
2019 山梨グランプリ 【19150005】
山梨中銀スタジアム 【151010】 2019年9月8日(日)

日付 種目

川上　真弥 10.57(0.0) 高梨　和真(3) 10.85(0.0) 阿部　隆佑(2) 10.87(+1.0) 高橋　悠斗(1) 10.94(+1.0) 上埜　大空 10.95(0.0) 森木　龍弥(3) 10.97(0.0) 菊地　拓磨(3) 11.04(0.0)

東京・iMARe 神奈川・相洋高 神奈川・相洋高 神奈川・相洋高 東京・オールライト 神奈川・相洋高 山梨・山梨学院大

松元　一心(2) 11.04(+0.7)

神奈川・相洋高

酒井　凌佑(3) 1:57.72 成田　吉輝(2) 1:58.74 クレイコナ　大波(1) 2:02.01 船井　龍(2) 2:02.22 鈴木　颯(2) 2:04.37 小森　大輝(2) 2:06.62 二見　昌宏(3) 2:06.79 金森　蓮(3) 2:07.19

山梨・巨摩高 山梨・日大明誠高 神奈川・相洋高 山梨・甲府西高 山梨・駿台甲府高 山梨・東海大甲府高 山梨・山梨大 山梨・富士北稜高

岡　泰我(2) 15.16(+1.0) 伊賀　航太(1) 15.57(+2.3) 上野　翔真(2) 15.70(+1.0) 古田　遥紀(1) 15.80(+3.2) 田原　和輝(2) 15.96(+2.3) 藤田　隼平(2) 16.23(+2.3) 市川　俊弥 16.32(+1.0) 神宮寺　俊輔(1) 16.35(+2.3)

神奈川・相洋高 神奈川・相洋高 山梨・巨摩高 神奈川・相洋高 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・Takers 山梨・甲府南高

望月　歩夢(2) 26:32.18 川崎　陽暉(2) 26:39.78 川口　佳音(2) 26:47.83 荻原　那和(2) 27:26.32 佐々　順一 29:51.14 髙山　賢人(2) 32:41.01 小俣　燎雅(1) 33:09.38 皆川　大(1) 33:50.71

山梨・身延高 山梨・甲陵高 山梨・身延高 山梨・笛吹高 三重・三重マスターズ 山梨・都留興譲館高 山梨・都留興譲館高 山梨・都留興譲館高

相洋高 41.29 山梨学院大 42.05 都留文科大 43.15 山梨大 43.58 甲府西高 43.97 身延高 44.05 巨摩高 44.41 甲府工高 44.63

高橋　悠斗(1) 野口　怜恩(1) 佐藤　悠斗(2) 長倉　脩斗(1) 秋山　太志(1) 手塚　翔太(2) 小林　瑞季(2) 中山　敬介(2)

阿部　隆佑(2) 小幡　隆史(2) 窪田　雄人(3) 森實　高毅(M2) 川手　拓朗(2) 望月　颯(2) 田原　和輝(2) 平田　聖(1)

小田　佳喜(2) 依田　侑大(3) 磯部　晃太郎(2) 東　佳吾(2) 岡部　拓海(2) 堀内　一希(1) 名取　梓(2) 西野　友翔(2)

松元　一心(2) 菊地　拓磨(3) 日尾　悠人(1) 小倉　和(2) 伊藤　真心(2) 田中　翔大(2) 上野　翔真(2) 樋口　祥哉(2)

佐藤　一哉 2m00 橘田　幸成(1) 1m90 織田　侑希 1m85 外川　巧 1m80 丸山　友哉(2) 1m75 平田　聖(1) 1m70 田邊 　隼麻(1) 1m65

山梨・山梨陸協 山梨・駿台甲府高 山梨・法大II部 山梨・山梨大学職員 山梨・甲府工高 山梨・甲府工高 山梨・吉田高

中山　敬介(2) 1m75

山梨・甲府工高

栗山　颯人(1) 4m30 小田切　優也(2) 4m10 樋口　祥哉(2) 3m60 中嶋　洸介(1) 3m60 小宮山　拓海(2) 3m50 赤池　航(1) 3m50 西尾　淳平(1) 3m00 駒井　優貴(2) 2m80

千葉・山梨学院大 山梨・甲府西高 山梨・甲府工高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・甲府南高 山梨・甲府西高 山梨・甲府西高

長尾　行浩(1) 7m06(+0.8) 浅利　拓(M2) 6m69(-0.1) 赤井　悠次郞(3) 6m54(-2.1) 加藤　大虎(1) 6m47(-0.3) 川窪　康生(1) 6m24(+0.1) 樋川　晴之(2) 6m22(+0.4) 櫻井　久也(1) 6m21(+0.6) 大柴　流空(2) 6m03(-1.6)

埼玉・山梨学院大 山梨・千葉大 山梨・甲府工高 山梨・山梨学院大 山梨・駿台甲府高 山梨・北杜高 山梨・韮崎高 山梨・駿台甲府高

萩原　怜(M1) 12m64

山梨・山梨大

望月　昴(2) 61m14 百田　國光(3) 52m86 土屋　稜翔(2) 49m36 野竿　陣(2) 44m41 渡辺　成基(2) 41m59 望月　郁弥(2) 39m84 田中　裕成(1) 37m39 中島　悠貴(2) 34m75

山梨・身延高 山梨・甲府工高 山梨・甲府南高 山梨・身延高 山梨・富士北稜高 山梨・甲府商業高 山梨・甲府工高 山梨・甲府西高

小森　直吏(1) 16m47 河野　飛羽(1) 14m51 丹澤　洸哉(1) 12m68 北原　翔羽(1) 9m02 矢島　大輝(1) 8m40 三枝　剛(1) 8m06

山梨・身延高 YHSR 山梨・山梨農林高 山梨・身延高 山梨・峡南高 山梨・峡南高 山梨・甲府昭和高

小林　真(2) 13m24 鴨井　賢(2) 12m32 須藤　百輔(1) 8m43 曽雌　洸佑(2) 6m93 菅原　涼(2) 6m72

山梨・身延高 山梨・山梨農林高 山梨・甲府一高 山梨・甲府工高 山梨・富士北稜高

林　永久(6) 13.10(+1.0) 菱山　維吹(6) 13.45(+1.0) 平岩　賢人(6) 13.88(+0.5) 森本　敬士(6) 14.00(-2.4) 五味　琉生(6) 14.01(-1.6) 原　稜太(6) 14.14(-0.8) 川原　陽貴(6) 14.33(-1.6) 河野　亜門(6) 14.36(-0.8)

山梨・中村塾 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・大国陸上 静岡・千代田AC 山梨・NAC

増井　悠雅(6) 3:07.04 原　稜太(6) 3:14.91 遠藤　瑠偉(6) 3:25.57 保々　遼斗(6) 3:27.09 五味　琉生(6) 3:28.93 串田　義基(6) 3:29.21 堀之内　咲(6) 3:32.16 島田　啓介(5) 3:32.41

山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・甲斐ACJr 山梨・大国陸上 山梨・中村塾

大国陸上A 53.51 大国陸上B 56.97 中村塾A 57.27 TYPE-RA 57.77 NACA 59.98 南アルプスＡＣA 1:00.59 北西陸上ｸﾗﾌﾞA 1:01.16 NACB 1:02.40

平岩　賢人(6) 三島　泰叶(5) 野沢　俊介(5) 中村　優太郎(6) 谷内　涼馬(6) 桜田　碧叶(5) 古谷　龍之介(5) 楯　透弥(6)

菱山　維吹(6) 増井　悠雅(6) 林　永久(6) 岡島　里空(6) 長田　一晟(6) 野口　大輝(6) 五味　琉生(6) 羽中田　友樹(4)

原　稜太(6) 遠藤　瑠偉(6) 廣瀬　凌輔(5) 樋川　げんき(5) 田代　大成(6) 村松　蒼生(5) 浅利　龍雅(4) 飯盛　耀太(6)

森本　敬士(6) 堀之内　咲(6) 佐野　晴歩(6) 山本　時輝(6) 河野　亜門(6) 保々　遼斗(6) 清水　理希(6) 押山　瑛汰(6)

菱山　維吹(6) 4m72(-0.3) 川原　陽貴(6) 4m69(-1.4) 海野　颯人(6) 4m63(0.0) 森山　遥斗(6) 4m50(+2.2) 長田　羚生(6) 4m35(-0.4) 森本　敬士(6) 4m14(0.0) 野沢　俊介(5) 4m04(-1.1) 松澤　公佑(6) 3m96(+0.3)

山梨・大国陸上 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 公4m41(0.0) 静岡・千代田AC 山梨・大国陸上 山梨・中村塾 静岡・千代田AC

YHSR :山梨県高校最高記録
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石川　優(2) 11.82(+1.6) 小川　ひかり(3) 12.16(+1.6) 竹内　爽香 12.17(+1.6) 金子　ひとみ(3) 12.20(+1.2) 岩本　真菜(3) 12.24(+1.6) 川崎　夏実(3) 12.28(+1.6) 鶴澤　亜里紗(1) 12.33(+1.5) 後藤　唯衣(2) 12.46(+1.2)

神奈川・相洋高 神奈川・相洋高 東京・渡辺パイプ 神奈川・相洋高 神奈川・相洋高 神奈川・相洋高 神奈川・相洋高 山梨・甲府昭和高

服部　咲季(1) 2:16.68 横山　葵(2) 2:21.21 髙尾　夏鈴(1) 2:22.73 小池　琉南(中2) 2:22.98 萩原　海青(2) 2:28.03 山口　ひかり(中3) 2:28.99 正田　渚(3) 2:29.56 佐野　鈴香(2) 2:29.90

神奈川・相洋高 山梨・身延高 山梨・都留文科大 山梨・大国陸上 山梨・巨摩高 山梨・大月AC 山梨・山梨学院大 山梨・身延高

三吉　南緒(1) 14.51(-1.3) 安井　麻里花(1) 14.75(-1.3) 四村　かなで(1) 14.96(-1.3) 小林　美咲(2) 15.20(-1.3) 牛山　亜実(2) 15.44(-1.3) 市川　真也子(1) 15.87(+0.4) 廣瀬　麻耶(1) 16.24(+0.4) 向山　ひかり(2) 16.73(+0.4)

山梨・山梨学院大 神奈川・相洋高 北海道・山梨学院大 山梨・甲府昭和高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・韮崎高

田島　彩貴(2) 30:50.80 橋本　樹里(2) 33:11.49 田中　ひかる(1) 34:04.80 梶原　愛香(1) 35:35.95 田野口　美来(2) 36:09.34

山梨・甲陵高 山梨・身延高 岐阜・都留文科大 山梨・都留興譲館高 山梨・甲府南高

相洋高B 46.65 相洋高A 46.83 駿台甲府高 49.28 巨摩高 50.08 韮崎高 50.53 甲府西高 50.87 TYPE-RA 50.97 身延高 51.20

小川　ひかり(3) 二宮　綾音(1) 廣瀬　七彩(2) 牛山　亜実(2) 齊藤　花歩(1) 和光　紀佳(2) 野澤　虹遥(中2) 佐野　鈴香(2)

高島　咲季(3) 石川　優(2) 矢ケ崎　来瞳(1) 中込　未奈美(2) 堀部　優衣(1) 窪田　光莉(2) 塩谷　花音(中3) 珊瑚　菜帆(2)

金子　ひとみ(3) 安井　麻里花(1) 萩原　けい奈(1) 帶金　莉子(2) 向山　ひかり(2) 松原　優衣(1) 野澤　空遥(中2) 三宅　春菜(1)

川崎　夏実(3) 鶴澤　亜里紗(1) 福田　倭子(2) 毛利　来夢(2) 藤原　みなみ(2) 石田　直子(2) 岩間　彩芽(中1) 横山　葵(2)

三宅　春菜(1) 1m50 小島　由佳(1) 1m50 八巻　一紗(1) 1m45 渡邉　芹奈(2) 1m40 町田　結(2) 1m40 渡邊　彩乃(2) 1m35

山梨・身延高 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・吉田高 山梨・富士河口湖高 山梨・吉田高

雨宮 　里奈(1) 1m40 河西　姫奈(2) 1m40

山梨・吉田高 山梨・韮崎高

三吉　里緒(2) 2m60 斉藤　果音(2) 2m30 小俣　美月(3) 2m10

山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・富士北稜高

西村　わかな(3) 5m64(+1.9) 小林　杏樹(3) 5m43(+1.2) 廣瀬　七彩(2) 5m30(+1.3) 三吉　南緒(1) 5m15(+1.6) 川口　美聡(3) 5m07(-0.2) 樋口　陽奈(1) 5m07(+2.0) 和光　紀佳(2) 4m96(-0.6) 土屋　ゆい(1) 4m92(+0.8)

山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院大 静岡・都留文科大 山梨・甲府南高 山梨・甲府西高 山梨・巨摩高

志村　萌花(1) 9m80 永田　舞(1) 8m69 新田　千紘(2) 8m05 村松　優衣(1) 7m76 伊藤　真琴(2) 7m66 坂東　彩奈(2) 7m57 深沢　萌香(1) 7m19 村越　麻緒(1) 6m63

山梨・甲府南高 山梨・山梨農林高 山梨・身延高 山梨・白根高 山梨・韮崎工業高 山梨・白根高 山梨・身延高 山梨・甲府西高

清原　美優(2) 34m70 萩原　恵里菜(2) 31m55 鈴木　杏也実(2) 27m89 中田　紗愛(2) 23m78 杉山　璃紗(1) 23m34 田辺　彩(1) 22m90 三井　真衣(1) 22m53 宮下　結衣(1) 22m00

山梨・山梨高 山梨・甲府一高 山梨・都留興譲館高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 山梨・山梨農林高 山梨・白根高 山梨・富士北稜高

村山　陽菜(6) 13.83(-1.4) 柳谷　百音(6) 14.63(-0.1) 三井　葉乃音(6) 14.66(-1.5) 坂下　茉優(6) 14.70(-1.4) 武井　美來(6) 14.83(0.0) 亀田　菜未(6) 14.85(-0.2) 岡　杏織(6) 14.88(0.0) 鶴田　朔弓(6) 14.99(-0.9)

山梨・TYPE-R 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 静岡・千代田AC 山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ

柳谷　百音(6) 2:37.63 橘山　煌良(6) 2:38.85 赤澤　結衣(6) 2:39.28 三井　葉乃音(6) 2:45.00 中島　穂乃花(6) 2:45.21 小池　璃音(6) 2:48.49 高野　彩寧(4) 2:50.23 小笠原　羚(6) 2:50.36

山梨・大国陸上 山梨・GON SPO AC 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・南アルプスＡＣ

中村塾A 57.36 大国陸上A 58.63 南アルプスＡＣA 59.32 TYPE-RA 59.39 甲斐ACJrA 1:00.59 NACA 1:01.18 北西陸上ｸﾗﾌﾞA 1:01.23 中村塾C 1:01.60

武井　美來(6) 山田　ほのか(6) 倉地　音羽(5) 池谷　祭(6) 新井　凜花(5) 丸山　菜々子(6) 上野　妃来(6) 横内　佑南(4)

丸山　穂乃(6) 柳谷　百音(6) 亀田　菜未(6) 大木　愛加(6) 中込　十和(6) 荻　亜祐美(5) 功刀　杏浬(6) 林　優良(4)

岡　杏織(6) 小池　璃音(6) 小池　彩葉(6) 中沢　莉子(4) 斎藤　若菜(6) 土屋　成実(4) 清水　咲希(6) 横内　杏南(4)

近藤　琉菜(6) 三井　葉乃音(6) 鶴田　朔弓(6) 村山　陽菜(6) 森本　彩叶(6) 青栁　彩夏(6) 三澤　怜奈(5) 横内　伶南(4)

坂下　茉優(6) 4m62(-1.0) 丸山　穂乃(6) 4m45(+2.1) 花村　日向(6) 4m40(-1.1) 井上　みなみ(6) 4m37(+1.7) 佐野　百花(5) 4m21(-0.7) 八巻　まるり(5) 4m14(+0.4) 三井　葉乃音(6) 4m07(+1.8) 小澤　美慧(6) 4m01(+0.8)

静岡・千代田AC 山梨・中村塾 公認記録なし 静岡・千代田AC 山梨・小笠原ＡＣ 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 山梨・大国陸上 山梨・大月AC

5位 6位 7位 8位3位 4位

8日 女子１００ｍ

8日 女子８００ｍ

8日 女子１００ｍH

8日 女子５０００ｍW

8日 女子４×１００ｍＲ

8日 女子走高跳

8日 小学生女子８００ｍ

8日 女子棒高跳

8日 女子走幅跳

8日 女子砲丸投

8日
小学生女子
４X１００ｍＲ

8日 小学生女子走幅跳

1位 2位

8日 女子やり投

8日 小学生女子１００ｍ



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月8日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

1組 (風:+0.3) 2組 (風:-0.5)

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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 山梨 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 山梨

1 4 53 遠藤　佑輝(2) 韮崎工業高 12.79 1 8 638 池田　祐輔(2) 日大明誠高 11.59

ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ﾋﾗｲﾜ ﾊﾔﾄ 山梨

2 2 469 堀内　淳平(2) 吉田高 12.81 2 5 699 平岩　隼(2) 日大明誠高 11.95

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 山梨

3 5 184 鈴木　健友(1) 甲府城西高 12.91 3 6 669 藤原　竜斗(2) 韮崎工業高 12.35

ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 山梨

4 3 381 清水　誉生(1) 山梨高 13.05 4 3 643 樋口　康平(2) 日大明誠高 12.67

ｵｵｻﾜ ﾄﾓﾔ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

5 6 664 大澤　知哉(1) わかば支援学校 14.14 5 2 3189 小幡　慎司 Takers 12.99

ﾐﾂｲ ﾀｸﾐ 山梨 ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

6 8 662 三井　巧(3) わかば支援学校 15.12 6 1 629 今野　準平(1) 日大明誠高 14.09

ﾐﾔｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 山梨 ﾋﾛｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 山梨

7 148 宮崎　大和(1) 甲府東高 DQ 7 7 661 廣島　嘉浩(3) わかば支援学校 15.06

ﾏｽﾔﾏ ﾙｶ 山梨

4 182 増山　琉伽(1) 甲府城西高 DNS

3組 (風:-0.4) 4組 (風:+0.6)

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

ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨 ﾄﾐﾀ ｼｮｳ 山梨

1 3 130 小宮山　拓海(2) 甲府南高 11.94 1 8 626 富田　翔(1) 日大明誠高 11.80

ｺｲｹ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ 山梨

2 4 146 小池　颯斗(1) 甲府東高 12.04 2 4 645 藤田　太一(1) 日大明誠高 12.07

ｶﾒﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ 山梨

3 2 474 亀田 　奎佑(1) 吉田高 12.08 3 1 482 大谷　健斗(2) 富士河口湖高 12.07

ﾅｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 山梨 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾙｷ 山梨

4 1 150 内藤　真尋(1) 甲府東高 12.13 4 7 286 橋爪　瑠希(1) 白根高 12.54

ﾌｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ 山梨 ｱﾏﾉ ｶｲ 山梨

5 8 51 藤原　世也(2) 韮崎工業高 12.16 5 2 627 天野　海(1) 日大明誠高 12.97

ｶｶﾞﾐ ﾐﾂｷ 山梨 ﾎﾘｲ ﾀﾞｲﾔ 山梨

6 7 470 加賀美 　充希(1) 吉田高 12.29 6 5 54 堀井　大也(2) 韮崎工業高 13.22

ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾂﾔ 山梨

7 6 55 田口　厚希(2) 韮崎工業高 12.98 7 6 750 望月　哲也(1) わかば支援学校 14.62

ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 山梨 ﾅｼﾓﾄ ｾﾝｲﾁ 山梨

8 5 3401 島田　恵吾 中村塾 13.03 8 3 665 梨本　泉一(1) わかば支援学校 14.77

5組 (風:-0.5) 6組 (風:+2.0)

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

ﾀﾈﾍﾞ ﾊﾔﾏ 山梨 ｷｯﾀ ｺｳｾｲ 山梨

1 1 458 田邊 　隼麻(1) 吉田高 11.82 1 8 535 橘田　幸成(1) 駿台甲府高 11.92

ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 山梨

2 8 604 馬目　滉(3) 東海大甲府高 12.18 2 1 145 小林　晃大(2) 甲府東高 12.09

ｵｶ ﾋﾛﾄ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 山梨

3 6 143 岡　洋斗(2) 甲府東高 12.22 3 3 690 遠藤　剛広(1) 甲府一高 12.79

ﾔﾅｲ ﾊﾉﾝ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｻﾄﾙ 山梨

4 5 472 谷内 　波音(1) 吉田高 12.38 4 4 3901 三枝　悟 TYPE-R 13.22

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 山梨

5 3 52 山本　歩夢(2) 韮崎工業高 12.81 5 5 596 前田　太洋(1) 東海大甲府高 13.42

ﾊﾑﾗ ｺｳｷ 山梨 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｸ 静岡

6 7 628 羽村　幸喜(1) 日大明誠高 12.87 6 6 10091 藤岡　凌久(中1) 千代田AC 14.19

ﾂﾁﾔ ｼﾝﾍﾟｲ 山梨 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 山梨

7 2 602 土屋　心平(1) 東海大甲府高 13.83 2 640 佐藤　結介(2) 日大明誠高 DQ,FS

ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ 山梨

8 4 663 兼子　大輝(1) わかば支援学校 16.18 7 315 深澤　優喜(1) 峡南高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月8日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

7組 (風:+1.4) 8組 (風:-0.3)

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

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾏ 山梨

1 2 599 小笠原　有輝(1) 東海大甲府高 12.77 1 3 443 井上　拓真(2) 都留興譲館高 12.50

ﾔﾉ ﾚｵﾄ 山梨 ｱｻﾉ ｺｳｾｲ 山梨

2 4 3923 矢野　伶音 TYPE-R 12.82 2 6 172 浅野　倖成(1) 甲府工高 12.53

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 山梨 ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 山梨

3 1 495 渡邊　真翔(1) 富士北稜高 12.84 3 4 1750 鈴木　聖琉(中3) 大月AC 12.90

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ 山梨 ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｼﾞ 山梨

4 6 451 鈴木　達海(1) 都留興譲館高 12.84 4 8 153 宮原　圭司(1) 甲府工高 13.01

ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 山梨 ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 静岡

5 7 1892 鮎沢　拓澄(中1) TYPE-R 13.19 5 2 10096 成川　倭士(中1) 千代田AC 13.05

ｱｻｲ ｾｲﾗ 静岡 ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨

6 5 10097 浅井　惺流(中1) 千代田AC 13.53 6 1 3902 武藤　正一 TYPE-R 13.06

ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｹｲ 静岡 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 山梨

7 8 10092 紅林　慶(中1) 千代田AC 13.65 5 695 田中　遥人(2) 富士北稜高 DNS

ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｼ 静岡 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 山梨

3 10090 鍵山　昂志(中1) 千代田AC DNS 7 511 今泉　友人(2) 富士北稜高 DNS

9組 (風:+1.8) 10組 (風:0.0)

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

ｲｹｼﾏ ｷﾖﾃﾙ 山梨 ﾔﾏｶﾜ ﾘｷ 山梨

1 2 71 池島　清暉(2) 甲府一高 11.67 1 4 3818 山川　理毅(4) 医学部走行会 11.90

ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ 山梨 ﾋﾗﾀ ﾋｼﾞﾘ 山梨

2 8 170 西野　友翔(2) 甲府工高 12.00 2 7 151 平田　聖(1) 甲府工高 11.98

ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲ 山梨

3 3 3292 相原　樹 山梨大AC 12.03 3 2 444 小笠原　精(2) 都留興譲館高 12.12

ｱﾘﾉ ﾘﾝ 山梨 ｵｸﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 山梨

4 5 273 有野　琳(1) 巨摩高 12.07 4 3 234 小倉　偉吹(1) 巨摩高 12.17

ﾌﾅｲ ﾘｭｳ 山梨 ｵｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 山梨

5 4 99 船井　龍(2) 甲府西高 12.14 5 8 129 岡島　槙也(2) 甲府南高 12.49

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾀﾅｶ ﾐﾁｱｷ 山梨

6 6 1894 鷹野　将汰(中2) TYPE-R 12.34 6 5 3910 田中　総明 TYPE-R 12.51

ｻｲｸﾞｻ ｺﾞｳ 山梨 ｷｸﾁ ｾｲﾔ 山梨

7 1 192 三枝　剛(1) 甲府昭和高 12.59 7 6 80 菊池　勢和(1) 甲府西高 12.63

ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ｱｵｼﾏ ﾕｳﾔ 山梨

8 7 341 野澤　翔平(1) 笛吹高 13.20 8 1 177 青嶋　優弥(3) 甲府城西高 12.79

11組 (風:-0.4) 12組 (風:+2.4)

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

ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山梨

1 4 81 西尾　淳平(1) 甲府西高 11.92 1 3 279 仲田　真悟(1) 巨摩高 11.69

ﾂﾁﾔ ﾘﾝ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌｳ 山梨

2 2 610 土屋　凜(2) 東海大甲府高 11.95 2 5 154 杉山　楓(1) 甲府工高 11.80

ｵｻﾞﾜ ﾐﾝﾄ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 山梨

3 7 94 小澤　明門(2) 甲府西高 12.04 3 8 84 内田　真人(1) 甲府西高 11.90

ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 山梨 ﾆｼﾑﾛ ｹｲﾄ 山梨

4 8 448 西村　卓(1) 都留興譲館高 12.15 4 2 447 西室　圭翔(2) 都留興譲館高 11.90

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

5 6 166 丸山　友哉(2) 甲府工高 12.16 4 6 77 上條　稜河(1) 甲府西高 11.90

ｶﾜﾉ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

6 3 483 川野　温人(2) 富士河口湖高 12.18 6 7 132 丸山　駿人(2) 甲府南高 11.93

ｱﾏﾉ ｺｳﾀ 山梨 ｵｵﾔ ﾘｭｳｷ 山梨

7 5 491 天野　康太(1) 富士北稜高 12.22 7 4 342 大屋　リュウキ(1) 笛吹高 12.36

ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 山梨

1 262 小野　智哉(2) 巨摩高 DNS 1 4009 西澤　竜也 山梨陸協 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月8日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

13組 (風:-0.8) 14組 (風:0.0)

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

ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾛﾄ 山梨 ｸﾎﾞ ｹｲｼｭｳ 山梨

1 6 232 藤巻　拓人(1) 巨摩高 12.05 1 4 90 久保　慶周(1) 甲府西高 11.65

ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｱｻﾉ ｺｳｷ 山梨

2 4 3184 市川　俊弥 Takers 12.11 2 6 3811 麻野　康基(4) 医学部走行会 11.73

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 山梨

3 3 253 栁澤　晋太郎(3) 巨摩高 12.24 3 2 72 加藤　涼(2) 甲府一高 11.76

ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ 山梨

4 7 131 土屋　稜翔(2) 甲府南高 12.30 4 8 83 秋山　太志(1) 甲府西高 11.87

ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 山梨 ｻｸﾗｲ ﾋｻﾔ 山梨

5 8 280 樋口　武(1) 巨摩高 12.33 5 1 707 櫻井　久也(1) 韮崎高 12.09

ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｱｷ 山梨 ｺﾓﾘ ｺﾊｸ 静岡

6 1 76 石橋　直明(1) 甲府西高 12.34 6 5 10025 小森　琥珀(中2) 精華清水RC 12.31

ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山梨 ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ 山梨

