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男子 平成２６年度　第４３回山梨県中学生陸上競技選手権大会　兼　第３２回山梨県中学混成陸上競技大会 平成２６年５月２５日（日）

山梨中銀スタジアム

日付 種目

25 共通 １００ｍ 土屋　拓斗(3) 11.19 田中　拓海(3) 11.56 榊原　智仁(3) 11.78 荻原　龍馬(3) 11.93 今井　貫人(3) 11.94 小幡　隆史(3) 12.01 内藤　　光(3) 12.06 新奥　亮雅(3) 12.06

風：-1.6 山梨・石和中 GR 山梨・石和中 山梨・石和中 山梨・塩山中 山梨・駿台甲府中 山梨・石和中 山梨・若草中 山梨・八田中

25 共通 ２００ｍ 小幡　隆史(3) 23.79 樋口　壮人(3) 24.50 川和田　龍聖(3) 24.51 五味　勇太(2) 24.84 櫻田　風大(3) 25.11

風：-0.3 山梨・石和中 山梨・増穂中 山梨・城南中 山梨・玉穂中 山梨・若草中

25 共通 ４００ｍ 樋川　　充(3) 55.19 尾川　雅弥(3) 55.64 大久保　風(3) 55.90 中川　慶喜(3) 56.85 望月　雅起(3) 57.54 岩嶋　航輝(3) 58.17 川崎　瞬輝(3) 1:02.54

山梨・石和中 山梨・甲府南中 山梨・田富中 山梨・石和中 山梨・押原中 山梨・上野原西中 山梨・石和中

25 共通 ８００ｍ 望月　悠斗(3) 2:05.57 望月　満帆(2) 2:09.36 萩原　健太(3) 2:09.40 小山　翔太郎(2) 2:11.05 小林　和樹(3) 2:11.26 石原　　巧(3) 2:19.84 清水　陽斗(2) 2:20.70 安東　竜平(2) 2:20.72

山梨・白根巨摩中 山梨・甲府東中 山梨・城南中 山梨・玉穂中 山梨・大月アスリートクラブ 山梨・韮崎西中 山梨・敷島中 山梨・押原中

25 共通 １５００ｍ 藤巻　　天(3) 4:18.28 萩原　健太(3) 4:24.57 山田　　駿(3) 4:25.06 土屋　雅也(2) 4:25.35 雨宮　　聖(3) 4:32.80 新田　和輝(3) 4:34.56 来城　祥太朗(3) 4:35.03 森田　克馬(1) 4:35.66

山梨・石和中 山梨・城南中 山梨・韮崎西中 山梨・石和中 山梨・石和中 山梨・韮崎西中 山梨・石和中 山梨・城南中

25 共通 ３０００ｍ 土屋　雅也(2) 9:18.74 岩瀬　大周(3) 9:26.28 雨宮　　聖(3) 9:30.54 澤登　恒河(3) 9:36.20 石川　伶音(3) 9:36.63 来城　祥太朗(3) 9:41.04 津久井　恵斗(3) 9:43.17 土橋　航平(3) 9:57.44

山梨・石和中 山梨・梨大附中 山梨・石和中 山梨・若草中 山梨・櫛形中 山梨・石和中 山梨・櫛形中 山梨・双葉中

25 共通 １１０ｍＨ 今井　貫人(3) 16.36 小山　貴史(3) 16.94 雨宮　大起(3) 16.99 横地　龍弥(3) 17.88 水越　将司(2) 18.26 國母　和也(3) 18.28 伊東　海星(2) 18.61 深澤　凌雅(2) 19.33

風：+1.3 山梨・駿台甲府中 山梨・白根巨摩中 山梨・石和中 山梨・甲西中 山梨・八田中 山梨・玉幡中 山梨・押原中 山梨・増穂中

25 共通 ４×１００ｍ 石和中A・山梨 43.95 上野原西中・山梨 45.44 若草中Ａ・山梨 46.54 塩山中A・山梨 46.63 石和中B・山梨 47.38 増穂中Ａ・山梨 47.61 長坂中・山梨 48.42 田富中A・山梨 48.54

