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男子 平成２２年度全国高等学校総合体育大会 様式３ ２０１０．５／８．１２．１３
県名

秩父宮賜杯　第６３回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会成績表 甲府市：小瀬スポーツ公園陸上競技場

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

12日 １００ｍ 84 濱崎　敬一 (2) 10.66 中田  貴大 (3) 10.79 宮野　祐太 (3) 10.83 内田　智也 (1) 10.85 三井　聖也 (2) 10.93 遠藤　修平 (2) 10.94 中澤　淳 (3) 10.98 雨宮  大昂 (2) 11.02
山梨:日大明誠　 (+5.2) 山梨:巨摩　 (+5.2) 山梨:桂　 (+5.2) 山梨:巨摩　 (+5.2) 山梨:山梨園芸　 (+5.2) 山梨:身延　 (+5.2) 山梨:巨摩　 (+5.2) 山梨:駿台甲府　 (+5.2)

13日 ２００ｍ 77 濱崎　敬一 (2) 22.37 中村　圭 (2) 22.72 遠藤　修平 (2) 22.82 中田  貴大 (3) 22.90 山田　達士 (2) 22.91 植松　祥吾 (3) 23.05 中澤　淳 (3) 23.17 水越　匡海 (3) 23.19
山梨:日大明誠　 (-1.2) 山梨:日大明誠　 (-1.2) 山梨:身延　 (-1.2) 山梨:巨摩　 (-1.2) 山梨:韮崎　 (-1.2) 山梨:韮崎　 (-1.2) 山梨:巨摩　 (-1.2) 山梨:富士河口湖　 (-1.2)

8日 ４００ｍ 68 杉山  誠 (3) 49.68 小林  史弥 (3) 50.30 中込　清太 (3) 50.40 中村　圭 (2) 50.71 秋山  恭平 (3) 50.82 金丸　隼涼 (2) 51.12 山西　秀実 (3) 51.53 清水　亮太 (3) 51.57
山梨:駿台甲府　 山梨:駿台甲府　 山梨:巨摩　 山梨:日大明誠　 山梨:駿台甲府　 山梨:巨摩　 山梨:巨摩　 山梨:甲府南　

12日 ８００ｍ 66 原　寿人 (3) 2:00.01 茂手木　康弘 (3) 2:02.04 深沢　　優 (1) 2:02.68 小俣　勇稀 (3) 2:03.03 藤巻　良規 (3) 2:03.22 江崎　光祐 (2) 2:03.29 吉原  優人 (3) 2:03.34 小林　大輔 (3) 2:04.37
山梨:山梨学院附属　 山梨:甲府工業　 山梨:山梨学院附属　 山梨:桂　 山梨:韮崎　 山梨:甲府工業　 山梨:駿台甲府　 山梨:富士学苑　

8日 １５００ｍ 75 原　寿人 (3) 4:03.99 藤原　太貴 (3) 4:06.58 小澤　宏裕 (3) 4:06.61 平塚　祐三 (3) 4:06.94 仲田　稜 (3) 4:07.06 土橋　直樹 (3) 4:07.16 白倉　明和 (3) 4:07.85 松田　龍弥 (2) 4:09.77
山梨:山梨学院附属　 山梨:農林　 山梨:韮崎　 山梨:山梨学院附属　 山梨:農林　 山梨:韮崎　 山梨:農林　 山梨:韮崎　

13日 ５０００ｍ 52 手塚　祐太朗 (3) 15:08.26 藤原　太貴 (3) 15:08.63 有泉　　潤 (3) 15:10.45 土橋　直樹 (3) 15:11.44 五味　一彦 (3) 15:14.09 小澤　宏裕 (3) 15:18.31 上田　竜平　 (2) 15:20.73 小俣　勇稀 (3) 15:28.37
山梨:山梨学院附属　 山梨:農林　 山梨:山梨学院附属　 山梨:韮崎　 山梨:農林　 山梨:韮崎　 山梨:山梨学院附属　 山梨:桂　

