186 清水　駿人 山梨 小笠原ＡＣ
3 15 鷹野　将汰 山梨 大国陸上クラブ 3 214 望月　大椰 山梨 小笠原ＡＣ
4 4 石原　颯太 山梨 大国陸上クラブ 4 183 山本　一汰 山梨 小笠原ＡＣ

3着 3ﾚｰﾝ q 4着 6ﾚｰﾝ q
59.09 1:05.13

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

1 352 渡辺　空羅(6) 山梨 一宮スポ少 1 122 反田　雄一郎 山梨 中村塾
2 353 森　一馬(6) 山梨 一宮スポ少 2 109 福島　正一朗 山梨 中村塾
3 354 古屋　匠己(6) 山梨 一宮スポ少 3 128 野沢　亮介 山梨 中村塾
4 351 青山　耕典(5) 山梨 一宮スポ少 4 127 野沢　俊介 山梨 中村塾

5着 2ﾚｰﾝ
1:05.65

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1 272 桜田　碧斗(3) 山梨 南プスＡＣ
2 274 清水　陽翔 山梨 南アルプスＡＣ
3 257 保々　遥斗(4) 山梨 南プスＡＣ
4 298 穴水　龍進 山梨 南アルプスＡＣ

中村塾Ａ 南ｱﾙﾌﾟｽAC Ａ

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ
ｱﾀﾞﾁ　ｿｳｶﾞ
ｺﾏﾂ　ｼｭﾝｽｹ
ﾎｻｶ　ｶｽﾞｼ

ＮＡＣ　

ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ
ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾄ
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ
ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

大国陸上Ｂ

ﾊﾗ　ﾘｮｳﾀ
ﾐﾂｲ ｴｲﾄ
ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ

小笠原ＡC B

ﾐﾂｲ ﾎﾀﾙ
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ
ｶﾄｳ ｵｳｽｹ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

一宮スポ少Ｂ

大国陸上Ａ

ｺｽｹﾞ ﾀｲｶﾞ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ

小笠原ＡC A

ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ

一宮スポ少Ａ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳﾗ
ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ
ﾌﾙﾔ ﾅﾙﾐ
ｱｵﾔﾏ ｺｳｽｹ

中村塾Ｂ

ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

南ｱﾙﾌﾟｽAC Ｂ

ｻｸﾗﾀﾞ ｱｵﾄ
ｼﾐｽﾞ　ﾊﾙﾄ
ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ
ｱﾅﾐｽﾞ　ﾘｭｳｼﾝ



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R23:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（2→3）内でバトンパスが完了しなかった R34:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（3→4）内でバトンパスが完了しなかった

小学男子4×100mR
審 判 長：半田　昌一

記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            53.70     野村・坂本・武藤・今井(未来の森ＡＣ)  2011 6月3日 13:20 予　選

山梨県記録(YR)          50.60     雨宮・天野・北浦・小林(峡東クラブ)    1992 6月3日 15:40 決　勝

決　勝　

1着 3ﾚｰﾝ 2着 8ﾚｰﾝ
56.15 58.31

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 10 小菅　大雅 山梨 大国陸上クラブ 1 493 三浦　悠太 山梨 ＮＡＣ
2 26 望月　玲佑 山梨 大国陸上クラブ 2 496 古屋　晴人 山梨 ＮＡＣ
3 15 鷹野　将汰 山梨 大国陸上クラブ 3 497 飯島　愛都 山梨 ＮＡＣ
4 4 石原　颯太 山梨 大国陸上クラブ 4 498 蘇我　涼介 山梨 ＮＡＣ

3着 5ﾚｰﾝ 4着 4ﾚｰﾝ
58.60 59.25

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

1 110 辻　良樹 山梨 中村塾 1 188 永江　蓮 山梨 小笠原ＡＣ
2 102 菊島　咲音 山梨 中村塾 2 186 清水　駿人 山梨 小笠原ＡＣ
3 115 北島　大靖 山梨 中村塾 3 214 望月　大椰 山梨 小笠原ＡＣ
4 101 飯島　康太 山梨 中村塾 4 183 山本　一汰 山梨 小笠原ＡＣ

5着 6ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
1:00.09 1:00.37

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

1 275 中込　翔太(5) 山梨 南プスＡＣ 1 352 渡辺　空羅(6) 山梨 一宮スポ少
2 267 足立　蒼河 山梨 南アルプスＡＣ 2 353 森　一馬(6) 山梨 一宮スポ少
3 265 小松　駿介 山梨 南アルプスＡＣ 3 354 古屋　匠己(6) 山梨 一宮スポ少
4 289 保坂　和志 山梨 南アルプスＡＣ 4 351 青山　耕典(5) 山梨 一宮スポ少