7 2 155 田中　裕成(1) 甲府工高 12.38 3 193 三神　航(1) 甲府昭和高 DNS

ｶﾈｺ ﾕｳﾀ 静岡 ｺｽｹﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨

5 10099 金子　優太(中1) 千代田AC DNS 7 1893 小菅　大雅(2) TYPE-R DNS

15組 (風:+1.6) 16組 (風:+0.2)

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ 山梨

1 4 269 小林　瑞季(2) 巨摩高 11.79 1 4 319 堀内　一希(1) 身延高 11.65

ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ｵｵﾔｷﾞ ﾄｵﾙ 山梨

2 1 2477 田中　賢司 リコージャパン 11.91 2 3 706 大八木　達(1) 韮崎高 11.79

ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ 山梨 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 7 171 中山　敬介(2) 甲府工高 11.93 3 8 258 酒井　凌佑(3) 巨摩高 11.81

ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾐ 山梨

4 2 107 荻野　聖也(1) 甲府南高 11.97 4 6 102 岡部　拓海(2) 甲府西高 11.81

ﾉﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 山梨 ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｾｲ 宮崎

5 6 719 野村　伊吹(1) 駿台甲府高 11.98 5 1 3-5660 川越　健生(2) 山梨学院大 11.93

ﾄﾗﾀﾆ ﾅｵﾔ 山梨 ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ 山梨

6 8 194 虎谷　直哉(1) 甲府昭和高 12.00 6 7 716 降矢　智弘(1) 駿台甲府高 11.95

ﾃﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨

7 3 334 手塚　翔太(2) 身延高 12.19 7 5 274 石原　秀星(1) 巨摩高 12.08

ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 山梨

5 92 石原　大勢(2) 甲府西高 DNS 8 2 70 阿部　亮真(2) 甲府一高 12.15

17組 (風:+0.1) 18組 (風:-0.6)

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

ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 埼玉 ｶﾜｽﾐ ﾕｳｽｹ 山梨

1 2 3-5286 長尾　行浩(1) 山梨学院大 11.43 1 3 534 川住　優輔(1) 駿台甲府高 11.55

ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾔ 東京

2 8 542 熊谷　大輝(2) 駿台甲府高 11.58 2 5 A156 村松　裕也 MUTB 11.65

ﾋｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 山梨 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 6 7 樋川　晴之(2) 北杜高 11.63 3 2 492 川村　涼介(1) 富士北稜高 11.67

ﾅﾄﾘ ｱｽﾞｻ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨

4 1 263 名取　梓(2) 巨摩高 11.81 4 6 3282 内藤　祐貴 山梨大AC 11.71

ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｹ 山梨 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 東京

5 3 515 鈴木　秀岳(2) 富士北稜高 11.84 5 8 B956 金田　翔平 Palette 11.73

ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾘ 山梨 ｼｵﾊﾗ ﾀｲﾁ 山梨

6 7 108 河上　優利(1) 甲府南高 11.88 6 4 301 塩原　汰一(3) 増穂商業高 11.82

ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｶｲﾁ ﾀｶｲﾁ 長野 ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨

7 5 387 渡邊　嵩一　(2) 諏訪東理大 12.10 1 533 川窪　康生(1) 駿台甲府高 DQ,FS

ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 長野 ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨

4 0 矢澤　悠哉 諏訪市陸協 DNS 7 179 岩崎　裕謙(3) 甲府城西高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月8日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

19組 (風:-0.1) 20組 (風:-1.6)

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

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 山梨 ﾊﾔｻｶ ﾕｳｻｸ 神奈川

1 5 335 望月　颯(2) 身延高 11.37 1 7 633 早坂　優作(2) 相洋高 11.56

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨 ﾋｵ ﾕｳﾄ 富山

2 3 3819 山本　龍(1) 医学部走行会 11.44 2 3 3-2536 日尾　悠人(1) 都留文科大 11.57

ｻｲﾄｳﾉﾘﾏｻ ﾉﾘﾏｻ 長野 ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨

3 4 386 齊藤　功将　(2) 諏訪東理大 11.45 3 1 162 百田　國光(3) 甲府工高 11.74

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾀ 山梨

4 7 3-5989 渡邊　聖矢(1) 山梨学院大 11.49 2 548 安田　光汰(2) 駿台甲府高 DNS

ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨 ｾﾄｸﾞﾁ ﾅｵﾏｻ 東京

5 8 164 樋口　祥哉(2) 甲府工高 11.51 4 B955 瀬戸口　直雅 Palette DNS

ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｱﾗｲ ﾓﾄﾋﾛ 神奈川

6 6 435 永田　瑞季(3) 都留興譲館高 11.54 5 3-5655 荒井　基宏(2) 山梨学院大 DNS

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨

7 2 326 望月　真(3) 身延高 11.55 6 5589 寺戸　翼(1) 駿河台大 DNS

ﾋﾃﾞ ｴｲﾄ 山梨 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨

1 3-5649 秀　英門(3) 山梨学院大 DNS 8 531 飯田　一真(1) 駿台甲府高 DNS

21組 (風:-0.2) 22組 (風:+0.7)

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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｷ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｼﾝ 神奈川

1 3 445 渡邊　魁葵(2) 都留興譲館高 11.30 1 3 624 松元　一心(2) 相洋高 11.04

ﾑﾗﾏﾂ ｶｲﾄ 山梨 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

2 5 718 村松　海人(1) 駿台甲府高 11.35 2 2 5590 松野　滉大(1) 駿河台大 11.09

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 長野 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ 山梨

3 4 3-5984 西澤　雅志(1) 山梨学院大 11.41 3 6 3815 加藤　孝明(1) 医学部走行会 11.28

ﾎﾘｲ ｹｲﾀ 山梨 ﾐｼﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

4 7 191 堀井　景太(1) 甲府昭和高 11.42 4 4 4013 三嶋　翔太 山梨陸協 11.34

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 山梨

5 8 328 田中　翔大(2) 身延高 11.45 5 7 484 渡邉　寛誉(2) 富士河口湖高 11.40

ｲﾄｳ ｼﾝ 山梨 ｲﾄｳ ﾘｸ 長野

6 2 98 伊藤　真心(2) 甲府西高 11.48 6 8 3-5287 伊藤　陸(1) 山梨学院大 11.52

ｶﾜﾃ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｶｵﾙ 山梨

7 6 95 川手　拓朗(2) 甲府西高 11.49 1 165 飯島　郁(2) 甲府工高 DNS

ｵﾏﾀ ﾚﾝﾄ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

8 1 438 小俣　蓮虎(3) 都留興譲館高 11.58 5 3-5656 中村　僚(2) 山梨学院大 DNS

23組 (風:+1.2) 24組 (風:+1.0)

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

ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾕｳ 神奈川

1 3 5588 五味　勇太(1) 駿河台大 11.20 1 6 659 阿部　隆佑(2) 相洋高 10.87

ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 神奈川

2 7 160 赤井　悠次郞(3) 甲府工高 11.25 2 4 638 高橋　悠斗(1) 相洋高 10.94

ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山口 ﾄﾞｳｻｶ ﾋｭｳｶﾞ 埼玉

3 5 3-5985 山岡　竜太朗(1) 山梨学院大 11.30 3 8 3-5289 堂阪　日向(1) 山梨学院大 11.18

ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

4 6 4617 森實　高毅(M2) 山梨大 11.32 4 3 3-5647 依田　侑大(3) 山梨学院大 11.22

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 静岡

5 8 3-5642 中村　和貴(4) 山梨学院大 11.35 5 1 3-5983 大久保　海(1) 山梨学院大 11.33

ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 山梨 ﾏﾂｵ ﾂﾈｱｷ 東京

6 4 547 福島　凜(2) 駿台甲府高 11.49 6 2 A152 松尾　恒明 MUTB 11.97

ｵｵｼﾊﾞ ﾘｸ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨

7 2 540 大柴　流空(2) 駿台甲府高 11.54 5 541 長田　士(2) 駿台甲府高 DNS

ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾏ 山梨

1 3-5658 藤村　恒平(2) 山梨学院大 DNS 7 715 深澤　拓真(1) 駿台甲府高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月8日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　25組

25組 (風:0.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 東京 ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 東京

1 4 0 川上　真弥 iMARe 10.57 1 0 川上　真弥 iMARe 10.57 0.0

ﾀｶﾅｼ ｶｽﾞﾏ 神奈川 ﾀｶﾅｼ ｶｽﾞﾏ 神奈川

2 2 604 高梨　和真(3) 相洋高 10.85 2 604 高梨　和真(3) 相洋高 10.85 0.0

ｳｴﾉ ﾋﾛﾀｶ 東京 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾕｳ 神奈川

3 5 513 上埜　大空 オールライト 10.95 3 659 阿部　隆佑(2) 相洋高 10.87 +1.0

ﾓﾘｷ ﾘｭｳﾔ 神奈川 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 神奈川

4 8 612 森木　龍弥(3) 相洋高 10.97 4 638 高橋　悠斗(1) 相洋高 10.94 +1.0

ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ｳｴﾉ ﾋﾛﾀｶ 東京

5 3 3-5648 菊地　拓磨(3) 山梨学院大 11.04 5 513 上埜　大空 オールライト 10.95 0.0

ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨 ﾓﾘｷ ﾘｭｳﾔ 神奈川

6 7 3-5653 小幡　隆史(2) 山梨学院大 11.09 6 612 森木　龍弥(3) 相洋高 10.97 0.0

ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 山梨 ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨

7 1 3-5650 杉田　稜(3) 山梨学院大 11.24 7 3-5648 菊地　拓磨(3) 山梨学院大 11.04 0.0

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｼﾝ 神奈川

6 3288 浅利　拓(M2) 千葉大 DNS 7 624 松元　一心(2) 相洋高 11.04 +0.7



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

男子８００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             1:49.41     野澤　啓佑(早稲田大)                  2012

山梨県高校記録(YHR)        1:51.22     中村　英幸(都留高)                    1993 9月8日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

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

ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ 山梨 ﾀｶﾔﾏ ｻｸ 山梨

1 2 114 野村　　康介(1) 甲府南高 2:18.69 1 5 698 高山　朔(2) 日大明誠高 2:09.88

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｾｲ 山梨 ｶﾜﾀ ﾓﾄﾅｵ 山梨

2 7 701 澁谷　侑正(1) 日大明誠高 2:20.37 2 6 147 河田　素直(1) 甲府東高 2:23.27

ﾏｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 山梨

3 6 382 前嶋　大貴(1) 山梨高 2:22.17 3 1 113 田中　　大基(1) 甲府南高 2:24.34

ﾎｾｲﾆ ｼﾞｬﾊﾞｼﾞ 山梨 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾄ 山梨

4 3 670 ホセイニ　ジャバジ(1) 韮崎工業高 2:25.60 4 4 183 長沼　遥斗(1) 甲府城西高 2:30.04

ｱｻﾋ ｹﾝﾄ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾋｭｳﾏ 山梨

5 4 516 朝日　健斗(1) 甲府商業高 2:27.00 2 272 名取　彪磨(2) 巨摩高 DNS

ｺｲｹ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｱﾏﾉ ｺｳﾀ 山梨

6 5 598 小池　瑞紀(1) 東海大甲府高 2:52.56 3 491 天野　康太(1) 富士北稜高 DNS

ｱｷﾔﾏ ﾀｹｼ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 山梨

1 473 秋山　武士(1) 吉田高 DNS 7 457 安田 　甲士郎(1) 吉田高 DNS

ﾐﾔｼﾀ ｷｮｳﾉ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

8 468 宮下　響乃(2) 吉田高 DNS 8 671 深澤　亮雅(1) 韮崎工業高 DNS

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

ｵｵﾔｷﾞ ﾄｵﾙ 山梨 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨

1 5 706 大八木　達(1) 韮崎高 2:12.82 1 4 545 鈴木　颯(2) 駿台甲府高 2:04.37

ﾋﾗｲ ﾘﾝｸ 山梨 ｺﾓﾘ ﾋﾛｷ 山梨

2 4 493 平井　凜空(1) 富士北稜高 2:12.84 2 3 609 小森　大輝(2) 東海大甲府高 2:06.62

ｷﾑ ｿﾝﾌﾝ 山梨 ｶﾅﾓﾘ ﾚﾝ 山梨

3 8 100 金　成勲(2) 甲府西高 2:18.75 3 5 507 金森　蓮(3) 富士北稜高 2:07.19

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌｳ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾐﾝﾄ 山梨

4 3 154 杉山　楓(1) 甲府工高 2:22.36 4 6 94 小澤　明門(2) 甲府西高 2:07.78

ﾖﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨 ｾｷ ﾑﾈﾕｷ 山梨

5 6 312 依田　優音(2) 峡南高 2:27.27 5 2 103 関　宗幸(1) 甲府西高 2:08.36

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 山梨 ｲｿﾍﾞ ｹｲﾀ 山梨

6 7 513 小林　颯太(2) 富士北稜高 2:29.47 6 7 597 磯部　桂太(1) 東海大甲府高 2:08.46

ﾀﾅｶ ｶｲﾘ 山梨 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 山梨

7 2 601 田中　翔琉(1) 東海大甲府高 2:35.68 7 8 78 中山　蒼太(1) 甲府西高 2:09.41

ｼﾗｽ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ 山梨

1 471 白須　智大(1) 吉田高 DNS 8 1 104 白鳥　拓海(1) 甲府西高 2:15.38

5組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

1 6 258 酒井　凌佑(3) 巨摩高 1:57.72 1 258 酒井　凌佑(3) 巨摩高 1:57.72

ﾅﾘﾀ ﾖｼｷ 山梨 ﾅﾘﾀ ﾖｼｷ 山梨

2 3 641 成田　吉輝(2) 日大明誠高 1:58.74 2 641 成田　吉輝(2) 日大明誠高 1:58.74

ｸﾚｲｺﾅ ﾀｲﾊ 神奈川 ｸﾚｲｺﾅ ﾀｲﾊ 神奈川

3 7 665 クレイコナ　大波(1) 相洋高 2:02.01 3 665 クレイコナ　大波(1) 相洋高 2:02.01

ﾌﾅｲ ﾘｭｳ 山梨 ﾌﾅｲ ﾘｭｳ 山梨

4 4 99 船井　龍(2) 甲府西高 2:02.22 4 99 船井　龍(2) 甲府西高 2:02.22

ﾌﾀﾐ ﾏｻﾋﾛ 山梨 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨

5 2 4619 二見　昌宏(3) 山梨大 2:06.79 5 545 鈴木　颯(2) 駿台甲府高 2:04.37

ｲｹﾀﾞ ﾚｲﾔ 山梨 ｺﾓﾘ ﾋﾛｷ 山梨

6 1 532 池田　怜矢(1) 駿台甲府高 2:08.72 6 609 小森　大輝(2) 東海大甲府高 2:06.62

ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山梨 ﾌﾀﾐ ﾏｻﾋﾛ 山梨

8 279 仲田　真悟(1) 巨摩高 DNF 7 4619 二見　昌宏(3) 山梨大 2:06.79

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨 ｶﾅﾓﾘ ﾚﾝ 山梨

5 4606 渡辺　宏太(4) 山梨大 DNS 8 507 金森　蓮(3) 富士北稜高 2:07.19



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

男子１１０ｍH
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               14.28     剱持　英紀(県教委)                    1985

山梨県高校記録(YHR)          14.88     飯久保　明洋(巨摩高)                  2014 9月8日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+3.2) 2組 (風:+2.3)

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

ﾌﾙﾀ ﾊﾙｷ 神奈川 ｲｶﾞ ｺｳﾀ 神奈川

1 5 647 古田　遥紀(1) 相洋高 15.80 1 7 645 伊賀　航太(1) 相洋高 15.57

ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

2 3 537 林　知広(1) 駿台甲府高 16.52 2 6 270 田原　和輝(2) 巨摩高 15.96

ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

3 2 3282 内藤　祐貴 山梨大AC 16.56 3 4 331 藤田　隼平(2) 身延高 16.23

ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山梨 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨

4 4 82 功刀　健心郎(1) 甲府西高 17.92 4 8 106 神宮寺　俊輔(1) 甲府南高 16.35

ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 山梨

5 6 96 森永　翔(2) 甲府西高 18.30 5 5 3283 依田　幸裕 山梨大AC 16.43

ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨

7 3189 小幡　慎司 Takers DNF 6 2 274 石原　秀星(1) 巨摩高 16.96

ｱｻﾉ ｺｳｾｲ 山梨 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾏｻｷ 神奈川

8 172 浅野　倖成(1) 甲府工高 DNS 3 627 兜森　将希(2) 相洋高 DNS

3組 (風:+1.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶ ﾀｲｶﾞ 神奈川 ｵｶ ﾀｲｶﾞ 神奈川

1 4 631 岡　泰我(2) 相洋高 15.16 1 631 岡　泰我(2) 相洋高 15.16 +1.0

ｳｴﾉ ｼｮｳﾏ 山梨 ｲｶﾞ ｺｳﾀ 神奈川

2 2 267 上野　翔真(2) 巨摩高 15.70 2 645 伊賀　航太(1) 相洋高 15.57 +2.3

ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｳｴﾉ ｼｮｳﾏ 山梨

3 3 3184 市川　俊弥 Takers 16.32 3 267 上野　翔真(2) 巨摩高 15.70 +1.0

ﾔｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川 ﾌﾙﾀ ﾊﾙｷ 神奈川

4 6 652 矢口　峻慈(1) 相洋高 16.37 4 647 古田　遥紀(1) 相洋高 15.80 +3.2

ﾄﾗﾀﾆ ﾅｵﾔ 山梨 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

5 7 194 虎谷　直哉(1) 甲府昭和高 19.65 5 270 田原　和輝(2) 巨摩高 15.96 +2.3

ｲｼｸﾗ ｶｹﾙ 山梨 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

5 3-5646 石倉　翔(3) 山梨学院大 DNS 6 331 藤田　隼平(2) 身延高 16.23 +2.3

ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

8 3-5647 依田　侑大(3) 山梨学院大 DNS 7 3184 市川　俊弥 Takers 16.32 +1.0
ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨

8 106 神宮寺　俊輔(1) 甲府南高 16.35 +2.3



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　 W5:(R230-3(a))ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰ  で競歩主任が単独で失格にした

男子５０００ｍW
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)            19:42.33     笹川　友輝(山梨学院大)                2011

山梨県高校記録(YHR)       20:57.50     小林　大地(農林高)                    2013 9月8日 16:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕﾑ 山梨

1 7 329 望月　歩夢(2) 身延高 26:32.18

ｶﾜｻｷ ﾊﾙｷ 山梨

2 3 527 川崎　陽暉(2) 甲陵高 26:39.78

ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾄ 山梨

3 5 330 川口　佳音(2) 身延高 26:47.83

ｵｷﾞﾊﾗ ﾅｵ 山梨

4 9 351 荻原　那和(2) 笛吹高 27:26.32

ｻｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ 三重

5 1 5422 佐々　順一 三重マスターズ 29:51.14

ﾀｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 山梨

6 2 446 髙山　賢人(2) 都留興譲館高 32:41.01

ｵﾏﾀ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

7 10 450 小俣　燎雅(1) 都留興譲館高 33:09.38

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲ 山梨

8 6 449 皆川　大(1) 都留興譲館高 33:50.71

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝﾄ 山梨

4 321 望月　蓮斗(1) 身延高 DQ,W5

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 山梨

8 674 山岸　稜(2) 甲陵高 DQ,W2



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 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：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016

山梨県高校記録(YHR)          40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 9月8日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組
1着 43.15 2着 45.02 3着 46.13
6ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 3-2534 1 A152 1 695

2 3-2531 2 A156 2 492

3 3-2533 3 2478 3 491

4 3-2536 4 4013 4 515

4着 46.50 5着 46.96 6着 49.14
8ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 470 1 438 1 610

2 458 2 435 2 597

3 472 3 441 3 599

4 474 4 449 4 596

7ﾚｰﾝ DQ,R34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 545

2 546

3 542

4 547

2組
1着 42.05 2着 44.05 3着 46.94
4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 3-5292 1 334 1 150

2 3-5653 2 335 2 146

3 3-5647 3 319 3 148

4 3-5648 4 328 4 145

4着 49.02
2ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ DQ,R34 5ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1894 1 626 1 (    )

2 1885 2 640 2 (    )

3 1892 3 638 3 (    )

4 3910 4 645 4 (    )

6ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

都留文科大(山梨)

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

佐藤　悠斗(2) 都留文科大
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ

窪田　雄人(3) 都留文科大
ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ

磯部　晃太郎(2) 都留文科大
ﾋｵ ﾕｳﾄ

日尾　悠人(1) 都留文科大

tomatoes(山梨)

ﾏﾂｵ ｺｳﾒｲ

松尾　恒明 tomatoes
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾔ

村松　裕也 tomatoes
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

外川　巧 tomatoes
ﾐｼﾏ ｼｮｳﾀ

三嶋　翔太 tomatoes

富士北稜高(山梨)

ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ

田中　遥人(2) 富士北稜高
ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

川村　涼介(1) 富士北稜高
ｱﾏﾉ ｺｳﾀ

天野　康太(1) 富士北稜高
ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｹ

鈴木　秀岳(2) 富士北稜高

吉田高(山梨)

ｶｶﾞﾐ ﾐﾂｷ

加賀美 　充希(1) 吉田高
ﾀﾈﾍﾞ ﾊﾔﾏ

田邊 　隼麻(1) 吉田高
ﾔﾅｲ ﾊﾉﾝ

谷内 　波音(1) 吉田高
ｶﾒﾀﾞ ｹｲｽｹ

亀田 　奎佑(1) 吉田高

都留興譲館高B(山梨)

ｵﾏﾀ ﾚﾝﾄ

小俣　蓮虎(3) 都留興譲館高
ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ

永田　瑞季(3) 都留興譲館高
ﾊﾀﾉ ﾀﾞｲｽｹ

幡野　大介(3) 都留興譲館高
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲ

皆川　大(1) 都留興譲館高

東海大甲府高(山梨)

ﾂﾁﾔ ﾘﾝ

土屋　凜(2) 東海大甲府高
ｲｿﾍﾞ ｹｲﾀ

磯部　桂太(1) 東海大甲府高
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ

小笠原　有輝(1) 東海大甲府高
ﾏｴﾀﾞ ﾀｲﾖｳ

前田　太洋(1) 東海大甲府高

駿台甲府高B(山梨)

ｽｽﾞｷ ｿﾗ

鈴木　颯(2) 駿台甲府高
ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ

仲上　公賀(2) 駿台甲府高
ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ

熊谷　大輝(2) 駿台甲府高
ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ

福島　凜(2) 駿台甲府高

山梨学院大(山梨)

ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ

野口　怜恩(1) 山梨学院大
ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ

小幡　隆史(2) 山梨学院大
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

依田　侑大(3) 山梨学院大
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ

菊地　拓磨(3) 山梨学院大

身延高(山梨)

ﾃﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ

手塚　翔太(2) 身延高
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ

望月　颯(2) 身延高
ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ

堀内　一希(1) 身延高
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ

田中　翔大(2) 身延高

甲府東高(山梨)

ﾅｲﾄｳ ﾏﾋﾛ

内藤　真尋(1) 甲府東高
ｺｲｹ ﾊﾔﾄ

小池　颯斗(1) 甲府東高
ﾐﾔｻﾞｷ ﾔﾏﾄ

宮崎　大和(1) 甲府東高
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ

小林　晃大(2) 甲府東高

TYPE-RA(山梨)

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

鷹野　将汰(中2) TYPE-R
ｼﾐｽﾞ ﾓﾄﾉﾌﾞ

清水　基頌(中3) TYPE-R
ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ

鮎沢　拓澄(中1) TYPE-R
ﾀﾅｶ ﾐﾁｱｷ

田中　総明 TYPE-R

日大明誠高(山梨)

ﾄﾐﾀ ｼｮｳ

富田　翔(1) 日大明誠高
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

佐藤　結介(2) 日大明誠高
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ

池田　祐輔(2) 日大明誠高
ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ

藤田　太一(1) 日大明誠高

甲府昭和高(山梨)

韮崎工高(山梨)



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 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：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016

山梨県高校記録(YHR)          40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 9月8日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
1着 41.29 2着 43.58 3着 43.97
6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 638 1 5945 1 83

2 659 2 4617 2 95

3 658 3 4605 3 102

4 624 4 4616 4 98

4着 44.41 5着 44.63 6着 45.56
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 269 1 171 1 447

2 270 2 151 2 448

3 263 3 170 3 443

4 267 4 164 4 445

7着 45.79
4ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 131 1 718

2 108 2 540

3 107 3 716

4 130 4 541

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 41.29

2 42.05

3 43.15

4 43.58

5 43.97

6 44.05

7 44.41

8 44.63

山梨大

甲府西高(山梨)

ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ

秋山　太志(1)

相洋高
オダ ﾖｼｷ

小田　佳喜(2) 相洋高

相洋高(神奈川)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

高橋　悠斗(1) 相洋高

ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｼﾝ

松元　一心(2) 相洋高

山梨大(山梨)

ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ

長倉　脩斗(1)
ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ

森實　高毅(M2)
ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾕｳ

阿部　隆佑(2) 山梨大
ﾋｶﾞｼ ｹｲｺﾞ

東　佳吾(2) 山梨大
ｵｸﾞﾗ ﾔﾏﾄ

小倉　和(2) 山梨大

甲府工高

都留興譲館高A(山梨)

ﾆｼﾑﾛ ｹｲﾄ

甲府西高
ｶﾜﾃ ﾀｸﾛｳ

川手　拓朗(2) 甲府西高
ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾐ

岡部　拓海(2) 甲府西高

ﾅﾄﾘ ｱｽﾞｻ

名取　梓(2) 巨摩高

ｲﾄｳ ｼﾝ

伊藤　真心(2) 甲府西高

巨摩高(山梨)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ

小林　瑞季(2) 巨摩高

甲府工高(山梨)

ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ

中山　敬介(2)
ﾋﾗﾀ ﾋｼﾞﾘ

平田　聖(1)
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ

田原　和輝(2) 巨摩高 甲府工高
ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ

西野　友翔(2) 甲府工高
ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ

樋口　祥哉(2) 甲府工高

西室　圭翔(2) 都留興譲館高
ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ

西村　卓(1) 都留興譲館高
ｲﾉｳｴ ﾀｸﾏ

井上　拓真(2) 都留興譲館高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｷ

渡邊　魁葵(2) 都留興譲館高

甲府南高(山梨) 駿台甲府高A(山梨)

ｳｴﾉ ｼｮｳﾏ

上野　翔真(2) 巨摩高

ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ

土屋　稜翔(2) 甲府南高
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾘ

河上　優利(1) 甲府南高
ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ

荻野　聖也(1) 甲府南高
ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ

小宮山　拓海(2) 甲府南高

ﾑﾗﾏﾂ ｶｲﾄ

村松　海人(1) 駿台甲府高
ｵｵｼﾊﾞ ﾘｸ

大柴　流空(2) 駿台甲府高
ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ

降矢　智弘(1) 駿台甲府高
ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ

長田　士(2) 駿台甲府高

相洋高(神奈川) 高橋　悠斗(1) / 阿部　隆佑(2) / 小田　佳喜(2) / 松元　一心(2)

