
第４８回山梨県実業団対抗陸上競技大会 決勝記録一覧表

【 男  子 】

種目

１００ｍ 田中　賢司 １１．３２ 落合　孝夫 １１．３４ 庄司　陽平 １１．７４ 大久保　大和 １２．２３ 土屋　憲佑 １３．０８ 須藤　謙二 １３．７８ 佐藤　真 １４．２５
+0.0 リコー販売 0 大月ＡＣ 中央市陸協 山梨県警察 山日ＹＢＳ 横河電機 山日ＹＢＳ

４００ｍ 庄司　陽平 ５１．７０ 長田　和之 ５４．０３ 蘒原　充 １．０１．７２ 須藤　謙二 １．０３．３２ 菊池　正 １．０７．００ 長坂　英和 １．０７．６６ 小林　世紀 １．０８．４６ 大久保　実 １．２０．８７
中央市陸協 山日ＹＢＳ 東京電力山梨 横河電機 横河電機 横河電機 山日ＹＢＳ 山梨大ＡＣ (オープン)

８００ｍ 長田　和之 ２；１５．６２ 蘒原　充 ２；１７．３７ 藤井　謙司 ２；３１．５８ 須藤　謙二 ２；３６．７７ 菊池　正 ２；５３．２１
山日ＹＢＳ 東京電力山梨 横河電機 横河電機 横河電機

１５００ｍ 菊池　努 ４．２３．５２ 小林　世紀 ５．０２．７８
横河電機 山日ＹＢＳ

１５００ｍ 萩　久 ４．３７．５３ 志村　浩二 ４．４８．０７ 飯野　潤二 ４．４９．０８ 中澤　秀二 ５．０４．２８ 藤巻　輝之 ５．１９．４９ 小池　雄二 ５．２９．３７ 清水　次郎 ５．３９．４３ 加賀美　慧 ５．５７．９０
４０歳以上 山日ＹＢＳ 甲斐市陸協 いいの整形外科 横河電機 東京電力山梨 山梨県庁 横河電機 山梨県庁
５０００ｍ 荻　久 １６．２８．５１ 飯野　潤二 １７．１５．４１ 中澤　秀二 １８．３５．０１ ⑨河野　昭三 ５．５９．４１ ⑩神村　良春 ６．１０．３１

４０歳以上 山日ＹＢＳ いいの整形外科 横河電機 横河電機 東京電力山梨

１００００ｍ 岡部　慎也 ３２．０６．１６ 内池　直樹 ３４．０１．９３ 菊池　努 ３４．０５．０３ 向山　直樹 ３５．３９．４０
関電工 横河電機 横河電機 山梨県庁

4×100mR 東京電力山梨 ５２．１９ 山日ＹＢＳ ５２．７１ 横河電機 ５５．８６

走高跳 大久保　大和 １ｍ８０ 土屋　憲佑 １ｍ７５ 長坂　英和 １ｍ４０ 鶴田　治彦 １ｍ４０ 佐藤　真 １ｍ３５ ⑥神村　良春 １ｍ２０ ⑥菊池　正 １ｍ２０
山梨県警察 山日ＹＢＳ 横河電機 横河電機 山日ＹＢＳ 東京電力山梨 横河電機

三段跳 藤巻　輝之 ９ｍ９１
東京電力山梨 +0.0

走幅跳 大久保　大和 ６ｍ３３ 土屋　憲佑 ５ｍ７９ 斯波　恵太 ５ｍ２８ 藤巻　輝之 ４ｍ５０ 佐藤　真 ４ｍ３１ 大久保　実 ３ｍ３８ (+0.2)
山梨県警察 +1.1 山日ＹＢＳ +0.1 東京電力山梨 +0.3 東京電力山梨 -0.5 山日ＹＢＳ +1.3 山梨大ＡＣ (オープン)

砲丸投 坂口　正芳 １０ｍ５５ 小尾　光則 ９ｍ７４ 児玉　晃 ８ｍ８２ 依田　俊 ６ｍ４１ 鶴田　治彦 ６ｍ１０
山日ＹＢＳ ぺアーレ山梨 東京電力山梨 山日ＹＢＳ 横河電機

円盤投 小尾　光則 ３２ｍ８８ 坂口　正芳 ２８ｍ００ 児玉　晃 ２５ｍ８９ 藤井　健司 １３ｍ５３
ぺアーレ山梨 山日ＹＢＳ 東京電力山梨 横河電機

やり投 坂口　正芳 ５５ｍ３６ 藤井　健司 ３０ｍ４５ 依田　俊 ２６ｍ０５ 児玉　晃 ２３ｍ９７ 鶴田　治彦 ９ｍ７９
山日ＹＢＳ 横河電機 山日ＹＢＳ 東京電力山梨 横河電機

【 女  子 】

種目

１００ｍ 藤巻　早苗 １４．６５ 久保嶋　千尋 １４．９３ 中込　こずえ １５．７４ 佐野　すみ香 １６．８５ 齋藤　恵 １６．９５ 宝方　文 １８．００
-2.0 東京電力山梨 山日ＹＢＳ 横河電機 横河電機 山日ＹＢＳ 横河電機

２００ｍ 藤巻　早苗 ３０．１１ 中込　こずえ ３３．２７ 佐野　すみ香 ３６．０１ 齋藤　恵 ３７．３３ 宝方　文 ３８．０１
-1.9 東京電力山梨 横河電機 横河電機 山日ＹＢＳ 横河電機

８００ｍ 中込　沙紀 ２．４２．６２ 米山　菜摘 ２．５３．９９ 渡辺　真佐美 ３．３６．９９
南ｱﾙﾌﾟｽ陸協 東京電力山梨 山日ＹＢＳ

３０００ｍ 中込　沙紀 １１．０８．６２ 高山　恵子 １１．３８．５８ 宝方　文 １５．１９．５３
南ｱﾙﾌﾟｽ陸協 ｱﾙﾍﾟﾝﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ 横河電機

4×100mR 山日ＹＢＳ １．０７．４７

走高跳 佐野　すみ香 １ｍ１５ 渡辺　真紗美 １ｍ００
横河電機 山日ＹＢＳ

走幅跳 中込　こずえ ４ｍ２４
横河電機 +0.1

砲丸投 久保嶋　千尋 ６ｍ１０ 村上　裕紀子 ４ｍ７０
山日ＹＢＳ 山日ＹＢＳ

３位 ４位 ５位 ６位

平成２１年９月２０日（日）
小瀬スポーツ公園陸上競技場
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