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第３０回　山梨県小学生陸上競技会 入賞者一覧表
小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成２２年１０月３１日(日)

種別 種目

１００ｍ 坂本  壮平 (4) 14.44 村松  由翔 (4) 15.15 水上  陽仁 (4) 15.27 四條  良紀 (4) 15.87 功刀  滉二郎 (4) 16.14 寺戸    翼 (4) 16.23 田所  直也 (4) 16.60 三井  陽斗 (4) 16.73

未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ GR(+0.3) ナカムラＡＣ (+0.3) 日下部クラブ (+0.3) ﾁｰﾑ南部 (+0.3) 白根東ＡＣ (+0.3) ナカムラＡＣ (+0.3) 南アルプスＡＣ (+0.3) 白根東ＡＣ (+0.3)

１０００ｍ 望月  満帆 (4) 3:16.9 橘田  大河 (4) 3:22.3 土屋  雅也 (4) 3:22.5 小林  拓登 (4) 3:29.0 羽田  虎太郎 (4) 3:35.9 森田  克馬 (4) 3:36.3 遠藤  欽大 (4) 3:41.5 橘田　　翔 (4) 3:42.0

大国陸上クラブ 大国陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 大国陸上クラブ 南アルプスＡＣ 大国陸上クラブ フリースタイル 大国陸上クラブ

走幅跳 小林  俊尊 (4) 3m22 内藤    萌 (4) 3m18 芦澤  伊織 (4) 3m10 萩原  寛太 (4) 2m96 神戸  秀哉 (4) 2m72 浅川  綾汰 (4) 2m50

駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.2) 大国陸上クラブ (-0.8) 白根東ＡＣ (+0.3) 大国陸上クラブ (+0.5) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ (-0.5) 北西陸上クラブ (-0.3)

１００ｍ 野村    涼 (5) 13.71 土屋  拓斗 (5) 14.13 矢ヶ崎  恵斗 (5) 14.37 望月  康聖 (5) 14.43 坂本  健太 (5) 14.50 今井  貫人 (5) 14.60 日原　翔夢 (5) 14.66 高坂  佳希 (5) 14.72

未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.1) ナカムラＡＣ (+1.1) 明日の風ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.1) 早川陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.1) 中道北ｸﾗﾌﾞ (+1.1) 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.1) 中村塾 (+1.1) 大月ＡＣ (+1.1)

１０００ｍ 石川  大晴 (5) 3:15.0 望月  悠斗 (5) 3:15.2 岩瀬  大周 (5) 3:15.5 雨宮    聖 (5) 3:15.9 神田  朋武 (5) 3:28.0 内藤  悠稀 (5) 3:28.4 塚田  裕介 (5) 3:31.1 内藤    丈 (5) 3:38.5

甲運陸上クラブ 南アルプスＡＣ 大国陸上クラブ 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ 甲運陸上クラブ 中村塾

走幅跳 伊藤  裕哉 (5) 3m81 若杉　寛幸 (5) 3m80 飯野  　仁 (5) 3m74 駒井　優樹 (5) 3m66 小笠原結貴哉 (5) 3m59 廣瀬  尚希 (5) 3m57 諸井  洸亮 (5) 3m52 浅川  樹貴也 (5) 3m47

南アルプスＡＣ (0.0) 中村塾 (0.0) 甲運陸上クラブ (0.0) 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.4) 甲運陸上クラブ (0.0) 牧丘クラブ (+0.2) 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0) 祝ｸﾗﾌﾞ (-0.3)

１００ｍ 中込　晃太朗 (6) 12.36 金子  亮太 (6) 12.87 高野    航 (6) 13.31 依田  大雅 (6) 13.35 小林  剛士 (6) 13.48 三枝  拓仁 (6) 13.66 望月  郁杜 (6) 13.74 功刀  啓太郎 (6) 14.05

南アルプスＡＣ (+1.1) 日川陸上クラブ (+1.1) 甲運陸上クラブ (+1.1) 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.1) 甲運陸上クラブ (+1.1) ナカムラＡＣ (+1.1) 早川陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.1) 白根東ＡＣ (+1.1)

１０００ｍ 望月  岳斗 (6) 3:11.6 菊池  遼河 (6) 3:18.6 小林  大樹 (6) 3:23.7 新谷  元樹 (6) 3:27.6 三井  滉輝 (6) 3:34.2 梶原  大地 (6) 3:39.7 仙洞田  航輝 (6) 3:41.8 深山  裕史 (6) 3:48.0

南アルプスＡＣ 大国陸上クラブ ナカムラＡＣ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 甲運陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 南アルプスＡＣ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少

走幅跳 山﨑  将人 (6) 4m50 小俣    洋 (6) 4m22 築地  和馬 (6) 4m20 降矢  涼平 (6) 4m09 杉本  竜盛 (6) 4m05 大島  洸陽 (6) 4m03 青柳  拓海 (6) 4m02 丸山  智也 (6) 3m93

