
第４９回全日本中学通信陸上競技大会山梨県大会　兼　第５８回国民体育大会予選会 入賞者一覧表
小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成１５年７月１２日（土）、１３日（日）

年 日 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年 13日 １００ｍ 堀内　貫平(1) 12.04 梅屋　瑠希(1) 12.17 内田　健斗(1) 12.50 三枝　駿也(1) 12.97 勝部　　諒(1) 12.98 深澤　雄哉(1) 13.04 加藤　良平(1) 13.05 今井　功太(1) 13.05
風:+0.3 都留二中 NGR 西原中 若草中 都留二中 甲府城南中 中富中 春日居中 小淵沢中

２年 13日 １００ｍ 内藤　拓也(2) 11.83 内藤　和也(2) 11.88 小林　　豊(2) 12.16 三浦　雅也(2) 12.49 杉本　昇治(2) 12.51 大木　直之(2) 12.55 佐藤　　久(2) 12.70
風:+1.0 若草中 韮崎西中 中富中 八田中 吉田中 甲西中 春日居中

３年 12日 １００ｍ 鈴木　　翔(3) 11.43 齋藤　博道(3) 11.54 高森　　瞬(3) 11.81 中村　和稔(3) 11.89 村山　亮輔(3) 12.06 坂本　樹哉(3) 12.20 降矢　尚征(3) 12.22 田中　宏太朗(3) 12.28
風:-1.4 石和中 甲府北中 駿台甲府中 高根中 猿橋中 櫛形中 西原中 玉穂中

共通 13日 ２００ｍ 鈴木　　翔(3) 23.06 齋藤　博道(3) 23.37 小林　久貴(2) 23.98 長田　健人(3) 24.29 坂本　樹哉(3) 24.38 保坂　信人(3) 24.53 中込　雄飛(3) 24.75 田中　宏太朗(3) 25.04
風:+1.0 石和中 甲府北中 都留二中 甲府北中 櫛形中 櫛形中 白根巨摩中 玉穂中

共通 12日 ４００ｍ 政門　弘樹(3) 53.34 岡林　俊起(3) 53.90 齊藤　　翔(3) 54.91 小沢　和茂(3) 55.12 三木　皓太(3) 55.27 依田　大我(3) 56.72 川口　将彦(3) 57.30 市川　弘康(3) 57.67
石和中 甲府北中 櫛形中 八田中 八田中 中富中 甲府北中 都留二中

共通 13日 ８００ｍ 齊藤　　翔(3)  2:03.98 内藤　　亮(3)  2:04.45 清水　龍希(3)  2:05.49 政門　弘樹(3)  2:05.60 高野　翔太(3)  2:07.30 深澤　和重(3)  2:07.67 小俣　　翔(3)  2:09.58 矢崎　健太(3)  2:11.83
櫛形中 韮崎西中 八田中 石和中 中富中 高根中 富浜中 甲西中

１年 13日 １５００ｍ 神崎　健吾(1)  4:46.90 仲亀　直希(1)  4:47.92 古屋　勇希(1)  4:48.76 前田　真志(1)  4:48.77 神山　　祥(1)  4:50.34 杉山　健司(1)  4:53.01 若月　　翼(1)  4:53.63 小松　優希(1)  4:53.82
玉穂中 若草中 塩山北中 韮崎西中 甲西中 甲府北西中 上条中 櫛形中

共通 12日 １５００ｍ 岡村　　翼(3)  4:21.88 清水　龍希(3)  4:24.18 中込　洋平(3)  4:24.18 望月　圭介(3)  4:24.38 近藤　寛通(3)  4:25.67 小俣　　翔(3)  4:26.43 矢崎　健太(3)  4:33.11 小池　竜正(3)  4:35.23
白根巨摩中 八田中 白根巨摩中 甲西中 櫛形中 富浜中 甲西中 櫛形中

共通 1３日 ３０００ｍ 岡村　　翼(3)  9:20.44 近藤　寛通(3)  9:26.81 八巻　　賢(3)  9:36.82 千田　祐介(3)  9:40.57 田邊　　献(2)  9:47.72 槌屋　啓太(2)  9:48.81 金丸　　学(3)  9:50.12 中込　洋平(3)  9:51.25
白根巨摩中 櫛形中 須玉中 甲西中 八田中 櫛形中 八田中 白根巨摩中

共通 13日 １１０ｍＨ 冨岡　昭博(3) 15.36 高森　　瞬(3) 15.66 山田　脩士(3) 16.13 中村　和稔(3) 16.22 内藤　大智(3) 16.35 堤　　広輔(2) 17.06 佐野　翔平(3) 17.17 小澤　和也(3) 17.75
風:+0.0 上野原中 駿台甲府中 富浜中 高根中 甲府城南中 長坂中 韮崎西中 武川中