8日 １１０ｍＨ 26 飯久保　智洋 (2) 15.46 松澤　良樹 (2) 16.57 市川　俊弥 (3) 16.58 足立  裕紀 (3) 16.67 高橋　亨光 (3) 16.89 北島　優斗 (2) 16.90 外川　巧 (3) 17.09 小尾　純志 (2) 17.89
山梨:巨摩　 (-5.5) 山梨:甲府工業　 (-5.5) 山梨:桂　 (-5.5) 山梨:駿台甲府　 (-5.5) 山梨:身延　 (-5.5) 山梨:巨摩　 (-5.5) 山梨:甲府南　 (-5.5) 山梨:甲府西　 (-5.5)

12日 ４００ｍＨ 28 中込　清太 (3) 55.58 小林  史弥 (3) 56.38 市川　俊弥 (3) 57.02 飯久保　智洋 (2) 57.71 外川　巧 (3) 58.33 梶田  省吾 (3) 58.35 小野　駿太 (3) 58.40 松澤　良樹 (2) 1:00.25
山梨:巨摩　 山梨:駿台甲府　 山梨:桂　 山梨:巨摩　 山梨:甲府南　 山梨:駿台甲府　 山梨:巨摩　 山梨:甲府工業　

12日 ３０００ｍＳＣ 33 平塚　祐三 (3) 9:35.21 白倉　明和 (3) 9:39.64 山口　兼孝 (3) 9:39.71 橋本　拓也 (3) 9:39.96 齊藤　佑輔 (3) 9:41.29 上田　誠斗 (3) 9:43.21 小田切　勇輝 (3) 9:44.49 有泉　森 (3) 9:59.25
山梨:山梨学院附属　 山梨:農林　 山梨:桂　 山梨:農林　 山梨:韮崎　 山梨:山梨学院附属　 山梨:韮崎　 山梨:韮崎　

13日 ５０００ｍＷ 19 相河　勇輔 (3) 24:33.87 川崎　誠登 (3) 25:15.69 谷内　翼 (3) 25:39.70 渡邊　裕一郎 (2) 26:07.92 江花　達也 (2) 26:55.89 市川　和明 (1) 27:22.05 松永　竜旺 (3) 27:53.90 和田　恵人 (2) 28:50.41
山梨:甲府第一　 山梨:甲陵　 山梨:桂　 山梨:吉田　 山梨:甲府第一　 山梨:農林　 山梨:甲府工業　 山梨:桂　

8日 ４×１００ｍ 23 山梨:巨摩　 42.54 山梨:駿台甲府　 42.69 山梨:韮崎　 42.84 山梨:桂　 43.04 山梨:日大明誠　 43.40 山梨:甲府工業　 43.63 山梨:富士河口湖　 44.41 山梨:甲府南　 44.76
内田　智也 (1) 足立  裕紀 (3) 功刀　勇太 (3) 宮野　祐太 (3) 佐藤　優哉 (3) 武井　一馬 (3) 渡邊　大貴 (3) 中込　亮太 (3)
中田  貴大 (3) 杉山  誠 (3) 植松　祥吾 (3) 山地　悟 (3) 濱崎　敬一 (2) 中村　佳貴 (3) 手塚　卓也 (2) 外川　巧 (3)
中込　清太 (3) 雨宮  大昂 (2) 小林　昭平 (3) 山平　大智 (3) 本村　悠 (3) 松野　成夢 (3) 滝口　和祥 (3) 清水　亮太 (3)
飯久保　智洋 (2) 小林  史弥 (3) 山田　達士 (2) 市川　俊弥 (3) 中村　圭 (2) 平川　裕太 (3) 水越　匡海 (3) 小林　大記 (1)

13日 ４×４００ｍ 18 山梨:駿台甲府　 3:20.12 山梨:韮崎　 3:24.50 山梨:巨摩　 3:24.71 山梨:桂　 3:26.09 山梨:甲府工業　 3:26.34 山梨:山梨学院附属 3:30.82 山梨:甲府南　 3:31.39 山梨:富士河口湖　 3:32.02
秋山  恭平 (3) 植松　祥吾 (3) 金丸　隼涼 (2) 大房　秋臣 (3) 清水　厚志 (3) 望月　勇人 (1) 中込　亮太 (3) 手塚　卓也 (2)
小林  史弥 (3) 山田　達士 (2) 中込　清太 (3) 山平　大智 (3) 中村　佳貴 (3) 原　寿人 (3) 外川　巧 (3) 渡邊　大貴 (3)
吉原  優人 (3) 雨宮　大良 (2) 小野　駿太 (3) 市川　俊弥 (3) 松野　成夢 (3) 平塚　祐三 (3) 新海　怜士 (2) 相坂　祐太 (3)
杉山  誠 (3) 油井　直人 (3) 山西　秀実 (3) 山地　悟 (3) 茂手木　康弘 (3) 深沢　　優 (1) 前橋　智哉 (3) 水越　匡海 (3)