日下部クラブ (0.0) 大月ＡＣ (+0.1) 白根東ＡＣ (0.0) ナカムラＡＣ (0.0) 大月ＡＣ (+0.6) 大国陸上クラブ (+0.6) ナカムラＡＣ (+0.4) ナカムラＡＣ (+0.3)

４×１００ｍ 甲運陸上クラブA 54.03 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA55.18 南アルプスＡＣA 55.51 白根東ＡＣA 57.62 ナカムラＡＣA 57.64 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞA 59.05 早川陸上ｸﾗﾌﾞ 59.70 大国陸上クラブA 1:00.38

飯野  龍太 (6) 野村    涼 (5) 加藤  雄大 (6) 三澤　亮太 (6) 土屋  拓斗 (5) 齋藤  健星 (6) 深澤    澪 (6) 菊池  遼河 (6)

高野    航 (6) 依田  大雅 (6) 中込　晃太朗 (6) 築地  和馬 (6) 大久保  雄平 (6) 新谷  元樹 (6) 望月  郁杜 (6) 萩原  健太 (5)

名取  大地 (6) 今井  貫人 (5) 望月  岳斗 (6) 手塚  裕太 (6) 三枝  拓仁 (6) 原      智 (6) 望月  康聖 (5) 藤本  真生 (5)

小林  剛士 (6) 坂本  壮平 (4) 大瀧    衛 (6) 功刀  啓太郎 (6) 降矢  涼平 (6) 深澤  亮仁 (6) 小柳    龍 (5) 大島  洸陽 (6)

８０ｍＨ 佐藤　　諒 (6) 13.47 飯野  龍太 (6) 14.40 高野  隼人 (6) 14.47 大瀧    衛 (6) 14.95 小林  和樹 (5) 15.14 矢崎    龍 (5) 19.28

中村塾 (-0.5) 甲運陸上クラブ (-0.5) ナカムラＡＣ (-0.5) 南アルプスＡＣ (-0.5) 大月ＡＣ (-0.5) 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-0.5)

走高跳 鈴木  祥太 (6) 1m20 長谷川  誠 (6) 1m15

ナカムラＡＣ 甲運陸上クラブ

ボール投 前島  裕斗 (6) 63m29 武川　泰之 (6) 59m13 山川  大雅 (6) 57m40 山口　健吾 (6) 56m04 一志  涼平 (6) 54m54 大澤  優仁 (6) 54m12 住田  大輔 (6) 49m79 曽根  京也 (6) 47m99

牧丘クラブ 中村塾 奥野田ｸﾗﾌﾞ 中村塾 甲運陸上クラブ 牧丘クラブ 中村塾 日下部クラブ

１００ｍ 飯島  しおん (4) 15.40 山口　華枝 (4) 15.41 岩浅  優花 (4) 15.85 有泉  咲良 (4) 15.97 山田  幸乃 (4) 16.14 坂口  莉緒 (4) 16.15 萱沼  結衣 (4) 16.29 松岡  実玖 (4) 16.46

未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-0.3) 大国陸上クラブ (-0.3) 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 (-0.3) 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.3) 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.3) 南アルプスＡＣ (-0.3) 甲運陸上クラブ (-0.3) 南アルプスＡＣ (-0.3)

８００ｍ 山崎  南津那 (4) 2:54.4 白鳥  杏果 (4) 2:56.4 名取　万記歩 (4) 2:58.0 山崎  幸菜 (4) 3:03.5 高師  史花 (4) 3:03.9 仙洞田  桃香 (4) 3:18.1

未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 甲運陸上クラブ 南アルプスＡＣ 北西陸上クラブ 北西陸上クラブ 南アルプスＡＣ

走幅跳 佐野  菜々子 (4) 3m05 築地  かんな (4) 2m58 東條  真巳 (4) 2m19

ナカムラＡＣ (+0.2) 白根東ＡＣ (+0.4) 南アルプスＡＣ (+0.2)

１００ｍ 板楠  千尋 (5) 15.12 野田  穂乃花 (5) 15.36 下村  里沙 (5) 15.40 中澤  瑠菜 (5) 15.46 駒谷  芽唯 (5) 15.63 佐久間  愛美 (5) 15.74 赤沢  広美 (5) 15.94 佐藤　里奈 (5) 15.95

北西陸上クラブ (+0.8) 南アルプスＡＣ (+0.8) 大国陸上クラブ (+0.8) 北西陸上クラブ (+0.8) 甲運陸上クラブ (+0.8) 白根東ＡＣ (+0.8) 南アルプスＡＣ (+0.8) 日下部クラブ (+0.8)

８００ｍ 小田切  愛優 (5) 2:42.1 堀内  璃々子 (5) 2:46.7 相澤    奎 (5) 2:47.1 工藤    楓 (5) 2:47.6 小川  奈恵 (5) 2:51.3 羽田  麗子 (5) 2:51.5 龍澤    遥 (5) 2:54.3 功刀  永遠 (5) 2:57.7

南アルプスＡＣ 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大石陸上クラブ 北西陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 南アルプスＡＣ 大国陸上クラブ 北西陸上クラブ