１年 13日 ４×１００ｍ 都留第二 51.35 長坂 52.10 中富 52.54 武川 53.01 白根巨摩 53.33 小淵沢 53.63 八田 53.83
   三枝　駿也    小林　健人    若林　竜也    相川　　悠    飯野　永吉    佐藤　健人    石川　龍太郎
   権守　拓馬    板山　恭平    久保　草太    津谷　拓輝    齋藤　　秀    山田　　諒    浮田　洵弥
   長田　拓也    小林　　薫    赤池　竜翔    武藤　　陽    高城　　惇    進藤　佑紀    山口　　翔
   堀内　貫平    小松　大記    深澤　雄哉    山本　和樹    長谷部  健    今井　功太    渡辺　祐介

共通 13日 ４×１００ｍ 甲府北 45.64 石和 46.35 白根巨摩 46.48 櫛形 46.60 玉穂 47.27 韮崎西 47.81 高根 47.99 春日居 48.02
   川口　将彦 NGR    川崎　ひかる    名田屋　辰規    秋山　直之    柴田　貴裕    古屋　　司    浅川　悠太    初鹿　勝則
   齋藤　博道    林　　尚希    中込　雄飛    齊藤　　翔    田中　宏太朗    内藤　和也    深澤　和重    住吉　和斗
   長田　健人    政門　弘樹    飯野　和浩    相原　　樹    伊藤　渡来    早川　修平    坂本　祐太    飯田　憲政
   岡林　俊起    鈴木　　翔    中澤　太紀    坂本　樹哉    石川　涼介    内藤　　亮    中村　和稔    三澤　研司

共通 13日 走高跳 山本　　淳(3) 1m75 岡部　辰哉(3) 1m70 ３位：富田　正輝( )　早川中 1m70 篠原　健太(2) 1m60 ６位：金丸　浩坪(3)　　八田中 1m55
上野原中 猿橋中 　　　平賀　晶人　　 敷島中 韮崎東中 　　　山村　治輝(3)　　甲府北西中

　　　小松　瑞季(3)　　長坂中
共通 12日 棒高跳 金丸　浩坪(3) 3m50 手塚　健斗(3) 3m40 村松　潤一(3) 3m10 木内　大我(3) 2m80 原　　光平(2) 2m80 秋山　晃也(2) 2m70 ７位：成田　友也(3)　白根巨摩中 2m40

八田中 白根巨摩中 櫛形中 八田中 白根御勅使中 白根御勅使中 　　　名取　将美(3)　櫛形中
共通 12日 走幅跳 輿水　　州(3)   6m24 久保田　純(3)   6m16 千頭和  陽平(3)   6m09 大柴　秀人(3)   6m06 林　　尚希(3)   5m95 廣瀬　勇也(3)   5m92 羽田　　龍(3)   5m79 相原　　樹(3)   5m63

高根中+1.1 甲府北西中+1.7 身延中+1.6 八田中+0.2 石和中+0.1 大月東中-0.0 都留一中+0.6 櫛形中+0.0
共通 13日 砲丸投 名取　幸多(3)  13m86 佐野　伶斗(3)  11m94 古屋　智一(3)  11m87 青栁　慶一(3)  11m60 小林　孝仁(3)  11m35 河野　　篤(3)  11m33 小宮山　雄太(3)  11m19 玉山　光男(2)  11m08

八田中 玉幡中 一宮中 小菅中 長坂中 玉穂中 櫛形中 甲府北中
共通 12日 ３種Ａ 木下　雅貴(3) 2634 名取　幸多(3) 2399 白倉　宏二郎(3) 2397 富田　雄二(3) 2316 川端下　徹(2) 2279 渡邊　裕次郎(3) 2169 折居　優樹(2) 2140 荒木　　悟(3) 2109

韮崎西中 八田中 平和中 平和中 長坂中 富浜中 白根巨摩中 甲府北西中

共通 13日 ３種Ｂ 大柴　秀人(3) 2648 相原　　樹(3) 2556 柴田　貴裕(3) 2542 伊藤　渡来(3) 2489 早川　修平(3) 2428 小俣　宏貴(3) 2378 堀内　彰紘(3) 2344 保坂　祐樹(3) 2316
八田中 櫛形中 玉穂中 玉穂中 韮崎西中 猿橋中 長坂中 白根巨摩中
10m03-5m98(-1.0)-58.14 9m08-5m64(-0.9)-56.82 10m24-5m20(-1.5)-56.64 8m95-5m41(-1.4)-57.02 9m61-4m94(0.0)-56.76 10m18-4m97(-1.6)-59.89 10m33-4m95(-0.3)-61.23 9m08-5m06(-0.1)-60.13