12日 走高跳 34 山地　悟 (3) 1m95 外川　巧 (3) 1m90 深澤　宇善 (2) 1m85 中込　亮太 (3) 1m80 ５位：相山  友希(1)　　山梨:駿台甲府 1m75 藤江　祥史 (3) 1m75 内藤　伸弘 (2) 1m70
山梨:桂　 山梨:甲府南　 山梨:都留　 山梨:甲府南　 　　　秋山　智志(3)　　山梨:巨摩 山梨:吉田　 無効試技差 山梨:甲府第一　

8日 棒高跳 11 １位：清水　厚志(3)　　山梨:甲府工業 3m80 山田　大地 (2) 3m80 加藤　武丸 (3) 3m80 長田　純一 (2) 3m70 佐藤　信賢 (2) 3m10 山田　陽平 (2) 3m00 町田　翔 (1) 3m00
　    小笠原　涼介(3)  山梨:巨摩 山梨:巨摩　 無効試技差 山梨:甲府工業　 無効試技差 山梨:甲府工業　 山梨:桂　 山梨:都留　 山梨:巨摩　 無効試技差

13日 走幅跳 68 三井　聖也 (2) 7m08 宮野　祐太 (3) 6m90 野田　雅浩 (1) 6m77 望月　平 (2) 6m57 大房　秋臣 (3) 6m50 足立  裕紀 (3) 6m47 高野　祐樹 (2) 6m46 田中　拓未 (2) 6m40
山梨:山梨園芸　 GR(+0.3) 山梨:桂　 (-0.6) 山梨:巨摩　 (+1.6) 山梨:巨摩　 (+1.1) 山梨:桂　 (-1.2) 山梨:駿台甲府　 (-0.4) 山梨:身延　 (+0.9) 山梨:甲府南　 (-0.1)

8日 三段跳 29 宮野　祐太 (3) 14m08 山地　悟 (3) 14m08 大房　秋臣 (3) 13m65 田川　大貴 (3) 13m33 赤池　拓哉 (2) 13m27 名取　竜哉 (3) 13m20 林　拓己 (2) 12m91 若尾　春華 (3) 12m74
山梨:桂　 (+3.4) 山梨:桂　(0.0) 2nd差 山梨:桂　 (+0.7) 山梨:巨摩　 (+3.1) 山梨:甲府工業　 (+1.4) 山梨:甲府第一　 (+0.4) 山梨:甲府工業　 (+0.2) 山梨:身延　 (+1.7)

12日 砲丸投 39 村田　雅弥 (2) 12m78 須田　裕太郎 (1) 12m34 村松　克磨 (2) 12m18 滝下　勇貴 (3) 11m54 尾崎　圭亮 (3) 11m51 中島　大樹 (3) 11m20 三神　勇樹 (1) 10m81 土屋  晃喜 (3) 10m72
6.0kg 山梨:身延　 山梨:巨摩　 山梨:巨摩　 山梨:身延　 山梨:都留　 山梨:身延　 山梨:農林　 山梨:巨摩　

8日 円盤投 41 村田　雅弥 (2) 39m09 大池　優介 (3) 38m75 近藤　和志 (3) 37m69 尾崎　圭亮 (3) 35m84 深澤　翔基 (3) 35m78 土屋  晃喜 (3) 34m73 伊藤　賢 (3) 30m40 藤嶋　優輔 (3) 30m28
1.75kg 山梨:身延　 GR 山梨:桂　 GR 山梨:農林　 GR 山梨:都留　 山梨:甲府第一　 山梨:巨摩　 山梨:身延　 山梨:身延　

