
第 ５７ 回

山 梨 県 高 等 学 校 陸 上 競 技 新 人 大 会

兼 関 東 高 等 学 校 選 抜 新 人 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 予 選 会

記 録 集

期 日 平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ２ ４ 日 （ 土 ） ・ ９ 月 ２ ５ 日 （ 日 ）

会 場 小 瀬 ス ポ ー ツ 公 園 中 銀 ス タ ジ ア ム

主 催 山 梨 県 教 育 委 員 会

山 梨 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

主 管 山 梨 陸 上 競 技 協 会



コンディション情報

大会総務 保坂　一仁 トラック審判長 矢崎　文博

跳躍審判長 保坂　重機 投てき審判長 保坂　重機

競歩審判長 小宮　和之

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)測定場所

2011/09/24 10:00 晴 20.5 57.0 北東 0.2 競技場

11:00 晴 22.0 54.0 南東 0.4

12:00 晴 23.0 48.0 南東 0.5

13:00 晴 24.5 41.0 南南東 0.9

14:00 晴 24.0 46.0 南南東 1.4

15:00 晴 24.0 49.0 南南西 0.8

16:00 晴 24.0 53.0 南 1.6

16:40 晴 23.5 52.0 南 1.9

2011/09/25 09:30 晴 21.0 69.0 南西 1.4

10:00 晴 22.0 69.0 北東 1.2

11:00 晴 22.0 58.0 南東 0.2

12:00 晴 23.0 52.0 南東 0.4

13:00 晴 24.0 49.0 南西 1.2

14:00 晴 23.5 49.0 南 0.1

15:00 晴 23.0 55.0 東南東 0.6

15:35 晴 23.0 52.0 北東 0.7
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男子 平成２３年度　第５７回山梨県高等学校陸上競技新人大会 平成２３年９月２４日（土）、２５（日）

兼関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会予選会 山梨中銀スタジアム

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

24日 １００ｍ 前島  凌平(2) 11.15 井上  成(2) 11.25 内田　智也(2) 11.47 樋口　航大(2) 11.55 深澤　勇飛(2) 11.65 清水　隼人(1) 11.65 杉本　昂士(1) 11.68 角田　優人(1) 11.77

風：-1.3 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・甲府工業　 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・甲府南　

25日 ２００ｍ 前島  凌平(2) 22.38 井上  成(2) 22.40 樋口　航大(2) 23.17 磯野　恵輔(2) 23.48 遠藤　佳祐(2) 23.49 田草川　裕(1) 23.62 杉本　昂士(1) 23.68 土橋　知弥(2) 23.70

風：-1.1 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府工業　 山梨・巨摩　 山梨・身延　 山梨・韮崎　 山梨・桂　 山梨・巨摩　

24日 ４００ｍ 望月　勇人(2) 51.31 牛山　涼太(2) 51.60 浅川　裕亮(1) 51.87 田草川　裕(1) 52.58 鶴﨑　大輔(2) 52.68 土橋　知弥(2) 52.73 磯野　恵輔(2) 52.94 白須　愁(1) 56.45

山梨・山梨学院附属　 山梨・桂　 山梨・日大明誠　 山梨・韮崎　 山梨・吉田　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・都留　

25日 ８００ｍ 望月　光樹(1) 2:01.23 伊藤　豪志(2) 2:01.79 鶴﨑　大輔(2) 2:01.97 大久保　勇生(2) 2:02.05 進藤　大地(2) 2:03.12 内田　真司(2) 2:06.83 齊藤　秀映(1) 2:07.10 志良堂　渓友(2) 2:08.19

山梨・甲府第一　 山梨・甲府西　 山梨・吉田　 山梨・山梨学院附属　 山梨・甲府第一　 山梨・巨摩　 山梨・甲府昭和　 山梨・甲府西　

24日 １５００ｍ 島田　修和(2) 4:14.31 武井　真冬(1) 4:16.20 進藤　大地(2) 4:19.04 佐野　拓真(2) 4:20.38 小栗　宙(1) 4:21.51 佐藤　佑汰郎(2) 4:24.05 山野　亮太(1) 4:24.86 宮下　慎二(2) 4:27.33

山梨・巨摩　 山梨・農林　 山梨・甲府第一　 山梨・甲府第一　 山梨・桂　 山梨・都留　 山梨・農林　 山梨・甲府工業　

25日 ５０００ｍ 程原　圭太(2) 15:53.06 樋口　卓哉(2) 15:54.19 小林　喜翔(2) 15:57.93 西沢　良太(1) 16:08.05 島田　修和(2) 16:21.41 豊田　陽一(1) 16:22.07 飯村　翔(1) 16:22.10 小林　伸之介(1) 16:53.82

山梨・桂　 山梨・甲府西　 山梨・吉田　 山梨・農林　 山梨・巨摩　 山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・甲府工業　

24日 １１０ｍＨ 松田　康平(2) 15.93 横谷　真人(1) 16.20 飯野 広夢(1) 16.55 淀川　剣矢(1) 16.63 塩澤　大輔(1) 16.88 内田　智大(1) 16.90 樋川　遼太朗(1) 17.17 志村　太郎(1) 17.30

風：-0.5 山梨・山梨学院附属　 山梨・甲府西　 山梨・山梨学院附属　 山梨・甲府昭和　 山梨・巨摩　 山梨・甲府西　 山梨・甲府西　 山梨・山梨学院附属　

25日 ４００ｍＨ 松田　康平(2) 56.31 深澤　勇飛(2) 57.79 長坂  宏紀(2) 57.83 小野　航平(2) 59.23 高橋　健(2) 59.86 吹野　大(1) 1:00.33 長坂  伊織(2) 1:01.28 山本　翔平(2) 1:02.88

山梨・山梨学院附属　 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府西　 山梨・北杜　 山梨・山梨学院附属　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府東　

24日 ３０００ｍＳＣ 程原　圭太(2) 9:47.76 樋口　卓哉(2) 9:51.70 小林　喜翔(2) 9:53.62 水越　貴哉(1) 10:32.07 小野　竜矢(2) 10:45.55 佐藤　修哉(2) 10:52.14 河野　元気(1) 10:55.66 布施　貴寛(2) 10:57.20

山梨・桂　 山梨・甲府西　 山梨・吉田　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・甲府工業　 山梨・桂　 山梨・日川　

24日 ５０００ｍＷ 市川　和明(2) 22:27.68 細川　直樹(2) 25:40.33 江花　直人(1) 27:24.40 藤江　柊輔(2) 29:04.10 河野　佑貴(2) 29:11.60 平井　大智(2) 29:43.47 坂野　安希(1) 32:51.65 廣瀬  悠人(1) 33:19.45

山梨・農林　 GR 山梨・桂　 山梨・甲府第一　 山梨・都留　 山梨・桂　 山梨・都留　 山梨・桂　 山梨・駿台甲府　

24日 ４×１００ｍＲ 駿台甲府　 42.57 巨摩　 44.05 甲府西　 44.49 甲府工業　 44.73 山梨学院附属　 44.79 桂　 45.02 都留　 45.28 吉田　 45.66

清水　隼人(1) 土橋　知弥(2) 横谷　真人(1) 望月　雄馬(2) 松田　康平(2) 藤本　聖哉(1) 臼井　正博(2) 小林　陸離(2)

前島  凌平(2) 深澤　勇飛(2) 内田　智大(1) 中島　健汰(2) 望月　勇人(2) 杉本　昂士(1) 白須　愁(1) 鶴﨑　大輔(2)

井上  成(2) 磯野　恵輔(2) 新津　陽(2) 東郷　優哉(2) 小幡　慎司(1) 西谷　卓巳(2) 小林　修太郎(1) 園田　将太(1)

長坂  宏紀(2) 内田　智也(2) 小野　航平(2) 樋口　航大(2) 大久保　勇生(2) 牛山　涼太(2) 須森　祥希(2) 荒井　慧(2)

25日 ４×４００ｍＲ 駿台甲府　 3:27.58 山梨学院附属　 3:30.89 巨摩　 3:32.02 韮崎　 3:38.38 甲府南　 3:38.84 甲府昭和　 3:43.51 吉田　 3:44.37 桂　 3:44.39

斉藤  一真(2) 松田　康平(2) 土橋　知弥(2) 中野目　滉介(2) 塚田　遼太(2) 淀川　剣矢(1) 荒井　慧(2) 西谷　卓巳(2)

前島  凌平(2) 大久保　勇生(2) 田中　孝太(2) 田草川　裕(1) 大川　拓郎(2) 小野　拓朗(2) 杉田　勇人(1) 杉本　昂士(1)

長坂  宏紀(2) 小幡　慎司(1) 磯野　恵輔(2) 内藤　瑠星(1) 小澤　彰誉(2) 平井　綾人(2) 小林　喜翔(2) 藤本　聖哉(1)

井上  成(2) 望月　勇人(2) 深澤　勇飛(2) 生駒　忠大(2) 角田　優人(1) 土谷　友亮(1) 鶴﨑　大輔(2) 長坂　黎(1)

24日 走高跳 斉藤  一真(2) 1m95 相山  友希(2) 1m92 長坂  宏紀(2) 1m86 塩澤　大輔(1) 1m80 園田　将太(1) 1m80 小池　慎太郎(2) 1m75 渡辺　祥冶(1) 1m70 高野　俊作(2) 1m70

山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・吉田　 無効試技数差 山梨・白根　 山梨・市川　 山梨・笛吹　 無効試技数差

24日 棒高跳 望月　雄馬(2) 3m80 田原　俊輔(2) 3m50 中澤　慶翼(1) 3m50 江添　大空(1) 3m20 渡邊　翔也(2) 3m20 野中　武(2) 2m60 岩田　裕矢(2) 2m20

山梨・甲府工業　 山梨・甲府西　 山梨・巨摩　 無効試技数差 山梨・巨摩　 山梨・桂　 無効試技数差 山梨・甲府西　 山梨・富士河口湖　

25日 走幅跳 野田　雅浩(2) 6m48(+0.8) 西谷　卓巳(2) 6m38(+0.5) 中島　健汰(2) 6m38(+1.8) 藤本　聖哉(1) 6m28(+1.0) 木下　晃一(2) 6m20(0.0) 安藤　俊(2) 6m10(+0.7) 浅利　拓(1) 6m07(+0.3) 雨宮　瞬哉(1) 5m91(+1.0)

山梨・巨摩　 山梨・桂　 山梨・甲府工業　 山梨・桂　 山梨・甲陵　 山梨・上野原　 山梨・駿台甲府　 山梨・日川　

24日 三段跳 相山  友希(2) 13m56(+1.8) 藤本　聖哉(1) 12m80(+1.3) 斉藤  一真(2) 12m72(+0.1) 日向　一機(1) 12m55(+1.9) 中村　隆聖(2) 12m53(+0.7) 志村　太郎(1) 12m39(+1.7) 池谷　大介(1) 12m07(+1.7) 松土　光男(2) 12m05(-0.4)

山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府第一　 山梨・富士河口湖　 山梨・山梨学院附属　 山梨・富士北稜　 山梨・巨摩　

25日 砲丸投 須田　裕太郎(2) 13m95 野村　唯(2) 12m07 仲神　健斗(2) 11m26 三神　勇樹(2) 10m73 横内　章裕(1) 10m52 芦川　祥崇(2) 10m26 柏木　英明(1) 9m11 三井　幸夫(2) 9m01

6.0kg 山梨・巨摩　 GR 山梨・山梨学院附属　 山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・巨摩　 山梨・身延　 山梨・桂　 山梨・韮崎　

24日 円盤投 西中山　創(1) 36m60 仲神　健斗(2) 34m13 森本　涼(2) 31m26 横内　章裕(1) 29m59 古屋　力(1) 29m55 佐野　昇太(2) 29m31 古川　周平(2) 29m02 柏木　英明(1) 25m66

1.75kg 山梨・山梨学院附属　 山梨・農林　 山梨・甲府第一　 山梨・巨摩　 山梨・桂　 山梨・身延　 山梨・甲府工業　 山梨・桂　

25日 ハンマー投 三神　勇樹(2) 40m88 芦川　祥崇(2) 40m17 野村　唯(2) 38m84 岸　拓実(2) 37m41 西中山　創(1) 34m92 三村　治己(2) 34m07 森本　涼(2) 32m61 古川　周平(2) 29m48

6.0kg 山梨・農林　 山梨・身延　 山梨・山梨学院附属　 山梨・山梨　 山梨・山梨学院附属　 山梨・甲府第一　 山梨・甲府第一　 山梨・甲府工業　

25日 やり投 佐野　昇太(2) 50m54 相澤  右近(2) 46m54 小野　拓朗(2) 44m58 石原　宙(2) 44m51 小泉　勇介(2) 44m10 河野　倭(2) 43m05 土橋　陽一朗(2) 41m70 古屋　力(1) 40m63

山梨・身延　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府昭和　 山梨・都留　 山梨・甲府昭和　 山梨・桂　 山梨・甲府南　 山梨・桂　

学校名・得点 巨摩　 106点 駿台甲府　 102点 桂　 89点 山梨学院附属　 78点 甲府西　 55点 農林　 53点 甲府第一　 45点 甲府工業　 38点

山梨県高等学校体育連盟　　 記録主任 小林　直樹 印

山梨陸上競技協会　　 総　　務 保坂　一仁 印

審 判 長 矢崎　文博 印

[ NYR:県新記録 NYH:県高校新記録 GR:大会記録 EGR:大会タイ記録  ]
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女子 平成２３年度　第５７回山梨県高等学校陸上競技新人大会 平成２３年９月２４日（土）、２５（日）

兼関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会予選会 山梨中銀スタジアム

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

24日 １００ｍ 寺本　有那(1) 12.74 大神田　南海(1) 12.77 勝俣　有理(2) 12.82 甘利　渚(2) 12.97 井上　愛梨(2) 13.14 橋本　葵(1) 13.52 小柳　里織(1) 13.60 都倉　瑞生(2) 13.94

風：-0.2 山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・甲府南　 山梨・都留　 山梨・桂　

25日 ２００ｍ 柏木　真央(1) 26.29 寺本　有那(1) 26.41 勝俣　有理(2) 26.59 井上　愛梨(2) 26.91 中根  舞(2) 27.01 甘利　渚(2) 27.18 矢﨑　はるか(2) 27.38 宮下　ゆい(2) 28.01

風：-0.1 山梨・桂　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・山梨英和　 山梨・富士学苑　

24日 ４００ｍ 矢﨑　はるか(2) 59.44 中根  舞(2) 1:01.38 田村　優実(1) 1:03.47 白井　典子(2) 1:03.55 宮下　ゆい(2) 1:04.53 大森　美咲(2) 1:05.07 小川  詩織(1) 1:06.06 山口　真利(1) 1:06.41

山梨・山梨英和　 山梨・駿台甲府　 山梨・山梨学院附属　 山梨・吉田　 山梨・富士学苑　 山梨・吉田　 山梨・駿台甲府　 山梨・都留　

25日 ８００ｍ 奥脇　莉子(2) 2:25.96 山口　真利(1) 2:26.69 増田　優季(2) 2:32.10 鳩山　真奈美(2) 2:32.89 保坂　花蓮(2) 2:33.50 内野　加那(1) 2:33.98 山本　明菜(1) 2:35.14 山田　璃奈(2) 2:38.70

山梨・桂　 山梨・都留　 山梨・桂　 山梨・農林　 山梨・甲府第一　 山梨・桂　 山梨・日川　 山梨・笛吹　

24日 １５００ｍ 半田　笑花(1) 4:55.48 長田　智保(1) 4:58.71 山田　侑佳(1) 5:02.47 天神　留菜(1) 5:07.61 内野　加那(1) 5:09.98 雨宮　凪咲(1) 5:11.59 後藤　真茄未(2) 5:15.14 仲亀　未季(2) 5:18.91

山梨・韮崎　 山梨・農林　 山梨・韮崎　 山梨・農林　 山梨・桂　 山梨・農林　 山梨・日川　 山梨・巨摩　

25日 ３０００ｍ 半田　笑花(1) 10:27.98 長田　智保(1) 10:34.56 天神　留菜(1) 10:44.14 奥脇　莉子(2) 11:06.46 増田　優季(2) 11:07.40 雨宮　凪咲(1) 11:07.74 仲亀　未季(2) 11:10.50 山田　侑佳(1) 11:17.02

山梨・韮崎　 山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・桂　 山梨・桂　 山梨・農林　 山梨・巨摩　 山梨・韮崎　

24日 １００ｍＨ 内田　莉奈(2) 14.96 村上　史奈(1) 16.12 小保内　真知(2) 16.34 北村  春菜(2) 16.46 宮下　若奈(2) 16.76 大神田　南海(1) 16.80 深沢　果夏(1) 16.84 藏重　泉美(1) 17.56

風：-1.1 山梨・巨摩　 EGR 山梨・巨摩　 山梨・甲府南　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府昭和　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・都留　

25日 ４００ｍＨ 内田　莉奈(2) 1:04.39 北村  春菜(2) 1:07.98 藏重　泉美(1) 1:09.30 小保内　真知(2) 1:09.93 深沢　果夏(1) 1:10.98 白井　典子(2) 1:12.18 衣川　柚花(2) 1:12.97 村上　史奈(1) 1:14.15

山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・都留　 山梨・甲府南　 山梨・巨摩　 山梨・吉田　 山梨・桂　 山梨・巨摩　

24日 ５０００ｍＷ 雨宮　弥沙(1) 27:52.31 森　　歩(2) 27:58.91 權正　智美(1) 30:59.31 望月　渚(2) 30:59.34 沼里　奈央子(2) 32:46.49 地場　遥香(2) 34:26.74 山田　冬美(1) 35:20.19 山口　知美(1) 36:54.24

山梨・農林　 GR 山梨・桂　 山梨・富士河口湖　 山梨・身延　 山梨・甲府第一　 山梨・笛吹　 山梨・身延　 山梨・桂　

24日 ４×１００ｍＲ 巨摩　 49.36 桂　 50.84 山梨学院附属　 51.57 都留　 52.82 甲府南　 52.84 吉田　 53.89 甲府昭和　 54.39

井上　愛梨(2) 大神田　南海(1) 山田　美樹(1) 井上　和(2) 竹田　有里(2) 渡邉　あいり(1) 志村　茉優(1)

勝俣　有理(2) 柏木　真央(1) 剱持　早紀(2) 小柳　里織(1) 橋本　葵(1) 小林　礼歩(2) 世古口　聖花(1)

甘利　渚(2) 蔦木　望都(2) 田中　那実(2) 小俣　友梨恵(2) 大澤　いくみ(1) 白井　典子(2) 内藤　真実(1)

内田　莉奈(2) 都倉　瑞生(2) 大久保　祐佳(1) 藏重　泉美(1) 小保内　真知(2) 大森　美咲(2) 宮下　若奈(2)

25日 ４×４００ｍＲ 巨摩　 4:06.36 駿台甲府　 4:13.79 山梨学院附属　 4:15.19 桂　 4:17.71 都留　 4:23.77 吉田　 4:23.78 甲府南　 4:26.00 甲府昭和　 4:39.48

井上　愛梨(2) 小川  詩織(1) 田村　優実(1) 蔦木　望都(2) 伊藤　梨奈(2) 小林　莉緒(1) 橋本　葵(1) 世古口　聖花(1)

勝俣　有理(2) 北村  春菜(2) 剱持　早紀(2) 小山　沙緒理(2) 藏重　泉美(1) 大森　美咲(2) 小保内　真知(2) 宮下　若奈(2)

秋山　来恵(2) 寺本　有那(1) 功刀　可愛(1) 大神田　南海(1) 小俣　友梨恵(2) 小林　礼歩(2) 大澤　いくみ(1) 志村　茉優(1)

内田　莉奈(2) 中根  舞(2) 田中　那実(2) 柏木　真央(1) 井上　和(2) 白井　典子(2) 竹田　有里(2) 内藤　真実(1)

24日 走高跳 小林　未加子(2) 1m56 田中　結(2) 1m53 長谷部いずみ(1) 1m45 鴨井　美紗子(2) 1m45 有泉　真莉(1) 1m40 田中  沙知(2) 1m40 山田　美樹(1) 1m40 小俣　友梨恵(2) 1m35

山梨・富士河口湖　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・農林　 無効試技数差 山梨・甲府商業　 山梨・駿台甲府　 無効試技数差 山梨学院附属　 無効試技数差 山梨・都留　

25日 走幅跳 剱持　早紀(2) 5m73(+1.6) 柏木　真央(1) 5m47(+0.1) 長谷部いずみ(1) 5m06(+0.4) 入倉　景子(2) 5m06(0.0) 森本　このみ(1) 4m76(-0.4) 白鳥　里穂(2) 4m70(+0.6) 小林　礼歩(2) 4m63(+0.3) 三枝  阿弥(2) 4m54(+1.2)

山梨・山梨学院附属　GR 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・上野原　 山梨・都留　 山梨・吉田　 山梨・駿台甲府　

24日 三段跳 剱持　早紀(2) 12m27(+1.5) 小山　沙緒理(2) 10m37(+1.3) 入倉　景子(2) 10m25(+1.3) 田中  沙知(2) 10m15(+1.1) 夏八木　かな(1) 9m93(+0.5) 加賀美　蘭(1) 9m59(+0.9) 廣瀬　梨帆(1) 8m88(+0.9)

山梨・山梨学院附属　GR 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・山梨　 山梨・甲府第一　 山梨・桂　

25日 砲丸投 杉山　愛海(2) 10m55 石川　果歩(1) 9m71 長澤　のぞみ(2) 9m40 柏木　玖美(2) 9m20 大久保　祐佳(1) 8m55 白鳥　里穂(2) 8m36 金丸　茉由(1) 8m26 勝俣　藤香(2) 7m61

山梨・山梨学院附属　 山梨・身延　 山梨・巨摩　 山梨・都留　 山梨・山梨学院附属　 山梨・都留　 山梨・甲府昭和　 山梨・桂　

24日 円盤投 杉山　愛海(2) 34m91 長澤　のぞみ(2) 29m52 石川　果歩(1) 26m65 小林　えり佳(2) 26m40 勝俣　藤香(2) 26m16 宮里　夢乃(1) 23m16 ﾊｲｻ ｱｹﾐ(1) 22m23 川口　梨歩(1) 21m95

1.0kg 山梨・山梨学院附属　 山梨・巨摩　 山梨・身延　 山梨・桂　 山梨・桂　 山梨・身延　 山梨・増穂商業　 山梨・甲府第一　

25日 やり投 鴨井　美紗子(2) 35m52 佐藤　百華(2) 35m46 小林　えり佳(2) 34m23 秋山　琴美(2) 33m74 月見　綾音(2) 32m64 葛窪  彩(2) 31m04 大久保　祐佳(1) 26m28 秋山　来恵(2) 25m71

山梨・農林　 山梨・身延　 山梨・桂　 山梨・笛吹　 山梨・都留　 山梨・駿台甲府　 山梨・山梨学院附属　 山梨・巨摩　

学校名・得点 巨摩　 122点 桂　 103点 駿台甲府　 59点 山梨学院附属　 58点 農林　 57点 都留　 42点 身延　 30点 韮崎　 23点

山梨県高等学校体育連盟　　 記録主任 小林　直樹 印

山梨陸上競技協会　　 総　　務 保坂　一仁 印

審 判 長 矢崎　文博 印

[ NYR:県新記録 NYH:県高校新記録 GR:大会記録 EGR:大会タイ記録  ]
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1 巨摩　 山梨 106 10 6 5 3 8 4 4 7 4 7 6 5 11 8 1 12 5