1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
DQ,R34 DQ,R23

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 3 原　稜太 山梨 大国陸上クラブ 1 122 反田　雄一郎 山梨 中村塾
2 2 三井　瑛斗 山梨 大国陸上クラブ 2 109 福島　正一朗 山梨 中村塾
3 31 名取　龍希 山梨 大国陸上クラブ 3 128 野沢　亮介 山梨 中村塾

大国陸上Ａ

ｺｽｹﾞ ﾀｲｶﾞ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ

ＮＡＣ　

ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ
ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾄ
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ
ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

中村塾Ａ 小笠原ＡC A

ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ

南ｱﾙﾌﾟｽAC Ａ

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ
ｱﾀﾞﾁ　ｿｳｶﾞ
ｺﾏﾂ　ｼｭﾝｽｹ
ﾎｻｶ　ｶｽﾞｼ

一宮スポ少Ａ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳﾗ
ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ
ﾌﾙﾔ ﾅﾙﾐ
ｱｵﾔﾏ ｺｳｽｹ

大国陸上Ｂ

ﾊﾗ　ﾘｮｳﾀ
ﾐﾂｲ ｴｲﾄ
ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ

中村塾Ｂ

ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ



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

小学女子4×100mR
審 判 長：半田　昌一

記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            57.16     藤本・林・小林・望月(大国陸上クラブ)  2008 6月3日 13:10 予　選

山梨県記録(YR)          53.94     小林・志村・岡野・中澤(大国陸上クラブ)2005 6月3日 15:30 決　勝

予　選　2組2着＋4

1組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q

59.28 1:00.21
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

1 200 小林　花楓 山梨 小笠原ＡＣ 1 14 小池　流南 山梨 大国陸上クラブ
2 212 丸山　星乃 山梨 小笠原ＡＣ 2 8 橘山　莉乃 山梨 大国陸上クラブ
3 181 今津　朋加 山梨 小笠原ＡＣ 3 21 羽田　結稀 山梨 大国陸上クラブ
4 182 三井　こるり 山梨 小笠原ＡＣ 4 24 岸本　結愛 山梨 大国陸上クラブ

3着 2ﾚｰﾝ q 4着 7ﾚｰﾝ
1:06.75 1:07.73

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
1 110 武井　美來 山梨 中村塾 1 253 小笠原　羚 山梨 南アルプスＡＣ
2 120 村松　舞 山梨 中村塾 2 292 河西　埜乃葉 山梨 南アルプスＡＣ
3 106 小田切　和奏 山梨 中村塾 3 300 依田　ゆいな 山梨 南アルプスＡＣ
4 104 中楯　紗季 山梨 中村塾 4 265 東條　小華 山梨 南アルプスＡＣ

5着 3ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
1:09.60 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
1 355 岩間　陽佳(5) 山梨 一宮スポ少
2 356 内田　香里奈(5) 山梨 一宮スポ少 1
3 357 小笠原　朋華(5) 山梨 一宮スポ少 2
4 358 荻原　美里(5) 山梨 一宮スポ少 3

4

2組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ Q

1:01.24 1:01.68
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

1 101 古屋　那奈 山梨 中村塾 1 294 亀田　菜未 山梨 南アルプスＡＣ
2 105 西本　佑菜　 山梨 中村塾 2 278 森　彩音 山梨 南アルプスＡＣ
3 103 妻木　恵恋 山梨 中村塾 3 270 小笠原　瑶 山梨 南アルプスＡＣ
4 107 平山　果歩 山梨 中村塾 4 287 川窪　希実 山梨 南アルプスＡＣ

3着 4ﾚｰﾝ q 4着 2ﾚｰﾝ q
1:02.66 1:03.37

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
1 351 田口　結羽(6) 山梨 一宮スポ少 1 498 小林　里桜 山梨 ＮＡＣ
2 353 初海　友香子(6) 山梨 一宮スポ少 2 500 河西　穂那美 山梨 ＮＡＣ
3 352 風間　萌(6) 山梨 一宮スポ少 3 503 根田　野乃香 山梨 ＮＡＣ
4 354 関口　ひなた(6) 山梨 一宮スポ少 4 504 小林　のどか 山梨 ＮＡＣ

5着 6ﾚｰﾝ q
1:03.51

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 3 芦沢　真央 山梨 大国陸上クラブ
2 4 三井　葉音 山梨 大国陸上クラブ
3 2 小池　璃音 山梨 大国陸上クラブ
4 19 赤澤　美音 山梨 大国陸上クラブ

大国陸上Ｂ
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凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 R23:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（2→3）内でバトンパスが完了しなかった