12日 ハンマー投 24 深澤　翔基 52m48 滝下　勇貴 48m78 尾崎　圭亮 47m83 大池　優介 41m58 土屋  晃喜 39m72 山本　諭 34m26 大石　稜 33m41 長屋　大樹 31m49
6.0kg 山梨:甲府第一　 山梨:身延　 山梨:都留　 山梨:桂　 山梨:巨摩　 山梨:都留　 山梨:都留　 山梨:甲府工業　

13日 やり投 37 須藤　桂伍 (3) 53m43 市川　蓮 (3) 53m39 大池　優介 (3) 53m02 坂本　一真 (3) 52m50 赤池　篤 (3) 46m54 大石　稜 (3) 45m69 武藤　大万 (2) 44m57 宮下　絢人 (3) 44m18
山梨:都留　 山梨:身延　 山梨:桂　 山梨:都留　 山梨:身延　 山梨:都留　 山梨:富士河口湖　 山梨:富士河口湖　

12,13 ８  種 17 足立  裕紀 (3) 4877点 秋山　智志 (3) 4753点 梶田  省吾 (3) 4598点 市川　俊弥 (3) 4083点 名取　竜哉 (3) 4077点 相川　大悟 (3) 4053点 松田　康平 (1) 3998点 宮里　俊一 (3) 3942点
日 山梨:駿台甲府　 山梨:巨摩　 山梨:駿台甲府　 山梨:桂　 山梨:甲府第一　 山梨:巨摩　 山梨:山梨学院附属　 山梨:身延　

11.37-6m33-8m98-52.78 11.86-6m47-9m47-54.36 11.50-6m07-9m58-54.43 11.62-5m52-7m97-55.20 11.79-5m77-9m28-59.35 11.62-6m06-7m93-58.10 12.15-5m32-8m27-57.70 12.13-5m61-9m27-56.82
16.53-42m66-1m65-4:42.69 16.96-39m84-1m75-4:44.63 18.07-41m62-1m70-4:47.40 16.86-25m65-1m65-5:04.69 19.59-38m73-1m80-5:04.34 18.43-38m69-1m50-4:55.38 17.53-38m64-1m60-4:53.50 17.52-36m16-1m55-5:18.47

総合 巨摩 137点 桂 113点 駿台甲府 72.5点 身延 62点 山梨学院附属 59点 甲府工業 50.5点 韮崎 49点 農林 47点
ﾄﾗｯｸ 巨摩 72点 山梨学院附属 57点 駿台甲府 52点 韮崎 49点 桂 47点 農林 39点 日大明誠 32点 甲府工業 27点

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 桂 61点 巨摩 55点 身延 48点 都留 44点 甲府工業 23.5点 甲府第一 16点 甲府南 13点 山梨園芸 8点
８種 駿台甲府 14点 巨摩 10点 桂 5点 甲府第一 4点 山梨学院附属 2点 身延 1点

都道府県内の予選会校数・人数 時刻 風速 湿度 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 山梨県高等学校体育連盟　　 記録主任 小林　直樹 印

参加校数 36校 第1日目 12:00 1.0m/s 42% 良好 山梨陸上競技連盟　　 総　　務 保坂　一仁 印

参加人数 489名 第2日目 12:00 3.1m/s 36% 良好 審 判 長 矢崎　文博 印

第3日目 12:00 2.5m/s 36% 良好

晴れ

晴れ

山梨

25.5℃ 晴れ

風向 気温 天候

南

北北東

南南西

21.5℃

22.0℃

学校名・得点

[ YR:県記録 YH:県高校記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録  ]
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女子 平成２２年度全国高等学校総合体育大会 様式３ ２００９．５／９．１３．１４
県名

秩父宮賜杯　第６３回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会成績表 甲府市：小瀬スポーツ公園陸上競技場

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

12日 １００ｍ 63 山口  初乃香 (3) 12.23 小澤  詩織 (2) 12.41 猪狩　朋佳 (2) 12.53 清水  美里 (3) 12.70 勝俣　有理 (1) 12.71 矢崎　はるか (1) 12.87 横森　夏芽 (3) 12.99 井上　愛梨 (1) 13.08
山梨:駿台甲府　 (+5.2) 山梨:駿台甲府　 (+5.2) 山梨:巨摩　 (+5.2) 山梨:駿台甲府　 (+5.2) 山梨:巨摩　 (+5.2) 山梨:山梨英和　 (+5.2) 山梨:韮崎　 (+5.2) 山梨:巨摩　 (+5.2)