12.50(-0.7)- 9m28-1m60 12.88(-0.0)-11m41-1m45 13.05(-0.0)- 9m88-1m55 13.15(-0.7)- 9m31-1m50

男

12.11(-0.0)-10m11-1m70 13.13(-0.7)-13m61-1m45 12.88(-0.0)- 9m55-1m40 12.83(-0.0)- 8m96-1m40

[ NGR:大会新記録 ]



第４９回全日本中学通信陸上競技大会山梨県大会　兼　第５８回国民体育大会予選会 入賞者一覧表
小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成１５年７月１２日（土）、１３日（日）

年 日 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年 13日 １００ｍ 小澤　奈津香(1) 13.81 松山　文奈(1) 13.94 深澤　あいさ(1) 13.94 長沢　　優(1) 13.96 藤江　　香(1) 13.97 大塩　香織(1) 14.25 瀬川　美紀(1) 14.31 谷戸　友菜(1) 14.40
風:+1.2 石和中 石和中 高根中 櫛形中 下吉田中 駿台甲府中 甲府北中 甲府北西中

２年 13日 １００ｍ 辻　麻耶香(2) 13.48 天野　愛美(2) 13.71 山地　　渚(2) 13.73 相河　有希(2) 13.75 水越  ともみ(2) 13.81 中込　由香(2) 13.91 横山　めぐみ(2) 13.94 保坂　未来(2) 13.99
風:+0.6 甲府北東中 猿橋中 富浜中 甲府南中 巌中 櫛形中 韮崎東中 八田中

３年 12日 １００ｍ 中込　典子(3) 13.00 石原　美紀(3) 13.15 甘利　　梓(3) 13.21 斉藤　夏芽(3) 13.66 相河　綾子(3) 13.91 坂本　千華(3) 13.94 杉山　由貴(3) 14.00 西室　聡美(3) 14.41
風:-0.5 白根巨摩中 櫛形中 櫛形中 白根巨摩中 甲府南中 敷島中 八田中 猿橋中

共通 13日 ２００ｍ 石原　美紀(3) 26.64 中込　典子(3) 27.32 斉藤　夏芽(3) 27.95 杉山　由貴(3) 28.84 古屋　早紀(3) 28.86 塚原　絵里佳(3) 29.36 山本　紗穏里(3) 29.83
風:+0.8 櫛形中 白根巨摩中 白根巨摩中 八田中 塩山北中 八田中 小淵沢中

共通 13日 ８００ｍ 山坂　正希(3)  2:23.56 山坂　正美(3)  2:25.75 功刀　美佳(3)  2:27.47 小林　みずき(2)  2:27.68 久保田　麻友(2)  2:28.94 矢笠　　歩(3)  2:30.51 政門　里奈(1)  2:31.68 湯舟　沙依子(3)  2:31.84
櫛形中 櫛形中 八田中 六郷中 甲府北東中 石和中 石和中 白根御勅使中

共通 12日 １５００ｍ 山坂　正希(3)  4:52.47 岩間　実可子(3)  5:02.79 山坂　正美(3)  5:03.51 中澤　真琴(3)  5:09.35 清水　麻衣(3)  5:12.94 藤嶋　咲江(3)  5:13.97 小林　みずき(2)  5:14.56 山田　奈美(3)  5:20.05
櫛形中 白根巨摩中 櫛形中 白根巨摩中 小淵沢中 韮崎西中 六郷中 韮崎東中

共通 13日 １００ｍＨ 飯野　奈津実(3) 15.40 佐久間　理絵(3) 16.79 相河　有希(2) 17.06 野沢　ゆうか(2) 17.27 倉本　真唯(3) 17.38 清水　美樹(2) 17.78 鶴田　友美(3) 17.96 山崎　なぎさ(2) 18.04
風:+0.6 白根巨摩中 櫛形中 甲府南中 甲西中 押原中 玉穂中 塩山北中 玉穂中

１年 13日 ４×１００ｍ 八田 56.51 櫛形 57.05 高根 57.38 白根巨摩 57.42 甲西 57.44 春日居 57.78 駿台甲府 58.36 甲府北西 58.42
   土橋　美幸    長沢　　優    大柴　厘香    齋藤　有紀    荻原　　彩    清水　あかね    中込　野乃花    末木　麻衣子
   布能  綾乃    甘利　　望    五味　はるか    中込　貴子    遠藤　真菜    三科　佳穂    大塩　香織    古屋　晴美
   長田　恵梨子    齊藤　実花    小池　桃子    秋山　愛美    渡辺　瑞季    田中　美妃    原　　　萌    古屋　樹里
   齋藤　由貴    川口　　悠    深澤　あいさ    飯野　亜美    大木　淳子    根本　千鶴    古屋　なつ希    谷戸　友菜