小幡　隆史(3) GR 織田　侑希(3) 櫻田　風大(3) 三枝　昂太(2) 中川　慶喜(3) 秋山　裕貴(3) 田中　智樹(3) 根津　鷹斗(2)

土屋　拓斗(3) 武井　咲斗(3) 笛　　遼太(3) 東郷　蒼汰(3) 村松　由翔(2) 大塩　智也(3) 清水　　走(2) 大久保　風(3)

榊原　智仁(3) 山根　雄太(3) 雨宮　光輝(3) 荻原　龍馬(3) 樋川　　充(3) 樋口　壮人(3) 岩花　兼新(3) 河西　佑哉(3)

田中　拓海(3) 山根　翔太(3) 内藤　　光(3) 河野　駿祐(2) 雨宮　大起(3) 手塚　曹之(3) 平井　啓吾(3) 石井　遼太郎(3)

25 共通 走高跳 織田　侑希(3) 1m70 市川　翔太(3) 1m70 奥山　晴樹(3) 1m65 佐野　歩夢(3) 1m60 清水　　走(2) 1m55 三枝　大亮(3) 1m55 笹岡　竜太(3) 1m55

山梨・上野原西中 山梨・玉幡中 山梨・春日居 山梨・増穂中 山梨・長坂中 山梨・梨大附中 山梨・春日居

手塚　曹之(3) 1m55

山梨・増穂中

25 共通 棒高跳 奥田　雅也(3) 3m50 水上　雄也(3) 3m30 冨田　　巧(3) 2m80 鶴田　　嵩(3) 2m60 赤池　　優(2) 2m60 井上　　幹(2) 2m40 清水　友貴(3) 2m20

山梨・玉幡中 山梨・玉幡中 山梨・増穂中 山梨・櫛形中 山梨・八田中 山梨・増穂中 山梨・八田中

佐藤　　丈(2) 2m40

山梨・櫛形中

25 共通 走幅跳 武井　咲斗(3) 6m31(+1.7) 川和田　龍聖(3) 6m10(0.0) 丹澤　寛太(3) 5m80(+1.2) 雨宮　光輝(3) 5m75(+1.8) 羽入田　直斗(3) 5m71(+0.5) 横地　龍弥(3) 5m67(+2.3) 中込　博紀(3) 5m55(+0.8) 望月　雄斗(2) 5m48(0.0)

山梨・上野原西中 山梨・城南中 山梨・櫛形中 山梨・若草中 山梨・大月アスリートクラブ 山梨・甲西中 公認5m52(+0.4) 山梨・韮崎西中 山梨・城南中

25 共通 砲丸投 中川　慶喜(3) 10m00 石井　遼太郎(3) 9m89 塚原　　響(2) 9m20 山根　雄太(3) 9m14 前田　匡蔵(3) 9m04 川野　光希(2) 8m82 上野　利輝(3) 8m65 長谷川　翔太(3) 8m40

山梨・石和中 山梨・田富中 山梨・玉幡中 山梨・上野原西中 山梨・甲府南中 山梨・櫛形中 山梨・八田中 山梨・玉幡中

25 共通 円盤投 前田　匡蔵(3) 30m42 小林　　麟(3) 24m30 塚原　　響(2) 19m78 遠山　哲人(3) 19m40 長谷川　翔太(3) 19m35 小林　真之介(3) 18m01 堀内　賢一(3) 17m67 中川　慶喜(3) 17m63

山梨・甲府南中 山梨・白根巨摩中 山梨・玉幡中 山梨・玉幡中 山梨・玉幡中 山梨・玉幡中 山梨・吉田中 山梨・石和中

25 共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 市川　翔太(3) 56m30 山根　翔太(3) 40m70 河西　将輝(3) 39m57 秋山　裕貴(3) 34m52 市川　舜太(2) 34m47 高木　康太郎(2) 34m25 小林　勇太(3) 32m71 小林　真之介(3) 32m31

山梨・玉幡中 GR 山梨・上野原西中 山梨・梨大附中 山梨・増穂中 山梨・若草中 山梨・玉幡中 山梨・長坂中 山梨・玉幡中

25 共通 四種競技 小林　　麟(3) 1571点 桝形　圭吾(2) 1566点 相原　　駿(2) 1221点 早川　武志(2) 1210点 三神　勇大(2) 1039点