13日 ２００ｍ 45 山口  初乃香 (3) 25.71 小澤  詩織 (2) 26.32 世古口  結花 (3) 27.03 勝俣　有理 (1) 27.27 矢崎　はるか (1) 27.37 猪狩　朋佳 (2) 27.51 横森　夏芽 (3) 27.64 井上　愛梨 (1) 27.66
山梨:駿台甲府　 (-4.0) 山梨:駿台甲府　 (-4.0) 山梨:駿台甲府　 (-4.0) 山梨:巨摩　 (-4.0) 山梨:山梨英和　 (-4.0) 山梨:巨摩　 (-4.0) 山梨:韮崎　 (-4.0) 山梨:巨摩　 (-4.0)

8日 ４００ｍ 68 山口  初乃香 (3) 57.23 今泉　友里惠 (3) 59.73 新藤  はるか (3) 59.77 横森　夏芽 (3) 1:00.44 河野　和美 (2) 1:00.59 望月  梓 (2) 1:00.89 岡本　紗季 (3) 1:03.56 金城　七 (2) 1:04.04
山梨:駿台甲府　 山梨:桂　 山梨:駿台甲府　 山梨:韮崎　 山梨:巨摩　 山梨:駿台甲府　 山梨:甲府西　 山梨:桂　

12日 ８００ｍ 55 黒岩　みさき (2) 2:24.93 石井　知佳 (1) 2:25.47 高村　杏 (3) 2:25.71 山崎　　楓 (3) 2:26.77 古屋　夏乃 (1) 2:27.62 渡邉　あずさ (2) 2:28.03 高山　真実 (3) 2:35.54 東郷　さくら (2) 2:36.98
山梨:山梨学院附属　 山梨:韮崎　 山梨:桂　 山梨:山梨学院附属　 山梨:韮崎　 山梨:韮崎　 山梨:吉田　 山梨:都留　

8日 １５００ｍ 47 田中　結女 (1) 4:35.68 内田　好美 (3) 4:40.64 黒岩　みさき (2) 4:44.18 高村　杏 (3) 4:47.48 古屋　佳那 (1) 4:49.54 鈴木　佑佳 (2) 4:50.78 石井　知佳 (1) 4:58.32 東郷　さくら (2) 4:59.93
山梨:山梨学院附属　 山梨:韮崎　 山梨:山梨学院附属　 山梨:桂　 山梨:山梨学院附属　 山梨:韮崎　 山梨:韮崎　 山梨:都留　

13日 ３０００ｍ 27 田中　結女 (1) 9:46.58 鈴木　千晴 (2) 10:03.90 内田　好美 (3) 10:09.85 古屋　佳那 (1) 10:12.37 高村　杏 (3) 10:12.59 湯浅　早紀 (2) 10:28.63 吉岡　優海 (2) 10:47.20 東郷　さくら (2) 11:01.95
山梨:山梨学院附属　 山梨:山梨学院附属　 山梨:韮崎　 山梨:山梨学院附属　 山梨:桂　 山梨:韮崎　 山梨:韮崎　 山梨:都留　

8日 １００ｍＨ 31 塚越  彩 (2) 15.25 内田　莉奈 (1) 16.05 勝俣  那々 (2) 16.51 小泉　舞 (2) 16.77 清水　菜央 (3) 16.92 相原  千枝 (3) 16.99 片田　絢子 (3) 17.15 上田　千幸 (2) 17.90
山梨:駿台甲府 (-3.6) 山梨:巨摩　 (-3.6) 山梨:駿台甲府 (-3.6) 山梨:甲府南　 (-3.6) 山梨:都留　 (-3.6) 山梨:駿台甲府 (-3.6) 山梨:身延　 (-3.6) 山梨:巨摩　 (-3.6)

