
平成20年度 第28回山梨県小学生陸上競技大会 入賞者一覧表
小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成２０年１０月１９日(日)

年 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

４年 １００ｍ 小俣　洋 15.57 大久保雄平 15.85 望月　康聖 16.09 杉本　竜盛 16.18 築地　和馬 16.19 中込昂太郎 16.30 三井　健輔 16.40 望月　岳斗 16.61
風:-1.9 大月ＡＣ ナカムラＡＣ 早川陸上ｸﾗﾌﾞ 大月ＡＣ 南アルプスＡＣ 南アルプスＡＣ 八幡ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ
１０００ｍ 安達　勇亮 3.36.18 仙洞田航輝 3.40.48 佐藤　諒 3.44.53 小川　大 3.44.60 後藤　宏哉 3.44.73 坂本　涼太 3.44.82 小林　和樹 3.44.94 清水　陸 3.53.74

北杜かけっこｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ 後屋敷ｸﾗﾌﾞ 奥野田ｸﾗﾌﾞ 鳥沢ＡＣ 後屋敷ｸﾗﾌﾞ 大月ＡＣ 北杜かけっこｸﾗﾌﾞ

走幅跳 鈴木　達貴 3m48 藤巻　海人 3m42 斉藤　要 3m41 河端　朝日 3m38 佐藤　栄希 3m35 渡邊　晃平 3m31 高野　隼人 3m14 丸山　智也 3m00
鳥沢ＡＣ +0.3 塩山北ｸﾗﾌﾞ -0.8 ナカムラＡＣ +1.3 鳥沢ＡＣ -0.9 後屋敷ｸﾗﾌﾞ -0.5 敷島北ＡＣ +0.7 ナカムラＡＣ +0.0 ナカムラＡＣ -1.7

５年 １００ｍ 平井　練 13.96 安田　壮太 14.24 名取　新 14.51 上田　優生 14.65 樋口　大晟 14.78 雨宮　良太 14.83 市川　直幸 15.21 秋山　準輝 15.48
風:+0.7 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ 大月ＡＣ 後屋敷ｸﾗﾌﾞ 西条ＡＣ 南アルプスＡＣ オンリーワン
１０００ｍ 笹本　悠太 3.23.27 青沼　璃真 3.23.41 窪田　壌 3.23.69 藤巻　輝 3.27.82 武井　幸市 3.31.36 小川　稜介 3.34.71 篠原　正輝 3.35.62 穂坂　元紀 3.40.33

南アルプスＡＣ 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ナカムラＡＣ ナカムラＡＣ 牧丘ｸﾗﾌﾞ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ
走幅跳 進藤　翼 4m34 奈良　光洋 3m97 根岸宗一郎 3m71 加藤　大喜 3m53 秋山　幸慶 3m45 田中　貴也 3m42 吉村　湧太 3m41 遠藤　響生 3m39

大国陸上ｸﾗﾌﾞ +0.4 ナカムラＡＣ +0.0 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +1.4 大月ＡＣ -0.7 後屋敷ｸﾗﾌﾞ +0.2 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ +1.3 明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.9 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ +1.1
男 ６年 １００ｍ 渡邊　黎旺 13.21 舩木　勇助 13.32 渡辺　成 13.82 有泉　拓斗 13.82 荻野　慧人 13.85 中村　卓歳 13.88 河端　陸 14.02

風:+1.5 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 鳥沢ＡＣ 大石ＡＣ 着差あり 牧丘ｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 塩山北ｸﾗﾌﾞ 鳥沢ＡＣ
子 １０００ｍ 高橋　将平 3.09.98 池田　陸 3.15.01 五味　翔太 3.16.96 三沢　壮之 3.26.61 広瀬　幹 3.28.06 馬場　玲門 3.28.84 込山　星河 3.30.56 古屋　啓太 3.30.58

大国陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 後屋敷ｸﾗﾌﾞ
走幅跳 天野　拓 4m58 三枝　郁也 4m47 小林　練 4m13 赤岡三志郎 4m12 井上　卓 4m07 宮田　健登 4m00 渡辺　竜麻 3m98 高野　滉大　 3m97

ナカムラＡＣ -0.4 大国陸上ｸﾗﾌﾞ +0.0 身延ｸﾗﾌﾞ +1.3 甲運陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 鳥沢ＡＣ -0.2 大国陸上ｸﾗﾌﾞ +1.3 ナカムラＡＣ +0.0 甲運陸上ｸﾗﾌﾞ -0.6
共通 ８０ｍＨ 足立　拓海(６) 13.41 芦澤　翔真(６) 13.83 倉鹿野智也(６) 14.02 梶原　聖(６) 16.11 佐々木一馬(６) 16.45 堀内　駿(６) 18.73 天野　彰斗(６) 19.01