2 駿台甲府　 山梨 102 18 15 8 1 8 8 21 2 14 7

3 桂　 山梨 89 2 2 7 4 8 15 13 3 1 4 12 7 2 5 4

4 山梨学院附属　 山梨 78 8 5 15 11 4 7 3 7 8 10

5 甲府西　 山梨 55 8 7 12 5 7 6 10

6 農林　 山梨 53 9 10 8 11 7 8

7 甲府第一　 山梨 45 12 11 6 5 6 5

8 甲府工業　 山梨 38 5 6 1 1 3 5 8 6 2 1

9 吉田　 山梨 29 4 6 6 6 1 2 4

10 身延　 山梨 25 4 3 3 7 8

11 甲府昭和　 山梨 20 2 5 3 10

12 都留　 山梨 19 1 3 8 2 5

13 韮崎　 山梨 14 3 5 5 1

14 甲府南　 山梨 7 1 4 2

15 日大明誠　 山梨 6 6

16 富士河口湖　 山梨 6 2 4

17 山梨　 山梨 5 5

18 甲陵　 山梨 4 4

18 北杜　 山梨 4 4

20 上野原　 山梨 3 3

20 白根　 山梨 3 3

22 市川　 山梨 2 2

22 富士北稜　 山梨 2 2

24 日川　 山梨 2 1 1

25 笛吹　 山梨 1 1

25 甲府東　 山梨 1 1
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1 巨摩　 山梨 122 15 14 1 2 17 13 8 8 13 11 6 6 7 1

2 桂　 山梨 103 8 8 17 4 9 3 2 8 7 5 7 9 1 9 6

3 駿台甲府　 山梨 59 8 11 9 5 7 7 3 1 5 3

4 山梨学院附属　 山梨 58 6 6 6 2 8 8 12 8 2

5 農林　 山梨 57 5 15 16 8 5 8

6 都留　 山梨 42 2 1 7 1 6 5 4 1 3 8 4

7 身延　 山梨 30 7 7 9 7

8 韮崎　 山梨 23 14 9

9 甲府南　 山梨 20 3 6 5 4 2

10 吉田　 山梨 19 8 3 3 3 2

11 富士河口湖　 山梨 14 6 8

12 甲府第一　 山梨 12 4 4 3 1

13 山梨英和　 山梨 10 2 8

14 笛吹　 山梨 9 1 3 5

15 甲府昭和　 山梨 9 4 2 1 2

16 富士学苑　 山梨 5 1 4

17 山梨　 山梨 4 4

17 甲府商業　 山梨 4 4

17 上野原　 山梨 4 4

20 日川　 山梨 4 2 2

21 増穂商業　 山梨 2 2
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高校男子100m

大会記録(GR)            10.87     中田　貴大(巨摩)                      2009

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　　元(都留)                      1993

予選 9組2着＋6

1組 風:-1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 487 杉本　昂士(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 桂　 11.66 Q
2 5 299 内田　智也(2) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 11.97 Q
3 3 205 土谷　友亮(1) ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨 甲府昭和　 12.16 q
4 7 452 原　悠介(1) ﾊﾗ ﾕｳｽｹ 山梨 都留　 12.46
5 4 317 長澤　友希(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 山梨 増穂商業　 12.92
6 8 757 斉藤　寛哉(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 山梨 富士学苑　 13.06
7 1 685 山田　立樹(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾂｷ 山梨 日本航空　 13.39
8 2 802 堀内　和毅(1) ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ 山梨 富士北稜　 13.99

2組 風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 256 深澤　勇飛(2) ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 巨摩　 11.74 Q
2 6 204 淀川　剣矢(1) ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨 甲府昭和　 11.87 Q
3 3 156 中島　健汰(2) ﾅｶｼﾞﾏｹﾝﾀ 山梨 甲府工業　 12.07 q
4 1 695 尾池　真太郎(2) ｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 日大明誠　 12.59
5 4 53 石原　康太郎(2) ｲｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 韮崎工業　 12.67
6 2 842 仲山　健人(2) ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 山梨 山梨　 13.20
7 7 534 奥脇　正悟(1) ｵｸﾜｷ ｼｮｳｺﾞ 山梨 富士河口湖　 13.79

8 551 田中　智也(2) ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 山梨 甲府商業　 DNS

3組 風:-1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 347 遠藤　佳祐(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 身延　 11.88 Q
2 4 852 須森　祥希(2) ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 都留　 12.03 Q
3 3 873 石原　駿人(1) ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 山梨 山梨学院附属　 12.18 q
4 1 27 入戸野　晴彦(1) ﾆｯﾄﾉ ﾊﾙﾋｺ 山梨 韮崎　 12.19 q
5 6 141 柳場　昌樹(2) ﾔﾅｷﾞﾊﾞ ﾏｻｷ 山梨 甲府南　 12.45
6 8 549 五十嵐　雄大(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 富士河口湖　 12.91
7 2 309 藤松　達也(2) ﾌｼﾞﾏﾂ ﾀﾂﾔ 山梨 白根　 12.93

7 686 横尾　謙弥(2) ﾖｺｵ ｹﾝﾔ 山梨 日本航空　 DNS

4組 風:+1.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 628 前島  凌平(2) ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 駿台甲府　 11.29 Q
2 3 26 山本　健史(1) ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 山梨 韮崎　 12.20 Q
3 2 87 日向　一機(1) ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 山梨 甲府第一　 12.58
4 7 758 中嶋　勇樹(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨 富士学苑　 12.66
5 8 663 高橋　諒太(1) ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳﾀ 山梨 東海大甲府　 12.66
6 6 359 近藤　保(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾓﾂ 山梨 身延　 12.86

4 160 中澤　諒(1) ﾅｶｻﾞﾜﾘｮｳ 山梨 甲府工業　 DNS

5組 風:-1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 624 井上  成(2) ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 駿台甲府　 11.64 Q
2 5 262 堀内　亮佑(1) ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 巨摩　 12.25 Q
3 6 450 石原　宙(2) ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 山梨 都留　 12.30
4 8 589 木下　晃一(2) ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 山梨 甲陵　 12.35
5 4 106 山本　準也(1) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 甲府西　 12.50
6 7 519 田所　康平(1) ﾀﾄﾞｺﾛ ｺｳﾍｲ 山梨 吉田　 12.88
7 2 804 渡邉　伊織(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 山梨 富士北稜　 13.58

1 156 岸本　陸(1) ｷｼﾓﾄ ﾘｸ 山梨 甲府東　 DNS

9月24日 14:50 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 12:20 予選

9月24日 13:45 準決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子100m

大会記録(GR)            10.87     中田　貴大(巨摩)                      2009

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　　元(都留)                      1993

9月24日 14:50 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 12:20 予選

9月24日 13:45 準決勝

6組 風:-1.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 601 清水　隼人(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 駿台甲府　 11.87 Q
2 3 130 小澤　彰誉(2) ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 甲府南　 12.09 Q
3 2 88 宮川　祐人(1) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 山梨 甲府第一　 12.24
4 8 674 石原　健太郎(2) ｲｼﾊﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 東海大甲府　 12.59
5 6 816 深沢　拓夢(2) ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾑ 山梨 笛吹　 13.02

5 866 桝谷　自玄(1) ﾏｽﾔ ｼﾞｹﾞﾝ 山梨 吉田　 DNS
7 796 赤池　俊基(2) ｱｶｲｹ ﾄｼｷ 山梨 甲府東　 DNS

7組 風:-1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 821 城之内　龍也(1) ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 山梨 笛吹　 12.00 Q
2 4 545 岩田　裕矢(2) ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 富士河口湖　 12.04 Q
3 1 597 早川　雄貴(1) ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 山梨 富士北稜　 12.22
4 3 321 依田　尚彌(1) ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ 山梨 増穂商業　 12.32
5 5 97 山口　拓郎(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府西　 12.64
6 7 827 中山　雄輔(2) ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 山梨 韮崎　 13.55
7 2 768 長田　駿士(2) ｵｻﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 山梨 甲府商業　 23.84

8 342 志村　賢介(2) ｼﾑﾗ ｹﾝｽｹ 山梨 峡南　 DNS

8組 風:-0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 633 小幡　慎司(1) ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 山梨学院附属　 11.87 Q
2 5 476 安藤　俊(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 山梨 上野原　 12.14 Q
3 4 748 荒井　慧(2) ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨 吉田　 12.22
4 8 697 深澤　和史(2) ﾌｶｻﾜ ﾀｶﾌﾐ 山梨 日大明誠　 12.48
5 6 105 五味　永行(1) ｺﾞﾐ ﾅｶﾞﾕｷ 山梨 甲府西　 12.61
6 7 318 高石　大貴(2) ﾀｶｲｼ ﾀﾞｲｷ 山梨 増穂商業　 13.08
7 1 769 石原　直樹(2) ｲｼﾊﾗ ﾅｵｷ 山梨 甲府商業　 13.19
8 2 329 岡本　周治(2) ｵｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 山梨 市川　 14.51

9組 風:-0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 832 樋口　航大(2) ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府工業　 11.52 Q
2 3 859 角田　優人(1) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨 甲府南　 11.73 Q
3 8 800 輿水　康二(2) ｺｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 山梨 甲府東　 11.97 q
4 6 661 阿部　卓也(1) ｱﾍﾞ　ﾀｸﾔ 山梨 東海大甲府　 12.14 q
5 2 341 星野　聖斗(2) ﾎｼﾉ ﾏｻﾄ 山梨 峡南　 12.22
6 5 819 丸山　輝明(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 山梨 笛吹　 12.30
7 1 715 小山　裕哉(2) ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨 日大明誠　 12.43
8 7 394 雨宮　瞬哉(1) ｱﾒﾐﾔ ｼｭﾝﾔ 山梨 日川　 12.50

凡例  DNS:欠場



高校男子100m

大会記録(GR)            10.87     中田　貴大(巨摩)                      2009

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　　元(都留)                      1993

9月24日 14:50 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 12:20 予選

9月24日 13:45 準決勝

準決勝 3組2着＋2

1組 風:-2.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 832 樋口　航大(2) ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府工業　 11.65 Q
2 5 601 清水　隼人(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 駿台甲府　 11.80 Q
3 6 859 角田　優人(1) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨 甲府南　 11.85 q
4 3 633 小幡　慎司(1) ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 山梨学院附属　 11.93
5 1 800 輿水　康二(2) ｺｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 山梨 甲府東　 11.97
6 8 852 須森　祥希(2) ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 都留　 12.16
7 7 262 堀内　亮佑(1) ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 巨摩　 12.35

2 27 入戸野　晴彦(1) ﾆｯﾄﾉ ﾊﾙﾋｺ 山梨 韮崎　 DNS

2組 風:-0.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 624 井上  成(2) ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 駿台甲府　 11.28 Q
2 6 487 杉本　昂士(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 桂　 11.55 Q
3 4 299 内田　智也(2) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 11.65 q
4 5 821 城之内　龍也(1) ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 山梨 笛吹　 11.93
5 8 130 小澤　彰誉(2) ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 甲府南　 11.95
6 7 476 安藤　俊(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 山梨 上野原　 12.03
7 1 205 土谷　友亮(1) ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨 甲府昭和　 12.10

2 661 阿部　卓也(1) ｱﾍﾞ　ﾀｸﾔ 山梨 東海大甲府　 DNS

3組 風:-2.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 628 前島  凌平(2) ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 駿台甲府　 11.43 Q
2 4 256 深澤　勇飛(2) ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 巨摩　 11.69 Q
3 5 204 淀川　剣矢(1) ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨 甲府昭和　 11.86
4 8 545 岩田　裕矢(2) ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 富士河口湖　 11.87
5 3 347 遠藤　佳祐(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 身延　 11.98
6 1 873 石原　駿人(1) ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 山梨 山梨学院附属　 12.21
7 2 156 中島　健汰(2) ﾅｶｼﾞﾏｹﾝﾀ 山梨 甲府工業　 12.23
8 7 26 山本　健史(1) ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 山梨 韮崎　 12.32

決勝 

風:-1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 628 前島  凌平(2) ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 駿台甲府　 11.15
2 5 624 井上  成(2) ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 駿台甲府　 11.25
3 2 299 内田　智也(2) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 11.47
4 4 832 樋口　航大(2) ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府工業　 11.55
5 7 256 深澤　勇飛(2) ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 巨摩　 11.65
6 8 601 清水　隼人(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 駿台甲府　 11.65
7 6 487 杉本　昂士(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 桂　 11.68
8 1 859 角田　優人(1) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨 甲府南　 11.77

凡例  DNS:欠場



高校男子200m

大会記録(GR)            22.05     小尾　昇二(駿台甲府)                  2000
大会記録(GR)            22.05     秋山　真治(駿台甲府)                  2002

山梨県高校記録(YH)      21.50     入倉　俊樹(身延)                      1986

山梨県高校記録(YH)      21.50     堀越　勇介(都留)                      1990

予選 7組2着＋2

1組 風:-1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 624 井上  成(2) ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 駿台甲府　 22.90 Q
2 5 852 須森　祥希(2) ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 都留　 24.15 Q
3 8 186 小島　一樹(1) ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 甲府城西　 24.31 q
4 7 597 早川　雄貴(1) ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 山梨 富士北稜　 24.81
5 4 833 東郷　優哉(2) ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山梨 甲府工業　 25.03
6 2 97 山口　拓郎(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府西　 25.21
7 6 758 中嶋　勇樹(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨 富士学苑　 25.99
8 1 699 和田　容司郎(1) ﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 山梨 日大明誠　 26.87

2組 風:0.0
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 628 前島  凌平(2) ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 駿台甲府　 23.92 Q
2 6 487 杉本　昂士(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 桂　 24.29 Q
3 2 449 臼井　正博(2) ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨 都留　 24.99
4 1 819 丸山　輝明(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 山梨 笛吹　 25.32
5 7 105 五味　永行(1) ｺﾞﾐ ﾅｶﾞﾕｷ 山梨 甲府西　 25.38
6 4 697 深澤　和史(2) ﾌｶｻﾜ ﾀｶﾌﾐ 山梨 日大明誠　 25.48
7 8 142 伊藤　真一(1) ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 山梨 甲府南　 26.14
8 5 319 河西　佳祐(2) ｶｻｲ ｹｲｽｹ 山梨 増穂商業　 27.33

3組 風:-0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 800 輿水　康二(2) ｺｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 山梨 甲府東　 24.61 Q
2 3 103 吉村　晴海(1) ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ 山梨 甲府西　 24.66 Q
3 8 748 荒井　慧(2) ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨 吉田　 24.96
4 5 50 生駒　忠大(2) ｲｺﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨 韮崎　 25.16
5 2 715 小山　裕哉(2) ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨 日大明誠　 25.58

1 662 山田　候輔(1) ﾔﾏﾀﾞ　ｺｳｽｹ 山梨 東海大甲府　 DNS
4 503 牛山　涼太(2) ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 桂　 DNS
6 160 中澤　諒(1) ﾅｶｻﾞﾜﾘｮｳ 山梨 甲府工業　 DNS

4組 風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 601 清水　隼人(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 駿台甲府　 23.56 Q
2 7 661 阿部　卓也(1) ｱﾍﾞ　ﾀｸﾔ 山梨 東海大甲府　 24.09 Q
3 4 821 城之内　龍也(1) ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 山梨 笛吹　 24.45
4 3 218 渡邊　晶(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨 甲府昭和　 25.14
5 8 141 柳場　昌樹(2) ﾔﾅｷﾞﾊﾞ ﾏｻｷ 山梨 甲府南　 25.28
6 2 393 澤登　芳秋(1) ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾖｼｱｷ 山梨 日川　 25.38
7 5 749 川村　知輝(2) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 山梨 吉田　 27.48
8 1 804 渡邉　伊織(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 山梨 富士北稜　 28.61

5組 風:-0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 347 遠藤　佳祐(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 身延　 23.74 Q
2 5 24 田草川　裕(1) ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 韮崎　 23.82 Q
3 4 807 土橋　知弥(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 24.04 q
4 2 341 星野　聖斗(2) ﾎｼﾉ ﾏｻﾄ 山梨 峡南　 25.37
5 3 316 若林　直人(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 山梨 増穂商業　 25.95
6 1 534 奥脇　正悟(1) ｵｸﾜｷ ｼｮｳｺﾞ 山梨 富士河口湖　 27.88
7 7 595 磯　利季也(1) ｲｿ ﾘｷﾔ 山梨 富士北稜　 28.10

8 796 赤池　俊基(2) ｱｶｲｹ ﾄｼｷ 山梨 甲府東　 DNS

9月25日 14:25 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 11:45 予選

9月25日 13:20 準決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校男子200m

大会記録(GR)            22.05     小尾　昇二(駿台甲府)                  2000
大会記録(GR)            22.05     秋山　真治(駿台甲府)                  2002

山梨県高校記録(YH)      21.50     入倉　俊樹(身延)                      1986

山梨県高校記録(YH)      21.50     堀越　勇介(都留)                      1990 9月25日 14:25 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 11:45 予選

9月25日 13:20 準決勝

6組 風:-1.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 832 樋口　航大(2) ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府工業　 23.91 Q
2 6 297 磯野　恵輔(2) ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 巨摩　 23.99 Q
3 1 873 石原　駿人(1) ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 山梨 山梨学院附属　 24.51
4 7 826 中野目　滉介(2) ﾅｶﾉﾒ ｺｳｽｹ 山梨 韮崎　 24.81
5 2 452 原　悠介(1) ﾊﾗ ﾕｳｽｹ 山梨 都留　 25.31
6 8 304 小池　慎太郎(2) ｺｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 白根　 25.58
7 4 549 五十嵐　雄大(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 富士河口湖　 26.03
8 5 842 仲山　健人(2) ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 山梨 山梨　 27.86

7組 風:-1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 299 内田　智也(2) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 24.36 Q
2 8 212 平井　綾人(2) ﾋﾗｲ ｱﾔﾄ 山梨 甲府昭和　 24.47 Q
3 4 145 塚田　遼太(2) ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 甲府南　 24.62
4 6 674 石原　健太郎(2) ｲｼﾊﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 東海大甲府　 25.27
5 1 347 鈴木　恭輔(1) ｽｽﾞｷ ｷｮｳｽｹ 山梨 日川　 25.93
6 7 519 田所　康平(1) ﾀﾄﾞｺﾛ ｺｳﾍｲ 山梨 吉田　 26.12
7 2 757 斉藤　寛哉(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 山梨 富士学苑　 26.33
8 5 359 近藤　保(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾓﾂ 山梨 身延　 27.07

準決勝 2組3着＋2

1組 風:-1.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 347 遠藤　佳祐(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 身延　 23.57 Q
2 2 807 土橋　知弥(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 23.85 Q
3 3 24 田草川　裕(1) ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 韮崎　 23.86 Q
4 8 852 須森　祥希(2) ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 都留　 24.25
5 7 661 阿部　卓也(1) ｱﾍﾞ　ﾀｸﾔ 山梨 東海大甲府　 24.44

4 601 清水　隼人(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 駿台甲府　 DNF
1 103 吉村　晴海(1) ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ 山梨 甲府西　 DNS
5 299 内田　智也(2) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 DNS

2組 風:-1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 624 井上  成(2) ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 駿台甲府　 23.02 Q
2 6 628 前島  凌平(2) ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 駿台甲府　 23.36 Q
3 3 832 樋口　航大(2) ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府工業　 23.48 Q
4 8 297 磯野　恵輔(2) ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 巨摩　 23.85 q
5 7 487 杉本　昂士(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 桂　 23.89 q
6 5 800 輿水　康二(2) ｺｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 山梨 甲府東　 24.33
7 2 212 平井　綾人(2) ﾋﾗｲ ｱﾔﾄ 山梨 甲府昭和　 24.78
8 1 186 小島　一樹(1) ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 甲府城西　 25.14

決勝 

風:-1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 628 前島  凌平(2) ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 駿台甲府　 22.38
2 6 624 井上  成(2) ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 駿台甲府　 22.40
3 7 832 樋口　航大(2) ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府工業　 23.17
4 1 297 磯野　恵輔(2) ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 巨摩　 23.48
5 5 347 遠藤　佳祐(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 身延　 23.49
6 8 24 田草川　裕(1) ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 韮崎　 23.62
7 2 487 杉本　昂士(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 桂　 23.68
8 3 807 土橋　知弥(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 23.70

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校男子400m

大会記録(GR)            48.34     吉成　　俊(駿台甲府)                  2004

山梨県高校記録(YH)      46.79     堀越　勇介(都留)                      1990

予選 6組2着＋4

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 145 塚田　遼太(2) ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 甲府南　 54.15 Q
2 3 692 浅川　裕亮(1) ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ 山梨 日大明誠　 54.50 Q
3 1 604 深沢  和(1) ﾌｶｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 山梨 駿台甲府　 54.99 q
4 4 161 北村　明豊(1) ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾄ 山梨 甲府工業　 56.10
5 6 485 長坂　黎(1) ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨 桂　 56.60
6 2 453 今泉　大地(1) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨 都留　 57.77
7 8 725 大嶺　正幸(1) ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾕｷ 山梨 富士学苑　 59.75

7 749 川村　知輝(2) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 山梨 吉田　 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 655 望月　勇人(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 山梨学院附属　 52.19 Q
2 3 116 小野　航平(2) ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府西　 53.79 Q
3 5 251 田中　孝太(2) ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨 巨摩　 54.00 q
4 7 449 臼井　正博(2) ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨 都留　 55.71
5 4 623 石堂  駿(2) ｲｼﾄﾞｳ ｼｭﾝ 山梨 駿台甲府　 57.40
6 2 665 小山　昌訓(1) ｺﾔﾏ　ﾏｻﾉﾘ 山梨 東海大甲府　 58.92

8 85 村松　和十(1) ﾑﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾄ 山梨 甲府第一　 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 297 磯野　恵輔(2) ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 巨摩　 53.41 Q
2 4 853 白須　愁(1) ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 都留　 54.64 Q
3 3 826 中野目　滉介(2) ﾅｶﾉﾒ ｺｳｽｹ 山梨 韮崎　 55.40
4 6 220 小野　拓朗(2) ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府昭和　 55.52
5 7 862 名取　廣(1) ﾅﾄﾘ ｺｳ 山梨 甲府南　 56.51
6 1 712 桑鶴　泰章(2) ｸﾜﾂﾞﾙ ﾔｽｱｷ 山梨 日大明誠　 58.03
7 2 595 磯　利季也(1) ｲｿ ﾘｷﾔ 山梨 富士北稜　 1:04.07

8 823 越石　翔太(1) ｺｼｲｼ　ｼｮｳﾀ 山梨 笛吹　 DNS

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 503 牛山　涼太(2) ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 桂　 53.79 Q
2 5 123 新津　陽(2) ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨 甲府西　 54.13 Q
3 3 354 佐野　史弥(2) ｻﾉ ﾌﾐﾔ 山梨 身延　 54.99 q
4 6 166 塩田　隼也(1) ｼｵﾀ ﾄｼﾔ 山梨 甲府工業　 55.50
5 8 50 生駒　忠大(2) ｲｺﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨 韮崎　 56.63
6 2 699 和田　容司郎(1) ﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 山梨 日大明誠　 1:01.17
7 7 756 長田　亮真(1) ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 山梨 富士学苑　 1:04.12

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 512 鶴﨑　大輔(2) ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 吉田　 52.57 Q
2 3 807 土橋　知弥(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 52.88 Q
3 2 120 伊藤　豪志(2) ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 山梨 甲府西　 53.32 q
4 5 129 大川　拓郎(2) ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府南　 55.58
5 4 833 東郷　優哉(2) ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山梨 甲府工業　 56.76
6 7 347 鈴木　恭輔(1) ｽｽﾞｷ ｷｮｳｽｹ 山梨 日川　 56.94
7 1 316 若林　直人(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 山梨 増穂商業　 1:00.57

8 805 勝俣　椋平(1) ｶﾂﾏﾀ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 富士北稜　 DNS

9月24日 15:10 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 11:30 予選

9月24日 13:25 準決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子400m

大会記録(GR)            48.34     吉成　　俊(駿台甲府)                  2004

山梨県高校記録(YH)      46.79     堀越　勇介(都留)                      1990

9月24日 15:10 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 11:30 予選

9月24日 13:25 準決勝

6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 24 田草川　裕(1) ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 韮崎　 52.37 Q
2 5 504 西谷　卓巳(2) ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 桂　 54.96 Q
3 2 866 桝谷　自玄(1) ﾏｽﾔ ｼﾞｹﾞﾝ 山梨 吉田　 56.23
4 3 360 鍋田　茅洋(1) ﾅﾍﾞﾀ ﾁﾋﾛ 山梨 身延　 56.37
5 6 471 降矢　脩平(2) ﾌﾙﾔ ｼｭｳﾍｲ 山梨 上野原　 56.73
6 7 550 古屋　翔兵(2) ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾍｲ 山梨 富士河口湖　 57.87

8 663 高橋　諒太(1) ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳﾀ 山梨 東海大甲府　 DNS