12日 ４００ｍＨ 16 勝俣  那々 (2) 1:06.86 新藤  はるか (3) 1:07.11 塚越  彩 (2) 1:08.99 今泉　友里惠 (3) 1:11.08 上田　千幸 (2) 1:11.21 玉澤　志帆 (2) 1:11.36 遠藤　小夜 (3) 1:14.75 西海　美憂 (1) 1:16.50
山梨:駿台甲府　 山梨:駿台甲府　 山梨:駿台甲府　 山梨:桂　 山梨:巨摩　 山梨:巨摩　 山梨:日川　 山梨:甲府南　

13日 ３０００ｍＷ 9 降矢　恵 (3) 15:37.68 新田　由里子 (2) 16:17.51 佐野　みな美 (3) 16:54.40 塩津　歩 (2) 17:24.72 松浦　亜美 (3) 22:10.84
山梨:桂　 山梨:桂　 山梨:身延　 山梨:身延　 山梨:桂　

8日 ４×１００ｍ 19 山梨:駿台甲府　 48.61 山梨:桂　 51.76 山梨:甲府南　 51.95 山梨:甲府西　 51.97 山梨:韮崎　 52.11 山梨:甲府昭和　 53.15 山梨:山梨学院附属 53.39
世古口  結花 (3) 金城　七 (2) 三神　玲奈 (3) 笠井　香那 (2) 清水　早紀 (2) 寺澤　妃香 (2) 杉山　愛海 (1)
山口  初乃香 (3) 今泉　友里惠 (3) 小泉　舞 (2) 岡本　紗季 (3) 横森　夏芽 (3) 戸倉　茉耶 (2) 剱持　早紀 (1)
小澤  詩織 (2) 塩澤　靖子 (3) 小保内　真知 (1) 中澤　麻文 (3) 仲澤　南 (2) 坂　実咲 (2) 田中　那実 (1)
清水  美里 (3) 奈良　彩加 (3) 蒲地　華奈依 (3) 浅川　萌生 (3) 宮沢　泉 (2) 根本　萌 (2) 穴水　真愛 (1)

13日 ４×４００ｍ 16 山梨:駿台甲府　 3:58.35 山梨:韮崎　 4:09.48 山梨:巨摩　 4:14.07 山梨:桂　 4:14.35 山梨:吉田　 4:20.49 山梨:甲府西　 4:20.95 山梨:甲府南　 4:23.18 山梨:都留　 4:34.65
山口  初乃香 (3) GR 横森　夏芽 (3) 河野　和美 (2) 金城　七 (2) 宮下　春香 (3) 笠井　香那 (2) 小保内　真知 (1) 清水　菜央 (3)
相原  千枝 (3) 古屋　夏乃 (1) 上田　千幸 (2) 小俣　希 (3) 桑原　こころ (3) 岡本　紗季 (3) 西海　美憂 (1) 東郷　さくら (2)
望月  梓 (2) 宮沢　泉 (2) 宮野　友香里 (2) 塩澤　靖子 (3) 高山　真実 (3) 中澤　麻文 (3) 小泉　舞 (2) 白鳥　早紀 (3)
新藤  はるか (3) 内田　好美 (3) 伊藤　めい (2) 今泉　友里惠 (3) 岩村　江麻 (3) 浅川　萌生 (3) 三神　玲奈 (3) 鷹取　沙耶香 (3)

12日 走高跳 32 小林　未加子 (1) 1m55 田中　結 (1) 1m55 剱持　早紀 (1) 1m50 鴨井　美紗子 (1) 1m50 鷹取　沙耶香 (3) 1m45 田中　里実 (2) 1m45 河野　和美 (2) 1m40 今泉　友里惠 (3) 1m40
山梨:富士河口湖　 山梨:巨摩　 無効試技差 山梨:山梨学院附属　 山梨:農林　 無効試技差 山梨:都留　 山梨:山梨学院附属 無効試技差 山梨:巨摩　 山梨:桂　 無効試技差