山梨学院大(山梨) 野口　怜恩(1) / 小幡　隆史(2) / 依田　侑大(3) / 菊地　拓磨(3)

都留文科大(山梨) 佐藤　悠斗(2) / 窪田　雄人(3) / 磯部　晃太郎(2) / 日尾　悠人(1)

巨摩高(山梨) 小林　瑞季(2) / 田原　和輝(2) / 名取　梓(2) / 上野　翔真(2)

甲府工高(山梨) 中山　敬介(2) / 平田　聖(1) / 西野　友翔(2) / 樋口　祥哉(2)

山梨大(山梨) 長倉　脩斗(1) / 森實　高毅(M2) / 東　佳吾(2) / 小倉　和(2)

甲府西高(山梨) 秋山　太志(1) / 川手　拓朗(2) / 岡部　拓海(2) / 伊藤　真心(2)

身延高(山梨) 手塚　翔太(2) / 望月　颯(2) / 堀内　一希(1) / 田中　翔大(2)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走高跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                2m16     榎本　修之(筑波大)                    1999

山梨県高校記録(YHR)           2m13     榎本　修之(都留高)                    1997 9月8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 ○ ○ × ○ × × × 2m00
ｷｯﾀ ｺｳｾｲ 山梨 － － － － － － ○ × ○

2 13 535 橘田　幸成(1) 駿台甲府高 ○ × × × 1m90
ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 － － － － － ○ ○ × × ○

3 8 4023 織田　侑希 法大II部 × × × 1m85
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 山梨 － － － － － － ○ × × ×

4 10 2478 外川　巧 山梨大学職員 1m80
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 1 166 丸山　友哉(2) 甲府工高 1m75
ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ 山梨 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 7 171 中山　敬介(2) 甲府工高 1m75
ﾋﾗﾀ ﾋｼﾞﾘ 山梨 － － － × ○ ○ × × ×

7 12 151 平田　聖(1) 甲府工高 1m70
ﾀﾈﾍﾞ ﾊﾔﾏ 山梨 ○ ○ × ○ ○ × × ×

8 6 458 田邊 　隼麻(1) 吉田高 1m65
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳ 山梨 － × ○ × ○ ○ × × ×

9 5 320 望月　侑(1) 身延高 1m65
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲ 山梨 × ○ × × ×

10 3 444 小笠原　精(2) 都留興譲館高 1m50
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 山梨 － － × × ×

11 668 石井　優人(2) 韮崎工業高 NM
ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨

2 106 神宮寺　俊輔(1) 甲府南高 DNS
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾄｳｲ 山梨

9 544 澤登　柊衣(2) 駿台甲府高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂ 山梨

14 508 渡邊　哲(2) 富士北稜高 DNS

1m70 1m75 1m80 1m85
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m55

1m95

1m60

2m00

1m65

2m05
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m50

1m90



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子棒高跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                5m30     板倉　智里(甲府西高教)                1985

山梨県高校記録(YHR)           4m70     雨宮　陽介(都留高)                    2000 9月8日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｸﾘﾔﾏ ﾊﾔﾄ 千葉 － － － － － － － －

1 12 3-5290 栗山　颯人(1) 山梨学院大 － － ○ － × ○ － ○ × × ○ 4m30
× × ×

ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾔ 山梨 － － － － － － － －

2 7 97 小田切　優也(2) 甲府西高 ○ － ○ － ○ × × ○ × × × 4m10

ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨 － － － － － － ○ －

3 10 164 樋口　祥哉(2) 甲府工高 ○ × × × 3m60

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨 － － － － － × ○ ○ × ○

4 5 278 中嶋　洸介(1) 巨摩高 ○ × × × 3m60

ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨 － － － － － － × ○ ○

5 13 130 小宮山　拓海(2) 甲府南高 － × × × 3m50

ｱｶｲｹ ｺｳ 山梨 － － － － － ○ ○ × ○

6 3 109 赤池　航(1) 甲府南高 × × × 3m50

ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨 － － － ○ × ○ × × ×

7 11 81 西尾　淳平(1) 甲府西高 3m00

ｺﾏｲ ﾕｳｷ 山梨 － － × × ○ ○ × × ×

8 4 101 駒井　優貴(2) 甲府西高 2m80

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

9 8 111 宮川　雄成(1) 甲府南高 2m60

ｲｿﾉ ｱｲﾏ 山梨 － － － － × × ×

2 264 磯野　愛磨(2) 巨摩高 NM

ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 － － － － － － － －

9 3292 相原　樹 山梨大AC × × × NM

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂ 山梨

1 508 渡邊　哲(2) 富士北稜高 DNS

ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 山梨

6 695 田中　遥人(2) 富士北稜高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m20

3m60

4m40

2m40

3m70

2m60

3m80

2m80

3m90

3m50

4m30 記録 ｺﾒﾝﾄ

3m00

4m00

3m20

4m10

3m40

4m20



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走幅跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                7m56     山口　宏貴(KEN AC)                    1996

山梨県高校記録(YHR)           7m38     赤井　悠次郎(甲府工高)                2019 9月8日 14:30 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

ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 埼玉 6m68 7m06 6m99 7m06 8 6m82 7m00 6m73 7m06

1 44 3-5286 長尾　行浩(1) 山梨学院大 -0.8 +0.8 +1.0 +0.8 +0.6 -0.3 -2.1 +0.8
ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 × 6m69 × 6m69 7 5m67 × × 6m69

2 30 3288 浅利　拓(M2) 千葉大 -0.1 -0.1 +0.5 -0.1
ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨 × × 6m45 6m45 5 × × 6m54 6m54

3 11 160 赤井　悠次郞(3) 甲府工高 -0.5 -0.5 -2.1 -2.1
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 5m46 6m47 6m38 6m47 6 6m25 × － 6m47

4 6 3-5291 加藤　大虎(1) 山梨学院大 +0.5 -0.3 -2.2 -0.3 -1.9 -0.3
ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨 6m04 6m24 5m90 6m24 4 × × 5m85 6m24

5 12 533 川窪　康生(1) 駿台甲府高 0.0 +0.1 -0.7 +0.1 -1.0 +0.1
ﾋｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 山梨 6m16 6m22 × 6m22 3 × × 6m18 6m22

6 34 7 樋川　晴之(2) 北杜高 -0.8 +0.4 +0.4 -0.1 +0.4
ｻｸﾗｲ ﾋｻﾔ 山梨 6m11 6m04 5m12 6m11 2 6m04 6m21 5m87 6m21

7 38 707 櫻井　久也(1) 韮崎高 -4.1 -0.8 +2.4 -4.1 -0.8 +0.6 +0.1 +0.6
ｵｵｼﾊﾞ ﾘｸ 山梨 × 6m03 6m03 1 － × × 6m03

8 4 540 大柴　流空(2) 駿台甲府高 -1.6 -1.6 -1.6
ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 × 6m02 × 6m02 6m02

9 31 107 荻野　聖也(1) 甲府南高 -1.9 -1.9 -1.9
ｱﾘﾉ ﾏｻﾙ 山梨 5m78 5m70 5m94 5m94 5m94

10 45 203 有野　勝(2) 甲府昭和高 0.0 -0.3 +1.0 +1.0 +1.0
ﾀﾁｶﾜ ｷｮｳﾀ 山梨 5m71 5m79 5m93 5m93 5m93

11 16 112 立川　恭大(1) 甲府南高 -0.2 -3.2 +1.6 +1.6 +1.6
ｸﾎﾞ ｹｲｼｭｳ 山梨 5m88 5m86 5m91 5m91 5m91

12 37 90 久保　慶周(1) 甲府西高 +0.4 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨 5m71 5m67 4m29 5m71 5m71

13 35 262 小野　智哉(2) 巨摩高 -0.8 -1.6 +2.3 -0.8 -0.8
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 山梨 × 5m67 5m71 5m71 5m71

14 33 111 宮川　雄成(1) 甲府南高 -0.2 +1.3 +1.3 +1.3
ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 山梨 5m63 5m53 5m68 5m68 5m68

15 7 84 内田　真人(1) 甲府西高 +0.3 -1.4 +2.3 +2.3 +2.3
ｴﾝﾔ ｹﾝｾｲ 山梨 5m58 5m53 3m01 5m58 5m58

16 27 275 塩谷　健聖(1) 巨摩高 -2.4 -0.3 +0.2 -2.4 -2.4
ﾄﾐﾀ ｼｮｳ 山梨 5m07 5m46 5m06 5m46 5m46

17 21 626 富田　翔(1) 日大明誠高 -1.3 -2.7 -0.6 -2.7 -2.7
ｶｶﾞﾐ ﾐﾂｷ 山梨 5m46 － － 5m46 5m46

18 8 470 加賀美 　充希(1) 吉田高 -2.5 -2.5 -2.5
ﾔﾅｲ ﾊﾉﾝ 山梨 5m45 － － 5m45 5m45

19 13 472 谷内 　波音(1) 吉田高 +1.0 +1.0 +1.0
ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 静岡 5m34 5m39 5m24 5m39 5m39

20 32 10096 成川　倭士(中1) 千代田AC -0.6 -0.3 +0.1 -0.3 -0.3
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 山梨 × 5m37 5m14 5m37 5m37

21 36 145 小林　晃大(2) 甲府東高 +0.9 -2.3 +0.9 +0.9
ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 山梨 5m16 5m25 × 5m25 5m25

22 28 475 齋藤　大誠(1) 吉田高 -0.4 +0.1 +0.1 +0.1
ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｹ 山梨 4m92 5m22 4m99 5m22 5m22

23 15 515 鈴木　秀岳(2) 富士北稜高 -0.6 -0.4 +0.9 -0.4 -0.4
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ 山梨 5m22 4m79 4m68 5m22 5m22

24 3 451 鈴木　達海(1) 都留興譲館高 -1.0 -0.1 -1.3 -1.0 -1.0
ｶﾒﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨 5m17 － － 5m17 5m17

25 1 474 亀田 　奎佑(1) 吉田高 +2.0 +2.0 +2.0
ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ 山梨 × × 5m06 5m06 5m06

26 29 482 大谷　健斗(2) 富士河口湖高 -2.6 -2.6 -2.6
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 山梨 4m71 × 4m97 4m97 4m97

27 26 184 鈴木　健友(1) 甲府城西高 -1.6 +0.7 +0.7 +0.7
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｹｲ 静岡 4m92 4m35 4m82 4m92 4m92

28 22 10092 紅林　慶(中1) 千代田AC -0.1 -2.6 +2.2 -0.1 -0.1
ｶﾄﾞﾉ ﾋﾛﾀｶ 山梨 4m68 4m88 4m73 4m88 4m88

29 17 79 角野　皓崇(1) 甲府西高 -3.3 -2.0 -1.2 -2.0 -2.0
ｱｻｲ ｾｲﾗ 静岡 × × 4m84 4m84 4m84

30 42 10097 浅井　惺流(中1) 千代田AC -2.6 -2.6 -2.6
ｺﾞﾝﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨 4m04 4m74 4m76 4m76 4m76

31 43 745 権守　秀昭(1) 吉田高 -0.1 -0.8 -1.1 -1.1 -1.1



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走幅跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                7m56     山口　宏貴(KEN AC)                    1996

山梨県高校記録(YHR)           7m38     赤井　悠次郎(甲府工高)                2019 9月8日 14:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｴｸﾞｻ ｻﾄﾙ 山梨 4m64 4m27 4m52 4m64 4m64

32 39 3901 三枝　悟 TYPE-R 0.0 -0.4 -0.6 0.0 0.0
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 山梨 4m20 4m43 4m19 4m43 4m43

33 46 495 渡邊　真翔(1) 富士北稜高 +0.2 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9
ﾌｼﾞｵｶ ﾘｸ 静岡 4m38 4m36 × 4m38 4m38

34 14 10091 藤岡　凌久(中1) 千代田AC -1.5 -1.7 -1.5 -1.5
ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ 山梨 × － －

5 83 秋山　太志(1) 甲府西高 NM
ﾀﾈﾍﾞ ﾊﾔﾏ 山梨 ×

18 458 田邊 　隼麻(1) 吉田高
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

2 253 栁澤　晋太郎(3) 巨摩高 DNS
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨

9 316 斎藤　翼(1) 身延高 DNS
ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 山梨

10 1750 鈴木　聖琉(中3) 大月AC DNS
ｱﾘｲｽﾞﾐ ｼｭﾝ 山梨

19 672 有泉　駿(1) 韮崎工業高 DNS
ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｼ 静岡

20 10090 鍵山　昂志(中1) 千代田AC DNS
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 山梨

23 1751 羽入田　隼斗(中1) 大月AC DNS
ｶﾈｺ ﾕｳﾀ 静岡

24 10099 金子　優太(中1) 千代田AC DNS
ｺﾓﾘ ｶｹﾙ 山梨

25 704 小森　翔 友睦物流 DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 山梨

40 149 安田　岳広(1) 甲府東高 DNS
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

41 132 丸山　駿人(2) 甲府南高 DNS



一般男子砲丸投7.26kg
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               16m14     須田　裕太郎(国士舘大)                2015 9月8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 1 4620 萩原　怜(M1) 山梨大 11m02 12m64 11m69 12m64 1 11m22 11m10 11m37 12m64



凡例  DNS:欠場

高校男子砲丸投6kg
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          16m21     雨宮　　巧(巨摩高)                    2015 9月8日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 山梨

1 6 332 小林　真(2) 身延高 12m04 12m80 12m78 12m80 5 12m68 12m37 13m24 13m24

ｶﾓｲ ｹﾝ 山梨

2 7 228 鴨井　賢(2) 山梨農林高 11m24 11m33 11m44 11m44 4 12m06 11m77 12m32 12m32

ｽﾄﾞｳ ﾓﾓｽｹ 山梨

3 2 689 須藤　百輔(1) 甲府一高 × 7m63 7m38 7m63 3 7m07 8m35 8m43 8m43

ｿｼ ｺｳｽｹ 山梨

4 4 169 曽雌　洸佑(2) 甲府工高 5m96 6m10 6m93 6m93 2 6m37 × 6m89 6m93

ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

5 3 514 菅原　涼(2) 富士北稜高 6m61 × 6m57 6m61 1 6m72 × 6m13 6m72

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｾｲ 山梨

1 608 清水　大世(2) 東海大甲府高 DNS
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 山梨

5 510 田村　優弥(2) 富士北稜高 DNS



凡例  YHSR:山梨県高校最高記録 DNS:欠場

少年男子B砲丸投5kg
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県高校最高記録(YHSR)     15m78     小森　直吏(身延高)                    2019

山梨県中学記録(YJR)          16m24     小森　直吏(早川中)                    2018 9月8日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 山梨

1 7 318 小森　直吏(1) 身延高 15m16 16m37 16m47 16m47 6 15m86 16m30 15m93 16m47 YHSR
ｺｳﾉ ﾄﾜ 山梨

2 6 208 河野　飛羽(1) 山梨農林高 × × 12m70 12m70 5 14m51 14m02 × 14m51

ﾀﾝｻﾞﾜ ｺｳﾔ 山梨

3 5 317 丹澤　洸哉(1) 身延高 11m34 12m68 12m47 12m68 4 11m75 11m79 12m59 12m68

ｷﾀﾊﾗ ﾄﾜ 山梨

4 4 313 北原　翔羽(1) 峡南高 7m40 8m50 8m57 8m57 3 8m44 8m11 9m02 9m02

ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨

5 3 307 矢島　大輝(1) 峡南高 7m59 7m86 8m40 8m40 2 8m24 8m02 7m94 8m40

ｻｲｸﾞｻ ｺﾞｳ 山梨

6 1 192 三枝　剛(1) 甲府昭和高 7m87 7m95 7m45 7m95 1 8m03 7m30 8m06 8m06

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼﾝｷ 山梨

2 314 藤原　心輝(1) 峡南高 DNS



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子やり投
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               72m84     坂口　正芳(山日ＹＢＳ)                2011

山梨県高校記録(YHR)          67m24     鈴木　凛(山梨学院高)                  2019 9月8日 13:30 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

ﾓﾁﾂﾞｷ ｽﾊﾞﾙ 山梨

1 11 666 望月　昴(2) 身延高 54m68 57m70 60m67 60m67 8 59m13 56m83 61m14 61m14

ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨

2 12 162 百田　國光(3) 甲府工高 51m69 × 49m59 51m69 7 52m86 50m33 50m55 52m86

ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ 山梨

3 10 131 土屋　稜翔(2) 甲府南高 48m83 49m36 47m14 49m36 6 47m79 42m85 45m22 49m36

ﾉｻﾞｵ ｼﾞﾝ 山梨

4 9 327 野竿　陣(2) 身延高 42m66 40m30 42m67 42m67 5 44m41 41m31 38m78 44m41

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｷ 山梨

5 8 509 渡辺　成基(2) 富士北稜高 41m59 39m52 40m76 41m59 4 41m57 41m01 40m54 41m59

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌﾐﾔ 山梨

6 3 525 望月　郁弥(2) 甲府商業高 39m84 × × 39m84 3 × 31m40 32m09 39m84

ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山梨

7 6 155 田中　裕成(1) 甲府工高 × × 36m15 36m15 2 × 37m39 × 37m39

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨

8 5 93 中島　悠貴(2) 甲府西高 33m29 34m75 29m85 34m75 1 33m48 × 34m29 34m75

ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

4 514 菅原　涼(2) 富士北稜高 × × × NM
ｷﾀﾊﾗ ﾄﾜ 山梨

1 313 北原　翔羽(1) 峡南高 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ｼﾝｷ 山梨

2 314 藤原　心輝(1) 峡南高 DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾀ 山梨

7 548 安田　光汰(2) 駿台甲府高 DNS



凡例  DNS:欠場

小学生男子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        12.29     佐々木　琥珀(北西陸上クラブ)          2019 9月8日 09:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+0.5)

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

ﾊﾔｼ ﾄﾜ 山梨 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ 山梨

1 7 103 林　永久(6) 中村塾 13.10 1 7 2 平岩　賢人(6) 大国陸上 13.88

ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨

2 3 11 菱山　維吹(6) 大国陸上 13.45 2 8 496 長田　一晟(6) NAC 15.20

ﾐｼﾏ ﾀｲﾄ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 山梨

3 6 1 三島　泰叶(5) 大国陸上 14.82 3 6 205 前田　湊斗(5) 小笠原ＡＣ 15.83

ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ 山梨

4 8 22 羽田　大輝(6) 大国陸上 16.23 4 4 295 中島　　　蒼(4) 南アルプスＡＣ 15.93

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｱ 山梨 ﾐﾂｲ ﾎﾀﾙ 山梨

5 4 503 小林　楓空(5) NAC 16.43 5 2 194 三井　蛍(5) 小笠原ＡＣ 16.16

ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ 山梨 ｶｻｲ ｱｷﾞﾄ 山梨

6 2 1016 阿部　惺(2) 中村塾 19.68 6 3 456 河西　亜義斗(3) GON SPO AC 17.37

ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 山梨 ｵｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 山梨

5 127 阿部　健(4) 中村塾 DNS 7 5 9 岡田　地広(1) 大国陸上 20.32

3組 (風:-0.7) 4組 (風:+0.5)

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

ｻﾉ ﾊﾙｸ 山梨 ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨

1 3 105 佐野　晴歩(6) 中村塾 15.30 1 7 24 堀之内　咲(6) 大国陸上 14.65

ｱﾒﾐﾔ ｺﾞｳｷ 山梨 ﾀﾃ ﾄｳﾔ 山梨

2 4 455 雨宮　剛生(5) GON SPO AC 15.43 2 3 499 楯　透弥(6) NAC 15.46

ﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ 山梨 ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 山梨

3 8 505 田村　隆翔(4) NAC 16.37 3 8 500 羽中田　友樹(4) NAC 15.66

ｵｸﾞﾗ ｴｲｷ 山梨 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨

4 7 124 小倉　瑛葵(4) 中村塾 16.94 4 5 109 島田　啓介(5) 中村塾 16.08

ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾔﾅｲ ﾘｮｳﾏ 山梨

5 5 5 中田　幹太郎(3) 大国陸上 17.74 5 6 493 谷内　涼馬(6) NAC 16.10

ﾊｼﾓﾄ ｹｲ 山梨 ｻﾉ ｶｲｼﾞ 山梨

2 284 橋本　慧(4) 南アルプスＡＣ DNS 6 2 1005 佐野　海仁(3) 中村塾 17.37

ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸﾄ 山梨

6 195 坂本　知優(5) 小笠原ＡＣ DNS 7 4 271 村松　莉久斗(3) 南アルプスＡＣ 18.76

5組 (風:-0.3) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｸﾗﾀﾞ ｱｵﾄ 山梨 ｺｳﾉ ｱﾓﾝ 山梨

1 7 272 桜田　碧叶(5) 南アルプスＡＣ 15.57 1 5 498 河野　亜門(6) NAC 14.36

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨

2 6 28 山口　颯斗(6) 大国陸上 15.88 2 1 107 野沢　俊介(5) 中村塾 14.97

ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｶｻｲ ﾕｳﾀ 山梨

3 5 257 保々　遼斗(6) 南アルプスＡＣ 15.98 3 7 213 笠井　裕大(6) 小笠原ＡＣ 15.78

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 山梨 ﾀｼﾛ ﾀｲｾｲ 山梨

4 2 216 遠藤　比奈太(5) 小笠原ＡＣ 16.25 4 3 497 田代　大成(6) NAC 16.15

ﾐﾔｻｶ ﾓﾄｷ 山梨 ｶｻｲ ｱﾂﾔ 山梨

5 8 504 宮坂　元基(5) NAC 16.35 5 2 258 河西　敦哉(5) 南アルプスＡＣ 16.71

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ﾖﾅｶﾞ ｼｭﾝｾｲ 山梨

6 4 181 清水　俊平(6) 小笠原ＡＣ 16.44 6 4 120 代永　峻聖(4) 中村塾 18.08

ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ 山梨 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 山梨

7 3 121 北井　真正(4) 中村塾 16.71 7 8 8 岡田　舟右(3) 大国陸上 18.21

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 山梨

6 283 橋本　悠(6) 南アルプスＡＣ DNS



凡例  DNS:欠場

小学生男子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        12.29     佐々木　琥珀(北西陸上クラブ)          2019 9月8日 09:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

7組 (風:-2.4) 8組 (風:-0.8)

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

ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 山梨 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

1 7 14 森本　敬士(6) 大国陸上 14.00 1 8 3 原　稜太(6) 大国陸上 14.14

ﾋﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾀｲｷ 山梨

2 1 110 廣瀬　凌輔(5) 中村塾 15.25 2 1 273 野口　大輝(6) 南アルプスＡＣ 14.87

ｲｼｻﾞｷ ｾﾅ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 8 128 石崎　聖那(4) 中村塾 15.56 3 2 108 野沢　亮介(5) 中村塾 15.56

ｵｼﾔﾏ ｴｲﾀ 山梨 ﾋﾛｾ ｵｳｷ 山梨

4 5 502 押山　瑛汰(6) NAC 16.18 4 4 132 廣瀬　王希(4) 中村塾 16.00

ﾑﾗﾏﾂ ｱｵｲ 山梨 ｵｶﾀﾞ ｺﾚｷﾖ 山梨

5 6 265 村松　蒼生(5) 南アルプスＡＣ 16.19 5 5 7 岡田　伊氷(5) 大国陸上 17.13

ﾑﾄｳ ｴｲﾀ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｼﾝﾉｽｹ 山梨

6 3 133 武藤　瑛太(4) 中村塾 16.63 6 6 282 澤登　慎之輔(5) 南アルプスＡＣ 17.61

ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ﾐﾔﾉ ｶｹﾙ 山梨

7 2 255 飯田　隼平(4) 南アルプスＡＣ 18.08 7 7 507 宮野　翔瑠(4) NAC 18.55

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾖｳ 山梨 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨

4 300 堀内　海鯨(3) 南アルプスＡＣ DNS 3 27 馬場　天啓(5) 大国陸上 DNS

9組 (風:-1.5) 10組 (風:-0.9)

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

ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ 山梨 ｱﾏﾉ ｱｲﾄ 山梨

1 8 201 春日　一吹(6) 小笠原ＡＣ 15.17 1 7 866 天野　愛斗(3) チーム塩山 17.29

ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾖｼ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾄ 山梨

2 6 262 秋山　英慶(5) 南アルプスＡＣ 15.97 2 6 701 雨宮　一翔(2) 山梨ジャンパーズ 18.27

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 山梨 ｻｲﾄｳ ｴｲﾀ 山梨

3 2 3941 安藤　光(4) 山梨ジャンパーズ 16.65 3 3 980 斎藤　栄一汰(3) 甲斐ACJr 18.51

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾕﾀ 山梨 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂ 山梨

4 1 217 遠藤　那由太(5) 小笠原ＡＣ 17.76 4 5 73 宮澤　那連(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 18.54

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾄ 山梨 ﾋﾛｾ ﾐﾂﾅﾘ 山梨

5 4 382 溝口　智仁(1) 一宮陸上スポ少 20.48 5 4 378 広瀬　三成(2) 一宮陸上スポ少 19.43

ｲﾁｶﾜ ﾂﾑｸﾞ 山梨 ｼｽﾞﾒ ﾅｷﾞ 山梨

6 3 982 市川　紡(3) 甲斐ACJr 20.52 6 8 377 鎮目　凪(2) 一宮陸上スポ少 19.58

ｱﾗﾔ ﾚｵ 山梨 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵｳ 山梨

5 984 新谷　玲王(3) 甲斐ACJr DNS 7 2 66 宮澤　理央(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 21.34

ﾅｶﾀﾆ ｱｵｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾏ 山梨

7 988 仲谷　葵(2) 甲斐ACJr DNS 8 1 376 渡辺　爽馬(2) 一宮陸上スポ少 23.59

11組 (風:-0.7) 12組 (風:+0.5)

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

ｶﾜｻｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨 ﾂﾙﾀﾞ ﾊﾔﾄ 山梨

1 2 851 川崎　日向(6) チーム塩山 16.92 1 4 862 鶴田　勇翔(4) チーム塩山 16.44

ｼｽﾞﾒ ｻｽｹ 山梨 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾝ 山梨

2 5 370 鎮目　咲介(3) 一宮陸上スポ少 18.28 2 7 865 安部　勇信(4) チーム塩山 16.69

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾘｷ 山梨

3 8 365 溝口　皓介(4) 一宮陸上スポ少 18.67 3 6 61 清水　理希(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.08

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾀｲﾗ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾚﾝ 山梨

4 7 380 宮原　大空(2) 一宮陸上スポ少 18.83 4 2 65 小澤　蓮(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.24