準決勝 2組3着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 655 望月　勇人(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 山梨学院附属　 52.01 Q
2 6 807 土橋　知弥(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 52.35 Q
3 7 853 白須　愁(1) ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 都留　 52.39 Q
4 3 297 磯野　恵輔(2) ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 巨摩　 52.42 q
5 2 120 伊藤　豪志(2) ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 山梨 甲府西　 53.56
6 4 145 塚田　遼太(2) ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 甲府南　 53.58
7 8 504 西谷　卓巳(2) ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 桂　 53.95
8 1 354 佐野　史弥(2) ｻﾉ ﾌﾐﾔ 山梨 身延　 54.45

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 692 浅川　裕亮(1) ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ 山梨 日大明誠　 51.36 Q
2 6 24 田草川　裕(1) ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 韮崎　 52.00 Q
3 5 503 牛山　涼太(2) ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 桂　 52.30 Q
4 3 512 鶴﨑　大輔(2) ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 吉田　 52.63 q
5 2 251 田中　孝太(2) ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨 巨摩　 54.19
6 1 604 深沢  和(1) ﾌｶｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 山梨 駿台甲府　 54.75

4 116 小野　航平(2) ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府西　 DNS
8 123 新津　陽(2) ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨 甲府西　 DNS

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 655 望月　勇人(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 山梨学院附属　 51.31
2 7 503 牛山　涼太(2) ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 桂　 51.60
3 3 692 浅川　裕亮(1) ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ 山梨 日大明誠　 51.87
4 4 24 田草川　裕(1) ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 韮崎　 52.58
5 1 512 鶴﨑　大輔(2) ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 吉田　 52.68
6 6 807 土橋　知弥(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩　 52.73
7 2 297 磯野　恵輔(2) ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 巨摩　 52.94
8 8 853 白須　愁(1) ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 都留　 56.45

凡例  DNS:欠場



高校男子800m

大会記録(GR)            1:57.08   穴水　　翔(駿台甲府)                  1999

山梨県高校記録(YH)      1:51.22   中村　英幸(都留)                      1993

予選 4組3着＋4

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 660 大久保　勇生(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨 山梨学院附属　 2:07.29 Q
2 12 206 齊藤　秀映(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨 甲府昭和　 2:07.57 Q
3 13 506 細川　直樹(2) ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 山梨 桂　 2:07.81 Q
4 8 77 佐藤　駿太(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 山梨 甲府第一　 2:07.87 q
5 10 298 内田　真司(2) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 山梨 巨摩　 2:07.91 q
6 6 471 降矢　脩平(2) ﾌﾙﾔ ｼｭｳﾍｲ 山梨 上野原　 2:08.91 q
7 4 698 岡本　竜馬(1) ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 山梨 日大明誠　 2:10.93
8 5 727 柿島　淳(2) ｶｷｼﾏ ｼﾞｭﾝ 山梨 富士学苑　 2:14.65
9 14 162 小川　航(1) ｵｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 山梨 甲府工業　 2:19.46

10 2 155 猪又　健吾(1) ｲﾉﾏﾀ ｹﾝｺﾞ 山梨 甲府東　 2:20.52
11 3 417 飯塚　裕樹(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ 山梨 山梨　 2:23.06
12 11 5 名取　祐哉(1) ﾅﾄﾘ ﾕｳﾔ 山梨 北杜　 2:25.76
13 9 603 深澤  大地(1) ﾌｶｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 山梨 駿台甲府　 2:26.53
14 1 867 三浦　琢真(1) ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 山梨 吉田　 2:26.90

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 107 林田　賢樹(1) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼｷ 山梨 甲府西　 2:09.74 Q
2 7 512 鶴﨑　大輔(2) ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 吉田　 2:10.45 Q
3 5 134 原　　郁哉(1) ﾊﾗ ﾌﾐﾔ 山梨 甲府南　 2:10.79 Q
4 9 810 伊藤　拓哉(2) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 山梨 巨摩　 2:11.70
5 10 398 鶴田　英人(1) ﾂﾙﾀ ﾋﾃﾞﾄ 山梨 日川　 2:13.83
6 8 630 三浦　孝允(2) ﾐｳﾗ ｺｳｽｹ 山梨 駿台甲府　 2:14.50
7 1 164 神宮寺　清耶(1) ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾｲﾔ 山梨 甲府工業　 2:15.28
8 11 696 高橋　勇成(1) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 山梨 日大明誠　 2:18.91
9 13 232 郡　友和(1) ｺｳﾘ ﾄﾓｶｽﾞ 山梨 農林　 2:22.88

10 14 673 瀬戸　翔太(2) ｾﾄ　ｼｮｳﾀ 山梨 東海大甲府　 2:23.65
11 2 507 河野　佑貴(2) ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 山梨 桂　 2:26.37
12 12 882 込山　礼(1) ｺﾐﾔ ﾚｲ 山梨 甲斐清和 2:27.37
13 4 550 古屋　翔兵(2) ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾍｲ 山梨 富士河口湖　 2:34.55

6 146 小林　祐介(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 山梨 甲府東　 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 120 伊藤　豪志(2) ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 山梨 甲府西　 2:07.60 Q
2 9 79 進藤　大地(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨 甲府第一　 2:07.96 Q
3 8 238 早田　宏大(1) ｿｳﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 農林　 2:09.51 Q
4 3 494 河野　元気(1) ｶﾜﾉ ｹﾞﾝｷ 山梨 桂　 2:09.99 q
5 1 266 小池　絢大(1) ｺｲｹ ｼﾞｭﾝﾀ 山梨 巨摩　 2:10.91
6 14 725 大嶺　正幸(1) ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾕｷ 山梨 富士学苑　 2:12.69
7 6 20 松原　直裕(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾋﾛ 山梨 韮崎　 2:15.26
8 12 666 渡辺　大和(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾔﾏﾄ 山梨 東海大甲府　 2:18.01
9 13 693 佐藤　龍介(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 山梨 日大明誠　 2:18.34

10 11 863 田中　徳真(1) ﾀﾅｶ ﾄｸﾏ 山梨 甲府南　 2:18.69
11 4 396 斎藤　巧真(1) ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ 山梨 日川　 2:28.84
12 10 822 中村　紘武(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛﾑ 山梨 笛吹　 2:43.25
13 2 881 常盤　峻生(1) ﾄｷﾜ ｼｭﾝｷ 山梨 甲斐清和 2:49.96

7 655 望月　勇人(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 山梨学院附属　 DNS

9月25日 14:45 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 11:20 予選

9月25日 13:05 準決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子800m

大会記録(GR)            1:57.08   穴水　　翔(駿台甲府)                  1999

山梨県高校記録(YH)      1:51.22   中村　英幸(都留)                      1993

9月25日 14:45 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 11:20 予選

9月25日 13:05 準決勝

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 82 望月　光樹(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｷ 山梨 甲府第一　 2:09.70 Q
2 6 125 志良堂　渓友(2) ｼﾗﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 甲府西　 2:10.99 Q
3 9 451 佐藤　佑汰郎(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 都留　 2:11.37 Q
4 8 136 山本　幹大(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾋﾛ 山梨 甲府南　 2:11.68
5 11 604 深沢  和(1) ﾌｶｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 山梨 駿台甲府　 2:13.09
6 2 477 森田　将平(2) ﾓﾘﾀ ｼｮｳﾍｲ 山梨 上野原　 2:15.19
7 10 185 佐藤　修哉(2) ｻﾄｳ ﾐﾁﾔ 山梨 甲府工業　 2:15.39
8 5 22 保坂　恭平(1) ﾎｻｶ ｷｮｳﾍｲ 山梨 韮崎　 2:18.63
9 13 230 大森　亮平(1) ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 農林　 2:18.91

10 3 518 杉田　勇人(1) ｽｷﾞﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 吉田　 2:21.38
11 4 360 鍋田　茅洋(1) ﾅﾍﾞﾀ ﾁﾋﾛ 山梨 身延　 2:22.32
12 14 872 飯島　一博(1) ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨 山梨学院附属　 2:28.25
13 12 756 長田　亮真(1) ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 山梨 富士学苑　 2:29.61
14 1 536 白須　啓祐(1) ｼﾗｽ ｹｲｽｹ 山梨 富士河口湖　 2:32.01

準決勝 2組3着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 82 望月　光樹(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｷ 山梨 甲府第一　 2:04.44 Q
2 5 120 伊藤　豪志(2) ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 山梨 甲府西　 2:05.17 Q
3 4 512 鶴﨑　大輔(2) ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 吉田　 2:05.91 Q
4 6 79 進藤　大地(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨 甲府第一　 2:06.49 q
5 2 298 内田　真司(2) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 山梨 巨摩　 2:07.93 q
6 7 494 河野　元気(1) ｶﾜﾉ ｹﾞﾝｷ 山梨 桂　 2:12.53
7 8 134 原　　郁哉(1) ﾊﾗ ﾌﾐﾔ 山梨 甲府南　 2:32.77

1 471 降矢　脩平(2) ﾌﾙﾔ ｼｭｳﾍｲ 山梨 上野原　 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 660 大久保　勇生(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨 山梨学院附属　 2:07.27 Q
2 4 206 齊藤　秀映(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨 甲府昭和　 2:07.74 Q
3 3 125 志良堂　渓友(2) ｼﾗﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 甲府西　 2:07.77 Q
4 1 77 佐藤　駿太(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 山梨 甲府第一　 2:08.27
5 2 238 早田　宏大(1) ｿｳﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 農林　 2:08.61
6 8 506 細川　直樹(2) ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 山梨 桂　 2:10.15
7 7 451 佐藤　佑汰郎(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 都留　 2:11.06
8 5 107 林田　賢樹(1) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼｷ 山梨 甲府西　 2:16.68

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 82 望月　光樹(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｷ 山梨 甲府第一　 2:01.23

2 6 120 伊藤　豪志(2) ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 山梨 甲府西　 2:01.79

3 7 512 鶴﨑　大輔(2) ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 吉田　 2:01.97

4 5 660 大久保　勇生(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨 山梨学院附属　 2:02.05

5 2 79 進藤　大地(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨 甲府第一　 2:03.12

6 1 298 内田　真司(2) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 山梨 巨摩　 2:06.83

7 3 206 齊藤　秀映(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨 甲府昭和　 2:07.10

8 8 125 志良堂　渓友(2) ｼﾗﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 甲府西　 2:08.19

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m

大会記録(GR)            3:57.30   ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞｺｽﾏ(山梨学院)                  2006

山梨県高校記録(YH)      3:50.61   川久保　信(山梨園芸)                  1993

予選 4組3着＋3

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 1 78 佐野　拓真(2) ｻﾉ ﾀｸﾏ 山梨 甲府第一　 4:23.26 Q

2 8 258 島田　修和(2) ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 山梨 巨摩　 4:23.62 Q

3 7 831 宮下　慎二(2) ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 甲府工業　 4:25.04 Q

4 2 491 小栗　宙(1) ｵｸﾞﾘ ｿﾗ 山梨 桂　 4:25.08 q

5 11 398 鶴田　英人(1) ﾂﾙﾀ ﾋﾃﾞﾄ 山梨 日川　 4:41.95

6 10 154 熊谷　京哉(1) ｸﾏｶﾞｲ ｷｮｳｬ 山梨 甲府東　 4:43.43

7 12 3 津金　優(2) ﾂｶﾞﾈ ﾕｳ 山梨 北杜　 4:43.46

8 15 447 平井　大智(2) ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 都留　 4:44.06

9 9 727 柿島　淳(2) ｶｷｼﾏ ｼﾞｭﾝ 山梨 富士学苑　 4:44.48

10 13 605 青栁  至(1) ｱｵﾔｷﾞ ｲﾀﾙ 山梨 駿台甲府　 4:48.64

11 4 693 佐藤　龍介(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 山梨 日大明誠　 4:49.77

12 5 124 戸嶋　大輝(2) ﾄｼﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨 甲府西　 4:49.80

13 16 865 渡邉　裕之(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨 甲府南　 4:59.51

14 6 868 武藤　駿(1) ﾑﾄｳ ｼｭﾝ 山梨 吉田　 5:25.19

15 14 191 土橋　光樹(1) ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｳｷ 山梨 甲府城西　 5:46.92

3 673 瀬戸　翔太(2) ｾﾄ　ｼｮｳﾀ 山梨 東海大甲府　 DNS

2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 8 79 進藤　大地(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨 甲府第一　 4:36.31 Q

2 11 249 河西　凌司(1) ｶｻｲ　ﾘｮｳｼﾞ 山梨 農林　 4:36.40 Q

3 5 267 齊藤　広隼(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 山梨 巨摩　 4:36.49 Q

4 4 22 保坂　恭平(1) ﾎｻｶ ｷｮｳﾍｲ 山梨 韮崎　 4:36.49

5 7 165 伊東　聖哉(1) ｲﾄｳ ｾｲﾔ 山梨 甲府工業　 4:39.93

6 9 135 田中　航大(1) ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府南　 4:40.77

7 3 592 萱沼　倭(1) ｶﾔﾇﾏ ﾔﾏﾄ 山梨 富士北稜　 4:52.11

8 14 187 大和田　耕平(1) ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府城西　 4:52.99

9 6 516 遠藤　幸生(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾁｵ 山梨 吉田　 4:58.27

10 1 6 新倉　竜馬(1) ﾆｲｸﾗ ﾘｮｳﾏ 山梨 北杜　 5:00.60

11 13 493 坂野　安希(1) ｻｶﾉ ﾔｽｷ 山梨 桂　 5:03.80

12 12 714 小松　恭平(2) ｺﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ 山梨 日大明誠　 5:04.18

13 15 104 千田　宏幸(1) ﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨 甲府西　 5:06.83

14 2 759 渡辺　叶多(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾀ 山梨 富士学苑　 5:30.52

10 666 渡辺　大和(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾔﾏﾄ 山梨 東海大甲府　 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 235 山野　亮太(1) ﾔﾏﾉ ﾘｮｳﾀ 山梨 農林　 4:31.66 Q

2 6 869 渡辺　壮(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 山梨 吉田　 4:31.96 Q

3 1 20 松原　直裕(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾋﾛ 山梨 韮崎　 4:32.57 Q

4 16 446 平山　駿斗(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 都留　 4:34.20 q

5 7 392 塚越　健一(2) ﾂｶｺﾞｼ ｹﾝｲﾁ 山梨 日川　 4:41.13

6 11 845 廣瀬　祥太郎(2) ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 山梨　 4:41.98

7 13 146 小林　祐介(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 山梨 甲府東　 4:41.99

8 3 118 斉藤　翔矢(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 山梨 甲府西　 4:45.75

9 8 724 市川　武(2) ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 山梨 富士学苑　 4:47.86

10 4 443 佐藤　優介(1) ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 山梨 塩山　 4:48.70

11 15 320 秋山　元(1) ｱｷﾔﾏ ﾂｶｻ 山梨 増穂商業　 4:55.36

12 10 557 三枝　佑(1) ｻｴｸﾞｻ ﾕｳ 山梨 甲府商業　 4:55.44

13 12 535 松浦　栞汰(1) ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾀ 山梨 富士河口湖　 5:03.69

14 9 76 小林　亮介(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 山梨 甲府第一　 5:04.81

15 14 5 名取　祐哉(1) ﾅﾄﾘ ﾕｳﾔ 山梨 北杜　 5:09.13

2 300 森　　歩(2) ﾓﾘ ｱﾕﾐ 山梨 桂　 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 10:45 予選

9月24日 15:30 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m

大会記録(GR)            3:57.30   ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞｺｽﾏ(山梨学院)                  2006

山梨県高校記録(YH)      3:50.61   川久保　信(山梨園芸)                  1993

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 10:45 予選

9月24日 15:30 決勝

4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 14 243 武井　真冬(1) ﾀｹｲ ﾏﾌﾕ 山梨 農林　 4:35.22 Q

2 2 163 小林　伸之介(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ 山梨 甲府工業　 4:35.46 Q

3 1 451 佐藤　佑汰郎(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 都留　 4:35.47 Q

4 13 266 小池　絢大(1) ｺｲｹ ｼﾞｭﾝﾀ 山梨 巨摩　 4:35.48 q

5 15 206 齊藤　秀映(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨 甲府昭和　 4:36.86

6 5 863 田中　徳真(1) ﾀﾅｶ ﾄｸﾏ 山梨 甲府南　 5:01.85

7 9 872 飯島　一博(1) ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨 山梨学院附属　 5:04.31

8 4 417 飯塚　裕樹(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ 山梨 山梨　 5:10.59

9 6 468 長田　拓也(1) ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾔ 山梨 上野原　 5:17.53

10 3 536 白須　啓祐(1) ｼﾗｽ ｹｲｽｹ 山梨 富士河口湖　 5:22.95

11 11 689 永由　凌(2) ﾅｶﾞﾖｼ ﾘｮｳ 山梨 日本航空　 5:43.28

12 8 822 中村　紘武(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛﾑ 山梨 笛吹　 5:45.63

7 23 下倉　健資(1) ｼﾓｸﾗ ｹﾝｽｹ 山梨 韮崎　 DNS

10 667 小林　優希(2) ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｳｷ 山梨 東海大甲府　 DNS

12 694 青木　一真(2) ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨 日大明誠　 DNS

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 258 島田　修和(2) ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 山梨 巨摩　 4:14.31

2 10 243 武井　真冬(1) ﾀｹｲ ﾏﾌﾕ 山梨 農林　 4:16.20

3 11 79 進藤　大地(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨 甲府第一　 4:19.04

4 15 78 佐野　拓真(2) ｻﾉ ﾀｸﾏ 山梨 甲府第一　 4:20.38

5 4 491 小栗　宙(1) ｵｸﾞﾘ ｿﾗ 山梨 桂　 4:21.51

6 13 451 佐藤　佑汰郎(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 都留　 4:24.05

7 6 235 山野　亮太(1) ﾔﾏﾉ ﾘｮｳﾀ 山梨 農林　 4:24.86

8 14 831 宮下　慎二(2) ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 甲府工業　 4:27.33

9 7 869 渡辺　壮(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 山梨 吉田　 4:31.35

10 12 266 小池　絢大(1) ｺｲｹ ｼﾞｭﾝﾀ 山梨 巨摩　 4:33.20

11 9 163 小林　伸之介(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ 山梨 甲府工業　 4:33.30

12 8 446 平山　駿斗(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 都留　 4:36.94

13 3 20 松原　直裕(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾋﾛ 山梨 韮崎　 4:37.14

14 1 267 齊藤　広隼(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 山梨 巨摩　 4:41.20

15 2 249 河西　凌司(1) ｶｻｲ　ﾘｮｳｼﾞ 山梨 農林　 4:41.72

凡例  DNS:欠場



高校男子5000m

大会記録(GR)            14:07.55  ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞｺｽﾏ(山梨学院)                  2006

山梨県高校記録(YH)      14:18.30  鈴木　　博(山梨学院)                  2001

予選 2組7着＋4

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 750 小林　喜翔(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ 山梨 吉田　 16:49.33 Q
2 24 505 程原　圭太(2) ﾎﾄﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 山梨 桂　 16:49.61 Q
3 2 234 飯村　翔(1) ｲｲﾑﾗ ｼｮｳ　 山梨 農林　 16:49.69 Q
4 15 231 西沢　良太(1) ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 農林　 16:49.83 Q
5 18 831 宮下　慎二(2) ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 甲府工業　 16:51.00 Q
6 3 2 藤森　佑真(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾏ 山梨 北杜　 16:52.73 Q
7 9 133 荻原　秀恭(1) ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 山梨 甲府南　 17:02.95 Q
8 21 135 田中　航大(1) ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府南　 17:09.63 q
9 1 264 内藤　茂行(1) ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 山梨 巨摩　 17:09.98 q

10 19 391 布施　貴寛(2) ﾌｾ ﾀｶﾋﾛ 山梨 日川　 17:11.06 q
11 11 165 伊東　聖哉(1) ｲﾄｳ ｾｲﾔ 山梨 甲府工業　 17:25.24
12 6 357 井上　大地(1) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 山梨 身延　 17:39.86
13 13 667 小林　優希(2) ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｳｷ 山梨 東海大甲府　 17:42.80
14 7 446 平山　駿斗(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 都留　 17:48.98
15 10 845 廣瀬　祥太郎(2) ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 山梨　 17:49.41
16 5 96 上田　淳司(2) ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨 甲府西　 17:50.64
17 20 83 志村　怜也(1) ｼﾑﾗ ﾚｲﾔ 山梨 甲府第一　 19:42.80

8 23 下倉　健資(1) ｼﾓｸﾗ ｹﾝｽｹ 山梨 韮崎　 DNS
12 207 坂巻　通(1) ｻｶﾏｷ ﾄｵﾙ 山梨 甲府昭和　 DNS
14 257 小野　竜矢(2) ｵﾉ ﾘｭｳﾔ 山梨 巨摩　 DNS
16 759 渡辺　叶多(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾀ 山梨 富士学苑　 DNS
17 592 萱沼　倭(1) ｶﾔﾇﾏ ﾔﾏﾄ 山梨 富士北稜　 DNS
22 547 小野　航(2) ｵﾉ ﾜﾀﾙ 山梨 富士河口湖　 DNS
23 18 秋山　建樹(2) ｱｷﾔﾏ ﾀﾂｷ 山梨 韮崎　 DNS

2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 14 119 樋口　卓哉(2) ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 山梨 甲府西　 16:51.20 Q
2 13 258 島田　修和(2) ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 山梨 巨摩　 16:52.52 Q
3 21 163 小林　伸之介(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ 山梨 甲府工業　 16:55.59 Q
4 1 78 佐野　拓真(2) ｻﾉ ﾀｸﾏ 山梨 甲府第一　 16:58.74 Q
5 3 244 豊田　陽一(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 山梨 農林　 16:58.90 Q
6 6 492 水越　貴哉(1) ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾔ 山梨 桂　 17:07.52 Q
7 16 491 小栗　宙(1) ｵｸﾞﾘ ｿﾗ 山梨 桂　 17:07.55 Q
8 8 869 渡辺　壮(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 山梨 吉田　 17:11.90 q
9 4 3 津金　優(2) ﾂｶﾞﾈ ﾕｳ 山梨 北杜　 17:14.16

10 18 606 廣瀬  悠人(1) ﾋﾛｾ ﾕｳﾄ 山梨 駿台甲府　 17:22.33
11 7 118 斉藤　翔矢(2) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 山梨 甲府西　 17:25.07
12 5 395 藤森　真(1) ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾝ 山梨 日川　 17:28.18
13 2 358 齊藤　瑞樹(1) ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨 身延　 17:29.90
14 19 851 藤江　柊輔(2) ﾌｼﾞｴ ｼｭｳｽｹ 山梨 都留　 17:48.45
15 10 443 佐藤　優介(1) ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 山梨 塩山　 18:21.70
16 20 517 越石　翔之(1) ｺｼｲｼ ｼｮｳﾉ 山梨 吉田　 18:22.21
17 11 392 塚越　健一(2) ﾂｶｺﾞｼ ｹﾝｲﾁ 山梨 日川　 18:23.97
18 12 724 市川　武(2) ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 山梨 富士学苑　 18:25.23
19 23 6 新倉　竜馬(1) ﾆｲｸﾗ ﾘｮｳﾏ 山梨 北杜　 18:56.56
20 24 714 小松　恭平(2) ｺﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ 山梨 日大明誠　 19:23.14
21 22 860 藤巻　雄太郎(1) ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 甲府南　 22:16.04

9 187 大和田　耕平(1) ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府城西　 DNS
15 535 松浦　栞汰(1) ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾀ 山梨 富士河口湖　 DNS
17 19 功刀　紀樹(2) ｸﾇｷﾞ ﾉﾘｷ 山梨 韮崎　 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 10:10 予選

9月25日 14:55 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子5000m

大会記録(GR)            14:07.55  ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞｺｽﾏ(山梨学院)                  2006

山梨県高校記録(YH)      14:18.30  鈴木　　博(山梨学院)                  2001

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 10:10 予選

9月25日 14:55 決勝

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 505 程原　圭太(2) ﾎﾄﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 山梨 桂　 15:53.06

2 6 119 樋口　卓哉(2) ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 山梨 甲府西　 15:54.19

3 5 750 小林　喜翔(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ 山梨 吉田　 15:57.93