小学女子4×100mR
審 判 長：半田　昌一

記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)            57.16     藤本・林・小林・望月(大国陸上クラブ)  2008 6月3日 13:10 予　選

山梨県記録(YR)          53.94     小林・志村・岡野・中澤(大国陸上クラブ)2005 6月3日 15:30 決　勝

決　勝　

1着 5ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ
1:00.15 1:00.39

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 14 小池　流南 山梨 大国陸上クラブ 1 189 高野　みなみ 山梨 小笠原ＡＣ
2 8 橘山　莉乃 山梨 大国陸上クラブ 2 212 丸山　星乃 山梨 小笠原ＡＣ
3 21 羽田　結稀 山梨 大国陸上クラブ 3 181 今津　朋加 山梨 小笠原ＡＣ
4 24 岸本　結愛 山梨 大国陸上クラブ 4 182 三井　こるり 山梨 小笠原ＡＣ

3着 4ﾚｰﾝ 4着 6ﾚｰﾝ
1:01.90 1:01.97

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
1 101 古屋　那奈 山梨 中村塾 1 294 亀田　菜未 山梨 南アルプスＡＣ
2 105 西本　佑菜　 山梨 中村塾 2 278 森　彩音 山梨 南アルプスＡＣ
3 103 妻木　恵恋 山梨 中村塾 3 270 小笠原　瑶 山梨 南アルプスＡＣ
4 107 平山　果歩 山梨 中村塾 4 287 川窪　希実 山梨 南アルプスＡＣ

5着 1ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
1:05.36 1:06.78

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 3 芦沢　真央 山梨 大国陸上クラブ 1 110 武井　美來 山梨 中村塾
2 4 三井　葉音 山梨 大国陸上クラブ 2 120 村松　舞 山梨 中村塾
3 2 小池　璃音 山梨 大国陸上クラブ 3 106 小田切　和奏 山梨 中村塾
4 19 赤澤　美音 山梨 大国陸上クラブ 4 104 中楯　紗季 山梨 中村塾

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
DNF DQ,R23

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
1 498 小林　里桜 山梨 ＮＡＣ 1 351 田口　結羽(6) 山梨 一宮スポ少
2 500 河西　穂那美 山梨 ＮＡＣ 2 353 初海　友香子(6) 山梨 一宮スポ少
3 503 根田　野乃香 山梨 ＮＡＣ 3 352 風間　萌(6) 山梨 一宮スポ少

ＮＡＣ　Ｂ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾉﾝ
ｶｻｲ ﾎﾅﾐ
ﾈﾀﾞ ﾉﾉｶ

一宮スポ少Ａ

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ
ﾊﾂｳﾐ ﾕｶｺ
ｶｻﾞﾏ ﾓｴ

大国陸上Ｂ

ｱｼｻﾞﾜ ﾏｵ
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ
ｺｲｹ ﾘｵ
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾈ

中村塾Ｂ

ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲ

中村塾Ａ 南ｱﾙﾌﾟｽAC Ａ

ｶﾒﾀﾞ　ﾅﾐ
ﾓﾘ　ｱﾔﾈ
ｵｶﾞｻﾊﾗ　ﾖｳ
ｶﾜｸﾎﾞ　ﾉｿﾞﾐ

ｺｲｹ ﾙﾅ
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ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ

小笠原ＡＣ

ﾀｶﾉ ﾐﾅﾐ
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ
ｲﾏﾂﾞ ﾄﾓｶ
ﾐﾂｲ ｺﾙﾘ

大国陸上Ａ
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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 半田　昌一
跳躍審判長 小俣　宏記 投てき審判長 前田　裕孝
混成審判長 澤辺　拓也 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)
2017/06/03 09:30 晴 21.5 42.0 南西 0.9

10:00 晴 23.5 38.0 南 1.2
11:00 晴 24.5 34.0 南南西 2.9
12:00 晴 26.5 31.0 南 1.1
13:00 晴 27.5 27.0 南南東 0.7
14:00 晴 28.0 25.0 東北東 1.1
15:00 晴 29.0 17.0 北北東 2.8
16:00 晴 27.5 22.0 北北西 3.2
17:00 晴 27.0 26.0 北北東 3.5
17:09 晴 27.0 25.0 北北東 3.7

2017/06/04 09:00 晴 23.0 46.0 南南東 0.5
10:00 晴 24.5 34.0 東南東 0.8
11:00 晴 25.0 31.0 西南西 1.6
12:00 晴 26.5 25.0 南南西 1.2
13:00 晴 26.5 25.0 南南西 2.0
14:00 晴 27.0 26.0 西南西 2.8
15:00 晴 27.5 27.0 南南西 4.2
15:41 晴 27.0 35.0 南南西 3.9

測定場所
競技場

競技場
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