ｵｶﾍﾞ ﾚﾝ 山梨 ﾋｶﾜ ｶﾞｸ 山梨

5 3 372 岡部　蓮(3) 一宮陸上スポ少 18.86 5 8 662 樋川　がく(2) TYPE-R 17.47

ｽｷﾞﾔﾏ ｻｷ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 山梨

6 4 375 杉山　桜希(3) 一宮陸上スポ少 19.47 6 1 962 山本　大翔(6) 甲斐ACJr 17.99

ｱﾙｶﾞ ｲｯｾｲ 山梨 ﾌﾙﾔ ｶﾅﾊﾙ 山梨

7 1 379 有賀　一晟(2) 一宮陸上スポ少 19.86 7 5 364 古屋　奏晴(4) 一宮陸上スポ少 19.26

ﾌﾙﾔ ﾔｸﾓ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｼﾞｮｳ 山梨

6 381 古屋　八雲(2) 一宮陸上スポ少 DNS 8 3 374 長田　丈(3) 一宮陸上スポ少 19.49
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

13組 (風:-1.4) 14組 (風:-1.3)

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

ﾋｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 山梨 ﾂｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 山梨

1 5 358 樋口　葵(6) 一宮陸上スポ少 16.73 1 4 373 佃　陸登(3) 一宮陸上スポ少 16.16

ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ｱﾕﾑ 山梨

2 4 72 三澤　悠悟(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.13 2 5 861 勝俣　歩(5) チーム塩山 16.36

ｱﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾊｸ 静岡

3 6 973 穴澤　一真(4) 甲斐ACJr 17.50 3 1 1070 鈴木　巴琥(4) 千代田AC 17.74

ｵｻﾀﾞ ﾃｯﾀ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

4 2 972 長田　哲太(4) 甲斐ACJr 17.90 4 2 356 渡辺　航平(6) 一宮陸上スポ少 18.21

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 静岡 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ

5 8 1069 松澤　登梧(4) 千代田AC 17.90 5 3 721 水谷　優介(3) YRC 18.41

ﾎﾘｳﾁ ｺﾀﾛｳ 山梨 ﾅﾐｷ ﾔｸﾓ 山梨

6 7 353 堀内　胡太郎(6) 一宮陸上スポ少 18.25 6 8 371 並木　八雲(3) 一宮陸上スポ少 18.47

ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 山梨 ｲﾜﾏ ﾙｵﾝ 山梨

7 3 366 鈴木　陽介(4) 一宮陸上スポ少 18.34 7 6 367 岩間　琉恩(4) 一宮陸上スポ少 18.82

ｾｷｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 山梨 ﾊﾅﾑﾗ ｱｵﾄ 静岡

8 1 352 関口　快晴(6) 一宮陸上スポ少 19.09 7 1078 花村　碧大(2) 千代田AC DNS

15組 (風:-1.6) 16組 (風:-0.2)

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

ｸｼﾀﾞ ﾖｼｷ 山梨 ｱｻﾘ ﾘｭｳｶﾞ 山梨

1 3 961 串田　義基(6) 甲斐ACJr 15.86 1 4 64 浅利　龍雅(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.64

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

2 8 368 松本　凰成(4) 一宮陸上スポ少 16.23 2 5 359 深澤　智博(5) 一宮陸上スポ少 15.77

ﾀｹｲ ｹｲｽｹ 山梨 ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾄ 山梨

3 6 351 武井　恵佑(6) 一宮陸上スポ少 16.47 3 7 852 鶴田　大翔(6) チーム塩山 15.95

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙ 山梨 ﾜｶﾂｷ ｹｲｼﾝ 山梨

4 2 369 雨宮　陽琉(3) 一宮陸上スポ少 16.86 4 6 657 若月　啓伸(5) TYPE-R 16.04

ｲｼｸﾗ ｶｲﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 山梨

5 1 652 石倉　海杜(6) TYPE-R 16.90 5 3 659 井上　海都(5) TYPE-R 16.10

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨 ｳﾁｼﾞﾏ ｷﾂﾞｷ 山梨

6 5 963 渡辺　煌太(6) 甲斐ACJr 17.15 6 2 974 内島　綺月(4) 甲斐ACJr 16.65

ｳﾞｨｰﾙ ﾉｱ 山梨 ｶｷﾞﾔﾏ ｹｲｼ 静岡

7 4 361 ヴィール　穏歩(5) 一宮陸上スポ少 17.25 7 8 1076 鍵山　佳志(3) 千代田AC 16.83

ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ 山梨

8 7 854 田邉　大悟(6) チーム塩山 17.53 8 1 354 近藤　拓音(6) 一宮陸上スポ少 16.97

17組 (風:+0.6) 18組 (風:-2.6)

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

ﾌﾙﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ 山梨

1 6 63 古谷　龍之介(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.16 1 7 152 渡邊　晃深(5) 大月AC 14.71

ｱﾒﾐﾔ ｼｭｳﾏ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾚｲ 静岡

2 5 362 雨宮　脩真(4) 一宮陸上スポ少 15.41 2 4 1044 長田　羚生(6) 千代田AC 14.73

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷ 山梨

3 4 654 中村　優太郎(6) TYPE-R 15.42 3 3 656 山本　時輝(6) TYPE-R 14.93

ﾀﾑﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨 ﾋｶﾜ ｹﾞﾝｷ 山梨

4 1 355 田村　周聖(6) 一宮陸上スポ少 15.45 4 5 660 樋川　げんき(5) TYPE-R 15.44

ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 静岡

5 3 360 横山　大悟(5) 一宮陸上スポ少 15.79 5 8 1047 松澤　公佑(6) 千代田AC 16.18

ｺﾓﾘ ﾚｵﾝ 静岡 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ 静岡

6 2 4826 小森　玲音(小3) 精華清水RC 15.95 6 6 1054 金子　大輝(5) 千代田AC 16.34

ﾅｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 山梨 ﾂｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

7 7 363 内藤　昴(4) 一宮陸上スポ少 16.13 7 1 150 束村　龍之介(4) 大月AC 17.87

ｱﾒﾐﾔ ﾔﾏﾄ 山梨 ｵｵｲｼ ｼｭｳﾄ 静岡

8 8 357 雨宮　大和(6) 一宮陸上スポ少 16.23 8 2 1042 大石　脩斗(6) 千代田AC 17.88
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　19組

19組 (風:-1.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨 ﾊﾔｼ ﾄﾜ 山梨

1 3 62 五味　琉生(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14.01 1 103 林　永久(6) 中村塾 13.10 +1.0

ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 静岡 ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨

2 6 1040 川原　陽貴(6) 千代田AC 14.33 2 11 菱山　維吹(6) 大国陸上 13.45 +1.0

ﾏﾂｷ ﾉﾘﾕｷ 山梨 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ 山梨

3 5 901 松木　典之(5) 駿台陸上クラブ 14.46 3 2 平岩　賢人(6) 大国陸上 13.88 +0.5

ｳﾝﾉ ﾊﾔﾄ 静岡 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 山梨

4 8 1039 海野　颯人(6) 千代田AC 14.75 4 14 森本　敬士(6) 大国陸上 14.00 -2.4

ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 静岡 ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨

5 4 1041 森山　遥斗(6) 千代田AC 14.79 5 62 五味　琉生(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14.01 -1.6

ｵｶｼﾞﾏ ﾘｸ 山梨 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

6 1 651 岡島　里空(6) TYPE-R 14.97 6 3 原　稜太(6) 大国陸上 14.14 -0.8

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾄ 山梨 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 静岡

7 2 859 丸山　大翔(6) チーム塩山 15.26 7 1040 川原　陽貴(6) 千代田AC 14.33 -1.6

ﾆｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 静岡 ｺｳﾉ ｱﾓﾝ 山梨

7 5910 西田　琥太郎(6) 静岡葵ＡＣ DNS 8 498 河野　亜門(6) NAC 14.36 -0.8
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ 山梨

1 12 3 原　稜太(6) 大国陸上 3:14.91 1 14 21 増井　悠雅(6) 大国陸上 3:07.04

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾃ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 山梨

2 20 294 清水　　　颯(5) 南アルプスＡＣ 3:33.75 2 5 12 遠藤　瑠偉(6) 大国陸上 3:25.57

ﾋﾛｾ ｵｳｷ 山梨 ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

3 18 132 廣瀬　王希(4) 中村塾 3:36.19 3 17 257 保々　遼斗(6) 南アルプスＡＣ 3:27.09

ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾖｼ 山梨 ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨

4 3 262 秋山　英慶(5) 南アルプスＡＣ 3:52.51 4 2 24 堀之内　咲(6) 大国陸上 3:32.16

ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ 山梨 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨

5 11 121 北井　真正(4) 中村塾 3:53.03 5 18 109 島田　啓介(5) 中村塾 3:32.41

ﾌﾙﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ｲｼｻﾞｷ ｾﾅ 山梨

6 15 63 古谷　龍之介(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:59.64 6 1 128 石崎　聖那(4) 中村塾 3:32.58

ﾖﾅｶﾞ ｼｭﾝｾｲ 山梨 ﾎｿｸﾎﾞ ﾐｽﾞｷ 山梨

7 6 120 代永　峻聖(4) 中村塾 3:59.66 7 16 454 細窪　瑞輝(6) GON SPO AC 3:36.12

ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ 山梨 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｳｺﾞ 山梨

8 13 296 宮原　　　心(3) 南アルプスＡＣ 4:02.11 8 8 10 濵田　桐吾(6) 大国陸上 3:41.69

ﾐﾂｲ ﾎﾀﾙ 山梨 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨

9 9 194 三井　蛍(5) 小笠原ＡＣ 4:08.59 9 10 453 田中　絢晴(4) GON SPO AC 3:53.72

ｵｸﾞﾗ ｴｲｷ 山梨 ﾑｺｳﾔﾏ ｱｵﾄ 山梨

10 1 124 小倉　瑛葵(4) 中村塾 4:09.94 10 19 18 向山　海音(6) 大国陸上 3:53.95

ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨 ｺｳﾉ ｹｲｼﾞ 山梨

11 19 5 中田　幹太郎(3) 大国陸上 4:19.91 11 7 104 河野　桂士(6) 中村塾 3:54.29

ｻﾉ ｶｲｼﾞ 山梨 ｱｻﾘ ﾘｭｳｶﾞ 山梨

12 14 1005 佐野　海仁(3) 中村塾 4:38.35 12 13 64 浅利　龍雅(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:03.59

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 山梨

13 17 73 宮澤　那連(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:48.88 13 11 32 石原　大二朗(6) 大国陸上 4:06.57

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵｳ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

14 8 66 宮澤　理央(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 5:45.13 14 9 195 坂本　知優(5) 小笠原ＡＣ 4:07.09

ｳﾝﾉ ﾊﾔﾄ 静岡 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｼﾝﾉｽｹ 山梨

2 1039 海野　颯人(6) 千代田AC DNS 15 20 282 澤登　慎之輔(5) 南アルプスＡＣ 4:07.42

ｿｯﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾚﾝ 山梨

4 102 反田　雄一郎(6) 中村塾 DNS 16 15 65 小澤　蓮(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:27.01

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

5 295 中島　　　蒼(4) 南アルプスＡＣ DNS 17 12 181 清水　俊平(6) 小笠原ＡＣ 4:32.52

ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾕﾀ 山梨

7 27 馬場　天啓(5) 大国陸上 DNS 18 3 217 遠藤　那由太(5) 小笠原ＡＣ 4:35.50

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾄ 山梨 ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 山梨

10 859 丸山　大翔(6) チーム塩山 DNS 4 127 阿部　健(4) 中村塾 DNS

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾖｳ 山梨 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 静岡

16 300 堀内　海鯨(3) 南アルプスＡＣ DNS 6 1040 川原　陽貴(6) 千代田AC DNS



凡例  DNS:欠場

小学生男子１０００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)      2:54.37     望月　満帆(大国陸上クラブ)            2013 9月8日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 山梨 ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨

1 20 205 前田　湊斗(5) 小笠原ＡＣ 3:57.36 1 9 62 五味　琉生(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:28.93

ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨 ｸｼﾀﾞ ﾖｼｷ 山梨

2 6 72 三澤　悠悟(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:00.54 2 1 961 串田　義基(6) 甲斐ACJr 3:29.21

ｼﾐｽﾞ ﾘｷ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙ 山梨

3 9 61 清水　理希(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:02.13 3 2 369 雨宮　陽琉(3) 一宮陸上スポ少 3:33.53

ﾑﾄｳ ｴｲﾀ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾔﾏﾄ 山梨

4 15 133 武藤　瑛太(4) 中村塾 4:03.23 4 4 357 雨宮　大和(6) 一宮陸上スポ少 3:34.47

ｼｽﾞﾒ ﾅｷﾞ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

5 5 377 鎮目　凪(2) 一宮陸上スポ少 4:03.38 5 5 359 深澤　智博(5) 一宮陸上スポ少 3:34.71

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾀｲﾗ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｼｭｳﾏ 山梨

6 11 380 宮原　大空(2) 一宮陸上スポ少 4:19.24 6 18 362 雨宮　脩真(4) 一宮陸上スポ少 3:38.05

ｲｼｲ ｴｲｻｸ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ 山梨

7 2 88 石井　栄作(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:22.90 7 16 354 近藤　拓音(6) 一宮陸上スポ少 3:45.30

ｾｷｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 山梨 ﾀｹｲ ｹｲｽｹ 山梨

8 10 352 関口　快晴(6) 一宮陸上スポ少 4:24.70 8 20 351 武井　恵佑(6) 一宮陸上スポ少 3:45.59

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾂｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 山梨

9 8 356 渡辺　航平(6) 一宮陸上スポ少 4:24.80 9 11 373 佃　陸登(3) 一宮陸上スポ少 3:47.96

ﾋｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 山梨 ｽｽﾞｷ ｶｲ 山梨

10 21 358 樋口　葵(6) 一宮陸上スポ少 4:25.69 10 12 977 鈴木　快(4) 甲斐ACJr 3:53.06

ｼｽﾞﾒ ｻｽｹ 山梨 ｱﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 山梨

11 14 370 鎮目　咲介(3) 一宮陸上スポ少 4:31.88 11 19 973 穴澤　一真(4) 甲斐ACJr 3:53.30

ｵｻﾀﾞ ｼﾞｮｳ 山梨 ﾀﾑﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨

12 19 374 長田　丈(3) 一宮陸上スポ少 4:38.19 12 13 355 田村　周聖(6) 一宮陸上スポ少 3:54.25

ｲﾁｶﾜ ﾂﾑｸﾞ 山梨 ﾅｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 山梨

13 18 982 市川　紡(3) 甲斐ACJr 4:45.04 13 10 363 内藤　昴(4) 一宮陸上スポ少 4:02.16

ﾋﾛｾ ﾐﾂﾅﾘ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ 山梨

14 16 378 広瀬　三成(2) 一宮陸上スポ少 4:45.31 14 7 368 松本　凰成(4) 一宮陸上スポ少 4:03.96

ｱﾙｶﾞ ｲｯｾｲ 山梨 ｳﾞｨｰﾙ ﾉｱ 山梨

15 3 379 有賀　一晟(2) 一宮陸上スポ少 4:52.97 15 15 361 ヴィール　穏歩(5) 一宮陸上スポ少 4:08.59

ｵｶﾍﾞ ﾚﾝ 山梨 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

16 7 372 岡部　蓮(3) 一宮陸上スポ少 4:56.88 16 14 360 横山　大悟(5) 一宮陸上スポ少 4:10.52

ﾌﾙﾔ ｶﾅﾊﾙ 山梨 ﾅﾐｷ ﾔｸﾓ 山梨

17 1 364 古屋　奏晴(4) 一宮陸上スポ少 4:58.66 17 17 371 並木　八雲(3) 一宮陸上スポ少 4:11.63

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 山梨

18 13 365 溝口　皓介(4) 一宮陸上スポ少 5:00.61 18 8 366 鈴木　陽介(4) 一宮陸上スポ少 4:14.65

ｽｷﾞﾔﾏ ｻｷ 山梨 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ 山梨

19 12 375 杉山　桜希(3) 一宮陸上スポ少 5:00.66 19 6 987 井上　翔琉(2) 甲斐ACJr 4:14.74

ﾅｶﾀﾆ ｱｵｲ 山梨 ｲﾜﾏ ﾙｵﾝ 山梨

4 988 仲谷　葵(2) 甲斐ACJr DNS 20 21 367 岩間　琉恩(4) 一宮陸上スポ少 4:14.85

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾏ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｺﾀﾛｳ 山梨

17 376 渡辺　爽馬(2) 一宮陸上スポ少 DNS 21 3 353 堀内　胡太郎(6) 一宮陸上スポ少 4:33.21

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ 山梨

1 21 増井　悠雅(6) 大国陸上 3:07.04
ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 3 原　稜太(6) 大国陸上 3:14.91
ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 山梨

3 12 遠藤　瑠偉(6) 大国陸上 3:25.57
ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

4 257 保々　遼斗(6) 南アルプスＡＣ 3:27.09
ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨

5 62 五味　琉生(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:28.93
ｸｼﾀﾞ ﾖｼｷ 山梨

6 961 串田　義基(6) 甲斐ACJr 3:29.21
ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨

7 24 堀之内　咲(6) 大国陸上 3:32.16
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨

8 109 島田　啓介(5) 中村塾 3:32.41



凡例  DQ:失格 TC:指定外コース走行 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

小学生男子４X１００ｍＲ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        50.60     雨宮・天野・北浦・小林(峡東クラブ)    1992 9月8日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組
1着 53.51 2着 1:02.40 3着 1:02.64

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2 1 499 1 359

2 11 2 500 2 360

3 3 3 501 3 362

4 14 4 502 4 363

4着 1:03.80 5着 1:04.36 6着 1:04.55

4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 351 1 662 1 120

2 355 2 659 2 108

3 358 3 657 3 121

4 357 4 652 4 127

7着 1:05.10 8着 1:06.83

2ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 262 1 216

2 282 2 217

3 258 3 195

4 295 4 194

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

2組
1着 56.97 2着 57.77 3着 1:00.59

8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 1 654 1 272

2 21 2 651 2 273

3 12 3 660 3 265

4 24 4 656 4 257

4着 1:03.38 5着 1:09.42 6着 1:10.34

7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 181 1 367 1 973

2 205 2 356 2 972

3 213 3 366 3 977

4 201 4 368 4 974

3ﾚｰﾝ DQ,R23 6ﾚｰﾝ DQ,TC
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 124 1 72

2 133 2 65

3 109 3 73

4 132 4 88

大国陸上A(山梨)

ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ

平岩　賢人(6) 大国陸上
ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ

菱山　維吹(6) 大国陸上
ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

原　稜太(6) 大国陸上
ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ

森本　敬士(6) 大国陸上

NACB(山梨)

ﾀﾃ ﾄｳﾔ

楯　透弥(6) NAC
ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

羽中田　友樹(4) NAC
ｲｲﾓﾘ ﾖｳﾀ

飯盛　耀太(6) NAC
ｵｼﾔﾏ ｴｲﾀ

押山　瑛汰(6) NAC

一宮陸上スポ少B(山梨)

ﾌｶｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ

深澤　智博(5) 一宮陸上スポ少
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ

横山　大悟(5) 一宮陸上スポ少
ｱﾒﾐﾔ ｼｭｳﾏ

雨宮　脩真(4) 一宮陸上スポ少
ﾅｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ

内藤　昴(4) 一宮陸上スポ少

一宮陸上スポ少A(山梨)

ﾀｹｲ ｹｲｽｹ

武井　恵佑(6) 一宮陸上スポ少
ﾀﾑﾗ ｼｭｳｾｲ

田村　周聖(6) 一宮陸上スポ少
ﾋｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ

樋口　葵(6) 一宮陸上スポ少
ｱﾒﾐﾔ ﾔﾏﾄ

雨宮　大和(6) 一宮陸上スポ少

TYPE-RB(山梨)

ﾋｶﾜ ｶﾞｸ

樋川　がく(2) TYPE-R
ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ

井上　海都(5) TYPE-R
ﾜｶﾂｷ ｹｲｼﾝ

若月　啓伸(5) TYPE-R
ｲｼｸﾗ ｶｲﾄ

石倉　海杜(6) TYPE-R

中村塾C(山梨)

ﾖﾅｶﾞ ｼｭﾝｾｲ

代永　峻聖(4) 中村塾
ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ

野沢　亮介(5) 中村塾
ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ

北井　真正(4) 中村塾
ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ

阿部　健(4) 中村塾

南アルプスＡＣB(山梨)

ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾖｼ

秋山　英慶(5) 南アルプスＡＣ
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｼﾝﾉｽｹ

澤登　慎之輔(5) 南アルプスＡＣ
ｶｻｲ ｱﾂﾔ

河西　敦哉(5) 南アルプスＡＣ
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ

中島　　　蒼(4) 南アルプスＡＣ

小笠原ＡＣB(山梨)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ

遠藤　比奈太(5) 小笠原ＡＣ
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾕﾀ

遠藤　那由太(5) 小笠原ＡＣ
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ

坂本　知優(5) 小笠原ＡＣ
ﾐﾂｲ ﾎﾀﾙ

三井　蛍(5) 小笠原ＡＣ

大国陸上B(山梨)

ﾐｼﾏ ﾀｲﾄ

三島　泰叶(5) 大国陸上
ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ

増井　悠雅(6) 大国陸上
ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ

遠藤　瑠偉(6) 大国陸上
ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ

堀之内　咲(6) 大国陸上

TYPE-RA(山梨)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ

中村　優太郎(6) TYPE-R
ｵｶｼﾞﾏ ﾘｸ

岡島　里空(6) TYPE-R
ﾋｶﾜ ｹﾞﾝｷ

樋川　げんき(5) TYPE-R
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷ

山本　時輝(6) TYPE-R

南アルプスＡＣA(山梨)

ｻｸﾗﾀﾞ ｱｵﾄ

桜田　碧叶(5) 南アルプスＡＣ
ﾉｸﾞﾁ ﾀｲｷ

野口　大輝(6) 南アルプスＡＣ
ﾑﾗﾏﾂ ｱｵｲ

村松　蒼生(5) 南アルプスＡＣ
ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ

保々　遼斗(6) 南アルプスＡＣ

小笠原ＡＣA(山梨)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

清水　俊平(6) 小笠原ＡＣ
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ

前田　湊斗(5) 小笠原ＡＣ
ｶｻｲ ﾕｳﾀ

笠井　裕大(6) 小笠原ＡＣ
ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ

春日　一吹(6) 小笠原ＡＣ

一宮陸上スポ少D(山梨)

ｲﾜﾏ ﾙｵﾝ

岩間　琉恩(4) 一宮陸上スポ少
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

渡辺　航平(6) 一宮陸上スポ少
ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ

鈴木　陽介(4) 一宮陸上スポ少
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ

松本　凰成(4) 一宮陸上スポ少

甲斐ACJrA(山梨)

ｱﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ

穴澤　一真(4) 甲斐ACJr
ｵｻﾀﾞ ﾃｯﾀ

長田　哲太(4) 甲斐ACJr
ｽｽﾞｷ ｶｲ

鈴木　快(4) 甲斐ACJr
ｳﾁｼﾞﾏ ｷﾂﾞｷ

内島　綺月(4) 甲斐ACJr

中村塾B(山梨)

ｵｸﾞﾗ ｴｲｷ

小倉　瑛葵(4) 中村塾
ﾑﾄｳ ｴｲﾀ

武藤　瑛太(4) 中村塾
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ

島田　啓介(5) 中村塾
ﾋﾛｾ ｵｳｷ

廣瀬　王希(4) 中村塾

北西陸上ｸﾗﾌﾞB(山梨)

ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ

三澤　悠悟(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｵｻﾞﾜ ﾚﾝ

小澤　蓮(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂ

宮澤　那連(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｲｼｲ ｴｲｻｸ

石井　栄作(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ



凡例  DQ:失格 TC:指定外コース走行 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

小学生男子４X１００ｍＲ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        50.60     雨宮・天野・北浦・小林(峡東クラブ)    1992 9月8日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組
1着 57.27 2着 59.98 3着 1:01.16

7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 107 1 493 1 63

2 103 2 496 2 62

3 110 3 497 3 64

4 105 4 498 4 61

4着 1:02.41 5着 1:05.27 6着 1:10.45

3ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 32 1 854 1 354

2 18 2 852 2 353

3 22 3 862 3 352

4 28 4 861 4 361

7着 1:15.93

4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 980

2 982

3 987

4 984

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 53.51

2 56.97

3 57.27

4 57.77

5 59.98

6 1:00.59

7 1:01.16

8 1:02.40

中村塾A(山梨)

ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

野沢　俊介(5) 中村塾
ﾊﾔｼ ﾄﾜ

林　永久(6) 中村塾
ﾋﾛｾ ﾘｮｳｽｹ

廣瀬　凌輔(5) 中村塾
ｻﾉ ﾊﾙｸ

佐野　晴歩(6) 中村塾

NACA(山梨)

ﾔﾅｲ ﾘｮｳﾏ

谷内　涼馬(6) NAC
ｵｻﾀﾞ ｲｯｾｲ

長田　一晟(6) NAC
ﾀｼﾛ ﾀｲｾｲ

田代　大成(6) NAC
ｺｳﾉ ｱﾓﾝ

河野　亜門(6) NAC

北西陸上ｸﾗﾌﾞA(山梨)

ﾌﾙﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ

古谷　龍之介(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｺﾞﾐ ﾙｲ

五味　琉生(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｱｻﾘ ﾘｭｳｶﾞ

浅利　龍雅(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｼﾐｽﾞ ﾘｷ

清水　理希(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

大国陸上C(山梨)

ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

石原　大二朗(6) 大国陸上
ﾑｺｳﾔﾏ ｱｵﾄ

向山　海音(6) 大国陸上
ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ

羽田　大輝(6) 大国陸上
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

山口　颯斗(6) 大国陸上

チーム塩山(山梨)

ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ

田邉　大悟(6) チーム塩山
ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾄ

鶴田　大翔(6) チーム塩山
ﾂﾙﾀﾞ ﾊﾔﾄ

鶴田　勇翔(4) チーム塩山
ｶﾂﾏﾀ ｱﾕﾑ

勝俣　歩(5) チーム塩山

一宮陸上スポ少C(山梨)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ

近藤　拓音(6) 一宮陸上スポ少
ﾎﾘｳﾁ ｺﾀﾛｳ

堀内　胡太郎(6) 一宮陸上スポ少
ｾｷｸﾞﾁ ｶｲｾｲ

関口　快晴(6) 一宮陸上スポ少
ｳﾞｨｰﾙ ﾉｱ
ヴィール　穏歩(5) 一宮陸上スポ少

甲斐ACJrB(山梨)

ｻｲﾄｳ ｴｲﾀ

斎藤　栄一汰(3) 甲斐ACJr
ｲﾁｶﾜ ﾂﾑｸﾞ

市川　紡(3) 甲斐ACJr
ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ

井上　翔琉(2) 甲斐ACJr
ｱﾗﾔ ﾚｵ

新谷　玲王(3) 甲斐ACJr

大国陸上A(山梨) 平岩　賢人(6) / 菱山　維吹(6) / 原　稜太(6) / 森本　敬士(6)

大国陸上B(山梨) 三島　泰叶(5) / 増井　悠雅(6) / 遠藤　瑠偉(6) / 堀之内　咲(6)

中村塾A(山梨) 野沢　俊介(5) / 林　永久(6) / 廣瀬　凌輔(5) / 佐野　晴歩(6)

北西陸上ｸﾗﾌﾞA(山梨) 古谷　龍之介(5) / 五味　琉生(6) / 浅利　龍雅(4) / 清水　理希(6)

NACB(山梨) 楯　透弥(6) / 羽中田　友樹(4) / 飯盛　耀太(6) / 押山　瑛汰(6)

