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第６7回　山梨県陸上競技選手権大会　小学生の部第６7回　山梨県陸上競技選手権大会　小学生の部第６7回　山梨県陸上競技選手権大会　小学生の部第６7回　山梨県陸上競技選手権大会　小学生の部

山梨中銀スタジアム 平成２５年６月１日(土)、２日(日)

日付 種目

男子 1 ４×１００ｍＲ 南ｱﾙﾌﾟｽAC　A 55.03 中村塾Ａ・山梨 56.21 大月ＡＣ　Ａ 56.78 小笠原AC　A 57.13 大国陸上ｸﾗﾌﾞB 59.85 未来の森AC　A 1:01.22 一宮陸上ｽﾎﾟ少A 1:01.59

中込　将太朗 太田　仁 中島　海二 廣田　健人 近藤　大介 小野　翼 藤木　柊成

羽田　虎太郎 大村　拓矢 土屋　俊貴 村田　翔哉 岩瀬　大知 今井　漱哉 松村　知哉

藤井　佑成 岩崎　世那 金井　玲貴 蔵野　健嗣 萱沼　俊哉 山田　伊織 小林　佑平

野呂瀬　瑞樹 吉澤　大聖 渡辺　航大 横内　峻 石山　尊哉 田中　翔大 広瀬　堅也

女子 1 ４×１００ｍＲ 大国陸上ｸﾗﾌﾞA 58.66 ナカムラAC　A 59.56 中村塾Ａ 1:00.67 未来の森AC 1:00.72 南ｱﾙﾌﾟｽAC　A 1:02.09 ナカムラAC　B 1:03.99 大国陸上ｸﾗﾌﾞB 1:04.34

保田　萌子 手塚　結菜 清原　美優 太田　成美 大木　愛奈 土屋　実央 萩原　恵里菜

河野　もな 三枝　愛有捺 鈴木　璃菜 細田　弥々 土屋　あい 立澤　亜弥 竹田　芽依

初鹿　璃々花 内田　怜那 飯島　佑理 神田　つぐみ 三吉　里緒 佐々木　遥香 滝田　智香

塩沢　夏音 小林　紀香 小細澤　桃子 青沼　麗后 武重　桃香 立澤　真弥 天野　笑里

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

[ YR:県記録／YHR:県高校記録/YJR:県中学記録／GR:大会記録／=GR：大会タイ記録／TK:着差あり ]



小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR

山梨県記録(YR)          50.60     峡東クラブ(雨宮・天野・北浦・小林)    1992

大会記録(GR)            53.70     未来の森ＡＣ(野村・坂本・武藤・今井)  2011

予選　2組1着＋6予選　2組1着＋6予選　2組1着＋6予選　2組1着＋6

1組1組1組1組

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC　A・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾Ａ・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原AC　A・山梨

1111 6666 ｺﾒﾝﾄ 2222 2222 ｺﾒﾝﾄ 3333 4444 ｺﾒﾝﾄ

Q 記録 55.10 記録 56.39 記録 58.44

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 254 中込　将太朗 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 1 108 太田　仁 中村塾 1 195 廣田　健人 小笠原ＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 278 羽田　虎太郎 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 2 103 大村　拓矢 中村塾 2 180 村田　翔哉 小笠原ＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 277 藤井　佑成 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3 101 岩崎　世那 中村塾 3 182 蔵野　健嗣 小笠原ＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 280 野呂瀬　瑞樹 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 4 105 吉澤　大聖 中村塾 4 181 横内　峻 小笠原ＡＣ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ナカムラAC・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞB・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ＡＣ　Ｂ・山梨

4444 5555 ｺﾒﾝﾄ 5555 1111 ｺﾒﾝﾄ 6666 7777 ｺﾒﾝﾄ

記録 58.74 記録 1:00.01 記録 1:01.42

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 503 古屋　匠 ナカムラＡＣ 1 25 近藤　大介 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 1 156 志村　陸斗 大月ＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 500 村松　星哉 ナカムラＡＣ 2 18 岩瀬　大知 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 2 160 奈良田　南人 大月ＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 502 佐藤　隼斗 ナカムラＡＣ 3 6 萱沼　俊哉 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3 141 堀江　隼矢 大月ＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 501 名取　翔琉 ナカムラＡＣ 4 7 石山　尊哉 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4 154 藤本　渚 大月ＡＣ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮陸上ｽﾎﾟ少B・山梨
着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森AC　B・山梨

