
第５０回全日本中学通信陸上競技大会山梨県大会　兼　第５９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１６年７月１０日（土）、１１日（日）

年 日 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 １年 11日 １００ｍ 太田　有紀(1) 13.00 大塩　賢斗(1) 13.17 小幡　朋生(1) 13.43 五味　翔太郎(1) 13.49 長沼　竜治(1) 13.49 矢崎　健也(1) 13.54 中山　一樹(1) 13.60 西銘　光輝(1) 13.68
風:-3.5 韮崎西中 櫛形中 都留第二中 小淵沢中 櫛形中 若草中 小淵沢中 高根中

２年 11日 １００ｍ 堀内　貫平(2) 11.71 内田　健斗(2) 12.15 半田　隼人(2) 12.27 内田　賢樹(2) 12.47 浮田　洵弥(2) 12.53 小松　大記(2) 12.53 今井　功太(2) 12.54 山口　　翔(2) 12.74
風:-0.7 都留第二中 若草中 石和中 櫛形中 八田中 長坂中 小淵沢中 八田中

３年 10日 １００ｍ 内藤　和也(3) 11.60 長田　和真(3) 11.66 向山　　耕(3) 11.92 小林　　豊(3) 11.94 佐藤　　久(3) 12.08 浅川　悠太(3) 12.11 杉本　昇治(3) 12.22 浅野　成也(3) 12.41
風:+0.0 韮崎西中 甲府南中 韮崎東中 中富中 春日居中 高根中 吉田中 増穂中

共通 11日 ２００ｍ 堀内　貫平(2) 23.74 内藤　和也(3) 24.28 島田　浩貴(3) 24.40 長田　和真(3) 24.71 今井　功太(2) 25.10 杉本　昇治(3) 25.13 三浦　雅也(3) 25.43 古屋　勇輝(3) 25.81
風:-2.6 都留第二中 韮崎西中 白根御勅使中 甲府南中 小淵沢中 吉田中 八田中 高根中

共通 10日 ４００ｍ 島田　浩貴(3) 53.56 込山　修平(3) 54.36 佐藤　　卓(3) 55.15 深沢　　早(3) 56.25 二木　克之(3) 56.82 大塩　広弥(2) 56.85 前田　開拓(3) 57.61 藤居　　景(3) 58.21
白根御勅使中 甲府南中 増穂中 須玉中 高根中 敷島中 小淵沢中 高根中

共通 11日 ８００ｍ 込山　修平(3)  2:10.48 櫻田　元規(3)  2:11.14 穴水　哲史(3)  2:12.75 黒川　雄太(3)  2:15.84 橋本　剣志郎(3)  2:17.19 小池　郁斗(3)  2:18.22 石川　龍太郎(2)  2:19.47 二木　克之(3)  2:21.43
甲府南中 櫛形中 八田中 塩山北中 小淵沢中 泉中 八田中 高根中

１年 11日 １５００ｍ 石井　健太(1)  4:32.93 穴水　勇太(1)  4:33.46 串田　雄大(1)  4:43.26 西田　　遥(1)  4:54.54 内藤　瑛慈(1)  4:56.61 飯島　成基(1)  4:57.47 西室　歩紀(1)  4:58.11 内藤　正道(1)  4:58.15
甲陵中 甲府南中 櫛形中 韮崎東中 南部中 吉田中 猿橋中 櫛形中

共通 10日 １５００ｍ 田邉  　献(3)  4:14.96 槌屋　啓太(3)  4:19.65 千田　祐介(3)  4:21.63 奥脇　　悠(3)  4:23.53 櫻田　元規(3)  4:25.17 穴水　哲史(3)  4:25.24 藤原　健次(3)  4:29.91 川端下　瑶(3)  4:36.41
八田中 櫛形中 甲西中 甲西中 櫛形中 八田中 白根巨摩中 小淵沢中

共通 11日 ３０００ｍ 田邉  　献(3)  9:11.02 千田　祐介(3)  9:24.99 槌屋　啓太(3)  9:26.78 奥脇　　悠(3)  9:29.21 内藤　　充(3)  9:49.51 中島　大輔(2)  9:59.91 藤原　健次(3) 10:00.60 杉山　健司(2) 10:03.20
八田中 甲西中 櫛形中 甲西中 櫛形中 八田中 白根巨摩中 甲府北西中