13日 走幅跳 29 相原  千枝 (3) 5m74 藤島　里香子 (3) 5m55 剱持　早紀 (1) 5m33 塩澤　靖子 (3) 5m20 小泉　舞 (2) 5m17 入倉　景子 (1) 5m08 岡野  葉月 (2) 5m03 上田　千幸 (2) 5m00
山梨:駿台甲府　 GR(+0.8) 山梨:東海大甲府　 (+0.5) 山梨:山梨学院附属 (-0.7) 山梨:桂　 (+2.4) 山梨:甲府南　 (+3.1) 山梨:巨摩　 (+0.2) 山梨:駿台甲府　 (+1.6) 山梨:巨摩　 (+0.9)

12日 砲丸投 20 蔵野　知子 (3) 10m98 杉山　愛海 (1) 10m45 内藤　朱香 (3) 10m44 松永　彩花 (3) 9m57 阿部倉　瑠美 (2) 9m53 根本　萌 (2) 8m98 長谷川　明子 (3) 8m63 新納　有紗 (2) 8m40
山梨:身延　 山梨:山梨学院附属　 山梨:巨摩　 山梨:身延　 山梨:巨摩　 山梨:甲府昭和　 山梨:甲府第一　 山梨:桂　

8日 円盤投 19 内藤　朱香 (3) 34m23 蔵野　知子 (3) 32m71 長谷川　明子 (3) 32m41 杉山　愛海 (1) 29m80 中居　瑠未 (3) 26m40 長沢　のぞみ (1) 25m71 岩尾　玲奈 (2) 24m49 新納　有紗 (2) 24m46
山梨:巨摩　 山梨:身延　 山梨:甲府第一　 山梨:山梨学院附属　 山梨:農林　 山梨:巨摩　 山梨:身延　 山梨:桂　

13日 やり投 28 松永　彩花 (3) 37m03 松本　芳子 (3) 32m25 新納　有紗 (2) 31m80 中澤  佳香 (2) 31m43 野呂　彩乃 (3) 30m39 岩尾　玲奈 (2) 29m83 蒲地　華奈依 (3) 29m36 日向　愛 (3) 29m32
山梨:身延　 山梨:甲府南　 山梨:桂　 山梨:駿台甲府 山梨:甲府昭和 山梨:身延　 山梨:甲府南　 山梨:桂　

12,13 ７  種 12 岡野  葉月 (2) 3663点 塩澤　靖子 (3) 3525点 勝  晟生良 (3) 3391点 佐藤　百華 (1) 3026点 北村  春菜 (1) 2935点 甘利　渚 (1) 2843点 横山　啓 (1) 2709点 秋山　来恵 (1) 2683点
日 山梨:駿台甲府　 山梨:桂　 山梨:駿台甲府　 山梨:身延　 山梨:駿台甲府　 山梨:巨摩　 山梨:巨摩　 山梨:巨摩　

16.76-1m40-7m42-28.31 17.38-1m30-8m12-28.17 17.71-1m45-5m69-28.01 17.60-1m30-7m28-29.15 17.59-1m20-7m44-28.91 18.51-1m35-5m67-28.58 17.39-1m20-5m33-29.35 19.48-1m25-5m62-28.78
5m06-24m83-2:37.41 4m78-26m51-2:35.36 4m97-14m71-2:30.89 4m25-23m15-2:48.79 4m27-15m79-2:38.98 4m45-13m46-2:44.27 4m07-14m77-2:40.14 4m07-20m32-2:42.90

総合 駿台甲府 145点 巨摩 85点 桂 81点 山梨学院附属 80点 韮崎 57点 身延 51点 甲府南 27点 都留 12点
ﾄﾗｯｸ 駿台甲府 112点 桂 59点 韮崎 57点 山梨学院附属 53点 巨摩 45点 甲府南 14点 身延 13点 甲府西 10点

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 巨摩 34点 身延 33点 山梨学院附属 27点 駿台甲府 15点 桂 15点 甲府南 13点 農林 9点 富士河口湖 8点
７種 駿台甲府 18点 桂 7点 巨摩 6点 身延 5点

都道府県内の予選会校数・人数 時刻 風速 湿度 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 山梨県高等学校体育連盟　　 記録主任 小林　直樹 印