7777 8888 ｺﾒﾝﾄ 8888 3333 ｺﾒﾝﾄ

記録 1:05.24 記録 1:06.38

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

山梨 山梨

1 359 池谷　彗斗 一宮陸上ｽﾎﾟ少 1 124 小川　心路 未来の森ＡＣ

山梨 山梨

2 358 山口　大貴 一宮陸上ｽﾎﾟ少 2 125 今井　朝日 未来の森ＡＣ

山梨 山梨

3 352 荻原　笙太 一宮陸上ｽﾎﾟ少 3 126 岡　達人 未来の森ＡＣ

山梨 山梨

4 361 風間　優佑 一宮陸上ｽﾎﾟ少 4 127 山本　圭吾 未来の森ＡＣ

2組2組2組2組

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ＡＣ　Ａ・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮陸上ｽﾎﾟ少A・山梨
着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森AC　A・山梨

1111 2222 ｺﾒﾝﾄ 2222 4444 ｺﾒﾝﾄ 3333 5555 ｺﾒﾝﾄ

Q 記録 56.75 記録 1:00.41 記録 1:00.48

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 153 中島　海二 大月ＡＣ 1 353 藤木　柊成 一宮陸上ｽﾎﾟ少 1 218 小野　翼 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 152 土屋　俊貴 大月ＡＣ 2 360 松村　知哉 一宮陸上ｽﾎﾟ少 2 219 今井　漱哉 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 150 金井　玲貴 大月ＡＣ 3 354 小林　佑平 一宮陸上ｽﾎﾟ少 3 220 山田　伊織 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 157 渡辺　航大 大月ＡＣ 4 355 広瀬　堅也 一宮陸上ｽﾎﾟ少 4 221 田中　翔大 未来の森ＡＣ

審 判 長：樋　幹也

記録主任：小林　直樹

6月1日 13:45 予選

6月1日 16:30 決勝

凡例  DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R3:オーバーゾーン ３→４



小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR

山梨県記録(YR)          50.60     峡東クラブ(雨宮・天野・北浦・小林)    1992

大会記録(GR)            53.70     未来の森ＡＣ(野村・坂本・武藤・今井)  2011

審 判 長：樋　幹也

記録主任：小林　直樹

6月1日 13:45 予選

6月1日 16:30 決勝

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾Ｂ・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC　B・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原AC　B・山梨

4444 6666 ｺﾒﾝﾄ 5555 7777 ｺﾒﾝﾄ 6666 8888 ｺﾒﾝﾄ

記録 1:01.88 記録 1:02.58 記録 1:09.41

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 104 中楯　健太 中村塾 1 281 山口　颯太 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 1 192 矢崎　雅嗣 小笠原ＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 111 青柳　真尋 中村塾 2 299 半田　誠志郎 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 2 190 千頭和　啓輔 小笠原ＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 112 中村　征莉 中村塾 3 290 中込　貴人 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3 193 依田　和馬 小笠原ＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 125 妻木　玲音 中村塾 4 298 村松　圭 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 4 184 堀口　和真 小笠原ＡＣ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞA・山梨

3333 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R3

記録

所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨

1 3 小野　健太 大国陸上ｸﾗﾌﾞ

山梨

2 20 小林　拓登 大国陸上ｸﾗﾌﾞ

山梨

3 17 森田　克馬 大国陸上ｸﾗﾌﾞ

山梨

4 11 仲上　公賀 大国陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝　決勝　決勝　決勝　

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC　A・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾Ａ・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ＡＣ　Ａ・山梨

1111 4444 ｺﾒﾝﾄ 2222 6666 ｺﾒﾝﾄ 3333 5555 ｺﾒﾝﾄ

記録 55.03 記録 56.21 記録 56.78

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 254 中込　将太朗 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 1 108 太田　仁 中村塾 1 153 中島　海二 大月ＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 278 羽田　虎太郎 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 2 103 大村　拓矢 中村塾 2 152 土屋　俊貴 大月ＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 277 藤井　佑成 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3 101 岩崎　世那 中村塾 3 150 金井　玲貴 大月ＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 280 野呂瀬　瑞樹 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 4 105 吉澤　大聖 中村塾 4 157 渡辺　航大 大月ＡＣ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原AC　A・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞB・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森AC　A・山梨

4444 3333 ｺﾒﾝﾄ 5555 8888 ｺﾒﾝﾄ 6666 1111 ｺﾒﾝﾄ

記録 57.13 記録 59.85 記録 1:01.22

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 195 廣田　健人 小笠原ＡＣ 1 25 近藤　大介 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 1 218 小野　翼 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 180 村田　翔哉 小笠原ＡＣ 2 18 岩瀬　大知 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 2 219 今井　漱哉 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 182 蔵野　健嗣 小笠原ＡＣ 3 6 萱沼　俊哉 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3 220 山田　伊織 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 181 横内　峻 小笠原ＡＣ 4 7 石山　尊哉 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4 221 田中　翔大 未来の森ＡＣ

