
第１８回　全国小学生陸上競技交流大会山梨県予選会 入賞者一覧表
小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成１４年７月２１日(日)

年 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

４年 １００ｍ 堀田　裕樹 16.26 入倉　大河 16.52 依田　侑希 16.64 小澤　一貴 16.67 小野　翔平 17.00 網野　  育 17.11 内池　  仁 17.12 嶋田　健吾 17.39
風:-2.5 四方津小 増穂クラブ 増穂クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 四方津AC ナカムラＡＣ 増穂クラブ 奥野田小

１０００ｍ 岩間　祥平  3:27.17 鶴田　飛悠吾  3:38.85 笠井　玲央  3:51.70 渡辺　健人　  3:54.57 依田　和大  4:00.97 田村　  大  4:04.26 小澤　孝良  4:05.38 若杉　直輝  4:08.51
大国陸上クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 加納岩小 峡東ＡＣ 増穂クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 奥野田小

走幅跳 若杉　好太   3m15 饗場　永輝   3m13 宮里　俊一   3m09 高野　将平   3m07 佐藤　拓人   3m00 清水　大輝   2m55 内池　哲也   2m48 内田　拓也   2m42
日下部小-0.1 増穂クラブ+0.6 早川陸上ｸﾗﾌﾞ+0.3 ナカムラＡＣ+1.0 北西陸上ｸﾗﾌﾞ+4.5 早川陸上ｸﾗﾌﾞ+0.4 増穂クラブ+0.7 北西陸上ｸﾗﾌﾞ+0.0

５年 １００ｍ 太田　有紀 14.93 宮澤　貴裕 14.95 小河　広弥 15.20 渡辺　　瞬 15.29 東山　和也 15.34 永田　一平 15.79 佐藤　将仁 16.15 石井　佳樹 16.51
風:-2.7 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 峡東陸上教室 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 船津小 上野原ＡＣ 相生AC 上野原ＡＣ 上野原ＡＣ

１０００ｍ 串田　優大  3:24.62 進藤　亮太  3:27.45 坂本　大輔  3:36.95 永瀬　  凛  3:41.34 市川　真吾  3:43.69 清水　正文  3:54.11 末松　裕鏡  4:00.92 岸本　拓也  4:01.61
山梨陸友クラブ 大国陸上クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 奥野田小 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 身延南小 早川陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 内田　博之   3m50 片伊木　駿   3m47 藤田　雄己   3m45 杉本　  実   3m41 永吉　一樹   3m06 堀田　尚也   2m94 松本　大幹   2m90 松本　健太郎   2m90
奥野田小+0.0 四方津小+1.4 四方津AC-0.2 四方津小-0.8 四方津小+0.0 四方津小-0.1 北西陸上ｸﾗﾌﾞ+0.1 早川陸上ｸﾗﾌﾞ+2.3

６年 １００ｍ 田村　昌弘 14.24 赤池　  駿 14.48 佐野　大夢 14.76 半田　隼斗 14.81 石原　遼一 14.83 鈴木　瑞希 15.08 山城　剣矢 15.16 天野　けんよ 15.38
男 風:-3.3 新田小 新田小 増穂クラブ ナカムラＡＣ 峡東クラブ ナカムラＡＣ 大国陸上クラブ 増穂クラブ

１０００ｍ 浅川　大樹  3:14.59 前田　真志  3:26.36 杉山　健司  3:26.54 神山　  祥  3:29.62 山本　英樹  3:45.72 石原　洋和  3:50.58 小澤　達也  3:53.75 辻　  翔平  4:06.51
山梨陸友クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 羽黒小 落合小 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 四方津小

走幅跳 齋藤　裕英   4m50 若月　  翼   4m16 上野　恭平   4m16 大神田　哲也   3m95 金子　哲也   3m93 牧野　将大   3m88 清水　  顕   3m73 江渕　誠也   3m70
増穂クラブ+1.0 大国陸上クラブ+0.0 大国陸上クラブ+3.2 上野原小+0.2 上野原小+0.0 四方津小-1.3 早川陸上ｸﾗﾌﾞ+1.6 ナカムラＡＣ+0.6

共通 ８０ｍＨ 塚原　直樹(6) 14.20 飯野　永吉(6) 14.26 市川　慶紀(6) 15.30 網野　  歩(6) 15.78 藤巻　貴大(6) 17.13
風: ナカムラＡＣ +1.1 飯野ＡＣ -1.5 上野原小 -2.1 ナカムラＡＣ -1.5 増穂クラブ -2.1

４×１００ｍ 新田小 55.63 増穂クラブ 55.82 ナカムラAC 55.88 峡東クラブ 57.15 大国陸上クラブ 58.14 上野原AC 61.88 北西陸上クラブ 61.99
   田辺　大介    佐野　大夢    市川　拓人    小澤　亮介    上野　恭平    知見　侑紀    前田　真志
   田村　昌弘    齋藤　裕英    鈴木　瑞希    石原　遼一    山城　剣矢    石井　佳樹    太田　有紀
   高橋　洸史朗    藤巻　貴大    塚原　直樹    雨宮　大地    若月　  翼    東山　和也    中嶋　  亮
   赤池　  駿    天野　けんよ    半田　隼斗    帷子　翔太郎    橋爪　謙太    佐藤　将仁    山本　英樹

走高跳 清水　一毅(6) 1m30 古屋　聡一(6) 1m25 荻島　卓也(6) 1m20 橋爪　謙太(6) 1m15
日下部小 早川陸上ｸﾗﾌﾞ 四方津小 大国陸上クラブ