4 17 231 西沢　良太(1) ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 農林　 16:08.05

5 7 258 島田　修和(2) ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 山梨 巨摩　 16:21.41

6 10 244 豊田　陽一(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 山梨 農林　 16:22.07

7 3 234 飯村　翔(1) ｲｲﾑﾗ ｼｮｳ　 山梨 農林　 16:22.10

8 15 163 小林　伸之介(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ 山梨 甲府工業　 16:53.82

9 2 831 宮下　慎二(2) ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 甲府工業　 16:55.08

10 4 491 小栗　宙(1) ｵｸﾞﾘ ｿﾗ 山梨 桂　 16:59.62

11 11 492 水越　貴哉(1) ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾔ 山梨 桂　 17:07.59

12 9 78 佐野　拓真(2) ｻﾉ ﾀｸﾏ 山梨 甲府第一　 17:20.85

13 14 869 渡辺　壮(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 山梨 吉田　 17:21.43

14 12 264 内藤　茂行(1) ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 山梨 巨摩　 17:24.57

15 16 2 藤森　佑真(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾏ 山梨 北杜　 17:26.93

16 13 135 田中　航大(1) ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府南　 17:32.25

17 18 391 布施　貴寛(2) ﾌｾ ﾀｶﾋﾛ 山梨 日川　 17:40.53

18 1 133 荻原　秀恭(1) ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 山梨 甲府南　 18:08.53

凡例  DNS:欠場



高校男子110mH(1.067m)

大会記録(GR)            15.17     斉藤　　将(巨摩)                      2001

山梨県高校記録(YH)      15.00     斉藤　太郎(韮崎)                      2004

予選 3組1着＋5

1組 風:-0.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 656 松田　康平(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 山梨学院附属　 16.46 Q

2 6 268 塩澤　大輔(1) ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 巨摩　 16.96 q

3 5 99 樋川　遼太朗(1) ﾋｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨 甲府西　 17.15 q

4 4 350 佐野　圭汰(2) ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨 身延　 18.59

5 8 713 小池　将貴(2) ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨 日大明誠　 18.63

6 2 132 島田　隆成(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 甲府南　 18.89

7 1 537 渡邉　斗夢(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ 山梨 富士河口湖　 20.16

8 7 469 飯島　拓実(1) ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 山梨 上野原　 20.85

2組 風:-2.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 632 飯野 広夢(1) ｲｲﾉ ﾋﾛﾑ 山梨 山梨学院附属　 17.03 Q

2 7 204 淀川　剣矢(1) ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨 甲府昭和　 17.45 q

3 4 100 内田　智大(1) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 甲府西　 17.50 q

4 6 260 名取　佳輝(1) ﾅﾄﾘ ﾖｼｷ 山梨 巨摩　 18.58

5 2 799 山本　翔平(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 山梨 甲府東　 18.60

6 3 546 堀内　翔平(2) ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨 富士河口湖　 20.38

7 8 864 野田　義基(1) ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 山梨 甲府南　 21.48

1 480 山口　雄大(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 上野原　 DNS

3組 風:-2.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 101 横谷　真人(1) ﾖｺﾔ ﾏｻﾄ 山梨 甲府西　 16.70 Q

2 5 635 志村　太郎(1) ｼﾑﾗ ﾀﾛｳ 山梨 山梨学院附属　 17.30 q

3 8 418 武井　槙吾(2) ﾀｹｲ ｼﾝｺﾞ 山梨 山梨　 17.56

4 7 859 角田　優人(1) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨 甲府南　 18.66

5 2 751 天野　一葵(1) ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山梨 富士北稜　 18.70

6 4 855 小林　修太郎(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 都留　 19.18

3 255 野田　雅浩(2) ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨 巨摩　 DNS

決勝 

風:-0.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 656 松田　康平(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 山梨学院附属　 15.93

2 5 101 横谷　真人(1) ﾖｺﾔ ﾏｻﾄ 山梨 甲府西　 16.20

3 6 632 飯野 広夢(1) ｲｲﾉ ﾋﾛﾑ 山梨 山梨学院附属　 16.55

4 2 204 淀川　剣矢(1) ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨 甲府昭和　 16.63

5 4 268 塩澤　大輔(1) ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 巨摩　 16.88

6 1 100 内田　智大(1) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 甲府西　 16.90

7 7 99 樋川　遼太朗(1) ﾋｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨 甲府西　 17.17

8 8 635 志村　太郎(1) ｼﾑﾗ ﾀﾛｳ 山梨 山梨学院附属　 17.30

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 13:10 予選

9月24日 14:35 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子400mH(0.914m)

大会記録(GR)            52.82     野澤　啓祐(巨摩)                      2008

山梨県高校記録(YH)      51.35     野澤　啓佑(巨摩)                      2010

予選 4組1着＋4

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 627 長坂  宏紀(2) ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 駿台甲府　 59.09 Q
2 6 634 吹野　大(1) ﾌｷﾉ ﾏｻﾙ 山梨 山梨学院附属　 59.75 q
3 8 799 山本　翔平(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 山梨 甲府東　 1:01.29 q
4 7 853 白須　愁(1) ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 都留　 1:01.85
5 3 161 北村　明豊(1) ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾄ 山梨 甲府工業　 1:05.58
6 2 537 渡邉　斗夢(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ 山梨 富士河口湖　 1:05.73

5 128 土橋　陽一朗(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山梨 甲府南　 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 116 小野　航平(2) ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府西　 1:01.46 Q
2 2 632 飯野 広夢(1) ｲｲﾉ ﾋﾛﾑ 山梨 山梨学院附属　 1:03.36
3 6 350 佐野　圭汰(2) ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨 身延　 1:04.44
4 4 166 塩田　隼也(1) ｼｵﾀ ﾄｼﾔ 山梨 甲府工業　 1:04.48
5 8 713 小池　将貴(2) ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨 日大明誠　 1:05.93
6 7 418 武井　槙吾(2) ﾀｹｲ ｼﾝｺﾞ 山梨 山梨　 1:07.76
7 5 623 石堂  駿(2) ｲｼﾄﾞｳ ｼｭﾝ 山梨 駿台甲府　 1:07.98

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 656 松田　康平(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 山梨学院附属　 59.13 Q
2 5 260 名取　佳輝(1) ﾅﾄﾘ ﾖｼｷ 山梨 巨摩　 1:02.79
3 3 855 小林　修太郎(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 都留　 1:03.63
4 8 751 天野　一葵(1) ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山梨 富士北稜　 1:04.89
5 6 692 浅川　裕亮(1) ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ 山梨 日大明誠　 1:05.02
6 7 485 長坂　黎(1) ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨 桂　 1:06.15
7 2 134 原　　郁哉(1) ﾊﾗ ﾌﾐﾔ 山梨 甲府南　 1:06.44

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 256 深澤　勇飛(2) ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 巨摩　 58.81 Q
2 4 1 高橋　健(2) ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 山梨 北杜　 1:00.12 q
3 5 626 長坂  伊織(2) ﾅｶﾞｻｶ ｲｵﾘ 山梨 駿台甲府　 1:00.74 q
4 6 354 佐野　史弥(2) ｻﾉ ﾌﾐﾔ 山梨 身延　 1:01.33
5 3 546 堀内　翔平(2) ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨 富士河口湖　 1:05.38
6 2 131 五味　源太郎(1) ｺﾞﾐ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 山梨 甲府南　 1:13.42

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 3 656 松田　康平(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 山梨学院附属　 56.31
2 6 256 深澤　勇飛(2) ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 巨摩　 57.79
3 5 627 長坂  宏紀(2) ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 駿台甲府　 57.83
4 4 116 小野　航平(2) ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府西　 59.23
5 8 1 高橋　健(2) ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 山梨 北杜　 59.86
6 7 634 吹野　大(1) ﾌｷﾉ ﾏｻﾙ 山梨 山梨学院附属　 1:00.33
7 2 626 長坂  伊織(2) ﾅｶﾞｻｶ ｲｵﾘ 山梨 駿台甲府　 1:01.28
8 1 799 山本　翔平(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 山梨 甲府東　 1:02.88

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 12:45 予選

9月25日 14:10 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子3000mSC(0.914m)

大会記録(GR)            9:34.81   岡村　　翔(巨摩)                      2002
山梨県高校記録(YH)      9:13.31   岡村　　翔(巨摩)                    

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 15 505 程原　圭太(2) ﾎﾄﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 山梨 桂　 9:47.76

2 13 119 樋口　卓哉(2) ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 山梨 甲府西　 9:51.70

3 17 750 小林　喜翔(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ 山梨 吉田　 9:53.62

4 23 492 水越　貴哉(1) ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾔ 山梨 桂　 10:32.07

5 4 257 小野　竜矢(2) ｵﾉ ﾘｭｳﾔ 山梨 巨摩　 10:45.55

6 2 185 佐藤　修哉(2) ｻﾄｳ ﾐﾁﾔ 山梨 甲府工業　 10:52.14

7 5 494 河野　元気(1) ｶﾜﾉ ｹﾞﾝｷ 山梨 桂　 10:55.66

8 21 391 布施　貴寛(2) ﾌｾ ﾀｶﾋﾛ 山梨 日川　 10:57.20

9 9 358 齊藤　瑞樹(1) ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨 身延　 10:59.13

10 18 164 神宮寺　清耶(1) ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾｲﾔ 山梨 甲府工業　 11:12.80

11 1 264 内藤　茂行(1) ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 山梨 巨摩　 11:13.41

12 11 696 高橋　勇成(1) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 山梨 日大明誠　 11:15.76

13 19 698 岡本　竜馬(1) ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 山梨 日大明誠　 11:23.32

14 6 395 藤森　真(1) ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾝ 山梨 日川　 11:24.24

15 14 590 清水　隆太(1) ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀ 山梨 甲陵　 11:25.63

16 10 133 荻原　秀恭(1) ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 山梨 甲府南　 11:27.84

17 8 162 小川　航(1) ｵｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 山梨 甲府工業　 11:40.92

18 12 517 越石　翔之(1) ｺｼｲｼ ｼｮｳﾉ 山梨 吉田　 11:54.63

3 229 笹本　悠平(2) ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 山梨 農林　 DNS

7 83 志村　怜也(1) ｼﾑﾗ ﾚｲﾔ 山梨 甲府第一　 DNS

16 267 齊藤　広隼(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 山梨 巨摩　 DNS

20 547 小野　航(2) ｵﾉ ﾜﾀﾙ 山梨 富士河口湖　 DNS

22 233 小林　大地(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 山梨 農林　 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子5000mW

大会記録(GR)            23:09.29  笹川　友輝(桂)                        2008
山梨県高校記録(YH)      21:21.15  笹川　友輝(桂)                      

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 228 市川　和明(2) ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｱｷ　 山梨 農林　 22:27.68 GR

2 9 506 細川　直樹(2) ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 山梨 桂　 25:40.33

3 6 86 江花　直人(1) ｴﾊﾞﾅ ﾅｵﾄ 山梨 甲府第一　 27:24.40

4 10 851 藤江　柊輔(2) ﾌｼﾞｴ ｼｭｳｽｹ 山梨 都留　 29:04.10

5 4 507 河野　佑貴(2) ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 山梨 桂　 29:11.60

6 5 447 平井　大智(2) ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 都留　 29:43.47

7 1 493 坂野　安希(1) ｻｶﾉ ﾔｽｷ 山梨 桂　 32:51.65

8 2 606 廣瀬  悠人(1) ﾋﾛｾ ﾕｳﾄ 山梨 駿台甲府　 33:19.45

3 357 井上　大地(1) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 山梨 身延　 DSQ,*W2

8 605 青栁  至(1) ｱｵﾔｷﾞ ｲﾀﾙ 山梨 駿台甲府　 DSQ,*W2

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 15:40 決勝

凡例  GR:大会記録 DSQ:失格 *W2:屈膝



高校男子4X100mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            41.95     駿台甲府(駿台甲府)                    2004 9月24日 10:10 予選
山梨県高校記録(YH)      40.91     駿台甲府(駿台甲府)                    2005 9月24日 16:40 決勝

予選 3組1着＋5

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府西　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属　・山梨

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 44.80 q 記録 44.94

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｺﾔ ﾏｻﾄ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨
1 101 横谷　真人(1) 甲府西　 1 656 松田　康平(2) 山梨学院附属　

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨
2 100 内田　智大(1) 甲府西　 2 655 望月　勇人(2) 山梨学院附属　

ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨
3 123 新津　陽(2) 甲府西　 3 633 小幡　慎司(1) 山梨学院附属　

ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨
4 116 小野　航平(2) 甲府西　 4 660 大久保　勇生(2) 山梨学院附属　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田　・山梨

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 45.28 q 記録 45.31

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾘ 山梨
1 484 藤本　聖哉(1) 桂　 1 511 小林　陸離(2) 吉田　

ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
2 503 牛山　涼太(2) 桂　 2 512 鶴﨑　大輔(2) 吉田　

ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 ｿﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 山梨
3 487 杉本　昂士(1) 桂　 3 514 園田　将太(1) 吉田　

ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨
4 504 西谷　卓巳(2) 桂　 4 748 荒井　慧(2) 吉田　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府東　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大甲府　・山梨

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 46.50 記録 47.92

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｷｼﾓﾄ ﾘｸ 山梨 ｲｼﾊﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 山梨
1 156 岸本　陸(1) 甲府東　 1 674 石原　健太郎(2) 東海大甲府　

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ｱﾍﾞ　ﾀｸﾔ 山梨
2 799 山本　翔平(2) 甲府東　 2 661 阿部　卓也(1) 東海大甲府　

ｵﾋﾞｶﾈ ﾕｳﾀ 山梨 ｺﾔﾏ　ﾏｻﾉﾘ 山梨
3 147 帯金　佑多(2) 甲府東　 3 665 小山　昌訓(1) 東海大甲府　

ｺｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 山梨 ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳﾀ 山梨
4 800 輿水　康二(2) 甲府東　 4 663 高橋　諒太(1) 東海大甲府　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和　・山梨

4 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R2
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨
1 218 渡邊　晶(2) 甲府昭和　

ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨
2 204 淀川　剣矢(1) 甲府昭和　

ﾋﾗｲ ｱﾔﾄ 山梨
3 212 平井　綾人(2) 甲府昭和　

ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨
4 205 土谷　友亮(1) 甲府昭和　

凡例  DSQ:失格 *R2:オーバーゾーン ２→３



高校男子4X100mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            41.95     駿台甲府(駿台甲府)                    2004 9月24日 10:10 予選
山梨県高校記録(YH)      40.91     駿台甲府(駿台甲府)                    2005 9月24日 16:40 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留　・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 44.05 q 記録 45.16

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨
1 807 土橋　知弥(2) 巨摩　 1 449 臼井　正博(2) 都留　

ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨
2 256 深澤　勇飛(2) 巨摩　 2 853 白須　愁(1) 都留　

ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨
3 297 磯野　恵輔(2) 巨摩　 3 855 小林　修太郎(1) 都留　

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨 ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨
4 299 内田　智也(2) 巨摩　 4 852 須森　祥希(2) 都留　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 笛吹・山梨

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.41 記録 45.94

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾀｶﾉ ｼｭﾝｻｸ 山梨
1 26 山本　健史(1) 韮崎　 1 818 高野　俊作(2) 笛吹　

ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 山梨
2 24 田草川　裕(1) 韮崎　 2 819 丸山　輝明(1) 笛吹　

ﾅｶﾉﾒ ｺｳｽｹ 山梨 ｺｼｲｼ　ｼｮｳﾀ 山梨
3 826 中野目　滉介(2) 韮崎　 3 823 越石　翔太(1) 笛吹　

ｲｺﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 山梨
4 50 生駒　忠大(2) 韮崎　 4 821 城之内　龍也(1) 笛吹　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大明誠　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖　・山梨

5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 46.14 記録 46.79

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨 ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨
1 715 小山　裕哉(2) 日大明誠　 1 545 岩田　裕矢(2) 富士河口湖　

ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨
2 692 浅川　裕亮(1) 日大明誠　 2 548 中村　隆聖(2) 富士河口湖　

ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨
3 713 小池　将貴(2) 日大明誠　 3 546 堀内　翔平(2) 富士河口湖　

ﾌｶｻﾜ ﾀｶﾌﾐ 山梨 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨
4 697 深澤　和史(2) 日大明誠　 4 544 松浦　淳之介(2) 富士河口湖　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士北稜　・山梨

7 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.91

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山梨
1 751 天野　一葵(1) 富士北稜　

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 山梨
2 597 早川　雄貴(1) 富士北稜　

ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
3 591 池谷　大介(1) 富士北稜　

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 山梨
4 804 渡邉　伊織(1) 富士北稜　

凡例  DSQ:失格 *R2:オーバーゾーン ２→３



高校男子4X100mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            41.95     駿台甲府(駿台甲府)                    2004 9月24日 10:10 予選
山梨県高校記録(YH)      40.91     駿台甲府(駿台甲府)                    2005 9月24日 16:40 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府工業　・山梨

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.34 q 記録 44.82

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷﾕｳﾏ 山梨
1 601 清水　隼人(1) 駿台甲府　 1 157 望月　雄馬(2) 甲府工業　

ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏｹﾝﾀ 山梨
2 628 前島  凌平(2) 駿台甲府　 2 156 中島　健汰(2) 甲府工業　

ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山梨
3 624 井上  成(2) 駿台甲府　 3 833 東郷　優哉(2) 甲府工業　

ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨
4 627 長坂  宏紀(2) 駿台甲府　 4 832 樋口　航大(2) 甲府工業　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 身延　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南　・山梨

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.63 記録 45.69

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾉ ｼｮｳﾀ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨
1 846 佐野　昇太(2) 身延　 1 130 小澤　彰誉(2) 甲府南　

ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨
2 347 遠藤　佳祐(2) 身延　 2 145 塚田　遼太(2) 甲府南　

ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨 ﾔﾅｷﾞﾊﾞ ﾏｻｷ 山梨
3 350 佐野　圭汰(2) 身延　 3 141 柳場　昌樹(2) 甲府南　

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳ 山梨 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨
4 361 市川　翔(1) 身延　 4 859 角田　優人(1) 甲府南　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 上野原　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日川　・山梨

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.01 記録 48.72

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌﾙﾔ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾖｼｱｷ 山梨
1 471 降矢　脩平(2) 上野原　 1 393 澤登　芳秋(1) 日川　

ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｼｭﾝﾔ 山梨
2 479 中村　俊也(2) 上野原　 2 394 雨宮　瞬哉(1) 日川　

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｽｹ 山梨
3 480 山口　雄大(2) 上野原　 3 347 鈴木　恭輔(1) 日川　

ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ 山梨
4 476 安藤　俊(2) 上野原　 4 396 斎藤　巧真(1) 日川　

凡例  DSQ:失格 *R2:オーバーゾーン ２→３



高校男子4X100mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            41.95     駿台甲府(駿台甲府)                    2004 9月24日 10:10 予選
山梨県高校記録(YH)      40.91     駿台甲府(駿台甲府)                    2005 9月24日 16:40 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩　・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.57 記録 44.05

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨
1 601 清水　隼人(1) 駿台甲府　 1 807 土橋　知弥(2) 巨摩　

ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨
2 628 前島  凌平(2) 駿台甲府　 2 256 深澤　勇飛(2) 巨摩　

ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨
3 624 井上  成(2) 駿台甲府　 3 297 磯野　恵輔(2) 巨摩　

ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨
4 627 長坂  宏紀(2) 駿台甲府　 4 299 内田　智也(2) 巨摩　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府西　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府工業　・山梨

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.49 記録 44.73

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｺﾔ ﾏｻﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷﾕｳﾏ 山梨
1 101 横谷　真人(1) 甲府西　 1 157 望月　雄馬(2) 甲府工業　

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏｹﾝﾀ 山梨
2 100 内田　智大(1) 甲府西　 2 156 中島　健汰(2) 甲府工業　

ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨 ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山梨
3 123 新津　陽(2) 甲府西　 3 833 東郷　優哉(2) 甲府工業　

ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨
4 116 小野　航平(2) 甲府西　 4 832 樋口　航大(2) 甲府工業　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂　・山梨

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.79 記録 45.02

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨
1 656 松田　康平(2) 山梨学院附属　 1 484 藤本　聖哉(1) 桂　

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨
2 655 望月　勇人(2) 山梨学院附属　 2 487 杉本　昂士(1) 桂　

ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨
3 633 小幡　慎司(1) 山梨学院附属　 3 504 西谷　卓巳(2) 桂　

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨 ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨
4 660 大久保　勇生(2) 山梨学院附属　 4 503 牛山　涼太(2) 桂　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田　・山梨

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.28 記録 45.66

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾘ 山梨
1 449 臼井　正博(2) 都留　 1 511 小林　陸離(2) 吉田　

ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
2 853 白須　愁(1) 都留　 2 512 鶴﨑　大輔(2) 吉田　

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 ｿﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 山梨
3 855 小林　修太郎(1) 都留　 3 514 園田　将太(1) 吉田　

ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨
4 852 須森　祥希(2) 都留　 4 748 荒井　慧(2) 吉田　

凡例  DSQ:失格 *R2:オーバーゾーン ２→３



高校男子4X400mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            3:23.05   駿台甲府(駿台甲府)                    2006 9月25日 09:45 予選
山梨県高校記録(YH)      3:13.41   駿台甲府(駿台甲府)                    2005 9月25日 15:30 決勝

予選 3組1着＋5

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府工業　・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:38.07 記録 3:39.81

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｼｵﾀ ﾄｼﾔ 山梨
1 629 斉藤  一真(2) 駿台甲府　 1 166 塩田　隼也(1) 甲府工業　

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山梨
2 601 清水　隼人(1) 駿台甲府　 2 833 東郷　優哉(2) 甲府工業　

ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷﾕｳﾏ 山梨
3 624 井上  成(2) 駿台甲府　 3 157 望月　雄馬(2) 甲府工業　

ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏｹﾝﾀ 山梨
4 628 前島  凌平(2) 駿台甲府　 4 156 中島　健汰(2) 甲府工業　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 身延　・山梨

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:41.56 記録 3:43.85

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 ﾅﾍﾞﾀ ﾁﾋﾛ 山梨
1 855 小林　修太郎(1) 都留　 1 360 鍋田　茅洋(1) 身延　

ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨 ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨
2 449 臼井　正博(2) 都留　 2 350 佐野　圭汰(2) 身延　

ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 山梨
3 852 須森　祥希(2) 都留　 3 357 井上　大地(1) 身延　

ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 ｻﾉ ﾌﾐﾔ 山梨
4 853 白須　愁(1) 都留　 4 354 佐野　史弥(2) 身延　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府第一　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日川　・山梨

5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:44.49 記録 3:49.86

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾖｼｱｷ 山梨
1 88 宮川　祐人(1) 甲府第一　 1 393 澤登　芳秋(1) 日川　

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｷ 山梨 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｽｹ 山梨
2 82 望月　光樹(1) 甲府第一　 2 347 鈴木　恭輔(1) 日川　

ｴﾊﾞﾅ ﾅｵﾄ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｼｭﾝﾔ 山梨
3 86 江花　直人(1) 甲府第一　 3 394 雨宮　瞬哉(1) 日川　

ﾑﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾄ 山梨 ﾂﾙﾀ ﾋﾃﾞﾄ 山梨
4 85 村松　和十(1) 甲府第一　 4 398 鶴田　英人(1) 日川　

凡例  DNS:欠場



高校男子4X400mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            3:23.05   駿台甲府(駿台甲府)                    2006 9月25日 09:45 予選
山梨県高校記録(YH)      3:13.41   駿台甲府(駿台甲府)                    2005 9月25日 15:30 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田　・山梨

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:37.55 q 記録 3:37.93

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨
1 145 塚田　遼太(2) 甲府南　 1 748 荒井　慧(2) 吉田　

ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ 山梨
2 129 大川　拓郎(2) 甲府南　 2 750 小林　喜翔(2) 吉田　

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 山梨
3 130 小澤　彰誉(2) 甲府南　 3 869 渡辺　壮(1) 吉田　

ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨 ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
4 859 角田　優人(1) 甲府南　 4 512 鶴﨑　大輔(2) 吉田　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂　・山梨

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:38.41 q 記録 3:39.65

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾉﾒ ｺｳｽｹ 山梨 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨
1 826 中野目　滉介(2) 韮崎　 1 504 西谷　卓巳(2) 桂　

ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨
2 24 田草川　裕(1) 韮崎　 2 487 杉本　昂士(1) 桂　

ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨
3 28 内藤　瑠星(1) 韮崎　 3 484 藤本　聖哉(1) 桂　

ｲｺﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨
4 50 生駒　忠大(2) 韮崎　 4 485 長坂　黎(1) 桂　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士北稜　・山梨

5 6 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:45.76 記録 3:56.41

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山梨
1 545 岩田　裕矢(2) 富士河口湖　 1 751 天野　一葵(1) 富士北稜　

ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 山梨
2 550 古屋　翔兵(2) 富士河口湖　 2 597 早川　雄貴(1) 富士北稜　

ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨
3 546 堀内　翔平(2) 富士河口湖　 3 591 池谷　大介(1) 富士北稜　

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨
4 548 中村　隆聖(2) 富士河口湖　 4 876 渡邉　和貴(1) 富士北稜　

凡例  DNS:欠場



高校男子4X400mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            3:23.05   駿台甲府(駿台甲府)                    2006 9月25日 09:45 予選
山梨県高校記録(YH)      3:13.41   駿台甲府(駿台甲府)                    2005 9月25日 15:30 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩　・山梨

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:30.05 q 記録 3:33.66

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨
1 656 松田　康平(2) 山梨学院附属　 1 297 磯野　恵輔(2) 巨摩　

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨
2 660 大久保　勇生(2) 山梨学院附属　 2 807 土橋　知弥(2) 巨摩　

ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨
3 633 小幡　慎司(1) 山梨学院附属　 3 251 田中　孝太(2) 巨摩　

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨
4 655 望月　勇人(2) 山梨学院附属　 4 256 深澤　勇飛(2) 巨摩　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府西　・山梨

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 2 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:38.56 記録 3:46.32

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨
1 204 淀川　剣矢(1) 甲府昭和　 1 106 山本　準也(1) 甲府西　

ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼｷ 山梨
2 220 小野　拓朗(2) 甲府昭和　 2 107 林田　賢樹(1) 甲府西　

ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨
3 205 土谷　友亮(1) 甲府昭和　 3 100 内田　智大(1) 甲府西　

ﾋﾗｲ ｱﾔﾄ 山梨 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ 山梨
4 212 平井　綾人(2) 甲府昭和　 4 103 吉村　晴海(1) 甲府西　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大明誠　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大甲府　・山梨

5 7 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:48.93 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨
1 715 小山　裕哉(2) 日大明誠　 1

ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨
2 713 小池　将貴(2) 日大明誠　 2

ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨
3 694 青木　一真(2) 日大明誠　 3

ｸﾜﾂﾞﾙ ﾔｽｱｷ 山梨
4 712 桑鶴　泰章(2) 日大明誠　 4

凡例  DNS:欠場



高校男子4X400mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            3:23.05   駿台甲府(駿台甲府)                    2006 9月25日 09:45 予選
山梨県高校記録(YH)      3:13.41   駿台甲府(駿台甲府)                    2005 9月25日 15:30 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属　・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:27.58 記録 3:30.89

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨
1 629 斉藤  一真(2) 駿台甲府　 1 656 松田　康平(2) 山梨学院附属　

ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨
2 628 前島  凌平(2) 駿台甲府　 2 660 大久保　勇生(2) 山梨学院附属　

ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨
3 627 長坂  宏紀(2) 駿台甲府　 3 633 小幡　慎司(1) 山梨学院附属　

ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨
4 624 井上  成(2) 駿台甲府　 4 655 望月　勇人(2) 山梨学院附属　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎　・山梨

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:32.02 記録 3:38.38

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 ﾅｶﾉﾒ ｺｳｽｹ 山梨
1 807 土橋　知弥(2) 巨摩　 1 826 中野目　滉介(2) 韮崎　

ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨 ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨
2 251 田中　孝太(2) 巨摩　 2 24 田草川　裕(1) 韮崎　

ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 山梨
3 297 磯野　恵輔(2) 巨摩　 3 28 内藤　瑠星(1) 韮崎　

ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 ｲｺﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨
4 256 深澤　勇飛(2) 巨摩　 4 50 生駒　忠大(2) 韮崎　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和　・山梨

5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:38.84 記録 3:43.51

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨
1 145 塚田　遼太(2) 甲府南　 1 204 淀川　剣矢(1) 甲府昭和　

ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨
2 129 大川　拓郎(2) 甲府南　 2 220 小野　拓朗(2) 甲府昭和　

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 ﾋﾗｲ ｱﾔﾄ 山梨
3 130 小澤　彰誉(2) 甲府南　 3 212 平井　綾人(2) 甲府昭和　

ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨
4 859 角田　優人(1) 甲府南　 4 205 土谷　友亮(1) 甲府昭和　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂　・山梨

7 7 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:44.37 記録 3:44.39

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨
1 748 荒井　慧(2) 吉田　 1 504 西谷　卓巳(2) 桂　

ｽｷﾞﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨
2 518 杉田　勇人(1) 吉田　 2 487 杉本　昂士(1) 桂　

ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨
3 750 小林　喜翔(2) 吉田　 3 484 藤本　聖哉(1) 桂　

ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨
4 512 鶴﨑　大輔(2) 吉田　 4 485 長坂　黎(1) 桂　

凡例  DNS:欠場



高校男子走高跳

大会記録(GR)            2m05      榎本　修之(都留)                      1997

山梨県高校記録(YH)      2m13      榎本　修之(都留)                      1997

決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 － － － － － － ○ － ○ －

1 22 629 斉藤  一真(2) 駿台甲府　 ○ × × ○ × × × 1m95

ｱｲﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 － － － － － － ○ － ○ －

2 19 622 相山  友希(2) 駿台甲府　 × × ○ × × × 1m92

ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 － － － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 6 627 長坂  宏紀(2) 駿台甲府　 1m86

ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 － － － ○ － ○ ○ × × ×

4 13 268 塩澤　大輔(1) 巨摩　 1m80

ｿﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 － － － × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ×

5 17 514 園田　将太(1) 吉田　 1m80

ｺｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 － － － ○ ○ × ○ × × ×

6 9 304 小池　慎太郎(2) 白根　 1m75

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ 山梨 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

7 10 331 渡辺　祥冶(1) 市川　 1m70

ﾀｶﾉ ｼｭﾝｻｸ 山梨 － － × ○ ○ × ○ × × ×

8 7 818 高野　俊作(2) 笛吹　 1m70

ﾓﾘﾔ ｼﾞｭﾝ 山梨 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

9 15 219 森屋　准(2) 甲府昭和　 1m70

ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾏ 山梨 － ○ ○ ○ × × ×

10 1 330 大谷　琢磨(1) 市川　 1m65

ｵﾋﾞｶﾈ ﾕｳﾀ 山梨 ○ ○ ○ ○ × × ×

10 8 147 帯金　佑多(2) 甲府東　 1m65

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾖｼｱｷ 山梨 ○ ○ ○ ○ × × ×

10 18 393 澤登　芳秋(1) 日川　 1m65

ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ×

13 4 214 河野　広輝(2) 甲府昭和　 1m65

ｺｼｲｼ　ｼｮｳﾀ 山梨 － － × × ○ × × ○ × × ×

14 2 823 越石　翔太(1) 笛吹　 1m65

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 山梨 × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

14 11 216 小泉　勇介(2) 甲府昭和　 1m65

ｲﾁﾉﾐﾔ ﾋｶﾙ 山梨 × ○ × ○ ○ × × ×

16 16 466 一ノ宮　光(1) 上野原　 1m60

ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

17 21 448 白鳥　智彰(2) 都留　 1m60

ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨 ○ ○ × × ×

18 14 544 松浦　淳之介(2) 富士河口湖　 1m55

ｽｷﾞﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 ○ × × ○ × × ×

19 5 518 杉田　勇人(1) 吉田　 1m55

ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｽｹ 山梨 × × ×

3 454 藤原　昂亮(2) 都留　 NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 × × ×

12 480 山口　雄大(2) 上野原　 NM

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 × × ×

20 876 渡邉　和貴(1) 富士北稜　 NM

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月24日 12:30 決勝

1m50 1m65 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86 1m89

1m92

1m55

1m95

1m60

2m01

凡例  NM:記録なし



高校男子棒高跳

大会記録(GR)            4m40      中込　耕太(巨摩)                      1998

山梨県高校記録(YH)      4m70      雨宮　陽介(都留)                      2000

決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾓﾁﾂﾞｷﾕｳﾏ 山梨 － － － － － － × ○ ○ ○ ○

1 6 157 望月　雄馬(2) 甲府工業　 × × ○ × × × 3m80

ﾀﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 山梨 － － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 5 121 田原　俊輔(2) 甲府西　 3m50

ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 山梨 － － － － × × ○ ○ ○ ○ × × ×

3 7 259 中澤　慶翼(1) 巨摩　 3m50

ｴｿﾞｴ ﾋﾛﾀｶ 山梨 － － － ○ ○ ○ × × ×

4 3 263 江添　大空(1) 巨摩　 3m20

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 山梨 － － － ○ ○ × × ○ × × ×

5 4 502 渡邊　翔也(2) 桂　 3m20

ﾉﾅｶ ﾀｹﾙ 山梨 － － × ○ × × ×

6 2 117 野中　武(2) 甲府西　 2m60

ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 ○ × × ×

7 1 545 岩田　裕矢(2) 富士河口湖　 2m20

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月24日 10:00 決勝

2m20 2m80 3m00 3m20 3m40 3m50 3m60 3m70

3m80

2m40

3m90

2m60

凡例 



高校男子走幅跳

大会記録(GR)            7m13      畑野　好文(日大明誠)                  1988
山梨県高校記録(YH)      7m24      保坂　英也(駿台甲府)                  1990

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨 × 6m18 6m37 6m37 8 6m38 6m31 6m48 6m48

1 36 255 野田　雅浩(2) 巨摩　 +0.9 +0.4 +0.4 +2.1 +0.7 +0.8 +0.8

ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 5m97 6m11 6m26 6m26 7 6m38 6m30 6m30 6m38

2 38 504 西谷　卓巳(2) 桂　 +1.0 +1.1 +0.8 +0.8 +0.5 +0.9 0.0 +0.5

ﾅｶｼﾞﾏｹﾝﾀ 山梨 × 6m21 6m15 6m21 6 6m25 6m38 6m28 6m38

3 40 156 中島　健汰(2) 甲府工業　 +1.2 +1.2 +1.2 +1.4 +1.8 +0.1 +1.8

ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 6m10 × 6m08 6m10 4 × 6m06 6m28 6m28

4 34 484 藤本　聖哉(1) 桂　 +1.1 +0.8 +1.1 +0.7 +1.0 +1.0

ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 山梨 5m98 6m14 × 6m14 5 6m08 6m20 6m03 6m20

5 8 589 木下　晃一(2) 甲陵　 +0.7 +1.9 +1.9 +0.2 0.0 +0.1 0.0

ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 山梨 5m91 6m01 6m10 6m10 3 × × 5m98 6m10

6 29 476 安藤　俊(2) 上野原　 +0.3 +1.5 +0.7 +0.7 +0.8 +0.7

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 × × 6m00 6m00 2 × × 6m07 6m07

7 33 602 浅利　拓(1) 駿台甲府　 +0.8 +0.8 +0.3 +0.3

ｱﾒﾐﾔ ｼｭﾝﾔ 山梨 5m79 5m87 5m45 5m87 1 5m78 5m84 5m91 5m91

8 14 394 雨宮　瞬哉(1) 日川　 +0.6 +1.8 +0.5 +1.8 +0.3 +0.8 +1.0 +1.0

ﾋｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨 5m86 5m57 5m81 5m86 5m86

9 2 99 樋川　遼太朗(1) 甲府西　 +1.9 +0.4 +1.4 +1.9 +1.9

ｿﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 5m59 × 5m86 5m86 5m86

10 31 514 園田　将太(1) 吉田　 0.0 +0.5 +0.5 +0.5

ﾏﾂﾄﾞ ﾐﾂｵ 山梨 5m85 × × 5m85 5m85

11 15 253 松土　光男(2) 巨摩　 +1.5 +1.5 +1.5

ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 山梨 × 5m80 5m78 5m80 5m80

12 20 479 中村　俊也(2) 上野原　 +0.5 +0.4 +0.5 +0.5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 山梨 × 5m77 × 5m77 5m77

13 10 502 渡邊　翔也(2) 桂　 +0.7 +0.7 +0.7

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾘ 山梨 5m65 5m73 5m72 5m73 5m73

14 12 511 小林　陸離(2) 吉田　 +2.0 +1.8 +0.6 +1.8 +1.8

ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 5m37 × 5m63 5m63 5m63

15 9 262 堀内　亮佑(1) 巨摩　 +0.7 +1.5 +1.5 +1.5

ﾀｶﾉ ｼｭﾝｻｸ 山梨 5m03 4m99 5m55 5m55 5m55

16 16 818 高野　俊作(2) 笛吹　 -0.3 +0.8 +0.7 +0.7 +0.7

ｸﾜﾂﾞﾙ ﾔｽｱｷ 山梨 5m18 5m46 5m32 5m46 5m46

17 21 712 桑鶴　泰章(2) 日大明誠　 -1.3 +1.2 +0.2 +1.2 +1.2

ﾋﾗｲ ｱﾔﾄ 山梨 4m94 5m34 5m44 5m44 5m44

18 3 212 平井　綾人(2) 甲府昭和　 +1.7 +1.3 +0.4 +0.4 +0.4

ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 5m42 5m42 5m40 5m42 5m42

19 39 591 池谷　大介(1) 富士北稜　 +0.7 +1.3 +0.9 +0.7 +0.7

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨 5m41 × × 5m41 5m41

20 17 218 渡邊　晶(2) 甲府昭和　 0.0 0.0 0.0

ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨 × 5m40 × 5m40 5m40

21 13 127 岩下　浩章(2) 甲府南　 +1.0 +1.0 +1.0

ﾊﾀﾅｶ ｼｭﾝ 山梨 5m33 5m35 5m23 5m35 5m35

22 18 871 畠中　　俊(1) 山梨学院附属　 -1.0 +0.2 +0.4 +0.2 +0.2

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月25日 13:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子走幅跳

大会記録(GR)            7m13      畑野　好文(日大明誠)                  1988
山梨県高校記録(YH)      7m24      保坂　英也(駿台甲府)                  1990

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月25日 13:00 決勝

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 × 5m31 5m28 5m31 5m31

23 4 548 中村　隆聖(2) 富士河口湖　 -0.3 +1.1 -0.3 -0.3

ｱﾏﾉ ｶｽﾞﾔ 山梨 5m26 5m27 5m31 5m31 5m31

24 7 515 天野　和哉(1) 吉田　 -2.1 0.0 +1.2 +1.2 +1.2

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 5m26 － － 5m26 5m26

25 22 130 小澤　彰誉(2) 甲府南　 -0.5 -0.5 -0.5

ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 5m01 5m04 5m12 5m12 5m12

26 28 132 島田　隆成(1) 甲府南　 -0.3 +1.0 +0.9 +0.9 +0.9

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 4m65 4m74 5m11 5m11 5m11

27 23 106 山本　準也(1) 甲府西　 -0.7 +0.9 +0.6 +0.6 +0.6

ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 山梨 4m64 5m08 × 5m08 5m08

28 25 28 内藤　瑠星(1) 韮崎　 -0.4 +1.2 +1.2 +1.2

ｺｼｵ ﾅｵｷ 山梨 5m04 × 4m93 5m04 5m04

29 32 217 小塩　直毅(2) 甲府昭和　 +0.5 +0.1 +0.5 +0.5

ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 山梨 4m99 5m03 × 5m03 5m03

30 11 448 白鳥　智彰(2) 都留　 +0.2 +1.6 +1.6 +1.6

ﾄｷﾜ ｼｭﾝｷ 山梨 4m50 4m64 4m61 4m64 4m64

31 30 881 常盤　峻生(1) 甲斐清和 +0.5 +1.2 +1.3 +1.2 +1.2

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳ 山梨 4m40 4m58 4m40 4m58 4m58

32 41 593 堀内　勇生(1) 富士北稜　 +1.2 +0.5 +0.7 +0.5 +0.5

ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｳｷ 山梨 × 4m55 × 4m55 4m55

33 6 191 土橋　光樹(1) 甲府城西　 -0.4 -0.4 -0.4

ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨 4m47 × 4m30 4m47 4m47

34 19 544 松浦　淳之介(2) 富士河口湖　 -0.9 +0.7 -0.9 -0.9

ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 山梨 × × 4m25 4m25 4m25

35 35 538 宮下　聖矢(1) 富士河口湖　 +0.4 +0.4 +0.4

ﾌｶｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 山梨 × × ×

5 603 深澤  大地(1) 駿台甲府　 NM

ｱｲｻﾞﾜ ｳｺﾝ 山梨

1 621 相澤  右近(2) 駿台甲府　 DNS

ｶｶﾞﾐ ｲｯｾｲ 山梨

24 339 加賀美　一世(2) 峡南　 DNS

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨

26 186 小島　一樹(1) 甲府城西　 DNS

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山梨

27 594 望月　伸一郎(1) 富士北稜　 DNS

ｲﾜﾓﾄ　ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

37 668 岩本　雄大(1) 東海大甲府　 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子三段跳

大会記録(GR)            15m33     穂坂　　悟(身延)                      1984
山梨県高校記録(YH)      15m33     穂坂　　悟(身延)                      1984

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｲﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 12m44 12m95 13m03 13m03 8 13m36 13m25 13m56 13m56

1 18 622 相山  友希(2) 駿台甲府　 +1.0 +1.0 +0.3 +0.3 +1.3 -0.3 +1.8 +1.8

ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 12m59 × 12m55 12m59 7 11m59 12m70 12m80 12m80

2 22 484 藤本　聖哉(1) 桂　 +1.5 +1.6 +1.5 -0.4 -0.2 +1.3 +1.3

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 11m91 12m48 12m47 12m48 5 12m72 12m52 12m56 12m72

3 15 629 斉藤  一真(2) 駿台甲府　 +1.8 +0.8 +2.2 +0.8 +0.1 +1.7 +0.2 +0.1

ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 山梨 12m37 12m34 12m55 12m55 6 11m36 12m04 12m19 12m55

4 8 87 日向　一機(1) 甲府第一　 +1.8 0.0 +1.9 +1.9 -0.6 -0.1 +1.4 +1.9

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 × × 12m00 12m00 2 12m38 × 12m53 12m53

5 21 548 中村　隆聖(2) 富士河口湖　 +2.5 +2.5 +1.6 +0.7 +0.7

ｼﾑﾗ ﾀﾛｳ 山梨 11m15 11m95 12m01 12m01 3 12m39 12m23 × 12m39

6 16 635 志村　太郎(1) 山梨学院附属　 +0.2 +0.6 +0.9 +0.9 +1.7 +1.4 +1.7

ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 11m92 11m72 11m96 11m96 1 11m71 12m07 11m60 12m07

7 14 591 池谷　大介(1) 富士北稜　 +1.9 +0.4 +1.0 +1.0 +2.8 +1.7 -1.0 +1.7

ﾏﾂﾄﾞ ﾐﾂｵ 山梨 × 11m71 12m03 12m03 4 12m05 11m85 11m64 12m05

8 19 253 松土　光男(2) 巨摩　 +0.8 +1.8 +1.8 -0.4 +2.6 -0.6 -0.4

ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾏ 山梨 × 11m71 11m89 11m89 11m89

9 5 330 大谷　琢磨(1) 市川　 +0.3 0.0 0.0 0.0

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 × 11m80 － 11m80 11m80

10 10 602 浅利　拓(1) 駿台甲府　 0.0 0.0 0.0

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 山梨 × × 11m56 11m56 11m56

11 17 88 宮川　祐人(1) 甲府第一　 +0.8 +0.8 +0.8

ｱﾏﾉ ｶｽﾞﾔ 山梨 11m45 11m35 11m49 11m49 11m49

12 12 515 天野　和哉(1) 吉田　 +1.2 -0.5 +1.9 +1.9 +1.9

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾘ 山梨 11m45 11m01 ／ 11m45 11m45

13 3 511 小林　陸離(2) 吉田　 +2.4 +0.3 +2.4 +2.4

ｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 11m22 × × 11m22 11m22

14 2 695 尾池　真太郎(2) 日大明誠　 +1.6 +1.6 +1.6

ﾓﾁﾂﾞｷﾕｳﾏ 山梨 11m16 × 11m10 11m16 11m16

15 9 157 望月　雄馬(2) 甲府工業　 +2.0 +1.6 +2.0 +2.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 × × ×

1 876 渡邉　和貴(1) 富士北稜　 NM

ﾓﾘﾔ ｼﾞｭﾝ 山梨 × × ×

6 219 森屋　准(2) 甲府昭和　 NM

ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｽｹ 山梨 × × ×

7 454 藤原　昂亮(2) 都留　 NM

ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 山梨 × × ×

11 214 河野　広輝(2) 甲府昭和　 NM

ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 山梨 × × ×

13 538 宮下　聖矢(1) 富士河口湖　 NM

ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨 × × ×

20 127 岩下　浩章(2) 甲府南　 NM

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳ 山梨

4 593 堀内　勇生(1) 富士北稜　 DNS

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月24日 14:30 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子砲丸投(6.000kg)

大会記録(GR)            13m13     腰　　優輝(身延)                      2007
山梨県高校記録(YH)      14m29     名取　幸多(巨摩)                      2006

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨

1 18 252 須田　裕太郎(2) 巨摩　 13m58 13m41 × 13m58 8 13m91 13m95 13m61 13m95 GR

ﾉﾑﾗ　ﾕｲ 山梨

2 14 657 野村　唯(2) 山梨学院附属　 12m03 11m28 10m93 12m03 7 11m86 12m07 11m49 12m07

ﾅｶｶﾞﾐ ｹﾝﾄ 山梨

3 12 246 仲神　健斗(2) 農林　 10m52 10m18 9m66 10m52 5 11m26 × 10m98 11m26

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 山梨

4 3 245 三神　勇樹(2) 農林　 10m56 10m16 10m73 10m73 6 × 10m60 10m38 10m73

ﾖｺｳﾁ ｱｷﾋﾛ 山梨

5 13 261 横内　章裕(1) 巨摩　 10m27 10m38 10m10 10m38 4 10m52 × × 10m52

ｱｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ 山梨

6 5 847 芦川　祥崇(2) 身延　 10m26 × 9m59 10m26 3 10m06 10m01 9m52 10m26

ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨

7 10 490 柏木　英明(1) 桂　 9m03 8m78 8m94 9m03 2 8m83 8m78 9m11 9m11

ﾐﾂｲ ﾕｷｵ 山梨

8 19 49 三井　幸夫(2) 韮崎　 8m14 8m29 9m01 9m01 1 8m63 8m59 8m86 9m01

ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 山梨

9 9 108 飯島　啓之(1) 甲府西　 8m57 6m06 7m94 8m57 8m57

ｵｶﾞﾀ ﾄﾓｷ 山梨

10 7 478 尾形　知希(2) 上野原　 × 8m15 8m27 8m27 8m27

ﾅﾄﾘﾄｼﾋﾛ 山梨

11 6 159 名取　利紘(1) 甲府工業　 × 8m25 7m90 8m25 8m25

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 山梨

12 11 419 松本　輝(2) 山梨　 8m25 7m72 7m75 8m25 8m25

ｷｼ ﾀｸﾐ 山梨

13 8 416 岸　拓実(2) 山梨　 8m03 7m89 7m71 8m03 8m03

ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 山梨

14 17 803 遠山　龍矢(1) 富士北稜　 7m64 8m03 7m57 8m03 8m03

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

15 4 533 渡辺　純平(1) 富士河口湖　 7m86 7m10 6m82 7m86 7m86

ｻｻﾓﾄ ｶｽﾞﾄﾓ 山梨

16 16 215 笹本　一友(2) 甲府昭和　 7m57 7m61 7m50 7m61 7m61

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨

17 20 513 渡邉　和樹(2) 吉田　 × 7m23 7m16 7m23 7m23

ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 山梨

18 1 864 野田　義基(1) 甲府南　 6m21 6m62 6m61 6m62 6m62

ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 山梨

19 15 857 坂本　幸翼(1) 甲府南　 5m83 6m18 6m20 6m20 6m20

ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

2 271 矢崎　裕大(1) 巨摩　 DNS

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月25日 12:00 決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校男子円盤投(1.750kg)