共通 11日 １１０ｍＨ 飯野　永吉(2) 16.41 田中　要司(3) 16.62 廣瀬　智裕(3) 17.14 石川　直也(3) 17.42 小尾　勇志(2) 17.77 清水　直人(3) 17.77 内山　涼平(3) 17.99
風:-1.3 白根巨摩中 玉穂中 塩山北中 敷島中 敷島中 八田中 甲府北東中

１年 11日 ４×１００ｍ 櫛形中 50.58 小淵沢中 52.20 白根巨摩中 52.80 長坂中 54.12 中富中 54.46 松里中 54.65 若草中 55.02 玉幡中 56.55
   坂本　　亮    佐藤　　岳    浅川　仁路    小林　龍太郎    佐野　克早    光城　雄大    寺本　和之    川口　一樹
   大塩　賢斗    五味　翔太郎    名取　友朗    田中　立樹    小林　健斗    堀口　　翔    矢崎　健也    森本　岳志
   坂下　慎弥    五味　翔太    天野　　潤    永井　宏樹    佐野　逸気    小石沢　健    早川　新之介    立澤　光祐
   長沼　竜治    中山　一樹    中込　祐也    清水　亮輔    望月　桂    広瀬　哲馬    名執　大河    武田　　涼

共通 11日 ４×１００ｍ 甲府南中 47.10 八田中 47.37 白根巨摩中 48.10 櫛形中 48.31 春日居中 48.38 韮崎西中 48.71 小淵沢中 48.82 都留第二中 48.87
   込山　修平    浮田　洵弥    飯野　永吉    石川　大貴    加藤　良平    斉藤　次郎    丸山　祐樹    三枝　駿也
   熊田　吾一    平川　雅美    折居　優樹    志村　優斗    西山　哲平    内藤　和也    奈良　幸将    堀内　貫平
   堀内　敬太    清水　直人    藤井　淳平    依田　幸裕    平山　　透    赤澤　　徹    輿石　達也    長田　拓也
   長田　和真    三浦　雅也    齋藤　　秀    内田　賢樹    佐藤　　久    太田　有紀    今井　功太    権守　拓馬

共通 11日 走高跳 望月　孝典(3) 1m73 疋田　舞弥(2) 1m65 水原　志暢(3) 1m65 ４位：橘田　幸太郎(3)　　高根中 1m65 篠原　健太(3) 1m65 浅川　孝太(3) 1m60 大木　直之(3) 1m60
身延中 泉中 小淵沢中 　　　日原　智晴(3)　　　松里中 韮崎東中 泉中 甲西中

共通 10日 棒高跳 長野　浩平(3) 3m70 原　　光平(3) 3m50 金丸　勝平(3) 2m80 芦沢　雅規(3) 2m60 藤本　喬之(3) 2m60 小林　一輝(2) 2m60 藤巻　了太(3) 2m60
八田中 白根御勅使中 櫛形中 櫛形中 押原中 押原中 八田中

共通 10日 走幅跳 横森　平汰(3)   6m20 平川　雅美(3)   5m91 奈良　幸将(3)   5m79 若宮　明芳(3)   5m78 向山　　耕(3)   5m78 志村　優斗(2)   5m55 御手洗　久(3)   5m53 熊田　吾一(3)   5m32
韮崎東中+2.0 八田中+0.8 小淵沢中+1.2 玉穂中+1.4 韮崎東中+0.7 櫛形中+1.8 松里中+1.3 甲府南中+0.9

共通 11日 砲丸投 玉山　光男(3)  12m82 池田　　優(3)  12m06 大芝　竜太郎(3)  11m94 齋藤　政允( )  11m86 舩木　謙行(3)  11m76 山本　大智(3)  11m43 木下　大地(3)  11m31 青柳　卓弥(2)  11m23
(4.000kg) 甲府北中 富浜中 八田中 中富中 小菅中 春日居中 丹波中 若草中