４年 １００ｍ 竹田　明音 16.42 小澤　詩織 16.44 中村　由佳 16.73 巾　裕美子 16.88 山下　詩織 16.97 石原　佐季 17.14 渡辺　寿里 17.22 中沢　佳香 17.82
風:-1.9 大国陸上クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 日下部ＴＦＣ 大国陸上クラブ 日下部ＴＦＣ 大国陸上クラブ 船津小 大国陸上クラブ
８００ｍ 佐藤　　光  2:57.19 小川　りや  3:06.00 高野　菜々美  3:12.49 清水　由美子  3:14.47 石井　里奈  3:15.88 河西　　唯  3:20.28 佐野　千尋  3:22.55 古屋　仁美  3:23.78

加納岩小 四方津小 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 八幡クラブ 八幡クラブ
走幅跳 杉田　真奈美   3m71 小林　由有   3m23 藤島　里香子   3m18 太田　沙奈恵   2m97 鈴木　里花   2m92 金子　　蒼   2m73 藤枝　めぐみ   2m60 山本　蓉子   2m56

ナカムラＡＣ+2.0 大国陸上クラブ+0.0 KEN･ATHLETICS+0.3 早川陸上ｸﾗﾌﾞ+3.4 ナカムラＡＣ+0.0 日下部ＴＦＣ+0.1 奥野田小+0.9 北西陸上ｸﾗﾌﾞ+1.2
５年 １００ｍ 森　　彩美 15.42 武井　美咲 15.60 木村　文香 15.93 千頭和　真記 16.05 山下　明希 16.08 望月　　星 16.16 落合　芽衣 16.19 渡辺　真弓 16.58

風:-0.9 ナカムラＡＣ 峡東陸上教室 相生AC 身延南小 峡東陸上教室 増穂クラブ 上野原ＡＣ 峡東グレープス
８００ｍ 有泉　千佳  2:36.07 懸本　千尋  2:49.08 古屋　咲和  2:51.08 荻原　沙織  2:53.30 荻原　詩織  3:00.14 菊島　　望  3:01.11 磯野　可歩  3:03.14 金丸　史歩  3:03.20

市川小 NGR 加納岩小 大国陸上クラブ 峡東グレープス 峡東グレープス 大国陸上クラブ 日下部小 八幡クラブ
走幅跳 岡本　未穂   3m54 後藤　莉奈   3m35 若林　沙希   3m19 深沢　晶南   3m14 小田　愛結美   3m09 広津　飛鳥   2m84 住栄　愛梨   2m63 石井　杏奈   2m49

四方津小+0.0 日下部小+2.2 八幡クラブ+2.2 早川陸上ｸﾗﾌﾞ-0.5 四方津小+2.0 日下部小+0.2 峡東ＡＣ+0.1 北西陸上ｸﾗﾌﾞ+0.7
６年 １００ｍ 渡辺　みなみ 14.11 梅宮　和希 14.89 芳賀　遥香 15.20 若月　　舞 15.68 所　　千穂 15.79 酒井　志穂 15.96 篠原　咲都 15.99 小澤　奈津香 16.06

女 風:-4.5 ナカムラＡＣ 日下部小 峡東クラブ 峡東クラブ 峡東クラブ 四方津小 四方津小 大国陸上クラブ
８００ｍ 政門　里奈  2:33.93 小川　恵理沙  2:39.80 岡田　しおり  2:42.68 長沼　未来  2:44.32 望月　　梓  2:48.36 原田　有希  2:49.40 鈴木　香苗  2:50.66 河西　美波  2:53.48

大国陸上クラブ 四方津小 相生AC 峡東クラブ 八幡クラブ 双葉西小 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 一宮町陸上ｽﾎﾟ少
走幅跳 五味　阿矢香   4m03 高橋　千里   3m96 曽根　玉江   3m91 岩間　美保   3m91 金山　友加里   3m77 平山　知保   3m75 櫻井　友紀子   3m74 志村　美鈴   3m72

ナカムラＡＣ+1.3 奥野田小+0.0 奥野田小+2.8 ナカムラＡＣ+2.4 北西陸上ｸﾗﾌﾞ+0.2 日下部ＡＣ+3.6 日下部ＡＣ+1.0 ナカムラＡＣ+2.9
共通 ８０ｍＨ 松山　文奈(6) 14.50 五味　怜加(6) 14.57 網野　聖子(6) 14.76 秋山　莉菜(6) 16.28 古屋　瞳(6) 16.88 堀内　このみ(6) 17.77 鶴田　彩(6) 18.63 澤登　　茜(6) 20.43

風: ナカムラＡＣ -1.1 ナカムラＡＣ -1.2 上野原小 -0.7 増穂クラブ -1.1 日下部小 -1.1 日下部ＡＣ -1.2 日下部ＡＣ -0.7 増穂クラブ -1.2
４×１００ｍ ﾅｶﾑﾗＡＣ 56.53 日下部小 58.56 峡東クラブ 59.00 大国陸上クラブ 60.46 四方津小 60.50 新田小 61.11 上野原小 61.50 増穂クラブ 63.33

   松山　文奈    奥山　裕香    石原　舞子    菊島　　望    酒井　志穂    帯金　未来    新田　実穂    大木　春奈
   渡辺　みなみ    梅宮　和希    所　　千穂    大塩　香織    篠原　咲都    森本　津弓    網野　聖子    齋藤　千織
   岩間　美保    古屋　瞳    若月　　舞    政門　里奈    岡本　未穂    望月　　幸    細川　亜里紗    澤登　　茜
   五味　阿矢香    田辺　奈保美    長沼　未来    小澤　奈津香    小川　恵理沙    市ノ瀬　瑞奈    武田　　恵    秋山　莉菜

走高跳 五味　知佐都(6) 1m25 中込　貴子(6) 1m15 溝呂木　千恵(6) 1m10
ナカムラＡＣ 飯野ＡＣ 四方津小

[ NGR:大会新記録 ]