大会記録(GR)            40m26     村田　雅也(身延)                      2009
山梨県高校記録(YH)      40m37     村田　雅也(身延)                      2

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾅｶﾔﾏ ｿｳ 山梨

1 6 631 西中山　創(1) 山梨学院附属　 × 36m10 × 36m10 8 29m16 35m95 36m60 36m60

ﾅｶｶﾞﾐ ｹﾝﾄ 山梨

2 12 246 仲神　健斗(2) 農林　 29m92 × 30m53 30m53 6 34m13 × × 34m13

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨

3 3 80 森本　涼(2) 甲府第一　 31m26 × 27m02 31m26 7 30m99 × 31m06 31m26

ﾖｺｳﾁ ｱｷﾋﾛ 山梨

4 14 261 横内　章裕(1) 巨摩　 29m08 26m77 × 29m08 4 29m59 × × 29m59

ﾌﾙﾔ ﾁｶﾗ 山梨

5 1 489 古屋　力(1) 桂　 27m75 29m55 27m47 29m55 5 26m62 28m73 28m82 29m55

ｻﾉ ｼｮｳﾀ 山梨

6 5 846 佐野　昇太(2) 身延　 25m65 28m67 × 28m67 2 27m32 29m31 × 29m31

ﾌﾙｶﾜｼｭｳﾍｲ 山梨

7 18 158 古川　周平(2) 甲府工業　 × 23m19 29m02 29m02 3 × × × 29m02

ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨

8 11 490 柏木　英明(1) 桂　 23m73 25m66 × 25m66 1 × 23m19 24m78 25m66

ﾐﾂｲ ﾕｷｵ 山梨

9 20 49 三井　幸夫(2) 韮崎　 23m06 24m79 23m22 24m79 24m79

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 山梨

10 9 419 松本　輝(2) 山梨　 21m00 22m99 24m35 24m35 24m35

ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

11 4 271 矢崎　裕大(1) 巨摩　 × 21m09 23m07 23m07 23m07

ﾅﾄﾘﾄｼﾋﾛ 山梨

12 7 159 名取　利紘(1) 甲府工業　 22m07 × 22m99 22m99 22m99

ｺｳﾉ ﾔﾏﾄ 山梨

13 16 508 河野　倭(2) 桂　 22m46 22m66 15m22 22m66 22m66

ｵｶﾞﾀ ﾄﾓｷ 山梨

14 8 478 尾形　知希(2) 上野原　 × × 21m72 21m72 21m72

ｻｻﾓﾄ ｶｽﾞﾄﾓ 山梨

15 17 215 笹本　一友(2) 甲府昭和　 × 19m78 21m05 21m05 21m05

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳ 山梨

16 13 361 市川　翔(1) 身延　 20m27 × × 20m27 20m27

ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 山梨

17 10 108 飯島　啓之(1) 甲府西　 18m16 17m24 16m55 18m16 18m16

ｵﾏﾀ ﾊﾙｶ 山梨

18 15 566 小俣　悠(2) 大月　 14m33 15m69 16m29 16m29 16m29

ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 山梨

19 2 520 堀内　大治郎(1) 吉田　 × × 14m62 14m62 14m62

ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨

19 252 須田　裕太郎(2) 巨摩　 × × × NM

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月24日 14:00 決勝

凡例  NM:記録なし



高校男子ハンマー投(6.000kg)

大会記録(GR)            53m84     高橋　大地(身延)                      2006
山梨県高校記録(YH)      63m29     高橋　大地(身延)                      2

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 山梨

1 7 245 三神　勇樹(2) 農林　 33m13 × 40m88 40m88 8 35m96 × × 40m88

ｱｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ 山梨

2 6 847 芦川　祥崇(2) 身延　 37m10 40m17 × 40m17 7 39m36 37m70 38m44 40m17

ﾉﾑﾗ　ﾕｲ 山梨

3 8 657 野村　唯(2) 山梨学院附属　 36m98 33m28 38m84 38m84 6 36m48 37m24 × 38m84

ｷｼ ﾀｸﾐ 山梨

4 9 416 岸　拓実(2) 山梨　 35m24 × 34m62 35m24 5 × 37m41 35m06 37m41

ﾆｼﾅｶﾔﾏ ｿｳ 山梨

5 4 631 西中山　創(1) 山梨学院附属　 × 33m18 × 33m18 3 33m52 34m42 34m92 34m92

ﾐﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨

6 3 81 三村　治己(2) 甲府第一　 34m07 31m12 30m51 34m07 4 30m55 31m29 × 34m07

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨

7 10 80 森本　涼(2) 甲府第一　 32m61 31m47 30m68 32m61 2 31m30 29m80 29m39 32m61

ﾌﾙｶﾜｼｭｳﾍｲ 山梨

8 5 158 古川　周平(2) 甲府工業　 × 27m04 28m12 28m12 1 27m50 29m48 × 29m48

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳ 山梨

1 361 市川　翔(1) 身延　 × × × NM

ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 山梨

2 803 遠山　龍矢(1) 富士北稜　 DNS

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月25日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子やり投(800g)

大会記録(GR)            63m10     中村　英詞(都留)                      1988
山梨県高校記録(YH)      64m74     中村　英詞(都留)                      1990

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ｼｮｳﾀ 山梨

1 23 846 佐野　昇太(2) 身延　 50m37 47m56 × 50m37 8 49m90 50m54 × 50m54

ｱｲｻﾞﾜ ｳｺﾝ 山梨

2 15 621 相澤  右近(2) 駿台甲府　 46m54 43m76 43m78 46m54 7 39m81 × 43m75 46m54

ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨

3 9 220 小野　拓朗(2) 甲府昭和　 42m00 33m69 41m95 42m00 4 38m58 44m58 41m37 44m58

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 山梨

4 21 450 石原　宙(2) 都留　 43m26 44m41 39m70 44m41 6 42m44 44m51 43m10 44m51

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 山梨

5 25 216 小泉　勇介(2) 甲府昭和　 × 33m76 44m10 44m10 5 × × 37m31 44m10

ｺｳﾉ ﾔﾏﾄ 山梨

6 20 508 河野　倭(2) 桂　 40m92 38m29 39m34 40m92 3 42m25 43m05 41m84 43m05

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山梨

7 14 128 土橋　陽一朗(2) 甲府南　 40m73 39m00 37m10 40m73 2 41m70 40m99 41m48 41m70

ﾌﾙﾔ ﾁｶﾗ 山梨

8 8 489 古屋　力(1) 桂　 39m55 34m17 33m98 39m55 1 32m56 33m43 40m63 40m63

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

9 17 533 渡辺　純平(1) 富士河口湖　 × 35m77 39m49 39m49 39m49

ｵﾏﾀ ﾊﾙｶ 山梨

10 6 566 小俣　悠(2) 大月　 39m30 × 37m26 39m30 39m30

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨

11 1 513 渡邉　和樹(2) 吉田　 35m43 35m12 37m25 37m25 37m25

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 山梨

12 22 861 小林　秀(1) 甲府南　 29m78 37m10 33m38 37m10 37m10

ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨

13 12 694 青木　一真(2) 日大明誠　 × 30m73 35m76 35m76 35m76

ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨

14 5 205 土谷　友亮(1) 甲府昭和　 × 33m79 34m12 34m12 34m12

ｺﾔﾏ　ﾏｻﾉﾘ 山梨

15 13 665 小山　昌訓(1) 東海大甲府　 33m37 33m90 28m56 33m90 33m90

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 山梨

16 4 270 溝口　岳(1) 巨摩　 × 33m83 30m99 33m83 33m83

ﾊﾀﾅｶ ｼｭﾝ 山梨

17 16 871 畠中　　俊(1) 山梨学院附属　 × 27m43 32m67 32m67 32m67

ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 山梨

18 3 857 坂本　幸翼(1) 甲府南　 × × 31m03 31m03 31m03

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨

19 10 453 今泉　大地(1) 都留　 × × 30m52 30m52 30m52

ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 山梨

20 11 269 須賀　健太(1) 巨摩　 × 30m47 29m40 30m47 30m47

ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 山梨

21 19 810 伊藤　拓哉(2) 巨摩　 × 29m04 28m26 29m04 29m04

ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｷ 山梨

22 18 868 杉山　照騎(1) 身延　 28m04 28m78 24m00 28m78 28m78

ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 山梨

23 7 520 堀内　大治郎(1) 吉田　 × 19m96 19m12 19m96 19m96

ﾐｷ　ﾜﾀﾙ 山梨

24 669 三木　航(2) 東海大甲府　 × × × NM

ﾔﾏﾀﾞ　ｺｳｽｹ 山梨

2 662 山田　候輔(1) 東海大甲府　 DNS

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月25日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校女子100m

大会記録(GR)            12.14     松野　佳奈(甲府商業)                  2008

山梨県高校記録(YH)      12.11     松野　佳奈(甲府商業)                  2008

予選 6組2着＋4

1組 風:-1.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 412 寺本　有那(1) ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 駿台甲府　 13.55 Q
2 5 273 蔦木　望都(2) ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨 桂　 13.78 Q
3 6 65 川崎　七海(1) ｶﾜｻｷ ﾅﾅﾐ 山梨 甲府西　 14.58
4 7 306 宮下　千秋(2) ﾐﾔｼﾀ ﾁｱｷ 山梨 吉田　 15.67

2 45 遠藤　紗希(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ 山梨 甲府第一　 DNS
3 492 櫻井　愛弓(1) ｻｸﾗｲ ｱﾐ 山梨 甲府南　 DNS
8 364 日向　由季(1) ﾋﾅﾀ ﾕｷ 山梨 大月　 DNS

2組 風:-1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 154 井上　愛梨(2) ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 巨摩　 13.32 Q
2 6 71 橋本　葵(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 甲府南　 13.80 Q
3 5 516 秋山　琴美(2) ｱｷﾔﾏ ｺﾄﾐ 山梨 笛吹　 14.21
4 7 26 保延　真実(1) ﾎﾉﾍﾞ ﾏﾐ 山梨 韮崎　 14.80
5 8 555 風間　加菜(1) ｶｻﾞﾏ ｶﾅ 山梨 甲府昭和　 15.00
6 3 166 松永　夏穂(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾎ 山梨 増穂商業　 15.38
7 2 307 宮下　優那(2) ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾅ 山梨 吉田　 15.85

3組 風:-0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 153 甘利　渚(2) ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 巨摩　 13.06 Q
2 6 299 都倉　瑞生(2) ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 桂　 13.69 Q
3 8 362 石井　えみ(2) ｲｼｲ ｴﾐ 山梨 大月　 14.10 q
4 7 458 阿部　美佑(1) ｱﾍﾞ ﾐﾕｳ 山梨 日大明誠　 14.68
5 1 248 井上　愛子(1) ｲﾉｳｴ ｱｲｺ 山梨 都留　 15.09
6 2 28 柴崎　佑季(1) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳｷ 山梨 韮崎　 15.69

4 202 切金　由佳(1) ｷﾘｶﾈ ﾕｶ 山梨 身延　 DNS
5 331 保坂　史絵(1) ﾎｻｶ ﾌﾐｴ 山梨 富士河口湖　 DNS

4組 風:-0.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 534 小柳　里織(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨 都留　 13.66 Q
2 5 408 三枝  阿弥(2) ｻｴｸﾞｻ ｱﾐ 山梨 駿台甲府　 13.79 Q
3 4 110 世古口　聖花(1) ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 甲府昭和　 13.94 q
4 8 83 大村　優奈(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 山梨 甲府東　 14.07 q
5 6 241 岩下　真子(2) ｲﾜｼﾀ ﾏｺ 山梨 塩山　 14.65
6 7 303 白井　香穂(2) ｼﾗｲ ｶﾎ 山梨 吉田　 15.05
7 1 471 杉本　富美乃(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾉ 山梨 富士学苑　 15.19
8 2 346 上田　芽生(1) ｳｴﾀﾞ ﾒｲ 山梨 甲府商業　 16.47

5組 風:-0.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 278 大神田　南海(1) ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 桂　 13.05 Q
2 3 64 川崎　渚(1) ｶﾜｻｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 甲府西　 14.82 Q
2 6 332 三浦　希美(1) ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨 富士河口湖　 14.82 Q
4 2 382 真田　華茄(1) ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨 富士北稜　 15.53
5 7 355 雪　智江(2) ｽｽｷﾞ ﾄﾓｴ 山梨 甲府商業　 15.68
6 8 243 廣瀬　彩(1) ﾋﾛｾ ｱﾔ 山梨 塩山　 16.00

4 201 小笠原　彩乃(1) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ 山梨 身延　 DNS

9月24日 14:45 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 12:00 予選

9月24日 13:35 準決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子100m

大会記録(GR)            12.14     松野　佳奈(甲府商業)                  2008

山梨県高校記録(YH)      12.11     松野　佳奈(甲府商業)                  2008

9月24日 14:45 決勝

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 12:00 予選

9月24日 13:35 準決勝

6組 風:-1.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 127 勝俣　有理(2) ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 巨摩　 13.05 Q
2 4 69 竹田　有里(2) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨 甲府南　 14.31 Q
3 5 481 小丹　桜子(2) ｺﾀﾝ ｻｸﾗｺ 山梨 韮崎　 14.96
4 2 347 水上　香七(1) ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾉ 山梨 甲府商業　 17.92

8 44 加賀美　蘭(1) ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ 山梨 甲府第一　 DNS
6 221 植松　蘭(2) ｳｴﾏﾂ ﾗﾝ 山梨 日川　 DNS
7 109 米長　輝(1) ﾖﾈﾅｶﾞ ﾋｶﾘ 山梨 甲府昭和　 DNS

準決勝 2組3着＋2

1組 風:-1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 412 寺本　有那(1) ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 駿台甲府　 13.02 Q
2 4 127 勝俣　有理(2) ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 巨摩　 13.03 Q
3 6 153 甘利　渚(2) ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 巨摩　 13.24 Q
4 3 299 都倉　瑞生(2) ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 桂　 13.92 q
5 1 83 大村　優奈(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 山梨 甲府東　 14.07
6 2 110 世古口　聖花(1) ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 甲府昭和　 14.25
7 7 362 石井　えみ(2) ｲｼｲ ｴﾐ 山梨 大月　 14.36
8 8 69 竹田　有里(2) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨 甲府南　 14.49

2組 風:-1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 278 大神田　南海(1) ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 桂　 13.14 Q
2 3 154 井上　愛梨(2) ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 巨摩　 13.16 Q
3 2 71 橋本　葵(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 甲府南　 13.73 Q
4 5 534 小柳　里織(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨 都留　 13.93 q
5 8 408 三枝  阿弥(2) ｻｴｸﾞｻ ｱﾐ 山梨 駿台甲府　 14.00
6 6 273 蔦木　望都(2) ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨 桂　 14.02
7 1 332 三浦　希美(1) ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨 富士河口湖　 14.77

7 64 川崎　渚(1) ｶﾜｻｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 甲府西　 DNS

決勝 

風:-0.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 412 寺本　有那(1) ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 駿台甲府　 12.74
2 4 278 大神田　南海(1) ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 桂　 12.77
3 3 127 勝俣　有理(2) ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 巨摩　 12.82
4 8 153 甘利　渚(2) ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 巨摩　 12.97
5 6 154 井上　愛梨(2) ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 巨摩　 13.14
6 7 71 橋本　葵(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 甲府南　 13.52
7 2 534 小柳　里織(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨 都留　 13.60
8 1 299 都倉　瑞生(2) ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 桂　 13.94

凡例  DNS:欠場



高校女子200m

大会記録(GR)            24.82     松野　佳奈(甲府商業)                  2008

山梨県高校記録(YH)      24.82     松野　佳奈(甲府商業)                  2008

予選 4組1着＋4

1組 風:+0.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 127 勝俣　有理(2) ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 巨摩　 26.76 Q

2 3 506 矢﨑　はるか(2) ﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 山梨英和　 27.52 q

3 6 470 宮下　ゆい(2) ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 富士学苑　 28.26 q

4 4 250 伊藤　梨奈(2) ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 都留　 29.22

5 1 85 河合　希(1) ｶﾜｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨 甲府東　 29.89

6 8 458 阿部　美佑(1) ｱﾍﾞ ﾐﾕｳ 山梨 日大明誠　 30.57

7 7 306 宮下　千秋(2) ﾐﾔｼﾀ ﾁｱｷ 山梨 吉田　 31.98

2 4 宮坂　莉緒(2) ﾐﾔｻｶ ﾘｵ 山梨 北杜　 DNS

2組 風:-2.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 279 柏木　真央(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 桂　 26.93 Q

2 4 153 甘利　渚(2) ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 巨摩　 27.62 q

3 7 413 小川  詩織(1) ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 駿台甲府　 28.58

4 1 259 井上　和(2) ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨 都留　 29.41

5 6 212 芹澤　悠(2) ｾﾘｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨 日川　 29.44

6 2 69 竹田　有里(2) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨 甲府南　 30.01

7 8 471 杉本　富美乃(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾉ 山梨 富士学苑　 33.02

5 342 外川　仁美(2) ﾄｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 山梨 富士河口湖　 DNS

3組 風:-0.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 154 井上　愛梨(2) ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 巨摩　 27.18 Q

2 6 410 中根  舞(2) ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 駿台甲府　 27.20 q

3 7 301 大森　美咲(2) ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 山梨 吉田　 28.52

4 5 534 小柳　里織(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨 都留　 29.14

5 2 83 大村　優奈(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 山梨 甲府東　 29.28

6 4 553 志村　茉優(1) ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨 甲府昭和　 29.87

7 8 283 坂本　明里(1) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ 山梨 桂　 30.72

1 331 保坂　史絵(1) ﾎｻｶ ﾌﾐｴ 山梨 富士河口湖　 DNS

4組 風:-0.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 412 寺本　有那(1) ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 駿台甲府　 27.56 Q

2 6 299 都倉　瑞生(2) ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 桂　 28.48

3 7 71 橋本　葵(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 甲府南　 28.81

4 3 1 浅川　美奈(2) ｱｻｶﾜ ﾐﾅ 山梨 北杜　 30.95

5 8 332 三浦　希美(1) ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨 富士河口湖　 31.03

2 312 川村　友里子(1) ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘｺ 山梨 吉田　 DNS

5 110 世古口　聖花(1) ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 甲府昭和　 DNS

決勝 
風:-0.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 279 柏木　真央(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 桂　 26.29

2 3 412 寺本　有那(1) ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 駿台甲府　 26.41

3 4 127 勝俣　有理(2) ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 巨摩　 26.59

4 6 154 井上　愛梨(2) ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 巨摩　 26.91

5 7 410 中根  舞(2) ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 駿台甲府　 27.01

6 2 153 甘利　渚(2) ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 巨摩　 27.18

7 8 506 矢﨑　はるか(2) ﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 山梨英和　 27.38

8 1 470 宮下　ゆい(2) ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 富士学苑　 28.01

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 12:15 予選

9月25日 14:20 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子400m

大会記録(GR)            57.21     山口　初乃香(駿台甲府)                2009

山梨県高校記録(YH)      56.22     山口　初乃香(駿台甲府)                2010

予選 4組1着＋4

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 301 大森　美咲(2) ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 山梨 吉田　 1:03.78 Q
2 2 535 山口　真利(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘ 山梨 都留　 1:05.20 q
3 5 134 横山　啓(2) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛ 山梨 巨摩　 1:06.31
4 1 422 功刀　可愛(1) ｸﾇｷﾞ ｶｱｲ 山梨 山梨学院附属　 1:07.49
5 6 271 竹田　翔子(2) ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺ 山梨 桂　 1:07.52
6 3 1 浅川　美奈(2) ｱｻｶﾜ ﾐﾅ 山梨 北杜　 1:09.34
7 7 351 鷹野　しえる(1) ﾀｶﾉ ｼｴﾙ 山梨 甲府商業　 1:25.06

8 365 上條　莉央子(1) ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵｺ 山梨 大月　 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 304 白井　典子(2) ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨 吉田　 1:03.97 Q
2 4 296 小山　沙緒理(2) ｺﾔﾏ ｼｵﾘ 山梨 桂　 1:06.09
3 5 519 山田　璃奈(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 笛吹　 1:06.40
4 6 212 芹澤　悠(2) ｾﾘｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨 日川　 1:07.19
5 2 414 清水  彩也子(1) ｼﾐｽﾞ ｻﾔｺ 山梨 駿台甲府　 1:07.60
6 1 133 村松　安綺奈(2) ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾅ 山梨 巨摩　 1:08.83
7 7 85 河合　希(1) ｶﾜｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨 甲府東　 1:09.19
8 8 6 宮澤　美咲(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨 北杜　 1:17.03

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 410 中根  舞(2) ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 駿台甲府　 1:03.19 Q
2 7 420 田村　優実(1) ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 山梨 山梨学院附属　 1:04.31 q
3 3 152 秋山　来恵(2) ｱｷﾔﾏ ｷｴ 山梨 巨摩　 1:06.24
4 5 250 伊藤　梨奈(2) ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 都留　 1:06.94
5 6 211 梶原　遥(2) ｶｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 山梨 日川　 1:09.70
6 8 381 澤村　彩夏(1) ｻﾜﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨 富士北稜　 1:11.14
7 1 350 渡辺　千智(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ 山梨 甲府商業　 1:12.17

2 312 川村　友里子(1) ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘｺ 山梨 吉田　 DNS

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 506 矢﨑　はるか(2) ﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 山梨英和　 1:01.12 Q
2 2 413 小川  詩織(1) ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 駿台甲府　 1:04.80 q
3 6 470 宮下　ゆい(2) ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 富士学苑　 1:05.25 q
4 4 259 井上　和(2) ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨 都留　 1:06.20
5 7 43 保坂　花蓮(2) ﾎｻｶ ｶﾚﾝ 山梨 甲府第一　 1:06.45
6 8 342 外川　仁美(2) ﾄｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 山梨 富士河口湖　 1:08.49
7 5 4 宮坂　莉緒(2) ﾐﾔｻｶ ﾘｵ 山梨 北杜　 1:17.02

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 506 矢﨑　はるか(2) ﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 山梨英和　 59.44
2 3 410 中根  舞(2) ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 駿台甲府　 1:01.38
3 7 420 田村　優実(1) ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 山梨 山梨学院附属　 1:03.47
4 6 304 白井　典子(2) ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨 吉田　 1:03.55
5 2 470 宮下　ゆい(2) ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 富士学苑　 1:04.53
6 4 301 大森　美咲(2) ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 山梨 吉田　 1:05.07
7 8 413 小川  詩織(1) ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 駿台甲府　 1:06.06
8 1 535 山口　真利(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘ 山梨 都留　 1:06.41

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 11:15 予選

9月24日 15:00 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子800m

大会記録(GR)            2:19.68   小俣　后令(大月)                      2004

山梨県高校記録(YH)      2:11.59   有泉　千佳(韮崎)                      2007

予選 3組1着＋5

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 535 山口　真利(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘ 山梨 都留　 2:29.05 Q
2 9 276 内野　加那(1) ｳﾁﾉ ｶﾅ 山梨 桂　 2:34.71 q
3 1 43 保坂　花蓮(2) ﾎｻｶ ｶﾚﾝ 山梨 甲府第一　 2:36.41 q
4 8 134 横山　啓(2) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛ 山梨 巨摩　 2:37.15
5 12 111 雨宮　弥沙(1) ｱﾒﾐﾔ　ﾐｻ 山梨 農林　 2:37.76
6 2 328 鳴海　カンナ(1) ﾅﾙﾐ ｶﾝﾅ 山梨 富士河口湖　 2:40.84
7 7 18 榊原　菜々(2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾅ 山梨 韮崎　 2:44.87
8 10 321 渡邉　稚佳子(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶｺ 山梨 吉田　 2:47.34
9 4 6 宮澤　美咲(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨 北杜　 2:49.35

10 6 187 望月　渚(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 身延　 2:50.56
11 3 167 吉澤　早央里(2) ﾖｼｻﾞﾜ ｻｵﾘ 山梨 増穂商業　 2:55.34
12 11 262 水越　未咲(1) ﾐｽﾞｺｼ ﾐｻｷ 山梨 上野原　 2:55.95