風:+1.0 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 境川ＳＣ 甲運陸上ｸﾗﾌﾞ 大石ＡＣ 境川ＳＣ 大石ＡＣ 大石ＡＣ
４×１００ｍ 大国陸上ｸﾗﾌﾞＡ 54.23 ナカムラＡＣ Ａ 55.41 鳥沢ＡＣ 56.19 南アルプスＡＣ 56.91 甲運陸上クラブ 57.69 大国陸上ｸﾗﾌﾞＢ 57.89 大月ＡＣ Ａ 57.92 睦合ｸﾗﾌﾞ 58.56

   足立　拓海    雨宮  功樹 山崎　　悟    相川  史弥  倉鹿野智也    池田　　陸    小俣  凌也 籏持　　悠
   荻野  慧人    天野    拓 舩木　勇助    名取    新    川野  敦哉  宮田　健登    豊島  泰生 木内　貫太
   三枝　郁也    山下    黎 北畑　　毅    笹本  悠太    赤岡三志郎    進藤    翼    上田  優生 仲沢　友宏
   渡邊　黎旺  雨宮　裕太 河端　　陸    市川  直幸    高野  滉大    安田  壮太  三神　惇志 木内　寛人

走高跳 雨宮　功樹(６) 1m30 郡司　卓哉(５) 1m15 三神　惇志(６) 1m15 吉田ﾚｵﾅﾙﾄﾞ洋平(６) 1m10 楠　蒼海(５) 1m05
ナカムラＡＣ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 大月ＡＣ 無効試技の差 早川陸上ｸﾗﾌﾞ 後屋敷ｸﾗﾌﾞ

ボール投 岡崎　英治(６) 74m14 山本　文太(６) 61m31 風間　和希(６) 56m30 小俣　凌也(６) 55m47 川野　敦哉(６) 55m32 山口　晋哉(６) 51m40 土屋　夏彦(５) 49m91 橋詰　大輝(６) 49m69
大月東ｸﾗﾌﾞ NYR NGR 境川ＳＣ 八幡ｸﾗﾌﾞ 大月ＡＣ 甲運陸上ｸﾗﾌﾞ 塩山北ｸﾗﾌﾞ 大石ＡＣ 塩山北ｸﾗﾌﾞ

４年 １００ｍ 島田　梨沙 15.41 篠原　理加 15.69 梶原　瑞奈 16.11 保坂　奈菜 16.71 猪股　南美 16.85 小俣　玲奈 16.99 横山　文香 17.11 斉藤ななみ 17.14
風:+0.4 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ ナカムラＡＣ 南アルプスＡＣ 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 大月ＡＣ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ
８００ｍ 小林　真和 2.56.18 原　恵利子 2.58.24 青柳　美空 2.59.70 清水　理穂 3.10.35 中込　栞里 3.11.57 富田　惠衣 3.12.41 杉山　優風 3.12.85 坂本　清加 3.13.62

大国陸上ｸﾗﾌﾞ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 白根東ＡＣ 甲東ｸﾗﾌﾞ 早川陸上ｸﾗﾌﾞ 大月ＡＣ
走幅跳 山下　瀬捺 3m46 金丸　莉子 2m99 長谷部優花 2m71 塩谷　梓 2m67 高師　友里菜 2m60 藤塚　環 2m59 市川　舞 2m51 小林　萌音 2m46

大国陸上ｸﾗﾌﾞ -1.3 白根東ＡＣ +0.4 白根東ＡＣ -1.8 大国陸上ｸﾗﾌﾞ +1.0 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -0.7 大月ＡＣ +1.9 日下部ＡＣ -0.0 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ +0.0
５年 １００ｍ 小松さくら 14.68 雨宮　利奈 14.70 大滝　有紗 15.12 野田ゆかり 15.40 斎藤　詩織 15.62 前田　未来 15.71 塚原以知子 16.07 小川　瑞奈 16.07

風:+0.5 ナカムラＡＣ アメミヤＡＣ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 一宮町陸上スポ少 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 着差あり 鳥沢ＡＣ
８００ｍ 植竹　美里 2.45.22 渡辺眞里子 2.51.22 名取　万智 2.51.65 伊藤　有沙 2.55.86 林　輝 2.56.48 渡辺さくら 2.57.15 坂本　真愛 2.58.71 山田　美衣 2.58.84