走幅跳 笹本  みなみ (5) 3m86 打川  真由 (5) 3m56 笠井  梨奈 (5) 3m52 望月  麻衣 (5) 3m48 菊島  夏帆 (5) 3m45 笹本  明日美 (5) 3m44 三澤  さくら (5) 3m25 山本  麻衣 (5) 3m02

南アルプスＡＣ (-0.1) 白根東ＡＣ (-0.6) 早川陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.9) 南アルプスＡＣ (0.0) ナカムラＡＣ (0.0) 白根東ＡＣ (0.0) 祝ｸﾗﾌﾞ (-0.4) 祝ｸﾗﾌﾞ (0.0)

１００ｍ 島田  梨沙 (6) 13.92 篠原  理加 (6) 14.04 小林  モナ (6) 14.60 秋山    萌 (6) 14.65 梶原  瑞奈 (6) 14.84 富田  恵衣 (6) 15.01 小俣  玲奈 (6) 15.29 横山  文香 (6) 17.25

大国陸上クラブ (0.0) 北西陸上クラブ (0.0) 甲運陸上クラブ (0.0) 南アルプスＡＣ (0.0) ナカムラＡＣ (0.0) 大月ＡＣ (0.0) 大月ＡＣ (0.0) 北西陸上クラブ (0.0)

８００ｍ 小林  真和 (6) 2:35.8 青柳  美空 (6) 2:36.9 原  恵梨子 (6) 2:37.2 内藤  亜美 (6) 2:37.5 原  なつめ (6) 2:38.5 斉藤  ななみ (6) 2:40.7 高師  友里菜 (6) 2:48.3 萱沼  美結 (6) 2:51.5

大国陸上クラブ 大国陸上クラブ 北西陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 大国陸上クラブ 南アルプスＡＣ 北西陸上クラブ 甲運陸上クラブ

走幅跳 保坂  奈菜 (6) 4m38 山下  瀬捺 (6) 4m22 金丸　莉子 (6) 3m97 宮川  蘭子 (6) 3m95 村田  留理 (6) 3m85 石川  幸歩 (6) 3m75 別符  綾花 (6) 3m49 赤岡  紗代 (6) 3m47

南アルプスＡＣ (0.0) 大国陸上クラブ (0.0) 白根東ＡＣ (0.0) 未来の森ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (0.0) 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0) 南アルプスＡＣ (0.0) ナカムラＡＣ (0.0) 甲運陸上クラブ (0.0)

４×１００ｍ 大国陸上クラブA 56.39 北西陸上ｸﾗﾌﾞA 56.99 南アルプスＡＣA 58.30 ナカムラＡＣA 59.21 大月ＡＣA 59.47 南アルプスＡＣB 1:00.89 北西陸上ｸﾗﾌﾞB 1:01.06 一宮町陸上ｽﾎﾟ少A 1:01.63

山下  瀬捺 (6) 保坂　友理 (6) 斉藤  ななみ (6) 高田    栞 (6) 松島  美代子 (6) 赤沢  広美 (5) 工藤    楓 (5) 小川  奈恵 (5)

島田  梨沙 (6) 篠原  理加 (6) 秋山    萌 (6) 梶原  瑞奈 (6) 富田  恵衣 (6) 笹本  みなみ (5) 板楠  千尋 (5) 青木  優香 (6)

河野  さくら (6) 原  恵梨子 (6) 保坂  奈菜 (6) 別符  綾花 (6) 小俣  玲奈 (6) 望月  麻衣 (5) 三浦  七海 (5) 三品  もえ (6)

村松  愛莉 (6) 横山  文香 (6) 藤井  春那 (6) 伊藤  百花 (6) 知見  真衣 (6) 石川  幸歩 (6) 中澤  瑠菜 (5) 内藤  亜美 (6)

８０ｍＨ 河野  さくら (6) 14.53 伊藤  百花 (6) 14.70 藤井  春那 (6) 15.47 辻　  春花 (6) 16.39 坂本  清加 (6) 16.45 鞍打    紡 (5) 18.11

大国陸上クラブ (-0.5) ナカムラＡＣ (-0.5) 南アルプスＡＣ (-0.5) 甲運陸上クラブ (-0.5) 大月ＡＣ (-0.5) 早川陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.5)

走高跳 阿部  友香 (6) 1m10 井上  映穂 (6) 1m10 水上    舞 (6) 1m05 松島  美代子 (6) 1m05 松野  愛由 (6) 1m00

日下部クラブ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 無効試技差 日下部クラブ 大月ＡＣ 無効試技差 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ

ボール投 仙洞田  良 (6) 46m61 松岡  由樹 (6) 41m08 廣瀬　実紅 (5) 38m20 久保島  美玖 (5) 30m65 深澤　智裕 (5) 29m71

南アルプスＡＣ 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 中村塾 駿台甲府陸上ｸﾗﾌﾞ 日下部クラブ

男子

女子

６年

共通

４年

５年

６年

共通

４年

５年

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

[ GR:大会記録／EGR：大会タイ記録／TK:着差あり ]
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