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 8 274 増田　優季(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 桂　 2:35.82 Q
2 6 220 後藤　真茄未(2) ｺﾞﾄｳ ﾏﾅﾐ 山梨 日川　 2:36.98
3 10 112 斉藤　千咲(1) ｻｲﾄｳ ﾁｻｷ 山梨 農林　 2:39.31
4 5 309 小林　莉緒(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 山梨 吉田　 2:44.14
5 4 556 萩谷　千央(2) ﾊｷﾞﾔ ﾁﾋﾛ 山梨 甲府工業　 2:45.21
6 9 2 三浦　遥(2) ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 山梨 北杜　 2:47.87
7 1 365 上條　莉央子(1) ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵｺ 山梨 大月　 2:50.81
8 2 448 大沼　南風(1) ｵｵﾇﾏ ﾅｵ 山梨 日本航空　 2:55.68
9 11 188 望月　晴香(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 身延　 3:04.23

3 381 澤村　彩夏(1) ｻﾜﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨 富士北稜　 DNS
7 16 石井　知佳(2) ｲｼｲ ﾁｶ 山梨 韮崎　 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 295 奥脇　莉子(2) ｵｸﾜｷ ﾘｺ 山梨 桂　 2:31.24 Q
2 6 117 鳩山　真奈美(2) ﾊﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨 農林　 2:34.02 q
3 3 519 山田　璃奈(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 笛吹　 2:35.28 q
4 5 224 山本　明菜(1) ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾅ 山梨 日川　 2:35.57 q
5 8 136 早川　実沙(1) ﾊﾔｶﾜ ﾐｻ 山梨 巨摩　 2:42.11
6 1 9 染谷　菜穂(1) ｿﾒﾔ　ﾅﾎ 山梨 北杜　 2:48.02
7 9 414 清水  彩也子(1) ｼﾐｽﾞ ｻﾔｺ 山梨 駿台甲府　 2:48.13
8 2 335 奥脇　亜耶(1) ｵｸﾜｷ ｱﾔ 山梨 富士河口湖　 2:49.32
9 10 305 杉本　亜李砂(2) ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾘｻ 山梨 吉田　 2:52.04

10 11 472 小崎　美保(1) ｺｻﾞｷ ﾐﾎ 山梨 富士学苑　 2:53.26
11 12 190 山田　冬美(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕﾐ 山梨 身延　 2:54.70
12 4 456 大野　未来(2) ｵｵﾉ ﾐｸ 山梨 日大明誠　 2:54.77

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 295 奥脇　莉子(2) ｵｸﾜｷ ﾘｺ 山梨 桂　 2:25.96

2 4 535 山口　真利(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘ 山梨 都留　 2:26.69

3 3 274 増田　優季(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 桂　 2:32.10

4 6 117 鳩山　真奈美(2) ﾊﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨 農林　 2:32.89

5 1 43 保坂　花蓮(2) ﾎｻｶ ｶﾚﾝ 山梨 甲府第一　 2:33.50

6 8 276 内野　加那(1) ｳﾁﾉ ｶﾅ 山梨 桂　 2:33.98

7 2 224 山本　明菜(1) ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾅ 山梨 日川　 2:35.14

8 7 519 山田　璃奈(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 笛吹　 2:38.70

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 11:00 予選

9月25日 14:35 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子1500m

大会記録(GR)            4:19.45   ｵﾊﾞﾚﾄﾞﾘｶ(山梨学院)                    2006

山梨県高校記録(YH)      4:20.28   飯野　摩耶(韮崎)                      2005

予選 2組5着＋2

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 9 25 半田　笑花(1) ﾊﾝﾀﾞ ｴﾐｶ 山梨 韮崎　 5:11.63 Q

2 3 113 長田　智保(1) ｵｻﾀﾞ ﾁﾎ 山梨 農林　 5:16.64 Q

3 5 276 内野　加那(1) ｳﾁﾉ ｶﾅ 山梨 桂　 5:17.22 Q

4 6 119 天神　留菜(1) ﾃﾝｼﾞﾝ ﾙﾅ 山梨 農林　 5:17.22 Q

5 10 130 仲亀　未季(2) ﾅｶｶﾞﾒ ﾐｷ 山梨 巨摩　 5:20.11 Q

6 1 309 小林　莉緒(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 山梨 吉田　 5:27.73 q

7 14 9 染谷　菜穂(1) ｿﾒﾔ　ﾅﾎ 山梨 北杜　 5:41.13

8 4 2 三浦　遥(2) ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 山梨 北杜　 5:45.12

9 13 472 小崎　美保(1) ｺｻﾞｷ ﾐﾎ 山梨 富士学苑　 5:45.82

10 7 242 滝嶌　実奈(1) ﾀｷｼﾏ ﾐﾅ 山梨 塩山　 5:47.09

11 12 518 土橋　結衣(2) ﾂﾁﾊｼ ﾕｲ 山梨 笛吹　 5:56.55

12 8 457 舘野　冴梨(2) ﾀﾃﾉ ｻﾕﾘ 山梨 日大明誠　 6:05.91

2 329 荻窪　亜衣李(1) ｵｷﾞｸﾎﾞ ｱｲﾘ 山梨 富士河口湖　 DNS

11 61 山田　千嘉(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 山梨 甲府西　 DNS

2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 8 118 雨宮　凪咲(1) ｱﾒﾐﾔ　ﾅｷﾞｻ 山梨 農林　 5:16.52 Q

2 4 27 山田　侑佳(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 山梨 韮崎　 5:16.58 Q

3 9 18 榊原　菜々(2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾅ 山梨 韮崎　 5:17.54 Q

4 3 220 後藤　真茄未(2) ｺﾞﾄｳ ﾏﾅﾐ 山梨 日川　 5:18.29 Q

5 6 128 齊藤　瑞季(2) ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨 巨摩　 5:21.33 Q

6 14 300 森　　歩(2) ﾓﾘ ｱﾕﾐ 山梨 桂　 5:29.81 q

7 5 556 萩谷　千央(2) ﾊｷﾞﾔ ﾁﾋﾛ 山梨 甲府工業　 5:34.47

8 7 277 山口　知美(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山梨 桂　 5:35.13

9 1 328 鳴海　カンナ(1) ﾅﾙﾐ ｶﾝﾅ 山梨 富士河口湖　 5:35.98

10 10 5 清水　望(2) ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨 北杜　 5:47.89

11 2 305 杉本　亜李砂(2) ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾘｻ 山梨 吉田　 5:52.03

12 11 335 奥脇　亜耶(1) ｵｸﾜｷ ｱﾔ 山梨 富士河口湖　 5:56.72

13 12 456 大野　未来(2) ｵｵﾉ ﾐｸ 山梨 日大明誠　 5:58.98

13 378 瀬戸　のはら(2) ｾﾄ ﾉﾊﾗ 山梨 甲陵　 DNS

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 25 半田　笑花(1) ﾊﾝﾀﾞ ｴﾐｶ 山梨 韮崎　 4:55.48

2 1 113 長田　智保(1) ｵｻﾀﾞ ﾁﾎ 山梨 農林　 4:58.71

3 8 27 山田　侑佳(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 山梨 韮崎　 5:02.47

4 10 119 天神　留菜(1) ﾃﾝｼﾞﾝ ﾙﾅ 山梨 農林　 5:07.61

5 3 276 内野　加那(1) ｳﾁﾉ ｶﾅ 山梨 桂　 5:09.98

6 5 118 雨宮　凪咲(1) ｱﾒﾐﾔ　ﾅｷﾞｻ 山梨 農林　 5:11.59

7 2 220 後藤　真茄未(2) ｺﾞﾄｳ ﾏﾅﾐ 山梨 日川　 5:15.14

8 9 130 仲亀　未季(2) ﾅｶｶﾞﾒ ﾐｷ 山梨 巨摩　 5:18.91

9 6 128 齊藤　瑞季(2) ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨 巨摩　 5:25.54

10 12 18 榊原　菜々(2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾅ 山梨 韮崎　 5:27.92

11 11 309 小林　莉緒(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 山梨 吉田　 5:28.70

7 300 森　　歩(2) ﾓﾘ ｱﾕﾐ 山梨 桂　 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 10:25 予選

9月24日 15:20 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子3000m

大会記録(GR)            9:12.83   ｵﾊﾞﾚﾄﾞﾘｶ(山梨学院)                    2006
山梨県高校記録(YH)      9:14.91   飯野　摩耶(韮崎)                    

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 25 半田　笑花(1) ﾊﾝﾀﾞ ｴﾐｶ 山梨 韮崎　 10:27.98

2 9 113 長田　智保(1) ｵｻﾀﾞ ﾁﾎ 山梨 農林　 10:34.56

3 11 119 天神　留菜(1) ﾃﾝｼﾞﾝ ﾙﾅ 山梨 農林　 10:44.14

4 7 295 奥脇　莉子(2) ｵｸﾜｷ ﾘｺ 山梨 桂　 11:06.46

5 15 274 増田　優季(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 桂　 11:07.40

6 5 118 雨宮　凪咲(1) ｱﾒﾐﾔ　ﾅｷﾞｻ 山梨 農林　 11:07.74

7 6 130 仲亀　未季(2) ﾅｶｶﾞﾒ ﾐｷ 山梨 巨摩　 11:10.50

8 14 27 山田　侑佳(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 山梨 韮崎　 11:17.02

9 12 128 齊藤　瑞季(2) ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨 巨摩　 11:43.49

10 2 329 荻窪　亜衣李(1) ｵｷﾞｸﾎﾞ ｱｲﾘ 山梨 富士河口湖　 11:57.95

11 3 5 清水　望(2) ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨 北杜　 11:59.56

12 13 3 福田　理恵(2) ﾌｸﾀﾞ ﾘｴ 山梨 北杜　 12:14.30

13 10 8 堤　理沙(1) ﾂﾂﾐ ﾘｻ 山梨 北杜　 12:43.62

1 21 内藤　夏希(2) ﾅｲﾄｳ ﾅﾂｷ 山梨 韮崎　 DNS

8 457 舘野　冴梨(2) ﾀﾃﾉ ｻﾕﾘ 山梨 日大明誠　 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 13:35 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.840m)

大会記録(GR)            14.96     塚越　　彩(駿台甲府)                  2010

山梨県高校記録(YH)      14.34     塚越　　彩(駿台甲府)                  2011

予選 4組1着＋4

1組 風:-1.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 411 北村  春菜(2) ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 駿台甲府　 16.65 Q

2 5 107 宮下　若奈(2) ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨 甲府昭和　 17.04 q

3 6 137 深沢　果夏(1) ﾌｶｻﾜ ｶﾅ 山梨 巨摩　 17.47 q

4 2 334 坂本　あかね(1) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ 山梨 富士河口湖　 19.07

5 4 283 坂本　明里(1) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ 山梨 桂　 24.25

7 67 西海　美憂(2) ﾆｼｶﾞｲ ﾐﾕ 山梨 甲府南　 DNS

2組 風:-0.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 278 大神田　南海(1) ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 桂　 16.24 Q

2 3 533 藏重　泉美(1) ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 都留　 16.88 q

3 6 481 小丹　桜子(2) ｺﾀﾝ ｻｸﾗｺ 山梨 韮崎　 17.61

4 2 330 桒原　莉奈(1) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾅ 山梨 富士河口湖　 18.53

5 4 239 古屋　理絵(2) ﾌﾙﾔ ﾘｴ 山梨 塩山　 19.46

7 109 米長　輝(1) ﾖﾈﾅｶﾞ ﾋｶﾘ 山梨 甲府昭和　 DNS

3組 風:-1.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 138 村上　史奈(1) ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 巨摩　 16.27 Q

2 6 70 大澤　いくみ(1) ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨 甲府南　 17.65

3 5 337 小林　未加子(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨 富士河口湖　 18.10

4 4 272 小澤　文彩(2) ｵｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 桂　 18.66

5 2 84 二子石　香菜(2) ﾌﾀｺｲｼ ｶﾅ 山梨 甲府東　 19.98

6 7 383 渡邉　梨乃(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾉ 山梨 富士北稜　 21.57

4組 風:-0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 126 内田　莉奈(2) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 巨摩　 15.42 Q

2 4 66 小保内　真知(2) ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 甲府南　 16.40 q

3 5 554 内藤　真実(1) ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨 甲府昭和　 17.99

4 7 532 山口　ほのか(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 山梨 都留　 19.20

5 3 193 小澤　真里奈(1) ｵｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 山梨 身延　 19.50

6 2 82 石原　唯(2) ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 山梨 甲府東　 19.88

7 8 310 渡邉　あいり(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨 吉田　 20.75

決勝 

風:-1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 126 内田　莉奈(2) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 巨摩　 14.96 GR

2 6 138 村上　史奈(1) ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 巨摩　 16.12

3 8 66 小保内　真知(2) ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 甲府南　 16.34

4 3 411 北村  春菜(2) ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 駿台甲府　 16.46

5 2 107 宮下　若奈(2) ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨 甲府昭和　 16.76

6 5 278 大神田　南海(1) ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 桂　 16.80

7 1 137 深沢　果夏(1) ﾌｶｻﾜ ｶﾅ 山梨 巨摩　 16.84

8 7 533 藏重　泉美(1) ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 都留　 17.56

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 12:50 予選

9月24日 14:25 決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校女子400mH(0.762m)

大会記録(GR)            1:01.57   勝俣　那々(駿台甲府)                  2010

山梨県高校記録(YH)      1:00.35   上田　千暁(駿台甲府)                  2005

予選 3組1着＋5

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 411 北村  春菜(2) ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 駿台甲府　 1:09.08 Q

2 8 533 藏重　泉美(1) ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 都留　 1:09.98 q

3 1 138 村上　史奈(1) ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 巨摩　 1:13.70 q

4 7 107 宮下　若奈(2) ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨 甲府昭和　 1:15.88

5 6 70 大澤　いくみ(1) ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨 甲府南　 1:18.22

6 2 334 坂本　あかね(1) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ 山梨 富士河口湖　 1:20.24

7 3 272 小澤　文彩(2) ｵｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 桂　 1:23.68

4 186 佐藤　百華(2) ｻﾄｳ ﾕｶ 山梨 身延　 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 66 小保内　真知(2) ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 甲府南　 1:11.86 Q

2 1 298 衣川　柚花(2) ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｶ 山梨 桂　 1:12.36 q

3 2 137 深沢　果夏(1) ﾌｶｻﾜ ｶﾅ 山梨 巨摩　 1:13.43 q

4 6 211 梶原　遥(2) ｶｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 山梨 日川　 1:13.89

5 3 193 小澤　真里奈(1) ｵｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 山梨 身延　 1:20.73

6 5 532 山口　ほのか(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 山梨 都留　 1:22.76

7 8 330 桒原　莉奈(1) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾅ 山梨 富士河口湖　 1:30.27

7 61 山田　千嘉(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 山梨 甲府西　 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 126 内田　莉奈(2) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 巨摩　 1:04.56 Q

2 7 304 白井　典子(2) ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨 吉田　 1:12.20 q

3 3 271 竹田　翔子(2) ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺ 山梨 桂　 1:14.30

4 4 260 小俣　友梨恵(2) ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨 都留　 1:16.60

5 8 554 内藤　真実(1) ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨 甲府昭和　 1:21.19

1 420 田村　優実(1) ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 山梨 山梨学院附属　 DSQ,*T8

2 67 西海　美憂(2) ﾆｼｶﾞｲ ﾐﾕ 山梨 甲府南　 DNS

6 338 梶原　実代子(2) ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾖｺ 山梨 富士河口湖　 DNS

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 126 内田　莉奈(2) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 巨摩　 1:04.39

2 5 411 北村  春菜(2) ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 駿台甲府　 1:07.98

3 3 533 藏重　泉美(1) ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 都留　 1:09.30

4 4 66 小保内　真知(2) ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 甲府南　 1:09.93

5 2 137 深沢　果夏(1) ﾌｶｻﾜ ｶﾅ 山梨 巨摩　 1:10.98

6 8 304 白井　典子(2) ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨 吉田　 1:12.18

7 7 298 衣川　柚花(2) ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｶ 山梨 桂　 1:12.97

8 1 138 村上　史奈(1) ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 巨摩　 1:14.15

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月25日 12:30 予選

9月25日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *T8:故意にハードルを倒した



高校女子5000mW

山梨県高校記録(YH)      24:04.77  三森　理恵(山梨学院大附)             

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 10 111 雨宮　弥沙(1) ｱﾒﾐﾔ　ﾐｻ 山梨 農林　 27:52.31 GR

2 8 300 森　　歩(2) ﾓﾘ ｱﾕﾐ 山梨 桂　 27:58.91

3 9 333 權正　智美(1) ｺﾞﾝｼｮｳ ｻﾄﾐ 山梨 富士河口湖　 30:59.31

4 11 187 望月　渚(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 身延　 30:59.34

5 7 47 沼里　奈央子(2) ﾇﾏﾘ ﾅｵｺ 山梨 甲府第一　 32:46.49

6 5 517 地場　遥香(2) ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 山梨 笛吹　 34:26.74

7 6 190 山田　冬美(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕﾐ 山梨 身延　 35:20.19

8 2 277 山口　知美(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山梨 桂　 36:54.24

1 188 望月　晴香(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 身延　 DSQ,*W2

3 117 鳩山　真奈美(2) ﾊﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨 農林　 DNS

4 443 今村　澄玲(1) ｲﾏﾑﾗ　ｽﾐﾚ 山梨 東海大甲府　 DNS

審 判 長：矢崎　文博

記録主任：小林　直樹

9月24日 15:40 決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DSQ:失格 *W2:屈膝



高校女子4X100mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            49.01     巨摩(巨摩)                            2004 9月24日 10:00 予選
山梨県高校記録(YH)      47.66     駿台甲府(駿台甲府)                    2007 9月24日 16:30 決勝

予選 2組2着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府　・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 49.62 Q 記録 51.14

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｱﾐ 山梨
1 154 井上　愛梨(2) 巨摩　 1 408 三枝  阿弥(2) 駿台甲府　

ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨
2 127 勝俣　有理(2) 巨摩　 2 410 中根  舞(2) 駿台甲府　

ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨
3 153 甘利　渚(2) 巨摩　 3 411 北村  春菜(2) 駿台甲府　

ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨
4 126 内田　莉奈(2) 巨摩　 4 413 小川  詩織(1) 駿台甲府　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留　・山梨

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 51.57 q 記録 52.91

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨
1 419 山田　美樹(1) 山梨学院附属　 1 259 井上　和(2) 都留　

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨
2 435 剱持　早紀(2) 山梨学院附属　 2 534 小柳　里織(1) 都留　

ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨 ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨
3 417 田中　那実(2) 山梨学院附属　 3 260 小俣　友梨恵(2) 都留　

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨 ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨
4 421 大久保　祐佳(1) 山梨学院附属　 4 533 藏重　泉美(1) 都留　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府第一　・山梨

5 6 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R2
q 記録 54.39 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ 山梨
1 310 渡邉　あいり(1) 吉田　 1 45 遠藤　紗希(1) 甲府第一　

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾎ 山梨 ﾎｻｶ ｶﾚﾝ 山梨
2 302 小林　礼歩(2) 吉田　 2 43 保坂　花蓮(2) 甲府第一　

ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨 ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ 山梨
3 304 白井　典子(2) 吉田　 3 44 加賀美　蘭(1) 甲府第一　

ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 山梨 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾎ 山梨
4 301 大森　美咲(2) 吉田　 4 46 川口　梨歩(1) 甲府第一　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日川　・山梨

8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *R2:オーバーゾーン ２→３



高校女子4X100mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            49.01     巨摩(巨摩)                            2004 9月24日 10:00 予選
山梨県高校記録(YH)      47.66     駿台甲府(駿台甲府)                    2007 9月24日 16:30 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南　・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 50.86 Q 記録 53.11

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨
1 278 大神田　南海(1) 桂　 1 69 竹田　有里(2) 甲府南　

ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨
2 279 柏木　真央(1) 桂　 2 71 橋本　葵(1) 甲府南　

ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨 ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨
3 273 蔦木　望都(2) 桂　 3 70 大澤　いくみ(1) 甲府南　

ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨
4 299 都倉　瑞生(2) 桂　 4 66 小保内　真知(2) 甲府南　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖　・山梨

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 54.17 記録 55.18

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨 ﾎｻｶ ﾌﾐｴ 山梨
1 553 志村　茉優(1) 甲府昭和　 1 331 保坂　史絵(1) 富士河口湖　

ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨
2 110 世古口　聖花(1) 甲府昭和　 2 337 小林　未加子(2) 富士河口湖　

ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨 ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨
3 554 内藤　真実(1) 甲府昭和　 3 332 三浦　希美(1) 富士河口湖　

ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 山梨
4 107 宮下　若奈(2) 甲府昭和　 4 342 外川　仁美(2) 富士河口湖　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 身延　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府東　・山梨

5 3 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R2
記録 57.66 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 山梨
1 193 小澤　真里奈(1) 身延　 1 82 石原　唯(2) 甲府東　

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ 山梨 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 山梨
2 201 小笠原　彩乃(1) 身延　 2 83 大村　優奈(2) 甲府東　

ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨 ﾌﾀｺｲｼ ｶﾅ 山梨
3 192 石川　果歩(1) 身延　 3 84 二子石　香菜(2) 甲府東　

ｷﾘｶﾈ ﾕｶ 山梨 ｶﾜｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨
4 202 切金　由佳(1) 身延　 4 85 河合　希(1) 甲府東　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎　・山梨

8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *R2:オーバーゾーン ２→３



高校女子4X100mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            49.01     巨摩(巨摩)                            2004 9月24日 10:00 予選
山梨県高校記録(YH)      47.66     駿台甲府(駿台甲府)                    2007 9月24日 16:30 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂　・山梨

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 49.36 記録 50.84

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨
1 154 井上　愛梨(2) 巨摩　 1 278 大神田　南海(1) 桂　

ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨
2 127 勝俣　有理(2) 巨摩　 2 279 柏木　真央(1) 桂　

ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨
3 153 甘利　渚(2) 巨摩　 3 273 蔦木　望都(2) 桂　

ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨
4 126 内田　莉奈(2) 巨摩　 4 299 都倉　瑞生(2) 桂　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留　・山梨

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.57 記録 52.82

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨
1 419 山田　美樹(1) 山梨学院附属　 1 259 井上　和(2) 都留　

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨
2 435 剱持　早紀(2) 山梨学院附属　 2 534 小柳　里織(1) 都留　

ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨 ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨
3 417 田中　那実(2) 山梨学院附属　 3 260 小俣　友梨恵(2) 都留　

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨 ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨
4 421 大久保　祐佳(1) 山梨学院附属　 4 533 藏重　泉美(1) 都留　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田　・山梨

5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 52.84 記録 53.89

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨
1 69 竹田　有里(2) 甲府南　 1 310 渡邉　あいり(1) 吉田　

ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾎ 山梨
2 71 橋本　葵(1) 甲府南　 2 302 小林　礼歩(2) 吉田　

ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨 ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨
3 70 大澤　いくみ(1) 甲府南　 3 304 白井　典子(2) 吉田　

ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 山梨
4 66 小保内　真知(2) 甲府南　 4 301 大森　美咲(2) 吉田　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府　・山梨

7 2 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R2
記録 54.39 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｱﾐ 山梨
1 553 志村　茉優(1) 甲府昭和　 1 408 三枝  阿弥(2) 駿台甲府　

ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨
2 110 世古口　聖花(1) 甲府昭和　 2 410 中根  舞(2) 駿台甲府　

ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨
3 554 内藤　真実(1) 甲府昭和　 3 411 北村  春菜(2) 駿台甲府　

ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨
4 107 宮下　若奈(2) 甲府昭和　 4 412 寺本　有那(1) 駿台甲府　

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *R2:オーバーゾーン ２→３



高校女子4X400mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            3:56.92   駿台甲府(駿台甲府)                    2009 9月25日 09:30 予選
山梨県高校記録(YH)      3:50.59   駿台甲府(駿台甲府)                    2010 9月25日 15:20 決勝

予選 2組2着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂　・山梨

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 4:16.62 Q 記録 4:17.12

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾐｽﾞ ｻﾔｺ 山梨 ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨
1 414 清水  彩也子(1) 駿台甲府　 1 273 蔦木　望都(2) 桂　

ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 ｺﾔﾏ ｼｵﾘ 山梨
2 411 北村  春菜(2) 駿台甲府　 2 296 小山　沙緒理(2) 桂　

ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨
3 413 小川  詩織(1) 駿台甲府　 3 278 大神田　南海(1) 桂　

ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨
4 410 中根  舞(2) 駿台甲府　 4 279 柏木　真央(1) 桂　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田　・山梨

3 3 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 4:20.72 q 記録 4:25.52

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｸﾇｷﾞ ｶｱｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 山梨
1 422 功刀　可愛(1) 山梨学院附属　 1 309 小林　莉緒(1) 吉田　

ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 山梨 ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 山梨
2 420 田村　優実(1) 山梨学院附属　 2 301 大森　美咲(2) 吉田　

ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾎ 山梨
3 417 田中　那実(2) 山梨学院附属　 3 302 小林　礼歩(2) 吉田　

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨 ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨
4 419 山田　美樹(1) 山梨学院附属　 4 304 白井　典子(2) 吉田　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北杜　・山梨

5 6 ｺﾒﾝﾄ 7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 4:46.27 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨
1 337 小林　未加子(2) 富士河口湖　 1

ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ 山梨
2 334 坂本　あかね(1) 富士河口湖　 2

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾅ 山梨
3 330 桒原　莉奈(1) 富士河口湖　 3

ﾄｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 山梨
4 342 外川　仁美(2) 富士河口湖　 4

凡例  DNS:欠場



高校女子4X400mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            3:56.92   駿台甲府(駿台甲府)                    2009 9月25日 09:30 予選
山梨県高校記録(YH)      3:50.59   駿台甲府(駿台甲府)                    2010 9月25日 15:20 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南　・山梨

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 4:22.91 Q 記録 4:25.69

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨
1 154 井上　愛梨(2) 巨摩　 1 71 橋本　葵(1) 甲府南　

ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨
2 127 勝俣　有理(2) 巨摩　 2 66 小保内　真知(2) 甲府南　

ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨
3 153 甘利　渚(2) 巨摩　 3 70 大澤　いくみ(1) 甲府南　

ｱｷﾔﾏ ｷｴ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨
4 152 秋山　来恵(2) 巨摩　 4 69 竹田　有里(2) 甲府南　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和　・山梨

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 4 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 4:30.33 q 記録 4:37.50

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨
1 250 伊藤　梨奈(2) 都留　 1 110 世古口　聖花(1) 甲府昭和　

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨
2 535 山口　真利(1) 都留　 2 107 宮下　若奈(2) 甲府昭和　

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨 ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨
3 534 小柳　里織(1) 都留　 3 553 志村　茉優(1) 甲府昭和　

ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨
4 259 井上　和(2) 都留　 4 554 内藤　真実(1) 甲府昭和　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日川　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 身延　・山梨

2 ｺﾒﾝﾄ DNS 5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1

2 2

3 3

4 4

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府第一　・山梨

8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場



高校女子4X400mR
審 判 長：矢崎　文博
記録主任：小林　直樹

大会記録(GR)            3:56.92   駿台甲府(駿台甲府)                    2009 9月25日 09:30 予選
山梨県高校記録(YH)      3:50.59   駿台甲府(駿台甲府)                    2010 9月25日 15:20 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府　・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:06.36 記録 4:13.79

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨
1 154 井上　愛梨(2) 巨摩　 1 413 小川  詩織(1) 駿台甲府　

ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨
2 127 勝俣　有理(2) 巨摩　 2 411 北村  春菜(2) 駿台甲府　

ｱｷﾔﾏ ｷｴ 山梨 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨
3 152 秋山　来恵(2) 巨摩　 3 412 寺本　有那(1) 駿台甲府　

ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨
4 126 内田　莉奈(2) 巨摩　 4 410 中根  舞(2) 駿台甲府　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院附属　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂　・山梨

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:15.19 記録 4:17.71

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 山梨 ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨
1 420 田村　優実(1) 山梨学院附属　 1 273 蔦木　望都(2) 桂　

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 ｺﾔﾏ ｼｵﾘ 山梨
2 435 剱持　早紀(2) 山梨学院附属　 2 296 小山　沙緒理(2) 桂　

ｸﾇｷﾞ ｶｱｲ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨
3 422 功刀　可愛(1) 山梨学院附属　 3 278 大神田　南海(1) 桂　

ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨
4 417 田中　那実(2) 山梨学院附属　 4 279 柏木　真央(1) 桂　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田　・山梨

5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:23.77 記録 4:23.78

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 山梨
1 250 伊藤　梨奈(2) 都留　 1 309 小林　莉緒(1) 吉田　

ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 山梨
2 533 藏重　泉美(1) 都留　 2 301 大森　美咲(2) 吉田　

ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾎ 山梨
3 260 小俣　友梨恵(2) 都留　 3 302 小林　礼歩(2) 吉田　

ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨 ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨
4 259 井上　和(2) 都留　 4 304 白井　典子(2) 吉田　

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南　・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和　・山梨

7 6 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 4:26.00 記録 4:39.48

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨
1 71 橋本　葵(1) 甲府南　 1 110 世古口　聖花(1) 甲府昭和　

ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨
2 66 小保内　真知(2) 甲府南　 2 107 宮下　若奈(2) 甲府昭和　

ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨 ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨
3 70 大澤　いくみ(1) 甲府南　 3 553 志村　茉優(1) 甲府昭和　

ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨
4 69 竹田　有里(2) 甲府南　 4 554 内藤　真実(1) 甲府昭和　

凡例  DNS:欠場



高校女子走高跳

大会記録(GR)            1m62      小林　未加子(富士河口湖)              2010

山梨県高校記録(YH)      1m68      原田　真妃(山梨)                      1981

決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨 － － － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 16 337 小林　未加子(2) 富士河口湖　 1m56

ﾀﾅｶ ﾕｲ 山梨 － － － － ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

2 7 129 田中　結(2) 巨摩　 1m53

ﾊｾﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 － － － ○ ○ ○ × × ×

3 3 497 長谷部　いずみ(1)巨摩　 1m45

ｶﾓｲ ﾐｻｺ 山梨 － － ○ ○ × × ○ ○ × × ×

4 9 123 鴨井　美紗子(2) 農林　 1m45

ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾏﾘ 山梨 － － ○ ○ ○ × × ×

5 6 349 有泉　真莉(1) 甲府商業　 1m40

ﾀﾅｶ ｻﾁ 山梨 － － × × ○ ○ ○ × × ×

6 5 409 田中  沙知(2) 駿台甲府　 1m40

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨 － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 2 419 山田　美樹(1) 山梨学院附属　 1m40

ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨 － ○ ○ ○ × × ×

8 11 260 小俣　友梨恵(2) 都留　 1m35

ｻｶﾏｷ ﾅﾎ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ×

9 12 139 坂巻　奈穂(1) 巨摩　 1m35

ﾋﾛｾ ﾘﾎ 山梨 × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

10 14 280 廣瀬　梨帆(1) 桂　 1m35

ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｶ 山梨 ○ × ○ × ○ × × ×

11 10 298 衣川　柚花(2) 桂　 1m30

ｺﾞﾝﾓﾘ ｶﾅ 山梨 ○ × ○ × × ×

12 15 348 権守　加奈(1) 甲府商業　 1m25

ｼﾗｲ ｶﾎ 山梨 × × ○ × × ×

13 1 303 白井　香穂(2) 吉田　 1m20

ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨 － × × ×

4 553 志村　茉優(1) 甲府昭和　 NM

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾉ 山梨 × × ×

8 263 安藤　夢乃(1) 上野原　 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 山梨

13 68 小林　真里奈(2) 甲府南　 DNS

1m40 1m45 1m501m20 1m25 1m30 1m35 1m53 1m56 1m60

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月24日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校女子走幅跳

大会記録(GR)            5m64      相原　千枝(駿台甲府)                  2009
山梨県高校記録(YH)      5m85      相原　千枝(駿台甲府)                  2010

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 × 5m32 × 5m32 8 5m63 5m60 5m73 5m73

1 24 435 剱持　早紀(2) 山梨学院附属　 0.0 0.0 +0.4 +1.5 +1.6 +1.6 GR

ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 5m05 5m11 5m23 5m23 7 5m43 5m45 5m47 5m47

2 23 279 柏木　真央(1) 桂　 -0.9 -0.5 0.0 0.0 0.0 +0.7 +0.1 +0.1

ﾊｾﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 4m98 5m04 5m06 5m06 6 4m63 5m01 5m03 5m06

3 22 497 長谷部　いずみ(1)巨摩　 -1.3 -0.2 +0.4 +0.4 0.0 +0.9 0.0 +0.4

ｲﾘｸﾗ ｹｲｺ 山梨 4m83 × 3m75 4m83 5 4m97 3m78 5m06 5m06

4 27 155 入倉　景子(2) 巨摩　 -1.6 +0.5 -1.6 +0.5 +2.0 0.0 0.0

ﾓﾘﾓﾄ ｺﾉﾐ 山梨 × 4m76 4m62 4m76 4 × × × 4m76

5 21 261 森本　このみ(1) 上野原　 -0.4 +0.8 -0.4 -0.4

ｼﾗﾄﾘ ﾘﾎ 山梨 4m52 × 4m38 4m52 2 4m70 × 4m47 4m70

6 12 251 白鳥　里穂(2) 都留　 -0.4 +0.8 -0.4 +0.6 +0.1 +0.6

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾎ 山梨 4m38 4m58 4m63 4m63 3 × 4m48 × 4m63

7 25 302 小林　礼歩(2) 吉田　 -1.7 -0.1 +0.3 +0.3 +0.1 +0.3

ｻｴｸﾞｻ ｱﾐ 山梨 4m45 4m25 4m27 4m45 1 4m46 4m54 4m20 4m54

8 26 408 三枝  阿弥(2) 駿台甲府　 -0.5 -0.7 +0.7 -0.5 +1.6 +1.2 +0.3 +1.2

ﾅﾂﾔｷﾞ ｶﾅ 山梨 4m24 4m26 4m40 4m40 4m40

9 11 226 夏八木　かな(1) 山梨　 -1.1 +0.1 +0.7 +0.7 +0.7

ｷﾘｶﾈ ﾕｶ 山梨 4m10 3m98 4m33 4m33 4m33

10 7 202 切金　由佳(1) 身延　 -1.2 0.0 +0.8 +0.8 +0.8

ｶﾜｻｷ ﾅﾅﾐ 山梨 4m20 4m23 4m25 4m25 4m25

11 9 65 川崎　七海(1) 甲府西　 -0.5 -0.4 +0.9 +0.9 +0.9

ｸﾇｷﾞ ｶｱｲ 山梨 4m07 4m18 4m16 4m18 4m18

12 4 422 功刀　可愛(1) 山梨学院附属　 -0.9 -0.4 +0.7 -0.4 -0.4

ｲｼｲ ｴﾐ 山梨 3m88 3m92 × 3m92 3m92

13 3 362 石井　えみ(2) 大月　 -0.8 -1.3 -1.3 -1.3

ｲﾉｳｴ ｱｲｺ 山梨 3m76 3m75 3m75 3m76 3m76

14 5 248 井上　愛子(1) 都留　 -0.4 -0.3 0.0 -0.4 -0.4

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾅ 山梨 3m48 3m51 3m74 3m74 3m74

15 10 307 宮下　優那(2) 吉田　 -0.8 0.0 +0.7 +0.7 +0.7

ﾌﾀｺｲｼ ｶﾅ 山梨 3m53 3m68 3m73 3m73 3m73

16 20 84 二子石　香菜(2) 甲府東　 -1.2 -0.1 +0.8 +0.8 +0.8

ｲｲﾀﾞ ﾘｻ 山梨 × 3m50 × 3m50 3m50

17 15 308 飯田　莉瑳(1) 吉田　 -0.3 -0.3 -0.3

ﾋﾅﾀ ﾕｷ 山梨 3m19 3m36 3m17 3m36 3m36

18 8 364 日向　由季(1) 大月　 -1.2 -0.5 +0.4 -0.5 -0.5

ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ｻﾔｶ 山梨

1 284 城之内さやか(1) 桂　 DNS

ｶｻﾞﾏ ｶﾅ 山梨

2 555 風間　加菜(1) 甲府昭和　 DNS

ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 山梨

6 82 石原　唯(2) 甲府東　 DNS

ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨

13 382 真田　華茄(1) 富士北稜　 DNS

ｺｲｹ　ﾕｳﾅ 山梨

14 441 小池　優奈(1) 東海大甲府　 DNS

ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ 山梨

16 45 遠藤　紗希(1) 甲府第一　 DNS

ｶﾜｻｷ ﾅｷﾞｻ 山梨

17 64 川崎　渚(1) 甲府西　 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾉ 山梨

18 383 渡邉　梨乃(1) 富士北稜　 DNS

ｳｴﾏﾂ ﾗﾝ 山梨

19 221 植松　蘭(2) 日川　 DNS

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月25日 10:30 決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校女子三段跳

大会記録(GR)                      　　　　　                            
山梨県高校記録(YH)      12m36     剱持　早紀(山梨学院)                  2

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 12m27 11m85 11m84 12m27 7 11m76 12m09 11m51 12m27

1 7 435 剱持　早紀(2) 山梨学院附属　 +1.5 +0.7 0.0 +1.5 +1.9 +1.3 +1.3 +1.5 GR

ｺﾔﾏ ｼｵﾘ 山梨 10m30 9m97 10m28 10m30 6 9m91 10m11 10m37 10m37

2 6 296 小山　沙緒理(2) 桂　 +1.5 +0.2 +0.3 +1.5 +2.3 +0.9 +1.3 +1.3

ｲﾘｸﾗ ｹｲｺ 山梨 9m96 10m25 8m87 10m25 5 10m24 9m73 9m79 10m25

3 3 155 入倉　景子(2) 巨摩　 +1.6 +1.3 0.0 +1.3 +2.5 +1.3 -0.2 +1.3

ﾀﾅｶ ｻﾁ 山梨 9m28 9m68 9m75 9m75 4 9m97 10m15 9m85 10m15

4 2 409 田中  沙知(2) 駿台甲府　 +1.2 +0.7 0.0 0.0 +0.6 +1.1 -1.1 +1.1

ﾅﾂﾔｷﾞ ｶﾅ 山梨 9m22 9m33 9m37 9m37 3 9m55 9m93 9m72 9m93

5 4 226 夏八木　かな(1) 山梨　 +1.8 +0.3 +0.3 +0.3 +0.8 +0.5 -0.4 +0.5

ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ 山梨 9m05 － － 9m05 2 × 9m59 － 9m59

6 5 44 加賀美　蘭(1) 甲府第一　 +2.8 +2.8 +0.9 +0.9

ﾋﾛｾ ﾘﾎ 山梨 × 8m75 × 8m75 1 × 8m88 8m71 8m88

7 1 280 廣瀬　梨帆(1) 桂　 +0.4 +0.4 +0.9 0.0 +0.9

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月24日 12:00 決勝

凡例  GR:大会記録



高校女子砲丸投(4.000kg)

大会記録(GR)            12m30     中沢　佳美(巨摩)                      1999
山梨県高校記録(YH)      13m44     中沢　佳美(巨摩)                      2000

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨

1 18 416 杉山　愛海(2) 山梨学院附属　 10m45 10m44 10m55 10m55 8 10m51 9m67 10m26 10m55

ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨

2 2 192 石川　果歩(1) 身延　 8m31 9m16 9m71 9m71 7 9m36 9m13 8m79 9m71

ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 山梨

3 17 131 長澤　のぞみ(2) 巨摩　 8m37 8m71 8m91 8m91 5 8m85 9m40 8m90 9m40

ｶｼﾜｷﾞ ｸﾐ 山梨

4 19 246 柏木　玖美(2) 都留　 × 9m12 9m05 9m12 6 9m03 9m20 × 9m20

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨

5 9 421 大久保　祐佳(1) 山梨学院附属　 8m55 8m14 8m04 8m55 4 8m54 8m07 8m37 8m55

ｼﾗﾄﾘ ﾘﾎ 山梨

6 5 251 白鳥　里穂(2) 都留　 7m90 8m33 7m86 8m33 3 8m36 7m78 8m21 8m36

ｶﾈﾏﾙ ﾏﾕ 山梨

7 8 552 金丸　茉由(1) 甲府昭和　 7m60 7m51 7m93 7m93 2 7m33 7m87 8m26 8m26

ｶﾂﾏﾀ ﾌｼﾞｶ 山梨

8 13 275 勝俣　藤香(2) 桂　 7m47 7m34 7m25 7m47 1 6m70 7m61 7m30 7m61

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾎ 山梨

9 14 46 川口　梨歩(1) 甲府第一　 × 7m22 7m01 7m22 7m22

ﾀﾅｶ ﾕｲ 山梨

10 7 129 田中　結(2) 巨摩　 6m92 6m58 7m10 7m10 7m10

ﾀｹﾉ ﾌｷ 山梨

11 3 496 竹野　芙紀(1) 巨摩　 6m60 6m67 7m02 7m02 7m02

ﾐﾔｻﾞﾜ　ｱﾔｶ 山梨

12 4 442 宮澤　綾香(1) 東海大甲府　 6m24 6m42 6m87 6m87 6m87

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｶ 山梨

13 16 176 渡邊　優美香(1) 市川　 6m64 6m70 6m29 6m70 6m70

ｵｵﾀ ﾕｳｷ 山梨

14 12 228 太田　有紀(1) 山梨　 6m43 × 5m44 6m43 6m43

ｼﾐｽﾞ ｼｵﾘ 山梨

15 6 345 清水　詩織(1) 峡南　 6m20 6m17 6m41 6m41 6m41

ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ 山梨

16 10 191 田中　葵玲々(1) 身延　 6m23 × 6m27 6m27 6m27

ﾂｷﾐ ｱﾔﾈ 山梨

17 11 531 月見　綾音(2) 都留　 5m47 5m99 5m99 5m99 5m99

ｵｵｴ ﾏﾕ 山梨

18 15 227 大江　真由(1) 山梨　 5m78 5m80 4m77 5m80 5m80

ｺｽﾞｹﾞ ﾐｶ 山梨

19 1 281 小菅　身香(1) 桂　 5m08 4m92 5m05 5m08 5m08

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月25日 14:00 決勝

凡例 



高校女子円盤投(1.000kg)

大会記録(GR)            37m52     水上　真知子(東海甲府)                1993
山梨県高校記録(YH)      38m90     望月　志津(身延)                      1

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨

1 15 416 杉山　愛海(2) 山梨学院附属　 32m95 30m74 34m33 34m33 8 33m39 33m93 34m91 34m91

ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 山梨

2 19 131 長澤　のぞみ(2) 巨摩　 27m29 28m95 27m81 28m95 7 26m32 × 29m52 29m52

ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨

3 9 192 石川　果歩(1) 身延　 × 24m26 × 24m26 5 × 26m65 × 26m65

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 山梨

4 14 297 小林　えり佳(2) 桂　 × 21m83 23m73 23m73 4 24m80 26m40 26m39 26m40

ｶﾂﾏﾀ ﾌｼﾞｶ 山梨

5 6 275 勝俣　藤香(2) 桂　 25m86 25m13 24m38 25m86 6 26m16 × 25m16 26m16

ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕﾒﾉ 山梨

6 16 203 宮里　夢乃(1) 身延　 23m03 23m16 23m08 23m16 3 × × 21m31 23m16

ﾊｲｻ ｱｹﾐ 山梨

7 18 171 ﾊｲｻ ｱｹﾐ(1) 増穂商業　 19m44 22m23 × 22m23 2 20m88 15m29 19m83 22m23

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾎ 山梨

8 10 46 川口　梨歩(1) 甲府第一　 21m40 21m61 21m95 21m95 1 18m88 × 21m74 21m95

ｶｼﾜｷﾞ ｸﾐ 山梨

9 3 246 柏木　玖美(2) 都留　 × × 21m60 21m60 21m60

ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨

10 7 247 衣川　沙希(1) 都留　 19m15 20m48 × 20m48 20m48

ｲﾄｳ ﾘｻ 山梨

11 1 135 伊藤　里紗(1) 巨摩　 17m55 17m97 20m13 20m13 20m13

ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨

12 12 380 窪田　暉(1) 甲陵　 17m79 17m77 18m91 18m91 18m91

ｺｽﾞｹﾞ ﾐｶ 山梨

13 2 281 小菅　身香(1) 桂　 18m39 18m24 17m26 18m39 18m39

ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ 山梨

14 13 191 田中　葵玲々(1) 身延　 13m66 16m83 18m34 18m34 18m34

ｵｵｴ ﾏﾕ 山梨

15 17 227 大江　真由(1) 山梨　 17m21 15m61 × 17m21 17m21

ｸｽﾞｸﾎﾞ ｱﾔ 山梨

16 11 407 葛窪  彩(2) 駿台甲府　 15m58 17m05 16m01 17m05 17m05

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｶ 山梨

17 5 176 渡邊　優美香(1) 市川　 16m79 15m01 16m09 16m79 16m79

ｵｵｲｼ ﾓｴ 山梨

18 20 249 大石　萌(2) 都留　 15m58 × × 15m58 15m58

ｻﾀﾞ ﾏﾕﾐ 山梨

4 366 佐田　まゆみ(1) 大月　 DNS

ｶﾈﾏﾙ ﾏﾕ 山梨

8 552 金丸　茉由(1) 甲府昭和　 DNS

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月24日 10:30 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子やり投(600g)

大会記録(GR)            41m32     中沢　和美(巨摩)                      1999
山梨県高校記録(YH)      46m99     中沢　和美(巨摩)                      2000

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾓｲ ﾐｻｺ 山梨

1 2 123 鴨井　美紗子(2) 農林　 29m46 35m28 35m52 35m52 8 34m55 34m40 32m25 35m52

ｻﾄｳ ﾕｶ 山梨

2 4 186 佐藤　百華(2) 身延　 31m70 35m46 32m33 35m46 7 34m54 34m82 34m93 35m46

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 山梨

3 18 297 小林　えり佳(2) 桂　 32m97 × 32m71 32m97 5 33m86 34m23 31m21 34m23

ｱｷﾔﾏ ｺﾄﾐ 山梨

4 13 516 秋山　琴美(2) 笛吹　 31m83 33m21 32m09 33m21 6 33m57 33m74 30m62 33m74

ﾂｷﾐ ｱﾔﾈ 山梨

5 17 531 月見　綾音(2) 都留　 31m35 27m69 29m04 31m35 4 32m64 31m55 × 32m64

ｸｽﾞｸﾎﾞ ｱﾔ 山梨

6 9 407 葛窪  彩(2) 駿台甲府　 30m34 28m66 29m95 30m34 3 30m51 29m53 31m04 31m04

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨

7 8 421 大久保　祐佳(1) 山梨学院附属　 24m82 × 22m46 24m82 1 23m14 26m28 × 26m28

ｱｷﾔﾏ ｷｴ 山梨

8 15 152 秋山　来恵(2) 巨摩　 × 21m34 25m27 25m27 2 25m71 23m29 × 25m71

ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨

9 11 273 蔦木　望都(2) 桂　 × × 24m66 24m66 24m66

ｵｵｲｼ ﾓｴ 山梨

10 3 249 大石　萌(2) 都留　 × × 22m47 22m47 22m47

ﾐﾔｻﾞﾜ　ｱﾔｶ 山梨

11 16 442 宮澤　綾香(1) 東海大甲府　 21m83 × 21m66 21m83 21m83

ｻﾀﾞ ﾏﾕﾐ 山梨

12 10 366 佐田　まゆみ(1) 大月　 20m87 20m50 21m22 21m22 21m22

ｵｵﾀ ﾕｳｷ 山梨

13 5 228 太田　有紀(1) 山梨　 18m50 19m35 20m77 20m77 20m77

ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨

14 14 417 田中　那実(2) 山梨学院附属　 20m27 × 18m53 20m27 20m27

ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨

15 6 247 衣川　沙希(1) 都留　 19m88 19m23 20m17 20m17 20m17

ｲﾀﾞ ﾅﾂｷ 山梨

16 12 491 井田　菜月(1) 甲府南　 19m91 × 18m46 19m91 19m91

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 山梨

17 1 498 原田　真衣(1) 巨摩　 19m33 18m59 × 19m33 19m33

ｻｶﾏｷ ﾅﾎ 山梨

18 7 139 坂巻　奈穂(1) 巨摩　 14m81 13m96 12m68 14m81 14m81

審 判 長：保坂　重機

記録主任：小林　直樹

9月25日 10:30 決勝

凡例 
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