TYPE-RA(山梨) 中村　優太郎(6) / 岡島　里空(6) / 樋川　げんき(5) / 山本　時輝(6)

NACA(山梨) 谷内　涼馬(6) / 長田　一晟(6) / 田代　大成(6) / 河野　亜門(6)

南アルプスＡＣA(山梨) 桜田　碧叶(5) / 野口　大輝(6) / 村松　蒼生(5) / 保々　遼斗(6)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

小学生男子走幅跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)         5m39     秋山　哲一(増穂南小)                  1992

山梨県小学生記録(YSR)         5m39     内尾　将吾(四方津小)                  1998 9月8日 12:30 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

ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨 4m65 4m55 4m72 4m72

1 73 11 菱山　維吹(6) 大国陸上 -1.3 -1.5 -0.3 -0.3
ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 静岡 4m62 4m69 × 4m69

2 55 1040 川原　陽貴(6) 千代田AC -0.4 -1.4 -1.4
ｳﾝﾉ ﾊﾔﾄ 静岡 4m39 × 4m63 4m63

3 3 1039 海野　颯人(6) 千代田AC -0.2 0.0 0.0
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 静岡 4m50 4m41 × 4m50

4 1 1041 森山　遥斗(6) 千代田AC +2.2 0.0 +2.2
ｵｻﾀﾞ ﾚｲ 静岡 4m35 4m19 4m10 4m35

5 38 1044 長田　羚生(6) 千代田AC -0.4 -1.2 -2.1 -0.4
ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 山梨 4m12 3m76 4m14 4m14

6 18 14 森本　敬士(6) 大国陸上 0.0 -3.4 0.0 0.0
ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨 3m73 3m69 4m04 4m04

7 48 107 野沢　俊介(5) 中村塾 -1.6 -0.2 -1.1 -1.1
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 静岡 3m75 3m96 3m63 3m96

8 68 1047 松澤　公佑(6) 千代田AC -1.5 +0.3 -0.1 +0.3
ﾋﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 山梨 × 3m92 3m88 3m92

9 67 110 廣瀬　凌輔(5) 中村塾 -1.0 -2.6 -1.0
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾄ 山梨 3m58 3m88 3m85 3m88

10 65 859 丸山　大翔(6) チーム塩山 +0.7 +0.6 +0.1 +0.6
ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 3m73 × 3m84 3m84

11 63 108 野沢　亮介(5) 中村塾 -0.8 -0.7 -0.7
ﾐｼﾏ ﾀｲﾄ 山梨 × 3m78 3m82 3m82

12 31 1 三島　泰叶(5) 大国陸上 +0.3 -2.8 -2.8
ﾊﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 山梨 3m21 3m73 3m17 3m73

13 14 500 羽中田　友樹(4) NAC +1.0 +2.0 +0.1 +2.0
ｱｻﾘ ﾘｭｳｶﾞ 山梨 3m49 3m70 × 3m70

14 8 64 浅利　龍雅(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -1.1 +0.5 +0.5
ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨 3m66 3m52 3m66 3m66

15 28 62 五味　琉生(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -0.1 -0.4 -0.3 -0.1
ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ 山梨 3m65 3m25 3m25 3m65

16 45 201 春日　一吹(6) 小笠原ＡＣ +2.2 +0.4 +1.9 +2.2
ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 × 3m35 3m62 3m62

17 46 852 鶴田　大翔(6) チーム塩山 +1.5 -1.6 -1.6
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 山梨 3m59 × 3m43 3m59

18 37 28 山口　颯斗(6) 大国陸上 -1.5 +0.9 -1.5
ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 × 3m36 3m54 3m54

19 27 22 羽田　大輝(6) 大国陸上 +0.4 -0.4 -0.4
ﾋﾛｾ ｵｳｷ 山梨 × 3m52 × 3m52

20 13 132 廣瀬　王希(4) 中村塾 -1.6 -1.6
ｻﾉ ﾊﾙｸ 山梨 3m28 3m39 3m46 3m46

21 25 105 佐野　晴歩(6) 中村塾 +0.6 -1.2 -0.8 -0.8
ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨 3m45 3m44 3m10 3m45

22 30 72 三澤　悠悟(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -1.0 +0.8 -0.6 -1.0
ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ 静岡 × 3m40 3m44 3m44

23 47 1054 金子　大輝(5) 千代田AC -1.3 -1.5 -1.5
ﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ 山梨 × 3m39 × 3m39

24 4 505 田村　隆翔(4) NAC +0.8 +0.8
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｱ 山梨 3m22 × 3m36 3m36

25 7 503 小林　楓空(5) NAC -0.7 +0.5 +0.5
ﾂﾙﾀﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 3m34 2m90 3m11 3m34

26 17 862 鶴田　勇翔(4) チーム塩山 +0.2 -3.1 -0.6 +0.2
ｶﾂﾏﾀ ｱﾕﾑ 山梨 3m32 3m30 × 3m32

27 62 861 勝俣　歩(5) チーム塩山 +1.7 +1.5 +1.7
ｶｷﾞﾔﾏ ｹｲｼ 静岡 3m28 3m29 3m32 3m32

28 50 1076 鍵山　佳志(3) 千代田AC -0.7 +0.2 +2.3 +2.3
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 山梨 3m31 3m16 2m95 3m31

29 44 205 前田　湊斗(5) 小笠原ＡＣ -1.5 +1.5 -1.2 -1.5
ﾀｼﾛ ﾀｲｾｲ 山梨 3m12 3m20 3m30 3m30

30 72 497 田代　大成(6) NAC -0.1 +0.5 +0.6 +0.6
ｵｻﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨 3m24 3m09 3m29 3m29

31 36 496 長田　一晟(6) NAC -0.2 -0.6 -1.3 -1.3



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

小学生男子走幅跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)         5m39     秋山　哲一(増穂南小)                  1992

山梨県小学生記録(YSR)         5m39     内尾　将吾(四方津小)                  1998 9月8日 12:30 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

ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ 山梨 3m28 3m07 2m95 3m28

32 12 121 北井　真正(4) 中村塾 +0.4 +0.3 -1.5 +0.4
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 山梨 3m24 2m81 3m05 3m24

33 69 3941 安藤　光(4) 山梨ジャンパーズ -0.6 -0.4 +0.1 -0.6
ﾂｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 3m22 3m20 3m17 3m22

34 21 150 束村　龍之介(4) 大月AC +0.7 -0.5 +0.4 +0.7
ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾝ 山梨 2m93 3m17 3m05 3m17

35 29 865 安部　勇信(4) チーム塩山 +0.3 +0.9 -2.7 +0.9
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 静岡 × 3m15 2m95 3m15

36 51 1069 松澤　登梧(4) 千代田AC +1.3 0.0 +1.3
ｵｵｲｼ ｼｭｳﾄ 静岡 3m15 × × 3m15

37 23 1042 大石　脩斗(6) 千代田AC +0.9 +0.9
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 山梨 × 3m13 × 3m13

38 10 216 遠藤　比奈太(5) 小笠原ＡＣ +1.2 +1.2
ｽｽﾞｷ ﾊｸ 静岡 3m11 × 2m86 3m11

39 11 1070 鈴木　巴琥(4) 千代田AC +0.4 -1.5 +0.4
ﾀﾃ ﾄｳﾔ 山梨 3m10 3m02 2m82 3m10

40 24 499 楯　透弥(6) NAC +2.0 -0.8 -0.6 +2.0
ｵｸﾞﾗ ｴｲｷ 山梨 3m05 3m09 3m04 3m09

41 70 124 小倉　瑛葵(4) 中村塾 -1.0 0.0 -1.5 0.0
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 3m09 2m99 × 3m09

42 40 721 水谷　優介(3) YRC -0.8 +0.9 -0.8
ﾑﾄｳ ｴｲﾀ 山梨 3m01 2m76 3m08 3m08

43 15 133 武藤　瑛太(4) 中村塾 -0.8 +0.7 -0.7 -0.7
ｳﾁｼﾞﾏ ｷﾂﾞｷ 山梨 2m97 3m07 2m93 3m07

44 2 974 内島　綺月(4) 甲斐ACJr +2.4 -1.2 -0.2 -1.2
ｲｲﾓﾘ ﾖｳﾀ 山梨 3m06 2m97 2m89 3m06

45 33 501 飯盛　耀太(6) NAC +0.5 -0.9 -2.6 +0.5
ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 2m92 3m06 2m85 3m06

46 61 854 田邉　大悟(6) チーム塩山 -1.8 -0.9 +1.3 -0.9
ﾐﾔﾉ ｶｹﾙ 山梨 3m05 2m95 × 3m05

47 64 507 宮野　翔瑠(4) NAC +0.5 +3.4 +0.5
ｵｻﾞﾜ ﾚﾝ 山梨 3m04 × 2m79 3m04

48 39 506 小沢　蓮(4) NAC -0.6 -1.2 -0.6
ﾔﾅｲ ﾘｮｳﾏ 山梨 × × 3m02 3m02

49 60 493 谷内　涼馬(6) NAC -0.5 -0.5
ｼﾐｽﾞ ﾘｷ 山梨 3m01 2m55 2m59 3m01

50 42 61 清水　理希(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 +1.3 -2.3 +0.1
ｶﾜｻｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨 3m00 2m87 2m76 3m00

51 5 851 川崎　日向(6) チーム塩山 +1.0 0.0 +0.9 +1.0
ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ 山梨 3m00 2m52 × 3m00

52 32 296 宮原　　　心(3) 南アルプスＡＣ +0.6 -0.8 +0.6
ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 山梨 2m81 × 2m72 2m81

53 35 127 阿部　健(4) 中村塾 -0.6 -2.4 -0.6
ｱﾏﾉ ｱｲﾄ 山梨 2m81 × × 2m81

54 43 866 天野　愛斗(3) チーム塩山 +0.6 +0.6
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨 × 2m69 2m74 2m74

55 16 109 島田　啓介(5) 中村塾 +1.4 -1.1 -1.1
ｵｼﾔﾏ ｴｲﾀ 山梨 2m68 2m62 2m73 2m73

56 54 502 押山　瑛汰(6) NAC -1.6 +0.1 -1.0 -1.0
ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 2m72 2m42 2m36 2m72

57 52 255 飯田　隼平(4) 南アルプスＡＣ -0.6 -0.6 +1.7 -0.6
ｶｻｲ ｱｷﾞﾄ 山梨 2m49 × 2m64 2m64

58 74 456 河西　亜義斗(3) GON SPO AC -0.1 +0.8 +0.8
ｲｼｲ ｴｲｻｸ 山梨 2m63 2m34 2m39 2m63

59 41 88 石井　栄作(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -0.9 -0.7 +2.8 -0.9
ｱﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 山梨 2m59 2m29 2m60 2m60

60 19 973 穴澤　一真(4) 甲斐ACJr +0.6 -2.3 -0.3 -0.3
ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾄ 山梨 2m51 2m38 2m49 2m51

61 49 701 雨宮　一翔(2) 山梨ジャンパーズ +0.1 -1.2 -2.5 +0.1
ｻｲﾄｳ ｴｲﾀ 山梨 × 2m08 2m46 2m46

62 58 980 斎藤　栄一汰(3) 甲斐ACJr +1.2 -0.4 -0.4



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

小学生男子走幅跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)         5m39     秋山　哲一(増穂南小)                  1992

山梨県小学生記録(YSR)         5m39     内尾　将吾(四方津小)                  1998 9月8日 12:30 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

ﾌﾙﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 × 2m44 × 2m44

63 56 63 古谷　龍之介(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 +0.1
ｵｻﾀﾞ ﾃｯﾀ 山梨 × × 2m31 2m31

64 26 972 長田　哲太(4) 甲斐ACJr -1.8 -1.8
ｱﾒﾐﾔ ｺﾞｳｷ 山梨 × 2m17 2m23 2m23

65 6 455 雨宮　剛生(5) GON SPO AC -0.5 +0.1 +0.1
ｵｻﾞﾜ ﾚﾝ 山梨 × 2m20 2m18 2m20

66 66 65 小澤　蓮(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +1.3 -2.8 +1.3
ﾉｸﾞﾁ ﾀｲｷ 山梨 × × ×

9 273 野口　大輝(6) 南アルプスＡＣ NM
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵｳ 山梨 × × ×

34 66 宮澤　理央(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ NM
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂ 山梨 × × ×

57 73 宮澤　那連(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ NM
ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ 山梨 × × ×

59 1016 阿部　惺(2) 中村塾 NM
ﾆｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 静岡

20 5910 西田　琥太郎(6) 静岡葵ＡＣ DNS
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨

22 27 馬場　天啓(5) 大国陸上 DNS
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 山梨

53 283 橋本　悠(6) 南アルプスＡＣ DNS
ﾐﾔｻｶ ﾓﾄｷ 山梨

71 504 宮坂　元基(5) NAC DNS



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010

山梨県高校記録(YHR)          11.96     中田　舞花(身延高)                    2017 9月8日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

1組 (風:-0.4) 2組 (風:+2.5)

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

ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨 ﾀｶﾀﾞ ﾘｺ 山梨

1 8 3391 樫山　結 桃の郷ＡＣ 13.28 1 6 435 髙田　梨琴(1) 日大明誠高 14.54

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲﾅ 山梨

2 1 307 渡邊　麗奈(2) 吉田高 13.92 2 5 196 遠藤　玲奈(1) 白根高 14.56

ﾎｻｶ ﾊﾂﾞｷ 山梨 ｵｸｱｷ ﾐﾚｲ 山梨

3 5 108 保坂　はづき(2) 甲府東高 14.11 3 7 316 奥秋　実礼(1) 富士河口湖高 14.71

ﾆｼｶﾜ ｴﾐ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾕﾗ 山梨

4 3 434 西川　恵美(1) 日大明誠高 14.67 4 2 1622 長田　夢來(中1) 大国陸上 14.74

ﾐｳﾗ ﾘｺ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 山梨

5 2 324 三浦　莉子(2) 富士河口湖高 15.09 5 1 441 高橋　未来(3) わかば支援学校 17.23

ｶﾔﾇﾏ ﾐｵ 山梨 ｲｼｶﾜ ﾐｳ 山梨

6 4 446 萱沼　澪(1) 富士河口湖高 15.43 6 3 442 石川　未有(3) わかば支援学校 19.71

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾎ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 山梨

7 6 195 望月　果歩(1) 白根高 15.87 4 474 山口　葵(1) 都留興譲館高 DNS

ｵﾏﾀ ｶﾂﾞｷ 山梨 ｸﾛﾍﾞ ﾏﾔ 山梨

8 7 326 小俣　香月(1) 富士北稜高 17.24 8 432 黒部　麻耶(1) 日大明誠高 DNS

3組 (風:+1.0) 4組 (風:+2.3)

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

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｱ 山梨 ｻﾄｳ ﾕﾘｱ 山梨

1 6 20 中村　ゆりあ(1) 北杜高 14.63 1 7 463 佐藤　優里亜(1) 甲府一高 14.05

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾝ 山梨 ｳｴﾉ ﾐﾜ 山梨

2 8 1802 遠藤　茉凜(中2) 小笠原ＡＣ 14.71 2 5 17 上野　美和(1) 北杜高 14.33

ﾔｻﾞｷ ｻｸﾗ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾐｸ 山梨

3 4 19 矢崎　咲良(1) 北杜高 14.79 3 6 448 安田　美紅(2) 富士河口湖高 14.34

ｻﾄｳ ﾕｲ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾐﾎ 山梨

4 3 131 佐藤　夢生(1) 甲府昭和高 14.82 4 1 143 長田　美峰(2) 甲府昭和高 14.52

ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ 山梨

5 7 327 宮下　結衣(1) 富士北稜高 14.93 5 4 50 渡邉　ちさと(1) 韮崎高 14.55

ﾀｸﾞﾁ ﾏﾅﾊ 山梨 ﾐｽﾞﾔﾏ ﾏﾅ 山梨

6 5 1888 田口　真羽(中1) TYPE-R 14.96 6 2 22 水山　真那(1) 北杜高 14.71

ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ 山梨 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ 山梨

1 292 荒井　涼花(2) 都留興譲館高 DNS 7 8 3925 高島　愛理 TYPE-R 14.87

ｲﾅﾀﾞ ｺﾄﾉ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 山梨

2 336 稲田　ことの(2) 富士北稜高 DNS 3 294 清水　桃湖(2) 都留興譲館高 DNS

5組 (風:+2.5) 6組 (風:+1.6)

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

ｺｳﾉ ﾘｺ 山梨 ｻｲﾄｳ ｶﾎ 山梨

1 6 103 河野　莉子(2) 甲府南高 13.76 1 6 29 齊藤　花歩(1) 韮崎高 13.53

ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ 山梨

2 3 290 天野　小春(2) 都留興譲館高 13.92 2 1 43 藤原　みなみ(2) 韮崎高 13.53

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 山梨 ｺﾞﾐ ﾅﾅ 山梨

3 7 140 鈴木　ひより(2) 甲府昭和高 14.13 3 3 28 五味　奈々(1) 韮崎高 13.53

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｻ 山梨

4 8 328 小林　桃果(1) 富士北稜高 14.19 4 5 180 杉山　璃紗(1) 巨摩高 13.64

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾘﾅ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾅ 山梨

5 1 12 藤原　莉奈(2) 北杜高 14.32 5 8 1889 窪田　玲奈(中1) TYPE-R 13.69

ｸﾏｻｶ ﾘﾝ 山梨 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 山梨

6 5 293 熊坂　凜(2) 都留興譲館高 14.38 6 4 295 鈴木　杏也実(2) 都留興譲館高 13.96

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 山梨 ｷﾖﾊﾗ ﾐｶ 山梨

2 340 渡邊　玲那(2) 富士北稜高 DNS 7 7 4067 清原　美香 m&m 13.97

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｺ 山梨 ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 山梨

4 329 山下　佳子(1) 富士北稜高 DNS 8 2 1881 長澤　　るい(中3) TYPE-R 14.17



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010

山梨県高校記録(YHR)          11.96     中田　舞花(身延高)                    2017 9月8日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　12組

7組 (風:+1.7) 8組 (風:+1.0)

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

ﾋﾛｾ ﾏﾔ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨

1 3 364 廣瀬　麻耶(1) 駿台甲府高 13.39 1 2 363 萩原　けい奈(1) 駿台甲府高 13.15

ﾎﾘｳﾁ ﾅｵ 山梨 ﾊﾀﾞ ｻｱﾔ 山梨

2 7 104 堀内　菜央(2) 甲府南高 13.45 2 7 472 羽田　紗彩(2) 都留興譲館高 13.26

ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 山梨 ｵｵﾊﾗ ﾘｵ 山梨

3 5 1882 田口　紗羽(中3) TYPE-R 13.57 3 6 139 大原　梨央(2) 甲府昭和高 13.33

ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾊ 山梨

4 6 3935 伊藤　里菜(中2) 山梨ジャンパーズ 13.82 4 4 1895 野澤　虹遥(中2) TYPE-R 13.34

ｼﾞﾝｻﾞ ﾘﾅ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｿﾗﾊ 山梨

5 4 234 神座　里奈(2) 笛吹高 13.84 5 1 1896 野澤　空遥(中2) TYPE-R 13.53

ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ 山梨

6 1 1761 永坂　莉羅(中3) 桃の郷ＡＣ 14.05 6 8 76 松原　優衣(1) 甲府西高 13.66

ｸﾘﾊﾗ ﾐｷ 山梨 ﾋｶﾜ ﾘﾝ 山梨

7 8 1762 栗原　観希(中3) 桃の郷ＡＣ 14.16 7 5 73 樋川　凜(1) 甲府西高 13.74

ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕﾉ 山梨

8 2 3915 小池　知穂 TYPE-R 14.59 8 3 9863 山寺　由乃(1) 山梨大 13.90

9組 (風:+0.4) 10組 (風:+1.5)

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

ﾎﾘﾍﾞ ﾕｲ 山梨 ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 神奈川

1 7 30 堀部　優衣(1) 韮崎高 12.67 1 5 644 鶴澤　亜里紗(1) 相洋高 12.33

ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ 山梨 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨

2 4 168 中込　未奈美(2) 巨摩高 12.89 2 6 1887 岩間　彩芽(中1) TYPE-R 12.61

ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 長野

3 8 83 窪田　光莉(2) 甲府西高 13.03 3 8 9003 長村　紋 with 12.71

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ 山梨 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

4 3 91 宮川　蓮華(1) 甲府南高 13.18 4 7 176 毛利　来夢(2) 巨摩高 12.72

ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 山梨 ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 山梨

5 1 92 市川　真也子(1) 甲府南高 13.24 5 3 367 西村　わかな(3) 駿台甲府高 12.75

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨 ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨

6 2 84 和光　紀佳(2) 甲府西高 13.34 6 4 1883 塩谷　花音(中3) TYPE-R 12.80

ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

5 215 珊瑚　菜帆(2) 身延高 DNS 7 2 3-5290 由井　綾音(3) 山梨学院大 12.90

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 ｵﾋﾞｶﾈ ﾘｺ 山梨

6 166 東海林　幸(2) 巨摩高 DNS 8 1 164 帶金　莉子(2) 巨摩高 13.20

11組 (風:+1.2) 12組 (風:+1.6)

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

ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ 神奈川 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川

1 6 618 金子　ひとみ(3) 相洋高 12.20 1 5 615 石川　優(2) 相洋高 11.82

ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 山梨 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾘ 神奈川

2 7 144 後藤　唯衣(2) 甲府昭和高 12.46 2 3 601 小川　ひかり(3) 相洋高 12.16

ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔﾈ 神奈川 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 東京

3 2 642 二宮　綾音(1) 相洋高 12.52 3 6 586 竹内　爽香 渡辺パイプ 12.17

ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ 東京 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ 神奈川

4 4 3-9575 山内　さくら(1) 山梨学院大 12.53 4 1 626 岩本　真菜(3) 相洋高 12.24

ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨 ｶﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 神奈川

5 5 370 福田　倭子(2) 駿台甲府高 12.63 5 8 617 川崎　夏実(3) 相洋高 12.28

ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｱ 山梨

6 3 369 廣瀬　七彩(2) 駿台甲府高 12.68 2 9862 岩本　結愛(1) 山梨大 DNS

ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 神奈川 ｵｵﾓﾘ ﾆｷ 山梨

7 1 3-9576 武田　杏(1) 山梨学院大 12.88 4 3-5299 大森　仁貴(2) 山梨学院大 DNS

ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

8 8 479 矢ケ崎　来瞳(1) 駿台甲府高 13.00 7 371 古屋　日奈子(2) 駿台甲府高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010

山梨県高校記録(YHR)          11.96     中田　舞花(身延高)                    2017 9月8日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ﾕｳ 神奈川

1 615 石川　優(2) 相洋高 11.82 +1.6
ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾘ 神奈川

2 601 小川　ひかり(3) 相洋高 12.16 +1.6
ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 東京

3 586 竹内　爽香 渡辺パイプ 12.17 +1.6
ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ 神奈川

4 618 金子　ひとみ(3) 相洋高 12.20 +1.2
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ 神奈川

5 626 岩本　真菜(3) 相洋高 12.24 +1.6
ｶﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 神奈川

6 617 川崎　夏実(3) 相洋高 12.28 +1.6
ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ 神奈川

7 644 鶴澤　亜里紗(1) 相洋高 12.33 +1.5
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 山梨

8 144 後藤　唯衣(2) 甲府昭和高 12.46 +1.2



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

女子８００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             2:08.32     飯野　摩耶(東京農業大)                2015

山梨県高校記録(YHR)        2:11.59     有泉　千佳(韮崎高)                    2007 9月8日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ｲｼﾀﾞ ﾅｵｺ 山梨 ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

1 7 85 石田　直子(2) 甲府西高 2:34.52 1 5 1635 小池　琉南(中2) 大国陸上 2:22.98

ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾈ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ 山梨

2 5 1636 赤澤　美音(中2) 大国陸上 2:37.58 2 7 1621 中村　陽莉(中1) 大国陸上 2:30.11

ﾂﾙﾀﾞ ｱﾔ 山梨 ﾊﾔｿﾞﾉ ｱﾝｼﾞ 山梨

3 8 257 鶴田　亜耶(2) 山梨高 2:37.72 3 8 300 早園 　晏慈(1) 吉田高 3:00.40

ｵｸﾞﾗ ｱｶﾈ 山梨 ｲｼﾀﾞ ﾊﾅ 山梨

4 4 259 小椋　茜(1) 山梨高 2:54.58 4 6 296 石田 　八菜(1) 吉田高 3:02.17

ｼﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 ｻﾅﾀﾞ ﾕｷ 山梨

5 3 312 志村　温奈(2) 吉田高 2:58.88 5 4 315 眞田　ゆき(1) 吉田高 3:02.49

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｱ 山梨 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 山梨

6 310 渡邊　璃々亜(2) 吉田高 DNS 6 2 314 田中　さくら(1) 吉田高 3:03.11

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 山梨

3 447 渡辺　真央(2) 富士河口湖高 DNS

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

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｵ 山梨 ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 神奈川

1 4 174 萩原　海青(2) 巨摩高 2:28.03 1 6 641 服部　咲季(1) 相洋高 2:16.68

ｻﾉ ｽｽﾞｶ 山梨 ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 山梨

2 6 216 佐野　鈴香(2) 身延高 2:29.90 2 5 214 横山　葵(2) 身延高 2:21.21

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨

3 8 43 藤原　みなみ(2) 韮崎高 2:32.80 3 3 3-9682 髙尾　夏鈴(1) 都留文科大 2:22.73

ﾀﾅｶ ｱｲｺ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 山梨

4 3 88 田中　愛子(2) 甲府西高 2:40.67 4 2 1754 山口　ひかり(中3) 大月AC 2:28.99

ﾀﾅｶ ｹｲｺ 山梨 ｼｮｳﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 山梨

5 7 87 田中　敬子(2) 甲府西高 2:43.82 5 7 3-5287 正田　渚(3) 山梨学院大 2:29.56

ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｻｷ 山梨 ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

6 5 1753 萩原　衣咲(中2) 大月AC 2:46.85 4 3-5277 鰻池　琴美(4) 山梨学院大 DNF

ｿﾉﾀﾞ ｱｲｶ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵ 山梨

7 2 323 園田　愛華(2) 富士河口湖高 2:58.99 8 104 堀内　菜央(2) 甲府南高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｯﾄﾘ ｻｷ 神奈川

1 641 服部　咲季(1) 相洋高 2:16.68
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 山梨

2 214 横山　葵(2) 身延高 2:21.21
ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨

3 3-9682 髙尾　夏鈴(1) 都留文科大 2:22.73
ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

4 1635 小池　琉南(中2) 大国陸上 2:22.98
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｵ 山梨

5 174 萩原　海青(2) 巨摩高 2:28.03
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 山梨

6 1754 山口　ひかり(中3) 大月AC 2:28.99
ｼｮｳﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 山梨

7 3-5287 正田　渚(3) 山梨学院大 2:29.56
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 山梨

8 216 佐野　鈴香(2) 身延高 2:29.90



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍH
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               13.76     大神田　南海(都留文科大)              2017

山梨県高校記録(YHR)          13.87     三吉　南緒(巨摩高)                    2017 9月8日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+0.4) 2組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 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 ﾐｱ 山梨 ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ 山梨