共通 10日 四種競技 三浦　雅也(3) 1901点 石川　直也(3) 1884点 奥山　貴弘(3) 1868点 松浦　　徹(3) 1641点 折居　優樹(3) 1619点 野澤　亮太(3) 1495点 依田　幸裕(2) 1328点 保坂　大樹(3) 1315点
八田中 NYJ 敷島中 NYJ 松里中 猿橋中 白根巨摩中 白根巨摩中 櫛形中 増穂中
18"62-11m34-1m45-57"09 18"54-9m00-1m65-58"09 20"44-10m74-1m65-57"04 21"31-10m92-1m55-59"78 20"89-11m04-1m45-59"32 21"89-9m76-1m60-62"09 18"25-7m65-NR-58"05 20"84-8m27-1m40-62"56

[◎:標準記録突破、NYJ:県中学新、NGR:大会新記録 ]



第５０回全日本中学通信陸上競技大会山梨県大会　兼　第５９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１６年７月１０日（土）、１１日（日）

年 日 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女 １年 11日 １００ｍ 有泉　千佳(1) 14.23 松野　佳奈(1) 14.28 永井　なつ美(1) 14.51 矢頭　　麗(1) 14.55 藤田　乃絵瑠(1) 14.61 森　　彩実(1) 14.72 飯窪　みゆき(1) 14.80 桜井　春菜(1) 14.96
風:-1.2 櫛形中 甲府東中 増穂中 猿橋中 甲府南中 石和中 甲府西中 八田中

２年 11日 １００ｍ 長澤　　優(2) 13.86 半澤　沙織(2) 14.02 松山　文奈(2) 14.09 大木　葉月(2) 14.35 岡田　実慧(2) 14.38 内田　麗美(2) 14.38 深澤　あいさ(2) 14.46 甘利　　望(2) 14.58
風:-3.5 櫛形中 八田中 石和中 若草中 双葉中 白根御勅使中 高根中 櫛形中

３年 10日 １００ｍ 中込　由香(3) 13.33 勝　麻里那(3) 13.43 天野　愛美(3) 13.43 横山　めぐみ(3) 13.48 山地　　渚(3) 13.55 辻　麻耶香(3) 13.62 保坂　未来(3) 13.77 志村　有紀(3) 13.93
風:+0.5 櫛形中 櫛形中 猿橋中 韮崎東中 富浜中 甲府北東中 八田中 増穂中

共通 11日 ２００ｍ 中込　由香(3) 27.70 山地　　渚(3) 28.10 天野　愛美(3) 28.16 勝　麻里那(3) 28.26 志村　有紀(3) 28.54 大木　葉月(2) 28.86 廣瀬　浩美(3) 28.89 長澤　迅加(3) 30.91
風:-2.1 櫛形中 富浜中 猿橋中 櫛形中 増穂中 若草中 塩山北中 増穂中

共通 11日 ８００ｍ 清水　祥子(2)  2:29.66 平賀　美貴子(2)  2:29.94 小林　みずき( ) 2:30.62 相川　莉乃(2)  2:30.73 三井　由香里(3)  2:32.65 佐藤　真希子(2)  2:34.64 藤巻　杏菜(2)  2:35.63 岩井　咲季(3)  2:36.22
櫛形中 韮崎東中 六郷中 甲西中 韮崎西中 猿橋中 八田中 増穂中

共通 10日 １５００ｍ 白滝　成美(2)  4:59.10 穂坂　ちひろ(2)  4:59.11 相川　莉乃(2)  4:59.81 齋藤　由貴(2)  5:07.57 小林　みずき(3)  5:13.69 原田　有希(2)  5:15.03 岩井　咲季(3)  5:15.95 米山　菜摘(2)  5:20.61
櫛形中 櫛形中 甲西中 八田中 六郷中 双葉中 増穂中 白根巨摩中

共通 11日 １００ｍＨ 小林　悠香(3) ◎14.84 野澤　ゆうか(3) 16.22 手塚　宏美(2) 17.09 飯野　亜美(2) 17.12 前田　ゆり恵(2) 17.61 清水　美樹(3) 17.71 大森　瑞樹(2) 18.20 相河　有希(3) 22.55
風:-0.1 甲府南中 NYJ,NGR 甲西中 白根巨摩中 白根巨摩中 押原中 玉穂中 増穂中 甲府南中