共通 13日 ４×１００ｍ 櫛形 51.20 白根巨摩 51.65 八田 54.06 甲府北東 55.57 韮崎西 55.58 韮崎東 55.88 甲西 55.99
   石原　美紀    H.A.　シヴァ    塚原　絵里佳    久保田　麻友    山本　愛美    清水　奈帆    村田　千晶
   甘利　　梓    斉藤　夏芽    保坂　未来    辻　麻耶香    伊藤　舞依子    横山　めぐみ    手塚　理恵
   小林　さとみ    飯野　奈津実    藤巻　裕子    金子　皓子    中島　里実    小田切　瑞希    三椚　結梨
   北村亜由美    中込　典子    杉山　由貴    内山　紗由美    瀬戸口　絢香    長島　晴奈    野沢　ゆうか

共通 12日 走高跳 芦澤　優美(3) 1m57 宮澤　梨恵(2) 1m40 高部　　優(3) 1m40 秋山　愛美(3) 増穂中 1m40 三枝　洋子(3) 山梨大附中 1m40 梛木　　瞳(3) 1m35
玉幡中 標突 甲府西中 下吉田中 辻　麻耶香(2) 甲府北東中 小林　さとみ(3) 櫛形中 猿橋中

１年 13日 走幅跳 矢頭　未有(1)   4m70 小澤　奈津香(1)   4m57 大塩　香織(1)   4m56 岩間　美保(1)   4m43 大久保　亜耶(1)   4m42 川口　　悠(1)   4m25 新海　なつみ(1)   4m16 依田　有紗(1)   4m12
都留一中-0.0 石和中-0.5 駿台甲府中+0.0 山梨英和中-0.3 上野原中+2.0 櫛形中-0.0 玉幡中-0.0 若草中-0.0

共通 13日 走幅跳 小林　悠香(2)   5m38 仲澤　美里(3)   4m81 H.A.　シヴァ(3)   4m81 北村亜由美(3)   4m74 渡辺　美佳(3)   4m66 飯室　奈緒(3)   4m63 野澤　香穂(3)   4m43 手塚　理恵(2)   4m41
甲府南中-1.6 標突 白根巨摩中-0.0 白根巨摩中-0.5 櫛形中-0.4 下吉田中-0.7 増穂中-0.5 韮崎西中-0.5 甲西中-0.2

共通 12日 砲丸投 戸澤　綾香(3)  10m74 相川　なつみ(3)   9m84 三椚　結梨(2)   9m71 相河　綾子(3)   9m33 佐野　千夏(3)   9m27 川口　かおり()   9m18 望月　由希()   9m09 上條　美帆(3)   9m04
八田中 敷島中 甲西中 甲府南中 南部中 早川中 早川中 平和中

共通 13日 ３種Ａ 甘利　　梓(3) 2735 小林　さとみ(3) 2460 秋山　愛美(3) 2319 西川　恵理加(3) 2108 小池　　彩(2) 1991 内山　紗由美(3) 1983 宗像　めぐみ(2) 1977 高橋　恵子(2) 1831
櫛形中 櫛形中 増穂中 押原中 駿台甲府中 甲府北東中 白根巨摩中 須玉中
1m46-13.21(+0.0)-8m99 1m43-13.81(-0.8)-7m64 1m40-14.30(+0.0)-7m43 1m25-14.88(-0.1)-7m94 1m15-14.67(-0.8)-7m96 1m20-14.60(-0.1)-7m02 1m20-15.44(+0.0)-8m24 1m15-15.20(-0.1)-7m15

共通 12日 ３種Ｂ 小林　悠香(2) 2856 H.A.　シヴァ(3) 2592 中井　真理子(2) 2259 北村亜由美(3) 2239 清水　美樹(2) 2133 山崎　なぎさ(2) 2095 村上　智子(3) 2046 都倉　裕り(2) 1962
甲府南中 NGR,標突 白根巨摩中 巌中 櫛形中 玉穂中 玉穂中 櫛形中 都留二中

4m14(+0.4)-7m68-
18.07(-1.0)

4m37(+0.6)-7m18-
18.79(-1.0)

女

4m27(-0.3)-8m99-
18.50(-1.0)

4m74(-2.5)-7m79-
19.13(-0.7)

5m37(+0.0)-9m16-
15.87(-0.8)

4m54(+0.0)-9m57-
16.44(-1.0)

4m09(+2.0)-7m39-
18.61(-0.8)

4m02(+0.0)-7m48-
19.51(-1.0)

[ NGR:大会新記録 ]