1 7 429 渡邉　美亜(3) 日大明誠高 16.95 1 6 290 天野　小春(2) 都留興譲館高 17.86

ｵｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川 ｱﾏﾉ ﾒｸﾞ 山梨

2 4 634 小川　みどり(1) 相洋高 17.22 2 4 291 天野　恵来(2) 都留興譲館高 17.95

ｶﾈﾏﾙ ﾁｻﾄ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 山梨

3 8 75 金丸　智里(1) 甲府西高 18.47 3 5 68 萩原　彩加(2) 甲府一高 18.62

ｺｳﾉ ﾘｺ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾘﾅ 山梨

4 5 103 河野　莉子(2) 甲府南高 18.67 4 3 12 藤原　莉奈(2) 北杜高 18.92

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ﾋｶﾜ ﾘﾝ 山梨

5 3 298 渡邊　彩乃(2) 吉田高 19.91 5 2 73 樋川　凜(1) 甲府西高 19.19

ｲﾅﾀﾞ ｺﾄﾉ 山梨 ﾈｷﾞｼ ﾘｺ 山梨

6 336 稲田　ことの(2) 富士北稜高 DNS 7 431 根岸　莉子(2) 日大明誠高 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 山梨

8 340 渡邊　玲那(2) 富士北稜高 DNS

3組 (風:+0.4) 4組 (風:-1.3)

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

ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

1 5 92 市川　真也子(1) 甲府南高 15.87 1 3 3-9568 三吉　南緒(1) 山梨学院大 14.51

ﾋﾛｾ ﾏﾔ 山梨 ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 神奈川

2 4 364 廣瀬　麻耶(1) 駿台甲府高 16.24 2 4 635 安井　麻里花(1) 相洋高 14.75

ﾑｺｳﾔﾏ ﾋｶﾘ 山梨 ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 北海道

3 3 42 向山　ひかり(2) 韮崎高 16.73 3 8 3-9564 四村　かなで(1) 山梨学院大 14.96

ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 山梨

4 6 480 八巻　一紗(1) 駿台甲府高 16.82 4 7 136 小林　美咲(2) 甲府昭和高 15.20

ｽｷﾞｲ ｿﾖｶ 山梨 ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 山梨

5 7 126 杉井　爽花(1) 甲府昭和高 16.94 5 2 169 牛山　亜実(2) 巨摩高 15.44

ｻｲﾄｳ ﾐｷ 山梨 ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ 愛知

6 2 362 齊藤　美貴(1) 駿台甲府高 17.26 5 3-5298 古橋　佳奈(2) 山梨学院大 DNS

ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 山梨 ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

7 8 165 北島　夏姫(2) 巨摩高 17.37 6 3391 樫山　結 桃の郷ＡＣ DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

1 3-9568 三吉　南緒(1) 山梨学院大 14.51 -1.3
ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 神奈川

2 635 安井　麻里花(1) 相洋高 14.75 -1.3
ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 北海道

3 3-9564 四村　かなで(1) 山梨学院大 14.96 -1.3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 山梨

4 136 小林　美咲(2) 甲府昭和高 15.20 -1.3
ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 山梨

5 169 牛山　亜実(2) 巨摩高 15.44 -1.3
ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 山梨

6 92 市川　真也子(1) 甲府南高 15.87 +0.4
ﾋﾛｾ ﾏﾔ 山梨

7 364 廣瀬　麻耶(1) 駿台甲府高 16.24 +0.4
ﾑｺｳﾔﾏ ﾋｶﾘ 山梨

8 42 向山　ひかり(2) 韮崎高 16.73 +0.4



女子５０００ｍW
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)            21:32.05     三森　由佳(総合警備保障)              1995

山梨県高校記録(YHR)       24:04.77     三森　理恵(山梨学院)                  1992 9月8日 16:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 山梨

1 4 353 田島　彩貴(2) 甲陵高 30:50.80

ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 山梨

2 3 219 橋本　樹里(2) 身延高 33:11.49

ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 岐阜

3 5 3-9898 田中　ひかる(1) 都留文科大 34:04.80

ｶｼﾞﾜﾗ ｱｲｶ 山梨

4 2 473 梶原　愛香(1) 都留興譲館高 35:35.95

ﾀﾉｸﾞﾁ ﾐｸ 山梨

5 1 105 田野口　美来(2) 甲府南高 36:09.34



凡例  DNS:欠場

女子４×１００ｍＲ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               46.52     廣瀬・松本・斉藤・中田(山梨選抜)      2017

山梨県高校記録(YHR)          47.25     福田・山口・古屋・岩浅(駿台甲府高)    2018 9月8日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組
1着 51.20 2着 55.26 3着 57.35
3ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 216 1 3925 1 19

2 215 2 1882 2 22

3 207 3 1881 3 23

4 214 4 1889 4 13

2ﾚｰﾝ DNS 4ﾚｰﾝ DNS 6ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 448 1 1759 1 126

2 322 2 1754 2 144

3 324 3 1748 3 139

4 325 4 1755 4 136

7ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 430

2 434

3 433

4 435

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

2組
1着 46.65 2着 50.08 3着 55.50
3ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 601 1 169 1 1622

2 600 2 168 2 1621

3 618 3 164 3 1636

4 617 4 176 4 1635

4着 56.52 5着 57.92 6着 58.01
6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 18 1 328 1 70

2 20 2 327 2 67

3 17 3 340 3 461

4 12 4 339 4 68

7着 59.41
4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 195

2 192

3 193

4 196

身延高(山梨)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ

佐野　鈴香(2) 身延高
ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ

珊瑚　菜帆(2) 身延高
ﾐﾔｹ ﾊﾙﾅ

三宅　春菜(1) 身延高
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ

横山　葵(2) 身延高

TYPE-RB(山梨)

ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ

高島　愛理 TYPE-R
ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ

田口　紗羽(中3) TYPE-R
ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ
長澤　　るい(中3) TYPE-R
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾅ

窪田　玲奈(中1) TYPE-R

北杜高B(山梨)

ﾔｻﾞｷ ｻｸﾗ

矢崎　咲良(1) 北杜高
ﾐｽﾞﾔﾏ ﾏﾅ

水山　真那(1) 北杜高
ｵｵﾓﾘ ﾐｷ

大森　美季(1) 北杜高
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾅ

塩澤　ひろな(1) 北杜高

富士河口湖高(山梨)

ﾔｽﾀﾞ ﾐｸ

安田　美紅(2) 富士河口湖高
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ

町田　結(2) 富士河口湖高
ﾐｳﾗ ﾘｺ

三浦　莉子(2) 富士河口湖高
ｶﾂﾏﾀ ﾓｴ

勝俣　萌(2) 富士河口湖高

大月AC(山梨)

ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾒ

井上　夏姫(中3) 大月AC
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
山口　ひかり(中3) 大月AC
ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ

阿部　雪乃(中3) 大月AC
ﾜｷｻｶ ｻｱﾔ

脇坂　早也(中2) 大月AC

甲府昭和高(山梨)

ｽｷﾞｲ ｿﾖｶ

杉井　爽花(1) 甲府昭和高
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ

後藤　唯衣(2) 甲府昭和高
ｵｵﾊﾗ ﾘｵ

大原　梨央(2) 甲府昭和高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ

小林　美咲(2) 甲府昭和高

日大明誠高(山梨)

ｶﾜｾ ｷｳ

川瀬　希羽(2) 日大明誠高
ﾆｼｶﾜ ｴﾐ

西川　恵美(1) 日大明誠高
ﾅｶｼｵﾔ ﾘｶ

中塩屋　里佳(1) 日大明誠高
ﾀｶﾀﾞ ﾘｺ

髙田　梨琴(1) 日大明誠高

相洋高B(神奈川)

ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾘ

小川　ひかり(3) 相洋高
ﾀｶｼﾏ ｻｷ

高島　咲季(3) 相洋高
ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ

金子　ひとみ(3) 相洋高
ｶﾜｻｷ ﾅﾂﾐ

川崎　夏実(3) 相洋高

巨摩高(山梨)

ｳｼﾔﾏ ｱﾐ

牛山　亜実(2) 巨摩高
ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ

中込　未奈美(2) 巨摩高
ｵﾋﾞｶﾈ ﾘｺ

帶金　莉子(2) 巨摩高
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ

毛利　来夢(2) 巨摩高

大国陸上(山梨)

ｵｻﾀﾞ ﾕﾗ

長田　夢來(中1) 大国陸上
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ

中村　陽莉(中1) 大国陸上
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾈ

赤澤　美音(中2) 大国陸上
ｺｲｹ ﾙﾅ

小池　琉南(中2) 大国陸上

北杜高A(山梨)

ｺﾏﾂ ﾘﾅ

小松　里菜(1) 北杜高
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｱ

中村　ゆりあ(1) 北杜高
ｳｴﾉ ﾐﾜ

上野　美和(1) 北杜高
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾘﾅ

藤原　莉奈(2) 北杜高

富士北稜高(山梨)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ

小林　桃果(1) 富士北稜高
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ

宮下　結衣(1) 富士北稜高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ

渡邊　玲那(2) 富士北稜高
ﾎﾘｳﾁ ﾏｺ

堀内　麻瑚(2) 富士北稜高

甲府一高(山梨)

ｲｼﾊﾗ ﾜｸｲ

石原　湧(2) 甲府一高
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ

中村　早希(2) 甲府一高
ｻﾉ ﾏﾅｶ

佐野　愛佳(2) 甲府一高
ﾊｷﾞﾊﾗ ｱﾔｶ

萩原　彩加(2) 甲府一高

白根高(山梨)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾎ

望月　果歩(1) 白根高
ｼﾏﾀﾞ ｱﾐ

嶋田　愛美(1) 白根高
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘﾝｶ

望月　凜花(1) 白根高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲﾅ

遠藤　玲奈(1) 白根高



凡例  DNS:欠場

女子４×１００ｍＲ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               46.52     廣瀬・松本・斉藤・中田(山梨選抜)      2017

山梨県高校記録(YHR)          47.25     福田・山口・古屋・岩浅(駿台甲府高)    2018 9月8日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組
1着 46.83 2着 49.28 3着 50.53
3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 642 1 369 1 29

2 615 2 479 2 30

3 635 3 363 3 42

4 644 4 370 4 43

4着 50.87 5着 50.97 6着 51.38
6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 84 1 1895 1 104

2 83 2 1883 2 91

3 76 3 1896 3 103

4 85 4 1887 4 92

7着 53.66
5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 290 1 (    )

2 472 2 (    )

3 293 3 (    )

4 295 4 (    )

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 46.65

2 46.83

3 49.28

4 50.08

5 50.53

6 50.87

7 50.97

8 51.20

相洋高A(神奈川)

ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔﾈ

二宮　綾音(1) 相洋高
ｲｼｶﾜ ﾕｳ

石川　優(2) 相洋高
ﾔｽｲ ﾏﾘｶ

安井　麻里花(1) 相洋高
ﾂﾙｻﾞﾜ ｱﾘｻ

鶴澤　亜里紗(1) 相洋高

駿台甲府高(山梨)

ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ

廣瀬　七彩(2) 駿台甲府高
ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ

矢ケ崎　来瞳(1) 駿台甲府高
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ

萩原　けい奈(1) 駿台甲府高
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ

福田　倭子(2) 駿台甲府高

韮崎高(山梨)

ｻｲﾄｳ ｶﾎ

齊藤　花歩(1) 韮崎高
ﾎﾘﾍﾞ ﾕｲ

堀部　優衣(1) 韮崎高
ﾑｺｳﾔﾏ ﾋｶﾘ

向山　ひかり(2) 韮崎高
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ

藤原　みなみ(2) 韮崎高

甲府西高(山梨)

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ

和光　紀佳(2) 甲府西高
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ

窪田　光莉(2) 甲府西高
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ

松原　優衣(1) 甲府西高
ｲｼﾀﾞ ﾅｵｺ

石田　直子(2) 甲府西高

TYPE-RA(山梨)

ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾊ

野澤　虹遥(中2) TYPE-R
ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ

塩谷　花音(中3) TYPE-R
ﾉｻﾞﾜ ｿﾗﾊ

野澤　空遥(中2) TYPE-R
ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ

岩間　彩芽(中1) TYPE-R

甲府南高(山梨)

ﾎﾘｳﾁ ﾅｵ

堀内　菜央(2) 甲府南高
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ

宮川　蓮華(1) 甲府南高
ｺｳﾉ ﾘｺ

河野　莉子(2) 甲府南高
ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ

市川　真也子(1) 甲府南高

ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ

鈴木　杏也実(2) 都留興譲館高

都留興譲館高(山梨)

ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ

天野　小春(2) 都留興譲館高
ﾊﾀﾞ ｻｱﾔ

羽田　紗彩(2) 都留興譲館高

山梨大(山梨)

相洋高B(神奈川) 小川　ひかり(3) / 高島　咲季(3) / 金子　ひとみ(3) / 川崎　夏実(3)

相洋高A(神奈川) 二宮　綾音(1) / 石川　優(2) / 安井　麻里花(1) / 鶴澤　亜里紗(1)

駿台甲府高(山梨) 廣瀬　七彩(2) / 矢ケ崎　来瞳(1) / 萩原　けい奈(1) / 福田　倭子(2)

ｸﾏｻｶ ﾘﾝ

熊坂　凜(2) 都留興譲館高

TYPE-RA(山梨) 野澤　虹遥(中2) / 塩谷　花音(中3) / 野澤　空遥(中2) / 岩間　彩芽(中1)

身延高(山梨) 佐野　鈴香(2) / 珊瑚　菜帆(2) / 三宅　春菜(1) / 横山　葵(2)

巨摩高(山梨) 牛山　亜実(2) / 中込　未奈美(2) / 帶金　莉子(2) / 毛利　来夢(2)

韮崎高(山梨) 齊藤　花歩(1) / 堀部　優衣(1) / 向山　ひかり(2) / 藤原　みなみ(2)

甲府西高(山梨) 和光　紀佳(2) / 窪田　光莉(2) / 松原　優衣(1) / 石田　直子(2)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走高跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                1m73     小林　未加子(日本女子体育大)          2015

山梨県高校記録(YHR)           1m68     原田　真妃(山梨高)                    1981 9月8日 12:30 決　勝    

決　勝　

ﾐﾔｹ ﾊﾙﾅ 山梨 － － － － ○ ○ × × ×

1 2 207 三宅　春菜(1) 身延高 1m50
ｺｼﾞﾏ ﾕｶ 山梨 － － － ○ ○ × × ○ × × ×

2 13 101 小島　由佳(1) 甲府南高 1m50
ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨 － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

3 6 480 八巻　一紗(1) 駿台甲府高 1m45
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾘﾅ 山梨 ○ ○ ○ ○ × × ×

4 7 308 渡邉　芹奈(2) 吉田高 1m40
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨 － ○ ○ ○ × × ×

4 11 297 雨宮 　里奈(1) 吉田高 1m40
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ 山梨 － ○ × ○ × ○ × × ×

6 10 322 町田　結(2) 富士河口湖高 1m40
ｶｻｲ ﾋﾅ 山梨 － ○ × ○ × ○ × × ×

6 17 45 河西　姫奈(2) 韮崎高 1m40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ○ × ○ ○ × × ×

8 5 298 渡邊　彩乃(2) 吉田高 1m35
ｱﾘｻｶ ﾂｷｶ 山梨 － ○ × × ×

9 4 335 有坂　月華(3) 富士北稜高 1m30
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾎ 山梨 ○ × ○ × × ×

10 14 299 丸山 　華穂(1) 吉田高 1m30
ｵｵﾓﾘ ﾐｷ 山梨 ○ × × ×

11 16 23 大森　美季(1) 北杜高 1m25
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾅ 山梨 × ○ × × ×

12 12 13 塩澤　ひろな(1) 北杜高 1m25
ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ 山梨 × × ○ × × ×

13 8 334 小俣　美月(3) 富士北稜高 1m25
ｱﾏﾉ ﾒｸﾞ 山梨 × × ×

1 291 天野　恵来(2) 都留興譲館高 NM
ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 静岡

3 10065 藤田　愛以花(中3) 千代田AC DNS
ｵｻﾉ ｱｲﾐ 山梨

9 319 小佐野　愛海(1) 富士河口湖高 DNS
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 鹿児島

15 3-9574 萩原　莉子(1) 山梨学院大 DNS

1m58
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子棒高跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                3m70     保坂　美礼(都留文科大)                2009

山梨県高校記録(YHR)           3m25     小宮　葉月(都留高)                    1998 9月8日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 － － ○ － ○ ○ × × ×

1 7 172 三吉　里緒(2) 巨摩高 2m60
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨 ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

2 5 171 斉藤　果音(2) 巨摩高 2m30
ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ 山梨 ○ ○ × × ×

3 6 334 小俣　美月(3) 富士北稜高 2m10
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 山梨 × × ×

2 93 樋口　陽奈(1) 甲府南高 NM
ﾑﾗｺｼ ﾏｵ 山梨 × × ×

3 74 村越　麻緒(1) 甲府西高 NM
ﾎﾘｳﾁ ﾏｺ 山梨 × × ×

8 339 堀内　麻瑚(2) 富士北稜高 NM
ｵﾏﾀ ｶﾂﾞｷ 山梨

1 326 小俣　香月(1) 富士北稜高 DNS
ｱﾘｻｶ ﾂｷｶ 山梨

4 335 有坂　月華(3) 富士北稜高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

記録 ｺﾒﾝﾄ
2m10 2m20 2m30 2m40 2m60 2m70



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走幅跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                6m07     山口　華枝(駿台甲府高)                2017

山梨県高校記録(YHR)           6m07     山口　華枝(駿台甲府高)                2017 9月8日 09:00 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

ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 山梨 5m37 5m40 4m88 5m40 7 5m01 5m11 5m64 5m64

1 22 367 西村　わかな(3) 駿台甲府高 +1.5 +0.8 0.0 +0.8 +1.3 +0.7 +1.9 +1.9
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨 × 5m43 4m17 5m43 8 5m36 × × 5m43

2 19 361 小林　杏樹(3) 駿台甲府高 +1.2 +0.1 +1.2 +1.4 +1.2
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨 4m93 × 5m20 5m20 6 5m16 5m30 × 5m30

3 42 369 廣瀬　七彩(2) 駿台甲府高 +0.1 +1.6 +1.6 +1.4 +1.3 +1.3
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 5m07 4m96 × 5m07 4 4m85 5m15 × 5m15

4 8 3-9568 三吉　南緒(1) 山梨学院大 +0.4 +0.8 +0.4 -0.9 +1.6 +1.6
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｻﾄ 静岡 5m06 4m93 5m07 5m07 5 5m05 × 4m89 5m07

5 23 3-8923 川口　美聡(3) 都留文科大 +1.8 +1.1 -0.2 -0.2 +1.5 +0.9 -0.2
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 山梨 4m85 4m92 － 4m92 2 － 5m00 5m07 5m07

6 40 93 樋口　陽奈(1) 甲府南高 +0.4 +1.1 +1.1 +0.1 +2.0 +2.0
ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨 4m94 4m88 4m82 4m94 3 4m86 4m82 4m96 4m96

7 38 84 和光　紀佳(2) 甲府西高 +1.1 +0.4 +2.1 +1.1 0.0 +2.0 -0.6 -0.6
ﾂﾁﾔ ﾕｲ 山梨 × 4m92 4m78 4m92 1 4m79 4m55 × 4m92

8 33 181 土屋　ゆい(1) 巨摩高 +0.8 +2.8 +0.8 -0.3 -0.2 +0.8
ｶﾂﾏﾀ ﾓｴ 山梨 × 4m84 4m91 4m91 4m91

9 20 325 勝俣　萌(2) 富士河口湖高 +1.1 +0.1 +0.1 +0.1
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 × × 4m87 4m87 4m87

10 35 363 萩原　けい奈(1) 駿台甲府高 +1.3 +1.3 +1.3
ｵｵﾂｶ ｻｱﾔ 神奈川 4m83 4m55 － 4m83 4m83

11 26 3-5294 大塚　紗彩(3) 山梨学院大 +0.4 +0.7 +0.4 +0.4
ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 山梨 4m59 4m77 4m67 4m77 4m77

12 5 1078 樋口　実桜 下吉田中 0.0 +1.2 +0.1 +1.2 +1.2
ｺｳﾉ ﾋﾛｴ 山梨 4m09 × 4m75 4m75 4m75

13 39 175 河野　弘江(2) 巨摩高 +0.7 +2.3 +2.3 +2.3
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 × × 4m66 4m66 4m66

14 7 1761 永坂　莉羅(中3) 桃の郷ＡＣ +0.6 +0.6 +0.6
ﾜｷｻｶ ｻｱﾔ 山梨 4m43 4m62 4m51 4m62 4m62

15 28 1755 脇坂　早也(中2) 大月AC +0.2 +1.4 +0.4 +1.4 +1.4
ﾖﾀﾞ ﾐﾂｷ 山梨 × 4m59 × 4m59 4m59

16 10 71 依田　光絹(1) 甲府西高 +0.3 +0.3 +0.3
ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ 山梨 4m40 4m45 4m58 4m58 4m58

17 4 3925 高島　愛理 TYPE-R +1.8 +0.5 -0.3 -0.3 -0.3
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾉﾜ 山梨 × 4m55 4m46 4m55 4m55

18 13 3934 萩原　千乃和(中1) 山梨ジャンパーズ 0.0 -0.5 0.0 0.0
ﾎｻｶ ﾊﾂﾞｷ 山梨 4m48 × 4m38 4m48 4m48

19 24 108 保坂　はづき(2) 甲府東高 +0.7 0.0 +0.7 +0.7
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 山梨 × × 4m47 4m47 4m47

20 31 307 渡邊　麗奈(2) 吉田高 +0.9 +0.9 +0.9
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ 山梨 4m28 4m34 4m40 4m40 4m40

21 41 50 渡邉　ちさと(1) 韮崎高 +0.6 +0.3 +2.1 +2.1 +2.1
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 岐阜 4m39 × 4m18 4m39 4m39

22 15 3-9899 髙橋　みく(1) 都留文科大 +1.6 -0.7 +1.6 +1.6
ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ 山梨 4m31 4m30 4m36 4m36 4m36

23 27 1748 阿部　雪乃(中3) 大月AC +1.1 +0.7 +0.1 +0.1 +0.1
ﾓﾘ ｺﾄﾈ 山梨 4m25 4m29 4m26 4m29 4m29

24 6 203 森　琴音(1) 増穂商業高 +0.9 -0.4 +0.6 -0.4 -0.4
ﾔﾏﾅｶ ｱｲﾅ 山梨 × 4m00 4m21 4m21 4m21

25 34 202 山中　愛菜(1) 増穂商業高 +1.3 +1.7 +1.7 +1.7
ｳｴﾉ ﾐﾜ 山梨 3m95 4m16 3m90 4m16 4m16

26 29 17 上野　美和(1) 北杜高 +0.7 +1.2 +2.2 +1.2 +1.2
ﾅｶｼｵﾔ ﾘｶ 山梨 4m12 3m97 3m96 4m12 4m12

27 17 433 中塩屋　里佳(1) 日大明誠高 +0.7 +1.2 -1.0 +0.7 +0.7
ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾒ 山梨 3m97 3m96 3m95 3m97 3m97

28 16 1759 井上　夏姫(中3) 大月AC +0.8 +0.4 -0.6 +0.8 +0.8
ｻﾉ ﾏﾅｶ 山梨 3m78 3m94 3m64 3m94 3m94

29 14 461 佐野　愛佳(2) 甲府一高 +0.8 +1.0 -0.2 +1.0 +1.0
ｺﾏﾂ ﾘﾅ 山梨 3m80 3m71 3m75 3m80 3m80

30 25 18 小松　里菜(1) 北杜高 +1.3 +1.1 0.0 +1.3 +1.3
ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 山梨 × 3m72 3m75 3m75 3m75

31 21 1881 長澤　　るい(中3) TYPE-R +0.5 +0.5 +0.5 +0.5



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走幅跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                6m07     山口　華枝(駿台甲府高)                2017

山梨県高校記録(YHR)           6m07     山口　華枝(駿台甲府高)                2017 9月8日 09:00 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

ｱｼｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨 3m52 3m22 3m37 3m52 3m52

32 18 109 芦澤　琉那(1) 甲府東高 +1.0 +1.3 +0.7 +1.0 +1.0
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 山梨 3m52 3m17 3m11 3m52 3m52

33 11 317 舟久保　七海(1) 富士河口湖高 +1.4 0.0 +1.2 +1.4 +1.4
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 山梨 3m03 2m88 2m75 3m03 3m03

34 3 128 髙山　翠(1) 甲府昭和高 -0.6 +0.4 +0.8 -0.6 -0.6
ｵｸﾜｷ ﾕｷ 山梨 × × 2m88 2m88 2m88

35 2 318 奥脇　由季(1) 富士河口湖高 +0.7 +0.7 +0.7
ｶﾜｾ ｷｳ 山梨 × × ×

36 430 川瀬　希羽(2) 日大明誠高 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 山梨

1 142 渡邊　真生(2) 甲府昭和高 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 山梨

9 294 清水　桃湖(2) 都留興譲館高 DNS
ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 静岡

12 10065 藤田　愛以花(中3) 千代田AC DNS
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨

30 370 福田　倭子(2) 駿台甲府高 DNS
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

32 371 古屋　日奈子(2) 駿台甲府高 DNS
ﾓﾘ ﾕｽﾞﾊ 山梨

37 1756 森　ゆず葉(中1) 大月AC DNS



女子砲丸投
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000

山梨県記録(YR)               13m44     澤登　裕佳(国士館大)                  2017 9月8日 09:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾑﾗ ﾓｶ 山梨

1 9 94 志村　萌花(1) 甲府南高 9m14 9m80 9m15 9m80 8 9m53 9m73 9m71 9m80

ﾅｶﾞﾀ ﾏｲ 山梨

2 8 155 永田　舞(1) 山梨農林高 8m63 × 8m31 8m63 7 8m32 8m54 8m69 8m69

ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ 山梨

3 6 217 新田　千紘(2) 身延高 7m64 6m98 7m14 7m64 4 7m56 7m67 8m05 8m05

ﾑﾗﾏﾂ ﾕｲ 山梨

4 1 194 村松　優衣(1) 白根高 7m66 7m76 7m20 7m76 6 7m73 7m49 7m66 7m76

ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 山梨

5 2 52 伊藤　真琴(2) 韮崎工業高 7m66 × × 7m66 5 × 7m26 × 7m66

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ 山梨

6 7 189 坂東　彩奈(2) 白根高 × × 7m08 7m08 2 7m11 6m73 7m57 7m57

ﾌｶｻﾜ ﾎﾉｶ 山梨

7 5 206 深沢　萌香(1) 身延高 6m05 7m09 6m80 7m09 3 6m22 6m72 7m19 7m19

ﾑﾗｺｼ ﾏｵ 山梨

8 4 74 村越　麻緒(1) 甲府西高 6m61 6m03 6m52 6m61 1 6m46 5m57 6m63 6m63

ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ 山梨

9 3 292 荒井　涼花(2) 都留興譲館高 5m83 6m30 6m02 6m30 6m30



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子やり投
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               47m25     中沢　和美(山梨大)                    2004

山梨県高校記録(YHR)          51m38     深澤　葉月(山梨学院大)                2019 9月8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