凡例  DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R3:オーバーゾーン ３→４



小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR小学生男子4X100mR

山梨県記録(YR)          50.60     峡東クラブ(雨宮・天野・北浦・小林)    1992

大会記録(GR)            53.70     未来の森ＡＣ(野村・坂本・武藤・今井)  2011

審 判 長：樋　幹也

記録主任：小林　直樹

6月1日 13:45 予選

6月1日 16:30 決勝

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮陸上ｽﾎﾟ少A・山梨
着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ナカムラAC・山梨

7777 2222 ｺﾒﾝﾄ 7777 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R1

記録 1:01.59 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

山梨 山梨

1 353 藤木　柊成 一宮陸上ｽﾎﾟ少 1 504 栗原　拓斗 ナカムラＡＣ

山梨 山梨

2 360 松村　知哉 一宮陸上ｽﾎﾟ少 2 500 村松　星哉 ナカムラＡＣ

山梨 山梨

3 354 小林　佑平 一宮陸上ｽﾎﾟ少 3 502 佐藤　隼斗 ナカムラＡＣ

山梨 山梨

4 355 広瀬　堅也 一宮陸上ｽﾎﾟ少 4 501 名取　翔琉 ナカムラＡＣ

凡例  DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R3:オーバーゾーン ３→４



小学生女子4X100mR小学生女子4X100mR小学生女子4X100mR小学生女子4X100mR

山梨県記録(YR)          53.94     大国陸上クラブ(小林・志村・岡野・中澤)2005

大会記録(GR)            57.16     大国陸上クラブ(藤本・林・小林・望月)  2008

予選　2組1着＋6予選　2組1着＋6予選　2組1着＋6予選　2組1着＋6

1組1組1組1組

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ナカムラAC　A・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ＡＣ　Ａ・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC　A・山梨

1111 3333 ｺﾒﾝﾄ 2222 6666 ｺﾒﾝﾄ 3333 2222 ｺﾒﾝﾄ

Q 記録 59.15 q 記録 59.92 q 記録 1:02.29

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 501 手塚　結菜 ナカムラＡＣ 1 157 阿部　琴音 大月ＡＣ 1 266 大木　愛奈 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 502 三枝　愛有捺 ナカムラＡＣ 2 158 平本　貴子 大月ＡＣ 2 292 土屋　あい 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 503 平田　結菜 ナカムラＡＣ 3 159 小俣　こゆき 大月ＡＣ 3 254 三吉　里緒 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 500 小林　紀香 ナカムラＡＣ 4 161 小崎　るな 大月ＡＣ 4 253 武重　桃香 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞB・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原AC　B・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾Ｂ・山梨

4444 5555 ｺﾒﾝﾄ 5555 4444 ｺﾒﾝﾄ 6666 7777 ｺﾒﾝﾄ

q 記録 1:04.23 記録 1:07.85 記録 1:07.88

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 14 萩原　恵里菜 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 1 194 斉藤　優香 小笠原ＡＣ 1 115 鈴木　未来 中村塾

山梨 山梨 山梨

2 9 竹田　芽依 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 2 184 深沢　れあ 小笠原ＡＣ 2 113 雨宮　陽向 中村塾

山梨 山梨 山梨

3 11 滝田　智香 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3 186 村田　陽菜 小笠原ＡＣ 3 119 鈴木　夢朋 中村塾

山梨 山梨 山梨

4 5 天野　笑里 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4 182 小林　彩乃 小笠原ＡＣ 4 114 小細澤　さくら 中村塾

2組2組2組2組

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞA・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾Ａ・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森AC・山梨

1111 6666 ｺﾒﾝﾄ 2222 3333 ｺﾒﾝﾄ 3333 5555 ｺﾒﾝﾄ

Q 記録 58.56 q 記録 1:00.79 q 記録 1:00.98

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 13 保田　萌子 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 1 105 清原　美優 中村塾 1 455 太田　成美 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 8 河野　もな 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 2 102 鈴木　璃菜 中村塾 2 462 細田　弥々 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 12 初鹿　璃々花 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3 108 飯島　佑理 中村塾 3 460 神田　つぐみ 未来の森ＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 10 塩沢　夏音 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4 103 小細澤　桃子 中村塾 4 465 青沼　麗后 未来の森ＡＣ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ナカムラAC　B・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ＡＣ　Ｂ・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC　B・山梨