参加校数 32校 第1日目 12:00 1.0m/s 42% 良好 山梨陸上競技連盟　　 総　　務 保坂　一仁 印

参加人数 272名 第2日目 12:00 3.1m/s 36% 良好 審 判 長 矢崎　文博 印

第3日目 12:00 2.5m/s 36% 良好南南西 22.0℃ 晴れ

風向 気温 天候

南 25.5℃

山梨

晴れ

晴れ

学校名・得点

北北東 21.5℃

[ YR:県記録 YH:県高校記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録  ]



平成２２年度全国高等学校総合体育大会
秩父宮賜杯　第６３回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

高校男子八種競技 5/12,13

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
足立  裕紀 (3) 4877 秋山　智志 (3) 4753 梶田  省吾 (3) 4598 市川　俊弥 (3) 4083 名取　竜哉 (3) 4077 相川　大悟 (3) 4053 松田　康平 (1) 3998 宮里　俊一 (3) 3942
山梨:駿台甲府　 山梨:巨摩　 山梨:駿台甲府　 山梨:桂　 山梨:甲府第一　 山梨:巨摩　 山梨:山梨学院附属　 山梨:身延　

100m 11.37 +2.1 780 11.86 +1.8 679 11.50 +3.9 753 11.62 +2.1 728 11.79 +3.9 693 11.62 +3.9 728 12.15 +1.8 622 12.13 +2.1 626
走幅跳 6m33 +5.6 659 6m47 +5.7 691 6m07 +1.9 602 5m52 +3.8 485 5m77 +1.7 537 6m06 +3.6 600 5m32 +6.9 445 5m61 +5.6 504
砲丸投 8m98 425 9m47 454 9m58 460 7m97 365 9m28 443 7m93 362 8m27 382 9m27 442
400m 52.78 691 54.36 625 54.43 622 55.20 591 59.35 436 58.10 480 57.70 495 56.82 528

110mH 16.53 -0.5 674 16.96 -2.1 628 18.07 -2.1 517 16.86 -0.5 639 19.59 -0.5 382 18.43 -0.6 484 17.53 -0.6 570 17.52 -0.5 571
やり投 42m66 481 39m84 440 41m62 466 25m65 238 38m73 424 38m69 423 38m64 422 36m16 387
走高跳 1m65 504 1m75 585 1m70 544 1m65 504 1m80 627 1m50 389 1m60 464 1m55 426
1500m 4:42.69 663 4:44.63 651 4:47.40 634 5:04.69 533 5:04.34 535 4:55.38 587 4:53.50 598 5:18.47 458

高校女子七種競技 5/12,13
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

岡野  葉月 (2) 3663 塩澤　靖子 (3) 3525 勝  晟生良 (3) 3391 佐藤　百華 (1) 3026 北村  春菜 (1) 2935 甘利　渚 (1) 2843 横山　啓 (1) 2709 秋山　来恵 (1) 2683
山梨:駿台甲府　 山梨:桂　 山梨:駿台甲府　 山梨:身延　 山梨:駿台甲府　 山梨:巨摩　 山梨:巨摩　 山梨:巨摩　

100mH 16.76 +4.7 624 17.38 +4.7 554 17.71 +2.3 519 17.60 +2.3 530 17.59 +2.3 532 18.51 +4.7 437 17.39 +2.3 553 19.48 +4.7 347
走高跳 1m40 512 1m30 409 1m45 566 1m30 409 1m20 312 1m35 460 1m20 312 1m25 359
砲丸投 7m42 362 8m12 407 5m69 252 7m28 353 7m44 363 5m67 250 5m33 229 5m62 247
200m 28.31 +6.5 607 28.17 +6.5 617 28.01 +3.4 630 29.15 +6.5 543 28.91 +3.4 561 28.58 +3.4 586 29.35 +6.5 528 28.78 +6.5 571

走幅跳 5m06 +1.6 576 4m78 +2.2 500 4m97 +1.7 551 4m25 +0.6 367 4m27 +0.2 371 4m45 +0.9 416 4m07 +0.4 324 4m07 +1.3 324
やり投 24m83 379 26m51 411 14m71 191 23m15 348 15m79 211 13m46 169 14m77 192 20m32 295
800m 2:37.41 603 2:35.36 627 2:30.89 682 2:48.79 476 2:38.98 585 2:44.27 525 2:40.14 571 2:42.90 540


	一覧
	混成