山梨・白根巨摩中 山梨・城南中 山梨・城南中 山梨・城南中 山梨・城南中

共通100m １位　土屋　拓斗（３）石和中　準決記録１１．０６（＋０．２）は大会新記録・山梨県中学新記録

審判長 山本　文丸

中込　和彦

記録主任 佐久間　和之

20.94(+0.7)-6m87-1m40-1:03.09 20.44(+0.7)-7m90-1m30-1:11.1720.29(+0.7)-10m51-1m50-1:02.29 20.32(+0.7)-8m48-1m60-1:00.89

８位

19.17(+0.7)-6m00-1m30-1:03.42

７位１位 ６位２位 ３位 ４位 ５位

[ QSR：全中標突  GR:大会新記録   ]
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女子 平成２６年度　第４３回山梨県中学生陸上競技選手権大会　兼　第３２回山梨県中学混成陸上競技大会 平成２６年５月２５日（日）

山梨中銀スタジアム

日付 種目

25 共通 １００ｍ 山口　華枝(2) 12.94 飯島　しおん(2) 12.97 菊嶋　夏帆(3) 13.08 石原　佳菜(3) 13.17 小池　知穂(3) 13.24 望月　　愛(3) 13.28 望月　　優(3) 13.37 横森　一加(3) 13.44

風：+0.2 山梨・上条中 山梨・GON SPORTS AC 山梨・石和中 山梨・田富中 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・石和中 山梨・石和中 山梨・双葉中

25 共通 ２００ｍ 飯島　しおん(2) 26.99 望月　　愛(3) 27.09 望月　　優(3) 27.48 横森　一加(3) 27.59 萱沼　結衣(2) 28.46 竹村　由希菜(3) 28.48 岩浅　優花(2) 28.63

風：+0.6 山梨・GON SPORTS AC 山梨・石和中 山梨・石和中 山梨・双葉中 山梨・甲府東中 山梨・押原中 山梨・一宮陸上スポ少

25 共通 ８００ｍ 村松　実桜(3) 2:27.04 小田切　美葵(2) 2:30.02 亀ケ川　幸子(2) 2:30.38 伊藤　万由(2) 2:34.41 河野　もな(1) 2:35.27 藤原　さくら(3) 2:36.68 名取　舞菜(2) 2:37.78 宮川　実咲(2) 2:40.12

山梨・櫛形中 山梨・長坂中 山梨・若草中 山梨・櫛形中 山梨・大国陸上クラブ 山梨・韮崎東中 山梨・白根巨摩中 山梨・押原中

25 共通 １５００ｍ 飯島　理子(2) 4:40.86 小田切　愛優(3) 4:59.03 村松　実桜(3) 5:05.76 工藤　　楓(3) 5:07.17 野田　美月(2) 5:10.70 名取　万記歩(1) 5:10.73 伊藤　万由(2) 5:14.78 杉原　里歩(3) 5:18.92

山梨・GON SPORTS AC GR 山梨・八田中 山梨・櫛形中 山梨・韮崎西中 山梨・櫛形中 山梨・櫛形中 山梨・櫛形中 山梨・石和中

25 共通 ３０００ｍ 笹本　侑里(2) 11:13.08 羽田　麗子(3) 11:46.41 大木　美空(2) 12:51.14

山梨・八田中 山梨・市川南中 山梨・押原中

25 共通 １００ｍＨ 三吉　南緒(2) 15.47 板楠　千尋(3) 15.57 中田　舞花(3) 15.62 名執　奏波(3) 16.06 岩間　三咲(2) 16.36 古屋　愛理(3) 16.51 山崎　南津那(2) 16.69 鞍打　　紡(3) 16.75

風：-1.2 山梨・櫛形中 山梨・韮崎西中 山梨・南部中 山梨・白根巨摩中 山梨・石和中 山梨・塩山中 山梨・石和中 山梨・早川中

25 共通 ４×１００ｍ 石和中A・山梨 51.26 双葉中A・山梨 52.17 押原中Ａ・山梨 52.43 石和中B・山梨 53.61 櫛形中Ａ・山梨 53.74 甲府東中・山梨 53.75 八田中・山梨 54.23 白根巨摩中Ａ・山梨 54.30