ｷﾖﾊﾗ ﾐﾕ 山梨

1 3 258 清原　美優(2) 山梨高 32m24 34m70 33m96 34m70 8 32m40 31m97 34m33 34m70

ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨

2 1 66 萩原　恵里菜(2) 甲府一高 31m45 24m76 25m63 31m45 7 29m74 30m88 31m55 31m55

ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 山梨

3 10 295 鈴木　杏也実(2) 都留興譲館高 26m36 27m89 25m41 27m89 6 × 27m64 26m04 27m89

ﾅｶﾀﾞ ｻｴ 山梨

4 11 102 中田　紗愛(2) 甲府南高 23m73 22m80 23m78 23m78 5 21m81 22m69 22m82 23m78

ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｻ 山梨

5 9 180 杉山　璃紗(1) 巨摩高 18m89 22m51 16m90 22m51 4 22m30 19m92 23m34 23m34

ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 山梨

6 5 156 田辺　彩(1) 山梨農林高 19m04 19m74 20m49 20m49 2 18m90 22m90 18m86 22m90

ﾐﾂｲ ﾏｲ 山梨

7 2 197 三井　真衣(1) 白根高 20m49 × 21m87 21m87 3 22m53 18m73 21m76 22m53

ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨

8 7 327 宮下　結衣(1) 富士北稜高 13m56 17m85 18m70 18m70 1 22m00 20m92 21m63 22m00

ｻﾄｳ ﾕﾘｱ 山梨

9 6 463 佐藤　優里亜(1) 甲府一高 17m77 18m46 15m34 18m46 18m46

ｶｼﾜｷﾞ ｱｲﾅ 山梨

8 337 柏木　愛菜(2) 富士北稜高 r NM
ｸﾏｻｶ ﾘﾝ 山梨

4 293 熊坂　凜(2) 都留興譲館高 DNS



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月8日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

1組 (風:-0.1) 2組 (風:0.0)

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

ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨 ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨

1 2 7 柳谷　百音(6) 大国陸上 14.63 1 2 103 武井　美來(6) 中村塾 14.83

ｸﾗﾁ ｵﾄﾊ 山梨 ｵｶ ｱﾝﾘ 山梨

2 8 282 倉地　音羽(5) 南アルプスＡＣ 15.54 2 4 108 岡　杏織(6) 中村塾 14.88

ｺｲｹ ﾘｵ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ﾙﾅ 山梨

3 5 2 小池　璃音(6) 大国陸上 15.56 3 5 454 橘山　瑠南(3) GON SPO AC 16.52

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨 ｲﾉｳｴ ｶﾅ 山梨

4 7 10 山田　はるか(4) 大国陸上 17.09 4 6 190 井上　わかな(4) 小笠原ＡＣ 16.72

ｲｼｻﾞｷ ﾕﾅ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨

5 3 125 石崎　結奈(4) 中村塾 17.32 5 7 253 小笠原　羚(6) 南アルプスＡＣ 17.32

ﾅｶｺﾞﾐ ｱﾔｶ 山梨 ｶﾈﾏﾙ ｼﾏ 山梨

6 6 195 中込　絢佳(5) 小笠原ＡＣ 17.35 6 3 661 金丸　詩麻(4) TYPE-R 17.37

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｻｱﾔ 山梨

7 4 202 望月　心結(3) 小笠原ＡＣ 18.99 7 8 205 中込　彩絢(3) 小笠原ＡＣ 19.14

3組 (風:-1.5) 4組 (風:-1.2)

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

ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 ｲﾏｲ ﾎﾉﾐ 山梨

1 4 4 三井　葉乃音(6) 大国陸上 14.66 1 3 452 今井　萌乃珠(6) GON SPO AC 15.42

ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾐ 山梨

2 5 107 近藤　琉菜(6) 中村塾 15.03 2 8 189 井上　みなみ(6) 小笠原ＡＣ 15.87

ﾆｼﾅ ｷｸ 山梨 ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨

3 7 203 仁科　希來(4) 小笠原ＡＣ 16.07 3 6 113 北井　真潤(5) 中村塾 16.43

ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨 ﾅﾄﾘ ｻﾁ 山梨

4 3 453 橘山　煌良(6) GON SPO AC 16.33 4 7 11 名取　咲幸(6) 大国陸上 16.53

ｶｻｲ ﾚｲﾗ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ 山梨

5 6 455 河西　玲來(4) GON SPO AC 18.83 5 2 501 山下　莉央(5) NAC 16.85

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾘ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝ 山梨

6 2 3941 安藤　みのり(1) 山梨ジャンパーズ 21.07 6 5 12 雨宮　凛(3) 大国陸上 18.45

ｳﾅｷﾞｲｹ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｵﾊﾅ 山梨

8 456 鰻池　ひびき(4) GON SPO AC DNS 4 270 堀内　和花(1) 南アルプスＡＣ DNS

5組 (風:-1.1) 6組 (風:-1.4)

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

ﾊｲﾊﾞﾗ ｳﾀ 山梨 ﾐﾂｲ ﾋﾗﾘ 山梨

1 5 121 生原　唄楽(5) 中村塾 15.96 1 2 451 三井　陽里(6) GON SPO AC 15.39

ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 山梨

2 1 23 山田　ほのか(6) 大国陸上 16.16 2 1 258 渡辺　柑凛(5) 南アルプスＡＣ 16.40

ﾖｺｳﾁ ｱﾝﾅ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ 山梨

3 2 135 横内　杏南(4) 中村塾 16.35 3 6 209 遠藤　日和(5) 小笠原ＡＣ 17.78

ﾂﾁﾔ ﾅﾙﾐ 山梨 ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾝ 山梨

4 4 496 土屋　成実(4) NAC 16.42 4 7 290 長澤　　　杏(4) 南アルプスＡＣ 17.88

ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 山梨 ｲｼｻﾞｷ ﾘﾅ 山梨

5 6 276 中島　穂乃花(6) 南アルプスＡＣ 16.64 5 5 126 石崎　莉奈(4) 中村塾 18.17

ﾓﾘ ｱﾏﾈ 山梨 ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ 山梨

6 3 286 森　　　天音(5) 南アルプスＡＣ 17.76 6 8 201 井上　かなえ(3) 小笠原ＡＣ 22.04

ｻﾄｳ ﾊﾝﾅ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 山梨

7 7 1001 佐藤　羽花(3) 中村塾 18.83 7 3 288 清水　結芽(3) 南アルプスＡＣ 22.99

ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾏｵ 山梨

8 8 67 高木　里菜(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 23.43 4 208 坂本　麻緒(3) 小笠原ＡＣ DNS



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月8日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

7組 (風:-1.0) 8組 (風:-0.9)

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

ｵｷﾞ ｱﾕﾐ 山梨 ｺｲｹ ｲﾛﾊ 山梨

1 3 495 荻　亜祐美(5) NAC 15.30 1 3 268 小池　彩葉(6) 南アルプスＡＣ 15.63

ﾖｺｳﾁ ﾚｲﾅ 山梨 ﾖｺｳﾁ ﾕｳﾅ 山梨

2 8 136 横内　伶南(4) 中村塾 15.53 2 4 137 横内　佑南(4) 中村塾 16.05

ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ 山梨 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 山梨

3 5 1 赤澤　結衣(6) 大国陸上 16.25 3 1 285 伊藤　彩花(5) 南アルプスＡＣ 16.38

ｶｻｲ ﾉﾉﾊ 山梨 ｻﾀｹ ﾊﾂﾞｷ 山梨

4 2 292 河西　埜乃葉(6) 南アルプスＡＣ 16.26 4 2 499 佐竹　葉月(4) NAC 16.80

ｵｸﾔﾏ ﾎﾉｶ 山梨 ｱﾘｳﾗ ｱｽﾞﾐ 山梨

5 1 129 奥山　歩佳(4) 中村塾 17.67 5 7 192 有浦　彩純(4) 小笠原ＡＣ 18.74

ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 山梨 ｵｸﾞﾗ ﾂｸﾞﾐ 山梨

6 4 1007 廣瀬　姫乃(2) 中村塾 18.48 6 6 1006 小倉　緒珠(2) 中村塾 19.92

ﾜｶﾀ ｻﾗ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾝ 山梨

7 7 256 若田　紗羅(3) 南アルプスＡＣ 19.58 7 5 275 中島　藍(1) 南アルプスＡＣ 21.07

ﾀｹｲ ﾘﾉ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾐﾋﾛ 山梨

6 140 武井　璃乃(3) 中村塾 DNS 8 8 265 井上　未尋(1) 南アルプスＡＣ 23.87

9組 (風:-0.2) 10組 (風:-0.9)

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

ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ 山梨 ﾂﾙﾀ ｻﾕﾐ 山梨

1 3 294 亀田　菜未(6) 南アルプスＡＣ 14.85 1 7 287 鶴田　朔弓(6) 南アルプスＡＣ 14.99

ｶﾐｼﾞﾏ ｱｵｲ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨

2 7 104 上島　蒼生(6) 中村塾 15.38 2 2 101 丸山　穂乃(6) 中村塾 15.01

ﾜｶﾀ ﾕﾗ 山梨 ﾊﾔｼ ﾕﾗ 山梨

3 5 289 若田　結良(5) 南アルプスＡＣ 16.59 3 5 123 林　優良(4) 中村塾 16.15

ｵｶﾞﾜ ﾎﾉﾐ 山梨 ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ 山梨

4 6 206 小川　穂乃実(6) 小笠原ＡＣ 16.69 4 8 6 岸本　沙絢(6) 大国陸上 16.70

ｼﾐｽﾞ ﾚｲ 山梨 ｲｼｲ ｼｷ 山梨

5 1 281 清水　嶺(6) 南アルプスＡＣ 16.78 5 3 660 石井　志季(4) TYPE-R 16.78

ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾝ 山梨 ﾊﾗ ﾒｲｶ 山梨

6 8 257 宮原　　　凜(5) 南アルプスＡＣ 17.06 6 1 9 原　芽伽(3) 大国陸上 17.41

ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨 ｾｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 山梨

7 2 13 石原　琴梨(6) 大国陸上 17.36 7 6 373 関口　あさひ(2) 一宮陸上スポ少 20.31

ｻﾄｳ ｶｴﾗ 山梨 ｳﾞｨｰﾙ ｹｲ 山梨

8 4 118 佐藤　楓空(5) 中村塾 17.96 8 4 372 ヴィール　恵(3) 一宮陸上スポ少 20.33

11組 (風:-0.8) 12組 (風:-1.6)

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

ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｺﾊﾙ 山梨

1 5 371 中村　小百合(3) 一宮陸上スポ少 18.80 1 6 361 堀内　こはる(4) 一宮陸上スポ少 17.56

ｱｲﾔﾏ ﾊﾙｶ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 山梨

2 6 992 相山　遥香(2) 甲斐ACJr 18.83 2 8 369 中村　成実(3) 一宮陸上スポ少 18.33

ｲﾀｸｽ ﾎﾉｶ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 山梨

3 2 65 板楠　穂乃香(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 19.19 3 4 987 中澤　花音(3) 甲斐ACJr 18.41

ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 山梨 ｸﾇｷﾞ ﾘｵ 山梨

4 8 986 山本　彩心(3) 甲斐ACJr 19.20 4 5 77 功刀　梨生(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 18.56

ｶﾐﾇﾏ ﾏｼﾛ 山梨 ﾀｹｲ ﾋﾏﾘ 山梨

5 7 375 上沼　真代(2) 一宮陸上スポ少 19.52 5 7 990 竹井　陽葵(3) 甲斐ACJr 18.86

ｼﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 山梨 ﾆｼﾀﾞ ｱｲﾗ 静岡

6 1 376 島村　心歌(1) 一宮陸上スポ少 19.92 6 3 6111 西田　あいら(3) 静岡葵ＡＣ 19.08

ﾌﾙﾔ ﾕｲ 山梨 ｼﾏﾑﾗ ｺﾅﾂ 山梨

7 3 374 古屋　心結(2) 一宮陸上スポ少 22.14 7 2 359 島村　心夏(4) 一宮陸上スポ少 19.20

ｻｴｸﾞｻ ﾐﾉﾘ 山梨 ｻｸﾏ ﾘﾝ 山梨

4 862 三枝　みのり(4) チーム塩山 DNS 1 981 佐久間　凜(5) 甲斐ACJr DNS



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月8日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

13組 (風:-0.4) 14組 (風:-1.4)

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 山梨 ｲﾜﾏ ｱｷﾊ 山梨

1 6 364 山本　希愛(4) 一宮陸上スポ少 16.96 1 5 354 岩間　陽葉(6) 一宮陸上スポ少 16.73

ｻｸﾗｲ ﾅﾅ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ｱｲﾘ 山梨

2 2 83 櫻井　奈那(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.18 2 3 862 丸山　愛莉(3) チーム塩山 17.61

ﾐﾔﾊﾗ ｻﾗ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ 山梨

3 4 365 宮原　　咲空(4) 一宮陸上スポ少 17.72 3 4 81 古谷　穂乃香(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.71

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ 山梨 ｼﾏﾑﾗ ﾒｲ 山梨

4 8 366 杉山　姫奏(4) 一宮陸上スポ少 17.94 4 8 360 島村　芽依(4) 一宮陸上スポ少 18.17

ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 山梨

5 1 368 髙橋　舞桜(3) 一宮陸上スポ少 18.19 5 1 370 近藤　菜音(3) 一宮陸上スポ少 18.23

ｸﾎﾞ ﾐｵ 山梨 ｲﾅﾊﾞ ｶｵ 静岡

6 7 71 久保　実央(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 18.55 6 6 1059 稲葉　佳央(3) 千代田AC 18.24

ｵｷﾞﾊﾗ ｱﾐ 山梨 ｱｲﾖｼ ｻﾂｷ 山梨

7 3 357 荻原　亜実(5) 一宮陸上スポ少 18.94 7 7 973 相吉　さつき(5) 甲斐ACJr 18.42

ﾖｼﾀﾞ ﾕﾅ 山梨 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 静岡

5 859 吉田　唯乃(5) チーム塩山 DNS 8 2 1001 紅林　ゆき(3) 千代田AC 18.45

15組 (風:0.0) 16組 (風:-1.0)

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

ｶﾐﾇﾏ ﾏﾘﾝ 山梨 ｼｽﾞﾒ ｺﾊﾙ 山梨

1 6 355 上沼　真凛(6) 一宮陸上スポ少 15.74 1 4 352 鎮目　小桜(6) 一宮陸上スポ少 15.88

ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾉｶ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 山梨

2 5 982 遠藤　帆乃夏(4) 甲斐ACJr 17.27 2 6 356 中島　萌花(6) 一宮陸上スポ少 16.15

ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙｶ 静岡 ｻｴｸﾞｻ ｲﾌﾞｷ 山梨

3 1 1041 稲葉　陽花(5) 千代田AC 17.42 3 5 657 三枝　伊吹(5) TYPE-R 16.21

ｱﾒﾐﾔ ｻﾜｶ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾓﾓｶ 山梨

3 2 367 雨宮　沙和佳(3) 一宮陸上スポ少 17.42 4 7 656 富士原　百花(5) TYPE-R 16.71

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 山梨 ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨

5 8 363 中島　花音(4) 一宮陸上スポ少 17.68 5 3 78 高木　夏菜子(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.72

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｱ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 山梨

6 7 976 小林　結愛(5) 甲斐ACJr 17.83 6 2 984 鈴木　奈緒(4) 甲斐ACJr 16.97

ｶﾜｸﾞﾁ ｻｴ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ 山梨

3 974 川口　沙慧(5) 甲斐ACJr DNS 7 8 358 益田　亜弥(5) 一宮陸上スポ少 17.92

ｲﾄｳ ｻﾔ 静岡 ｻｶｼﾀ ｱﾔｶ 山梨

4 1058 伊藤　瑳耶(4) 千代田AC DNS 1 651 坂下　絢香(6) TYPE-R DNS

17組 (風:-1.2) 18組 (風:-1.2)

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

ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ﾈﾈ 静岡

1 6 76 清水　咲希(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.87 1 2 1000 白鳥　ねね(6) 千代田AC 15.38

ﾀｶﾉ ｱﾔﾈ 山梨 ｱﾗｲ ﾘﾝｶ 山梨

2 3 362 高野　彩寧(4) 一宮陸上スポ少 16.31 2 5 975 新井　凜花(5) 甲斐ACJr 15.48

ﾂｸﾀﾞ ｿﾗ 山梨 ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨

3 5 353 佃　奏空(6) 一宮陸上スポ少 16.40 3 3 90 上野　妃来(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.96

ｸﾎﾞ ｱﾐ 山梨 ﾀｷｷﾞﾁ ｾﾅ 静岡

4 1 63 久保　亜実(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.68 4 8 1050 瀧口　瀬奈(4) 千代田AC 15.99

ﾎｿﾀﾞ ｱﾕｶ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｺ 山梨

5 2 964 細田　歩花(6) 甲斐ACJr 16.70 5 7 659 中沢　莉子(4) TYPE-R 16.02

ﾎﾘｳﾁ ﾅﾅ 静岡 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 静岡

6 4 1049 堀内　なな(4) 千代田AC 16.83 6 1 1048 小林　真梨奈(4) 千代田AC 16.45

ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨 ﾌｼﾞｵｶ ﾚﾅ 静岡

7 8 351 深澤　礼乃(6) 一宮陸上スポ少 17.05 7 6 1033 藤岡　怜那(5) 千代田AC 16.50

ｵｻﾀﾞ ﾊﾅ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ 静岡

7 965 長田　はな(6) 甲斐ACJr DNS 8 4 1052 山﨑　結生(4) 千代田AC 16.99



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月8日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

19組 (風:-0.9) 20組 (風:-1.4)

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

ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 山梨 ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾅ 山梨

1 3 150 上條　栞里(5) 大月AC 15.46 1 4 654 村山　陽菜(6) TYPE-R 13.83

ｵｵｷ ﾏﾅｶ 山梨 ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静岡

2 5 653 大木　愛加(6) TYPE-R 15.52 2 3 1028 坂下　茉優(6) 千代田AC 14.70

ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ 山梨

3 2 70 三澤　怜奈(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.72 3 5 962 斎藤　若菜(6) 甲斐ACJr 15.00

ﾓﾘﾓﾄ ｻﾔｶ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾜ 山梨

4 1 968 森本　彩叶(6) 甲斐ACJr 15.78 4 7 961 中込　十和(6) 甲斐ACJr 15.01

ｲｹﾔ ﾏﾂﾘ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ 山梨

5 7 655 池谷　祭(6) TYPE-R 15.96 5 2 62 功刀　杏浬(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.10

ﾔﾏｷ ﾏﾙﾘ 静岡 ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 静岡

6 8 1040 八巻　まるり(5) 千代田AC 16.13 6 6 1030 花村　日向(6) 千代田AC 15.28

ﾀﾑﾗ ﾐﾅﾂ 静岡 ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ 静岡

7 6 1039 田村　美夏月(5) 千代田AC 16.33 7 1 1026 山﨑　夢生(6) 千代田AC 15.34

ｼﾗｲ ﾐｱﾘ 静岡 ｻﾉ ﾓﾓｶ 静岡

8 4 1037 白井　美愛莉(5) 千代田AC 16.36 8 8 1038 佐野　百花(5) 千代田AC 15.57

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾅ 山梨

1 654 村山　陽菜(6) TYPE-R 13.83 -1.4
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨

2 7 柳谷　百音(6) 大国陸上 14.63 -0.1
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨

3 4 三井　葉乃音(6) 大国陸上 14.66 -1.5
ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静岡

4 1028 坂下　茉優(6) 千代田AC 14.70 -1.4
ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨

5 103 武井　美來(6) 中村塾 14.83 0.0
ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ 山梨

6 294 亀田　菜未(6) 南アルプスＡＣ 14.85 -0.2
ｵｶ ｱﾝﾘ 山梨

7 108 岡　杏織(6) 中村塾 14.88 0.0
ﾂﾙﾀ ｻﾕﾐ 山梨

8 287 鶴田　朔弓(6) 南アルプスＡＣ 14.99 -0.9



凡例  DNS:欠場

小学生女子８００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)      2:24.65     橘山　莉乃(大国陸上クラブ)            2017 9月8日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

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

ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨

1 1 7 柳谷　百音(6) 大国陸上 2:37.63 1 14 453 橘山　煌良(6) GON SPO AC 2:38.85

ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ 山梨

2 4 4 三井　葉乃音(6) 大国陸上 2:45.00 2 10 1 赤澤　結衣(6) 大国陸上 2:39.28

ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨

3 13 276 中島　穂乃花(6) 南アルプスＡＣ 2:45.21 3 8 253 小笠原　羚(6) 南アルプスＡＣ 2:50.36

ｺｲｹ ﾘｵ 山梨 ｶｻｲ ﾉﾉﾊ 山梨

4 14 2 小池　璃音(6) 大国陸上 2:48.49 4 5 292 河西　埜乃葉(6) 南アルプスＡＣ 2:51.23

ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ﾙﾅ 山梨

5 6 6 岸本　沙絢(6) 大国陸上 2:56.30 5 12 454 橘山　瑠南(3) GON SPO AC 2:54.74

ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨 ﾅﾄﾘ ｻﾁ 山梨

6 11 113 北井　真潤(5) 中村塾 2:56.74 6 3 11 名取　咲幸(6) 大国陸上 3:05.39

ｶｶﾞﾐ ｱｵｲ 山梨 ﾖﾅｶﾞ ﾕｱ 山梨

7 9 106 加々美　青衣(6) 中村塾 3:03.54 7 2 102 代永　結愛(6) 中村塾 3:08.26

ﾋｸﾞﾁ ﾈﾈ 山梨 ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾝ 山梨

8 5 139 樋口　寧音(4) 中村塾 3:13.86 8 11 290 長澤　　　杏(4) 南アルプスＡＣ 3:10.66

ｻｶﾓﾄ ﾏｵ 山梨 ﾜｶﾀ ﾕﾗ 山梨

9 2 208 坂本　麻緒(3) 小笠原ＡＣ 3:27.66 9 13 289 若田　結良(5) 南アルプスＡＣ 3:11.93

ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨

10 3 1007 廣瀬　姫乃(2) 中村塾 3:35.13 10 1 13 石原　琴梨(6) 大国陸上 3:17.18

ｲﾄｳ ｱﾔｶ 山梨 ﾋｸﾞﾁ  ｼｲﾅ 山梨

11 15 285 伊藤　彩花(5) 南アルプスＡＣ 3:40.05 11 4 1011 樋口　椎名(3) 中村塾 3:19.41

ｵｸﾞﾗ ﾂｸﾞﾐ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷﾉ 山梨

12 7 1006 小倉　緒珠(2) 中村塾 3:52.72 12 9 200 飯島　友希乃(5) 小笠原ＡＣ 3:20.17

ﾜｶﾀ ｻﾗ 山梨 ｶﾐｼﾞﾏ ｱｵｲ 山梨

13 8 256 若田　紗羅(3) 南アルプスＡＣ 3:59.05 13 6 104 上島　蒼生(6) 中村塾 3:25.69

ﾎﾘｳﾁ ｵﾊﾅ 山梨 ｶﾐｼﾞﾏ ﾓﾓﾅ 山梨

14 10 270 堀内　和花(1) 南アルプスＡＣ 4:07.39 14 15 122 上島　桃奈(4) 中村塾 3:41.80

ｸﾎﾞ ﾐｵ 山梨 ｲﾀｸｽ ﾎﾉｶ 山梨

12 71 久保　実央(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ DNS 15 7 65 板楠　穂乃香(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:44.65

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

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ 山梨 ｶﾐﾇﾏ ﾏﾘﾝ 山梨

1 3 366 杉山　姫奏(4) 一宮陸上スポ少 3:12.81 1 13 355 上沼　真凛(6) 一宮陸上スポ少 3:00.47

ﾐﾔﾊﾗ ｻﾗ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ 山梨

2 13 365 宮原　　咲空(4) 一宮陸上スポ少 3:13.40 2 11 358 益田　亜弥(5) 一宮陸上スポ少 3:03.25

ｼﾏﾑﾗ ｺﾅﾂ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 山梨

3 7 359 島村　心夏(4) 一宮陸上スポ少 3:25.22 3 15 370 近藤　菜音(3) 一宮陸上スポ少 3:07.81

ｸﾇｷﾞ ﾘｵ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｺﾊﾙ 山梨

4 4 77 功刀　梨生(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:27.29 4 9 361 堀内　こはる(4) 一宮陸上スポ少 3:08.88

ｻｸﾗｲ ﾅﾅ 山梨 ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨

5 2 83 櫻井　奈那(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:28.15 5 2 70 三澤　怜奈(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:09.84

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ 山梨

6 11 369 中村　成実(3) 一宮陸上スポ少 3:29.60 6 14 62 功刀　杏浬(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:10.79

ｸﾎﾞ ｱﾐ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 山梨

7 10 63 久保　亜実(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:31.56 7 7 363 中島　花音(4) 一宮陸上スポ少 3:12.98

ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 山梨 ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨

8 9 368 髙橋　舞桜(3) 一宮陸上スポ少 3:33.17 8 10 78 高木　夏菜子(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:14.19

ﾀｹｲ ﾋﾏﾘ 山梨 ｲﾜﾏ ｱｷﾊ 山梨

9 12 990 竹井　陽葵(3) 甲斐ACJr 3:35.44 9 6 354 岩間　陽葉(6) 一宮陸上スポ少 3:15.10

ｱｵﾉ ﾜｶﾊﾞ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ 山梨

10 8 153 青野　わかば(4) 大月AC 3:37.67 10 8 81 古谷　穂乃香(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:16.49

ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 山梨

11 1 351 深澤　礼乃(6) 一宮陸上スポ少 3:38.91 11 1 987 中澤　花音(3) 甲斐ACJr 3:16.52

ｱｲﾔﾏ ﾊﾙｶ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ 山梨

12 14 992 相山　遥香(2) 甲斐ACJr 3:39.41 12 12 371 中村　小百合(3) 一宮陸上スポ少 3:19.06

ｻﾒﾀﾞ ﾐｸ 山梨 ｵｷﾞﾊﾗ ｱﾐ 山梨

13 6 985 鮫田　美玖(4) 甲斐ACJr 3:40.32 13 3 357 荻原　亜実(5) 一宮陸上スポ少 3:19.46

ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 山梨 ｼﾏﾑﾗ ﾒｲ 山梨

14 15 364 山本　希愛(4) 一宮陸上スポ少 3:45.05 14 5 360 島村　芽依(4) 一宮陸上スポ少 3:20.42

ｳﾞｨｰﾙ ｹｲ 山梨 ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨

15 5 372 ヴィール　恵(3) 一宮陸上スポ少 3:52.43 15 4 90 上野　妃来(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:36.58



凡例  DNS:欠場

小学生女子８００ｍ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)      2:24.65     橘山　莉乃(大国陸上クラブ)            2017 9月8日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾉ ｱﾔﾈ 山梨 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨

1 8 362 高野　彩寧(4) 一宮陸上スポ少 2:50.23 1 7 柳谷　百音(6) 大国陸上 2:37.63

ｱﾗｲ ﾘﾝｶ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨

2 12 975 新井　凜花(5) 甲斐ACJr 2:51.39 2 453 橘山　煌良(6) GON SPO AC 2:38.85

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ 山梨

3 1 356 中島　萌花(6) 一宮陸上スポ少 2:54.11 3 1 赤澤　結衣(6) 大国陸上 2:39.28

ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 山梨 ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨

4 11 855 中村　千香(6) チーム塩山 2:54.45 4 4 三井　葉乃音(6) 大国陸上 2:45.00

ﾂｸﾀﾞ ｿﾗ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 山梨

5 5 353 佃　奏空(6) 一宮陸上スポ少 2:55.37 5 276 中島　穂乃花(6) 南アルプスＡＣ 2:45.21

ﾎｼｻﾞｷ ﾕﾂﾞｷ 静岡 ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

6 7 1055 星崎　佑月(4) 千代田AC 2:56.38 6 2 小池　璃音(6) 大国陸上 2:48.49

ﾎｼｻﾞｷ ﾐｸ 静岡 ﾀｶﾉ ｱﾔﾈ 山梨

7 9 1056 星崎　心玖(4) 千代田AC 2:56.82 7 362 高野　彩寧(4) 一宮陸上スポ少 2:50.23

ﾅﾗﾑﾗ ｺﾏﾁ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨

8 14 972 奈良村　小町(5) 甲斐ACJr 2:57.20 8 253 小笠原　羚(6) 南アルプスＡＣ 2:50.36

ｵｵｻｷ ﾐｷ 山梨

9 2 983 大崎　美希(4) 甲斐ACJr 2:57.49

ｽｽﾞｷ ﾅｵ 山梨

10 4 984 鈴木　奈緒(4) 甲斐ACJr 2:58.72

ｼｽﾞﾒ ｺﾊﾙ 山梨

11 13 352 鎮目　小桜(6) 一宮陸上スポ少 3:07.01

ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨

12 15 76 清水　咲希(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:11.00

ｱﾒﾐﾔ ｻﾜｶ 山梨

13 3 367 雨宮　沙和佳(3) 一宮陸上スポ少 3:13.10

ｵｻﾀﾞ ﾊﾅ 山梨

6 965 長田　はな(6) 甲斐ACJr DNS

ｸｼﾏ ｱｽﾞｻ 山梨

10 174 久島　あずさ(6) 大月AC DNS



凡例  DNS:欠場

小学生女子４X１００ｍＲ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        53.94     小林・志村・岡野・中澤(大国陸上クラブ)2005 9月8日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組
1着 57.36 2着 58.63 3着 1:05.18

4ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 103 1 23 1 195

2 101 2 7 2 203

3 108 3 2 3 206

4 107 4 4 4 189

4着 1:05.63 5着 1:07.05 6着 1:07.18

3ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 257 1 258 1 498

2 276 2 281 2 499

3 253 3 286 3 502

4 292 4 289 4 501

7着 1:11.69 8着 1:20.06

8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 360 1 65

2 357 2 81

3 363 3 77

4 364 4 67

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

2組
1着 59.39 2着 1:01.18 3着 1:01.60

4ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 655 1 494 1 137

2 653 2 495 2 123

3 659 3 496 3 135

4 654 4 497 4 136

4着 1:03.21 5着 1:03.97 6着 1:04.72

1ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 351 1 13 1 354

2 353 2 1 2 355

3 356 3 6 3 358

4 352 4 11 4 362

7着 1:06.36

5ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 78 1 (    )

2 71 2 (    )

3 63 3 (    )

4 83 4 (    )

中村塾A(山梨)

ﾀｹｲ ﾐｸ

武井　美來(6) 中村塾
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ

丸山　穂乃(6) 中村塾
ｵｶ ｱﾝﾘ

岡　杏織(6) 中村塾
ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ

近藤　琉菜(6) 中村塾

大国陸上A(山梨)

ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ

山田　ほのか(6) 大国陸上
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ

柳谷　百音(6) 大国陸上
ｺｲｹ ﾘｵ

小池　璃音(6) 大国陸上
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ

三井　葉乃音(6) 大国陸上

小笠原ＡＣA(山梨)

ﾅｶｺﾞﾐ ｱﾔｶ

中込　絢佳(5) 小笠原ＡＣ
ﾆｼﾅ ｷｸ

仁科　希來(4) 小笠原ＡＣ
ｵｶﾞﾜ ﾎﾉﾐ

小川　穂乃実(6) 小笠原ＡＣ
ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾐ

井上　みなみ(6) 小笠原ＡＣ

南アルプスＡＣB(山梨)

ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾝ

宮原　　　凜(5) 南アルプスＡＣ
ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ

中島　穂乃花(6) 南アルプスＡＣ
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ

小笠原　羚(6) 南アルプスＡＣ
ｶｻｲ ﾉﾉﾊ

河西　埜乃葉(6) 南アルプスＡＣ

南アルプスＡＣC(山梨)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ

渡辺　柑凛(5) 南アルプスＡＣ
ｼﾐｽﾞ ﾚｲ

清水　嶺(6) 南アルプスＡＣ
ﾓﾘ ｱﾏﾈ

森　　　天音(5) 南アルプスＡＣ
ﾜｶﾀ ﾕﾗ

若田　結良(5) 南アルプスＡＣ

NACB(山梨)

ｽｷﾞﾀ ｻｴ

杉田　咲英(4) NAC
ｻﾀｹ ﾊﾂﾞｷ

佐竹　葉月(4) NAC
ﾜｶｵ ｱｲﾘ

若尾　愛梨(4) NAC
ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ

山下　莉央(5) NAC

一宮陸上スポ少C(山梨)

ｼﾏﾑﾗ ﾒｲ

島村　芽依(4) 一宮陸上スポ少
ｵｷﾞﾊﾗ ｱﾐ

荻原　亜実(5) 一宮陸上スポ少
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ

中島　花音(4) 一宮陸上スポ少
ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ

山本　希愛(4) 一宮陸上スポ少

北西陸上ｸﾗﾌﾞC(山梨)

ｲﾀｸｽ ﾎﾉｶ

板楠　穂乃香(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ

古谷　穂乃香(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｸﾇｷﾞ ﾘｵ

功刀　梨生(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ

高木　里菜(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

TYPE-RA(山梨)

ｲｹﾔ ﾏﾂﾘ

池谷　祭(6) TYPE-R
ｵｵｷ ﾏﾅｶ

大木　愛加(6) TYPE-R
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｺ

中沢　莉子(4) TYPE-R
ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾅ

村山　陽菜(6) TYPE-R

NACA(山梨)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ

丸山　菜々子(6) NAC
ｵｷﾞ ｱﾕﾐ

荻　亜祐美(5) NAC
ﾂﾁﾔ ﾅﾙﾐ

土屋　成実(4) NAC
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾔｶ

青栁　彩夏(6) NAC

中村塾C(山梨)

ﾖｺｳﾁ ﾕｳﾅ

横内　佑南(4) 中村塾
ﾊﾔｼ ﾕﾗ

林　優良(4) 中村塾
ﾖｺｳﾁ ｱﾝﾅ

横内　杏南(4) 中村塾
ﾖｺｳﾁ ﾚｲﾅ

横内　伶南(4) 中村塾

一宮陸上スポ少A(山梨)

ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ

深澤　礼乃(6) 一宮陸上スポ少
ﾂｸﾀﾞ ｿﾗ

佃　奏空(6) 一宮陸上スポ少
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ

中島　萌花(6) 一宮陸上スポ少
ｼｽﾞﾒ ｺﾊﾙ

鎮目　小桜(6) 一宮陸上スポ少

大国陸上B(山梨)

ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ

石原　琴梨(6) 大国陸上
ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ

赤澤　結衣(6) 大国陸上
ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ

岸本　沙絢(6) 大国陸上
ﾅﾄﾘ ｻﾁ

名取　咲幸(6) 大国陸上

一宮陸上スポ少B(山梨)

ｲﾜﾏ ｱｷﾊ

岩間　陽葉(6) 一宮陸上スポ少
ｶﾐﾇﾏ ﾏﾘﾝ

上沼　真凛(6) 一宮陸上スポ少
ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ

益田　亜弥(5) 一宮陸上スポ少
ﾀｶﾉ ｱﾔﾈ

高野　彩寧(4) 一宮陸上スポ少

ｻｸﾗｲ ﾅﾅ

櫻井　奈那(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

北西陸上ｸﾗﾌﾞB(山梨)

ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ

高木　夏菜子(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｸﾎﾞ ﾐｵ

久保　実央(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

大月AC(山梨)

ｸﾎﾞ ｱﾐ

久保　亜実(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
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小学生女子４X１００ｍＲ
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県小学生記録(YSR)        53.94     小林・志村・岡野・中澤(大国陸上クラブ)2005 9月8日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組
1着 59.32 2着 1:00.59 3着 1:01.23

5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 282 1 975 1 90

2 294 2 961 2 62

3 268 3 962 3 76

4 287 4 968 4 70

4着 1:05.84 5着 1:05.99 6着 1:10.75

4ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 129 1 126 1 192

2 104 2 121 2 209

3 128 3 125 3 200

4 102 4 113 4 190

7着 1:14.35

2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 366

2 359

3 361

4 365

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

4組
1着 1:06.69 2着 1:14.13

3ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 964 1 984 1 (    )

2 976 2 985 2 (    )

3 969 3 983 3 (    )

4 965 4 990 4 (    )

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 57.36

2 58.63

3 59.32

4 59.39

5 1:00.59

6 1:01.18

7 1:01.23

8 1:01.60

ﾂﾙﾀ ｻﾕﾐ

南アルプスＡＣA(山梨)

ｸﾗﾁ ｵﾄﾊ

倉地　音羽(5) 南アルプスＡＣ
ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ

ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ
亀田　菜未(6) 南アルプスＡＣ
ｺｲｹ ｲﾛﾊ

小池　彩葉(6) 南アルプスＡＣ 斎藤　若菜(6)

ｱﾗｲ ﾘﾝｶ

新井　凜花(5) 甲斐ACJr
ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾜ

中込　十和(6) 甲斐ACJr

甲斐ACJr
ﾓﾘﾓﾄ ｻﾔｶ

森本　彩叶(6) 甲斐ACJr

北西陸上ｸﾗﾌﾞA(山梨)

ｳｴﾉ ｷﾗ

上野　妃来(6)

ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ

三澤　怜奈(5)

甲斐ACJrA(山梨)

北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ

功刀　杏浬(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ｼﾐｽﾞ ｻｷ

清水　咲希(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

北西陸上ｸﾗﾌﾞ

中村塾D(山梨)

ｵｸﾔﾏ ﾎﾉｶ

奥山　歩佳(4) 中村塾
ｶﾐｼﾞﾏ ｱｵｲ

小笠原ＡＣ

鶴田　朔弓(6) 南アルプスＡＣ

上島　蒼生(6) 中村塾
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲﾗ

近藤　愛羅(4) 中村塾
ﾖﾅｶﾞ ﾕｱ

代永　結愛(6) 中村塾

中村塾B(山梨)

ｲｼｻﾞｷ ﾘﾅ

石崎　莉奈(4) 中村塾
ﾊｲﾊﾞﾗ ｳﾀ

生原　唄楽(5) 中村塾
ｲｼｻﾞｷ ﾕﾅ

石崎　結奈(4) 中村塾
ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ

北井　真潤(5) 中村塾

小笠原ＡＣB(山梨)

ｱﾘｳﾗ ｱｽﾞﾐ

有浦　彩純(4)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ

遠藤　日和(5) 小笠原ＡＣ
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷﾉ

飯島　友希乃(5) 小笠原ＡＣ
ｲﾉｳｴ ｶﾅ

井上　わかな(4) 小笠原ＡＣ

一宮陸上スポ少D(山梨)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ

杉山　姫奏(4) 一宮陸上スポ少
ｼﾏﾑﾗ ｺﾅﾂ

島村　心夏(4) 一宮陸上スポ少
ﾎﾘｳﾁ ｺﾊﾙ

堀内　こはる(4) 一宮陸上スポ少
ﾐﾔﾊﾗ ｻﾗ

宮原　　咲空(4) 一宮陸上スポ少

甲斐ACJrB(山梨)

ﾎｿﾀﾞ ｱﾕｶ

細田　歩花(6) 甲斐ACJr
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｱ

小林　結愛(5) 甲斐ACJr
ﾂｼﾞ ｱﾔﾈ

辻　絢音(6) 甲斐ACJr
ｵｻﾀﾞ ﾊﾅ

長田　はな(6) 甲斐ACJr
ﾀｹｲ ﾋﾏﾘ

竹井　陽葵(3) 甲斐ACJr

甲斐ACJrD(山梨)

ｽｽﾞｷ ﾅｵ

鈴木　奈緒(4) 甲斐ACJr
ｻﾒﾀﾞ ﾐｸ

鮫田　美玖(4) 甲斐ACJr

甲斐ACJrC(山梨)

中村塾A(山梨) 武井　美來(6) / 丸山　穂乃(6) / 岡　杏織(6) / 近藤　琉菜(6)

大国陸上A(山梨) 山田　ほのか(6) / 柳谷　百音(6) / 小池　璃音(6) / 三井　葉乃音(6)

南アルプスＡＣA(山梨) 倉地　音羽(5) / 亀田　菜未(6) / 小池　彩葉(6) / 鶴田　朔弓(6)

ｵｵｻｷ ﾐｷ

大崎　美希(4) 甲斐ACJr

北西陸上ｸﾗﾌﾞA(山梨) 上野　妃来(6) / 功刀　杏浬(6) / 清水　咲希(6) / 三澤　怜奈(5)

中村塾C(山梨) 横内　佑南(4) / 林　優良(4) / 横内　杏南(4) / 横内　伶南(4)

TYPE-RA(山梨) 池谷　祭(6) / 大木　愛加(6) / 中沢　莉子(4) / 村山　陽菜(6)

甲斐ACJrA(山梨) 新井　凜花(5) / 中込　十和(6) / 斎藤　若菜(6) / 森本　彩叶(6)

NACA(山梨) 丸山　菜々子(6) / 荻　亜祐美(5) / 土屋　成実(4) / 青栁　彩夏(6)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

小学生女子走幅跳
審 判 長：前田　裕孝

記録主任：河野　公昭
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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

ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静岡 4m53 4m62 4m53 4m62

1 20 1028 坂下　茉優(6) 千代田AC +1.3 -1.0 +0.2 -1.0
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 × 4m45 4m42 4m45

2 12 101 丸山　穂乃(6) 中村塾 +2.1 +2.5 +2.1
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 静岡 × 4m40 4m22 4m40

3 55 1030 花村　日向(6) 千代田AC -1.1 -1.4 -1.1
ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾐ 山梨 4m37 × × 4m37

4 21 189 井上　みなみ(6) 小笠原ＡＣ +1.7 +1.7
ｻﾉ ﾓﾓｶ 静岡 × 3m92 4m21 4m21

5 16 1038 佐野　百花(5) 千代田AC -0.4 -0.7 -0.7
ﾔﾏｷ ﾏﾙﾘ 静岡 4m14 3m88 × 4m14

6 65 1040 八巻　まるり(5) 千代田AC +0.4 +0.5 +0.4
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 3m89 4m07 3m84 4m07

7 67 4 三井　葉乃音(6) 大国陸上 +0.4 +1.8 -1.0 +1.8
ｵｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 山梨 4m01 3m67 3m77 4m01

8 39 173 小澤　美慧(6) 大月AC +0.8 +0.6 -0.7 +0.8
ｺｲｹ ｲﾛﾊ 山梨 3m93 3m96 × 3m96

9 35 268 小池　彩葉(6) 南アルプスＡＣ +1.7 -0.2 -0.2
ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨 3m79 3m80 3m90 3m90

10 17 103 武井　美來(6) 中村塾 +1.8 +0.9 +1.3 +1.3
ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ 山梨 3m84 3m54 3m86 3m86

11 6 107 近藤　琉菜(6) 中村塾 +1.2 +0.5 +2.9 +2.9
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾔｶ 山梨 3m82 3m66 3m77 3m82

12 37 497 青栁　彩夏(6) NAC +1.5 -2.4 -0.4 +1.5
ﾐﾂｲ ﾋﾗﾘ 山梨 3m80 3m71 3m80 3m80

13 22 451 三井　陽里(6) GON SPO AC +0.9 -0.7 +1.2 +0.9
ｼﾗｲ ﾐｱﾘ 静岡 3m80 3m77 3m67 3m80

14 32 1037 白井　美愛莉(5) 千代田AC +1.1 -0.8 -1.4 +1.1
ｵｶ ｱﾝﾘ 山梨 3m75 3m74 3m61 3m75

15 24 108 岡　杏織(6) 中村塾 +1.8 -1.3 +0.5 +1.8
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 山梨 3m67 3m40 3m56 3m67

16 42 150 上條　栞里(5) 大月AC +0.4 +0.4 -0.1 +0.4
ﾌｼﾞｵｶ ﾚﾅ 静岡 3m66 × × 3m66

17 44 1033 藤岡　怜那(5) 千代田AC -0.2 -0.2
ﾀﾑﾗ ﾐﾅﾂ 静岡 3m65 3m61 3m58 3m65

18 9 1039 田村　美夏月(5) 千代田AC +0.5 +0.1 +1.3 +0.5
ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨 3m56 3m34 3m30 3m56

19 46 70 三澤　怜奈(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -0.2 -0.1 -0.5 -0.2
ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨 3m48 2m90 3m47 3m48

20 25 90 上野　妃来(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +1.1 -0.5 +0.4 +1.1
ﾖｺｳﾁ ｱﾝﾅ 山梨 3m48 3m10 3m34 3m48

21 19 135 横内　杏南(4) 中村塾 +1.4 -0.6 +1.2 +1.4
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ 静岡 3m47 3m45 3m29 3m47

22 18 1026 山﨑　夢生(6) 千代田AC +1.9 -1.2 +0.4 +1.9
ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨 3m10 3m47 2m87 3m47

23 63 76 清水　咲希(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +2.2 +0.8 +0.2 +0.8
ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ 山梨 × 3m44 × 3m44

24 33 62 功刀　杏浬(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.7 +0.7
ﾆｼﾅ ｷｸ 山梨 × 3m42 2m86 3m42

25 5 203 仁科　希來(4) 小笠原ＡＣ +0.9 +0.9 +0.9
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ 山梨 3m41 × 3m33 3m41

26 53 494 丸山　菜々子(6) NAC +0.6 +0.7 +0.6
ｼﾗﾄﾘ ﾈﾈ 静岡 3m36 × 3m13 3m36

27 3 1000 白鳥　ねね(6) 千代田AC +1.0 +0.7 +1.0
ﾖﾅｶﾞ ﾕｱ 山梨 × 3m31 3m26 3m31

28 30 102 代永　結愛(6) 中村塾 -2.0 -1.8 -2.0
ﾂﾁﾔ ﾅﾙﾐ 山梨 3m18 3m09 3m27 3m27

29 15 496 土屋　成実(4) NAC +0.5 +1.3 +2.3 +2.3
ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨 × 2m95 3m27 3m27

30 74 113 北井　真潤(5) 中村塾 -1.9 -0.2 -0.2
ﾎﾘｳﾁ ﾅﾅ 静岡 × 3m27 × 3m27

31 76 1049 堀内　なな(4) 千代田AC -1.1 -1.1
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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

ｽｷﾞﾀ ｻｴ 山梨 3m26 × 3m24 3m26

32 69 498 杉田　咲英(4) NAC +0.6 -0.2 +0.6
ﾊｲﾊﾞﾗ ｳﾀ 山梨 × 3m26 3m16 3m26

33 31 121 生原　唄楽(5) 中村塾 -0.3 -0.2 -0.3
ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾜ 山梨 3m25 3m16 3m23 3m25

34 56 961 中込　十和(6) 甲斐ACJr +0.6 +0.2 +0.4 +0.6
ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾝ 山梨 3m11 2m99 2m83 3m11

35 62 257 宮原　　　凜(5) 南アルプスＡＣ +1.5 +0.9 -1.4 +1.5
ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙｶ 静岡 3m10 2m67 2m95 3m10

36 73 1041 稲葉　陽花(5) 千代田AC +1.1 -2.0 +0.5 +1.1
ｻﾀｹ ﾊﾂﾞｷ 山梨 3m10 2m88 × 3m10

37 51 499 佐竹　葉月(4) NAC +0.2 +0.1 +0.2
ﾓﾘ ｱﾏﾈ 山梨 × 2m89 3m09 3m09

38 13 286 森　　　天音(5) 南アルプスＡＣ +2.2 +2.4 +2.4
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲﾗ 山梨 × × 3m08 3m08

39 72 128 近藤　愛羅(4) 中村塾 -1.1 -1.1
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ 静岡 2m66 2m49 3m03 3m03

40 1 1052 山﨑　結生(4) 千代田AC +1.3 +1.1 -1.2 -1.2
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 静岡 2m67 2m74 2m99 2m99

41 47 1048 小林　真梨奈(4) 千代田AC +0.2 +0.1 -0.7 -0.7
ｲﾉｳｴ ｶﾅ 山梨 2m81 2m98 2m69 2m98

42 14 190 井上　わかな(4) 小笠原ＡＣ +0.2 +0.6 +1.0 +0.6
ﾎｼｻﾞｷ ﾐｸ 静岡 2m86 2m90 2m97 2m97

43 77 1056 星崎　心玖(4) 千代田AC +0.8 -1.2 -0.7 -0.7
ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ 山梨 2m89 2m48 2m94 2m94

44 66 962 斎藤　若菜(6) 甲斐ACJr +0.5 +0.9 +0.6 +0.6
ﾏﾙﾔﾏ ｱｲﾘ 山梨 2m72 2m86 2m93 2m93

45 59 862 丸山　愛莉(3) チーム塩山 +1.2 +0.4 0.0 0.0
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾛ 山梨 × 2m86 × 2m86

46 29 500 中村　こころ(4) NAC -1.5 -1.5
ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾉｶ 山梨 2m85 2m28 2m80 2m85

47 26 982 遠藤　帆乃夏(4) 甲斐ACJr +2.6 -1.1 +2.3 +2.6
ﾀｷｷﾞﾁ ｾﾅ 静岡 2m65 2m85 2m72 2m85

48 68 1050 瀧口　瀬奈(4) 千代田AC +1.1 +1.8 -1.0 +1.8
ｲﾏｲ ﾎﾉﾐ 山梨 2m52 2m82 2m83 2m83

49 50 452 今井　萌乃珠(6) GON SPO AC +1.1 +0.3 +0.8 +0.8
ﾎｼｻﾞｷ ﾕﾂﾞｷ 静岡 × × 2m82 2m82

50 54 1055 星崎　佑月(4) 千代田AC 0.0 0.0
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 山梨 2m72 2m46 2m65 2m72

51 71 258 渡辺　柑凛(5) 南アルプスＡＣ +0.7 +1.3 -0.6 +0.7
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨 × × 2m72 2m72

52 48 10 山田　はるか(4) 大国陸上 -1.3 -1.3
ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ 山梨 2m56 × 2m71 2m71

53 40 81 古谷　穂乃香(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.4 -1.2 -1.2
ｶﾐｼﾞﾏ ﾓﾓﾅ 山梨 2m67 2m46 2m44 2m67

54 2 122 上島　桃奈(4) 中村塾 +1.0 +1.4 -0.9 +1.0
ﾜｶｵ ｱｲﾘ 山梨 2m66 2m43 × 2m66

55 58 502 若尾　愛梨(4) NAC +1.1 +0.6 +1.1
ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨 2m65 × × 2m65

56 70 78 高木　夏菜子(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +1.1 +1.1
ｸﾎﾞ ｱﾐ 山梨 2m49 2m45 2m64 2m64

57 75 63 久保　亜実(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.6 -1.9 -0.4 -0.4
ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 山梨 2m48 2m58 2m48 2m58

58 4 1007 廣瀬　姫乃(2) 中村塾 +0.9 +1.0 -0.4 +1.0
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 静岡 2m57 2m28 2m35 2m57

59 61 1001 紅林　ゆき(3) 千代田AC +1.1 +1.6 +1.4 +1.1
ﾊﾗ ﾒｲｶ 山梨 × 2m52 2m43 2m52

60 43 9 原　芽伽(3) 大国陸上 -1.0 -0.2 -1.0
ﾋｸﾞﾁ ﾈﾈ 山梨 2m48 × 2m25 2m48

61 10 139 樋口　寧音(4) 中村塾 +1.2 +2.7 +1.2
ｵｸﾞﾗ ﾂｸﾞﾐ 山梨 2m46 2m45 × 2m46

62 28 1006 小倉　緒珠(2) 中村塾 +2.4 -0.1 +2.4
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順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾀｸｽ ﾎﾉｶ 山梨 2m37 2m41 2m38 2m41

63 64 65 板楠　穂乃香(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.8 +0.3 -0.6 +0.3
ﾂｼﾞ ｱﾔﾈ 山梨 2m31 2m40 2m33 2m40

64 45 969 辻　絢音(6) 甲斐ACJr +0.1 -0.7 -0.8 -0.7
ｲﾅﾊﾞ ｶｵ 静岡 × 2m36 2m25 2m36

65 36 1059 稲葉　佳央(3) 千代田AC -1.8 +0.1 -1.8
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｱ 山梨 2m26 2m08 2m27 2m27

66 27 976 小林　結愛(5) 甲斐ACJr +2.5 -0.5 +0.3 +0.3
ｸﾎﾞ ﾐｵ 山梨 2m22 2m08 2m13 2m22

67 52 71 久保　実央(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 -0.3 -1.1 +0.3
ｻｸﾗｲ ﾅﾅ 山梨 × 2m15 × 2m15

68 8 83 櫻井　奈那(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.2 +0.2
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾘ 山梨 × × ×

11 3941 安藤　みのり(1) 山梨ジャンパーズ NM
ｳﾅｷﾞｲｹ ﾋﾋﾞｷ 山梨 × × ×

41 456 鰻池　ひびき(4) GON SPO AC NM
ｸﾇｷﾞ ﾘｵ 山梨 × × ×

57 77 功刀　梨生(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ NM
ｻｴｸﾞｻ ﾐﾉﾘ 山梨

7 862 三枝　みのり(4) チーム塩山 DNS
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾅ 山梨

23 859 吉田　唯乃(5) チーム塩山 DNS
ｶﾜｸﾞﾁ ｻｴ 山梨

34 974 川口　沙慧(5) 甲斐ACJr DNS
ｲﾄｳ ｻﾔ 静岡

38 1058 伊藤　瑳耶(4) 千代田AC DNS
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨

49 7 柳谷　百音(6) 大国陸上 DNS
ﾋﾛｾ ﾒｲ 山梨

60 861 廣瀬　萌衣(4) チーム塩山 DNS
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コンディション情報

大会総務 半田　昌一 トラック審判長 小林　浩昭

跳躍審判長 前田　裕孝 投てき審判長 前田　裕孝

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)

2019/09/08 09:00 晴 32.0 61.0 南南東 1.2

10:00 晴 32.5 52.0 南南東 1.8

11:00 晴 33.5 50.0 東北東 2.1

12:00 晴 33.5 64.0 東南東 1.6

13:00 晴 34.0 52.0 南南東 1.0

14:00 晴 33.5 48.0 東北東 1.5

15:00 曇 31.0 55.0 東南東 2.2

16:00 曇 30.0 65.0 東北東 2.5

17:00 曇 29.0 71.0 東北東 1.3

17:18 曇 29.0 71.0 東北東 1.0

測定場所

競技場
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