１年 11日 ４×１００ｍ 櫛形中 56.03 甲府南中 57.26 白根巨摩中 57.78 双葉中 58.27 韮崎西中 58.37 若草中 58.48 石和中 60.98
   有泉　千佳    青柳　久美    立花　千春    小俣　　舞    吉澤　李恵    佐野　安菜    藤田　美咲
   桜田　　舞    菊島　　望    望月　歩加    宗内　　萌    早川　千紘    草間　　瞳    森　　彩実
   井原　成美    熊田　　愛    中込　裕美子    川口　翔子    浅利　果奈    加賀美　早智    古屋　芽衣
   鈴木　あずさ    岡林　　曉    飯野　真美    望月　咲妃    坂上　和世    倉金　澪良    若狭　采華

共通 11日 ４×１００ｍ 八田中 54.10 甲府南中 54.16 甲西中 54.36 増穂中 54.94 白根巨摩中 55.17 富浜中 55.56 高根中 55.91 押原中 56.01
   半澤　沙織    相河　有希    村田　千晶    長澤　迅加    高島　愛理    平原　優美    大柴　厘香    小林　あつ希
   保坂　未来    小林　悠香    野澤　ゆうか    志村　有紀    手塚　宏美    鈴木　彩子    五味　はるか    小山　リエ
   土橋　美幸    河合　　恵    大木　淳子    大森　瑞樹    秋山　愛美    赤嶺　知香    浅川　沙織    安田　真奈美
   布能  綾乃    藤田　乃絵瑠    渡辺　瑞季    田口　晴恵    飯野　亜美    山地　　渚    深澤　あいさ    太田　典子

共通 11日 走高跳 宮沢　梨恵(3) 1m45 ２位：渡辺　　翼(3)　下吉田中 1m40 ４位：田口　晴恵(2)　　増穂中 1m35 長田　なみ(3) 1m35 山田　　萌(2) 1m35
甲府西中 　　　飯田　理沙(3)　玉穂中 　　　辻　麻耶香(3)　　甲府北東中 下吉田中 泉中

　　　劉　　東諸(2)　　韮崎東中
１年 11日 走幅跳 松野　佳奈(1)   4m55 鈴木　あずさ(1)   4m48 中込　裕美子(1)   4m30 青柳　久美(1)   4m24 藤田　美咲(1)   4m17 若狭　采華(1)   4m13 熊田　　愛(1)   4m07 往藏　佳菜子(1)   3m98

甲府東中+0.7 櫛形中+1.2 白根巨摩中+1.1 甲府南中+0.4 石和中+1.2 石和中+1.4 甲府南中+1.1 松里中+2.2
共通 10日 走幅跳 小林　悠香(3)   ◎5m44 小澤　奈津香(2)   4m68 高島　愛理(3)   4m65 廣瀬　浩美(3)   4m63 大久保　亜耶(2)   4m63 小泉　由衣(3)   4m42 川口　　悠(2)   4m40 秋山　愛美(2)   4m36

甲府南中+0.5  石和中+0.3 白根巨摩中+0.1 塩山北中-0.2 上野原中+0.8 八田中+0.0 櫛形中+0.7 白根巨摩中-0.6
共通 11日 砲丸投 三椚　結梨(3)  11m68 中山　愛子(3)  10m71 笹渕　裕子(3)  10m40 川口　かおり(3)   9m90 中込　一希(3)   9m18 長谷川　加奈(3)   8m97 小澤　聖子(3)   8m94 石井　愛美(3)   8m92

(2.721kg) 甲西中 甲西中 甲府北東中 早川中 甲府南中 八田中 武川中 増穂中
共通 10日 四種競技 田口　晴恵(2) 2000点 清水　美樹(3) 1892点 齋藤　有紀(2) 1648点 小林　千紗(3) 1592点 都倉　裕り(3) 1563点 依田　有紗(2) 1557点 齊藤　実花(2) 1556点 岡田　愛理(3) 1409点

増穂中 玉穂中 白根巨摩中 猿橋中 都留第二中 若草中 櫛形中 上野原中
18"03-1m40-8m83-29"06 17"54-1m35-7m89-29"71 19"48-1m40-6m71-30"13 19"67-1m35-8m08-31"27 19"48-1m25-7m30-29"70 20"31-1m25-8m59-29"99 19"48-1m25-6m70-29"28 21"17-1m30-7m41-30"81

[◎:標準記録突破、NYJ:県中学新、NGR:大会新記録 ]