平出　好笑(2) 飯室　奈菜(3) 高橋　日菜(3) 半田　　心(3) 澤登　美怜(2) 小林　ミユ(2) 赤沢　広美(3) 名取　　澪(3)

望月　　優(3) 横森　一加(3) 小野間　愛芽(3) 山下　　葵(2) 志村　彩乃(3) 萱沼　結衣(2) 笹本　みなみ(3) 遠藤　風束(3)

望月　　愛(3) 赤澤　　雅(3) 長谷川　佳南(3) 伊藤　有花(2) 保坂　綾音(3) 伊藤　彩香(2) 今村　令那(3) 笹本　朱莉(3)

菊嶋　夏帆(3) 稲場　理乃(3) 竹村　由希菜(3) 安田　綾花(2) 野田　穂乃花(3) 内田　蓮紀(2) 角田　夢葵(2) 名執　奏波(3)

25 共通 走高跳 秋山　愛賀(3) 1m56 田中　瑠々花(2) 1m50 水野　奈緒(2) 1m40 膽吹　栄実(3) 1m40 榎本　亜美(2) 1m35 川崎　里奈(2) 1m30 佐藤　柚羽(3) 1m30 小沢　芽生(3) 1m30

山梨・押原中 山梨・大月東中 山梨・押原中 山梨・上野原西中 山梨・石和中 山梨・櫛形中 山梨・白根巨摩中 山梨・韮崎東中

25 共通 走幅跳 山口　華枝(2) 5m18(+0.9) 雨宮　珠麻(3) 5m18(+1.0) 野田　穂乃花(3) 5m00(+0.6) 保坂　綾音(3) 4m98(0.0) 川崎　里奈(2) 4m95(+0.2) 山崎　南津那(2) 4m68(0.0) 大野　杏歌(3) 4m61(0.0) 河西　　葵(3) 4m57(0.0)

山梨・上条中 山梨・中村塾 山梨・櫛形中 山梨・櫛形中 山梨・櫛形中 山梨・石和中 山梨・石和中 山梨・双葉中

25 共通 砲丸投 三神　優衣(3) 10m48 深澤　　涼(2) 10m37 武田　直美(2) 8m73 向井　瑞紅(2) 8m68 天野　結衣(3) 8m55 古畑　来夏(3) 8m54 堀内　瑶夏(3) 8m06 羽田　美乃里(3) 8m04

山梨・玉幡中 山梨・早川中 山梨・上条中 山梨・長坂中 山梨・身延中 山梨・押原中 山梨・玉幡中 山梨・下吉田中

25 共通 円盤投 三神　優衣(3) 23m85 堀内　瑶夏(3) 18m51 滝田　　綾(3) 17m97

山梨・玉幡中 山梨・玉幡中 山梨・玉幡中

25 共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 三神　優衣(3) 34m31 市川　百花(3) 31m76 仲田　茉由(3) 19m87 名取　伶奈(3) 18m78 若杉　彩乃(2) 18m33 入倉　　藍(3) 14m96

山梨・玉幡中 山梨・上野原中 山梨・韮崎東中 山梨・若草中 山梨・上条中 山梨・若草中

25 共通 四種競技 今村　令那(3) 2073点 相原　咲良(2) 1759点 笠井　梨奈(3) 1479点 高田　絢乃(2) 1382点 河西　菜乃葉(2) 1009点

山梨・八田中 山梨・櫛形中 山梨・早川中 山梨・梨大附中 山梨・若草中

審判長 山本　文丸

中込　和彦
記録主任 佐久間　和之

23.89(-2.2)-1m10-6m73-31.10(-0.3)16.75(-2.2)-1m35-7m63-28.23(-0.3) 17.64(-2.2)-1m20-7m44-28.95(-0.3) 19.85(-2.2)-1m30-7m33-31.24(-0.3) 21.58(-2.2)-1m25-8m53-31.14(-0.3)

８位１位 ２位 ３位 ４位 ７位５位 ６位

[ QSR：全中標突  GR:大会新記録   ]