大国陸上ｸﾗﾌﾞ オンリーワン 南アルプスＡＣ 南アルプスＡＣ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 剱持クリア 4m01 五味梨諸奈 3m65 鈴木　汀 3m61 坂本　知佳 3m48 向田みずほ 3m47 渡辺　光南 3m38 佐久間優奈 3m34 衣川　佳奈 *3m34
未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.3 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +1.5 後屋敷ｸﾗﾌﾞ +0.0 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.2 大国陸上ｸﾗﾌﾞ -0.1 大石ＡＣ +2.1 後屋敷ｸﾗﾌﾞ +0.6 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ +1.0

女 ６年 １００ｍ 林　安優 14.20 貴家　真穂 14.26 田中　璃瑚 14.27 藤本　真優 14.30 斉藤みなみ 14.72 植松　唯 14.72 河西　真央 14.77 白倉　若菜 15.15
風:+1.5 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 大石ＡＣ 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ 着差あり ナカムラＡＣ 南アルプスＡＣ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

子 ８００ｍ 望月　槙 2.36.75 保坂　唯 2.39.63 原　悠梨佳 2.39.64 丸山瑠里子 2.40.05 小林　加奈 2.42.38 内藤　れな 2.47.44 半澤　美沙 2.48.24 竹居　芹菜 2.48.48
大国陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 鳥沢ＡＣ 南アルプスＡＣ 奥野田ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 中澤　美結 4m45 松下　加奈 4m36 近藤　祐未 4m26 丸山　菜摘 3m87 廣瀬　優香 3m77 大久保由香 3m75 中込　美里 *3m75 相川　礼夏 3m65
大国陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 白根東ＡＣ +0.0 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.8 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +1.0 祝ｸﾗﾌﾞ +0.8 白根東ＡＣ +1.2 南アルプスＡＣ +0.4

共通 ８０ｍＨ 勝俣　美空(６) 14.04 大村　歩(６) 14.31 羽田　愛梨(６) 15.08 中込あや奈(６) 15.21 渡辺あさひ(６) 15.45 深田　早絵(６) 15.76 加納　実奈(６) 15.79 川野　南緒(６) 15.94
大月ＡＣ -0.7 ナカムラＡＣ +0.8 甲運陸上ｸﾗﾌﾞ +0.8 南アルプスＡＣ +0.8 睦合ｸﾗﾌﾞ +0.8 境川ＡＣ +0.8 明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -0.7 白根東ＡＣ -0.7

４×１００ｍ 大国陸上ｸﾗﾌﾞＡ 56.72 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 57.39 南アルプスＡＣ Ａ 59.25 白根東ＡＣ Ａ 59.42 大国陸上ｸﾗﾌﾞＢ 59.88 境川ＡＣ 60.10 鳥沢ＡＣ 61.46 北西陸上ｸﾗﾌﾞＡ 62.32
   藤本  真優    河村  ちなみ    相川　礼夏    斉藤なつみ    根津  優花    深田  早絵    内藤　れな 山崎あかね
   林    安優    田中  璃瑚    斉藤みなみ    松下  加奈    大滝　有紗    相澤  美帆    酒井　優子 白倉　若菜
   小林  加奈    丸山瑠里子    望月　美紅    塚原　梨香    林　　　輝    小林  亜美    赤木　美穂 原　悠梨佳
   望月    槇  近藤　祐未    河西　真央    川野  南緒    中澤　美結    篠原  菜月    井上　歩巳 丸山　菜摘

走高跳 丹澤　聡子(６) 1m30 澤登　裕佳(６) 1m20 竹越　由生野(６ 1m15 笹本　結(６) 1m15 杉原藍衣美(６) 1m10 堀内　麻由(５) 1ｍ10
塩山北ｸﾗﾌﾞ 牧丘ｸﾗﾌﾞ 甲運陸上ｸﾗﾌﾞ 塩山北ｸﾗﾌﾞ 無効試技の差 塩山北ｸﾗﾌﾞ 大石ＡＣ 無効試技の差

ボール投 篠原　菜月(６) 47m56 小林　亜美(６) 47m13 安藤　朱里(５) 39m41 金子さつき(６) 38m21 窪松　由莉(６) 37m99 斉藤なつみ(６) 37m08 松岡　由樹(４) 34m52 古屋　美貴(６) 33m33
境川ＡＣ 境川ＡＣ 甲東ｸﾗﾌﾞ 明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 奥野田ｸﾗﾌﾞ 白根東ＡＣ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

[ NYR:県小学生記録　NGR:大会新記録　*：２ｎｄ記録による ]