4444 8888 ｺﾒﾝﾄ 5555 7777 ｺﾒﾝﾄ 6666 4444 ｺﾒﾝﾄ

q 記録 1:02.71 記録 1:05.61 記録 1:06.61

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 507 土屋　実央 ナカムラＡＣ 1 156 服部　柴月 大月ＡＣ 1 293 井上　桃花 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 505 立澤　亜弥 ナカムラＡＣ 2 155 小澤　香歩 大月ＡＣ 2 279 新田　千紘 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 508 佐々木　幸美 ナカムラＡＣ 3 151 井上　成菜 大月ＡＣ 3 274 名取　万記歩 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 506 立澤　真弥 ナカムラＡＣ 4 153 降矢　多恵 大月ＡＣ 4 264 松本　響 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ

審 判 長：樋　幹也

記録主任：小林　直樹

6月1日 13:30 予選

6月1日 16:20 決勝

凡例  DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



小学生女子4X100mR小学生女子4X100mR小学生女子4X100mR小学生女子4X100mR

山梨県記録(YR)          53.94     大国陸上クラブ(小林・志村・岡野・中澤)2005

大会記録(GR)            57.16     大国陸上クラブ(藤本・林・小林・望月)  2008

審 判 長：樋　幹也

記録主任：小林　直樹

6月1日 13:30 予選

6月1日 16:20 決勝

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 小笠原AC　A・山梨

2222 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R3

記録

所属地

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨

1 192 神田　姫来 小笠原ＡＣ

山梨

2 188 塩谷　奈々 小笠原ＡＣ

山梨

3 190 進藤　美空 小笠原ＡＣ

山梨

4 181 加藤　彩世 小笠原ＡＣ

決勝　決勝　決勝　決勝　

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞA・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ナカムラAC　A・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾Ａ・山梨

1111 3333 ｺﾒﾝﾄ 2222 5555 ｺﾒﾝﾄ 3333 4444 ｺﾒﾝﾄ

記録 58.66 記録 59.56 記録 1:00.67

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 13 保田　萌子 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 1 501 手塚　結菜 ナカムラＡＣ 1 105 清原　美優 中村塾

山梨 山梨 山梨

2 8 河野　もな 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 2 502 三枝　愛有捺 ナカムラＡＣ 2 102 鈴木　璃菜 中村塾

山梨 山梨 山梨

3 12 初鹿　璃々花 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3 504 内田　怜那 ナカムラＡＣ 3 108 飯島　佑理 中村塾

山梨 山梨 山梨

4 10 塩沢　夏音 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4 500 小林　紀香 ナカムラＡＣ 4 103 小細澤　桃子 中村塾

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森AC・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南ｱﾙﾌﾟｽAC　A・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ナカムラAC　B・山梨

4444 8888 ｺﾒﾝﾄ 5555 7777 ｺﾒﾝﾄ 6666 2222 ｺﾒﾝﾄ

記録 1:00.72 記録 1:02.09 記録 1:03.99

所属地 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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

山梨 山梨 山梨

1 455 太田　成美 未来の森ＡＣ 1 266 大木　愛奈 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 1 507 土屋　実央 ナカムラＡＣ

山梨 山梨 山梨

2 462 細田　弥々 未来の森ＡＣ 2 292 土屋　あい 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 2 505 立澤　亜弥 ナカムラＡＣ

山梨 山梨 山梨

3 460 神田　つぐみ 未来の森ＡＣ 3 254 三吉　里緒 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3 509 佐々木　遥香 ナカムラＡＣ

山梨 山梨 山梨

4 465 青沼　麗后 未来の森ＡＣ 4 253 武重　桃香 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 4 506 立澤　真弥 ナカムラＡＣ

着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上ｸﾗﾌﾞB・山梨 着順着順着順着順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月ＡＣ　Ａ・山梨

7777 1111 ｺﾒﾝﾄ 6666 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R3

記録 1:04.34 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

山梨 山梨

1 14 萩原　恵里菜 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 1 157 阿部　琴音 大月ＡＣ

山梨 山梨

2 9 竹田　芽依 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 2 158 平本　貴子 大月ＡＣ

山梨 山梨

3 11 滝田　智香 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3 159 小俣　こゆき 大月ＡＣ

山梨 山梨

4 5 天野　笑里 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4 161 小崎　るな 大月ＡＣ

凡例  DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４


