
 年度 回数 会場 氏　　名 学年 学校名 種　目 記　 録 順位
23 1 名古屋市瑞穂公園 磯部　文雄 山梨師範 走高跳 １ｍ６２ 決勝２位

1948 競技場（愛知県）

24 2 大阪・中モズ競技場 該当者なし

1949 （大阪府）

25 3 栃木県営宇都宮総合 該当者なし

1950 運動場（栃木県）

26 4 石川県金沢市営競技 該当者なし

1951 場（石川県）

27 5 長野県営競技場 阿部　藤江 都留 やり投 ４１ｍ２４ 決勝１位

1952 （長崎県） 大河内　美智子 山梨 走高跳 １ｍ４１ 決勝３位

28 6 横浜市三ツ沢競技場 該当者なし

1953 （神奈川県)

29 7 熊本市水前寺競技場 該当者なし

1954 （熊本県）

30 8 山形県酒田市光ヶ丘 該当者なし

1955 陸上競技場

（山形県）

31 9 高知市営競技場 石坂　容子 巨摩 円盤投 予選落選

1956 （高知県） 渡辺　紀久子 吉田 砲丸投 予選落選

伊藤　幸男 甲府商 やり投 予選落選

32 10 富山県営競技場 渡辺　紀久子 吉田 砲丸投 １１ｍ００ 決勝５位

1957 （富山県）

33 11 山口県下関市営競技 細窪　芳文 甲府工 ５０００ｍ 予選落選

1958 場（山口県） 梶原　康男 韮崎 １１０ｍＨ 予選落選

２００ｍＨ 予選落選

木俣　貫隆 甲府一 走高跳 １ｍ８０ 決勝４位

清水　けさ子 巨摩 走高跳 予選落選

望月　次郎 身延 三段跳 予選落選

赤池　勝子 巨摩 走幅跳 予選落選

渡辺　紀久子 吉田 砲丸投 １１ｍ０３ 決勝４位

遠藤　充江 巨摩 やり投 予選落選

34 12 東京国立競技場 桜林　篤良 甲府商 ４００ｍ ５１秒５ 決勝３位

1959 （東京都） 清水　けさ子 巨摩 走高跳 １ｍ４８ 決勝５位

35 13 神戸市王子競技場 小沢　哲延 峡北 走高跳 １ｍ８４ 決勝５位

1960 （兵庫県） 清水　けさ子 巨摩 走高跳 １ｍ５３ 決勝５位

足立　三郎 甲府一 走高跳 予選落選

36 14 静岡県営草薙競技場 秋山　信子 身延 砲丸投 予選落選

1961 （静岡県）

37 15 大分市営競技場 中島　英文 甲府商 ２００ｍＨ 予選落選

1962 （大分県） 藤原　宣昭 甲府商 １１０ｍＨ 予選落選

雨宮　建 園芸 １５００ｍＳＣ 予選落選

小池　郷二 甲府一 走高跳 １ｍ８４ 決勝６位

後藤　亮二 甲府一 円盤投 予選落選

藤原　宣昭 甲府商 ５種 予選落選

杉本　禎子 都留 やり投 予選落選

38 16 新潟県営競技場 鈴木　俊一 甲府工 １００ｍ 予選落選

1963 （新潟県） 石川　征男 谷村工 ８００ｍ 予選落選

名取　保雄 甲府商 ５０００ｍ 予選落選

金子　今朝秋 甲府工 円盤投 ４６ｍ８５ 決勝２位

鈴木　俊一 甲府工 やり投 決勝失格

窪田　一郎 甲府工 やり投 予選失格

松木　義雄 甲府工 ハンマー投 予選失格

高橋　英司 甲府一 ５種 ２９５６点 決勝１４位

志賀　葵 甲府二 走高跳 １ｍ４７ 予選落選

杉本　禎子 都留 やり投 予選落選

全国高等学校体育大会陸上競技歴代成績一覧（山梨県勢）



 年度 回数 会場 氏　　名 学年 学校名 種　目 記　 録 順位
39 17 大阪市長居競技場 高橋　英司 甲府一 ５種 失格

1964 （大阪府） 金子　今朝秋 甲府工 円盤投 ４４ｍ６７ 決勝３位

金子　今朝秋 甲府工 ハンマー投 ４８ｍ００ 決勝失格

青木　幸利 甲府工 やり投 予選落選

飯窪　八郎 甲府工定 ５０００ｍ 予選落選

谷野　紀子 身延 砲丸投 予選落選

中込　由久子 巨摩 走高跳 １ｍ４７ 予選落選

名取　郷美 巨摩 ８００ｍ ２分３３秒０ 予選落選

40 18 大分市営競技場 望月　三千雄 甲府一 １００ｍ 予選落選

1965 （大分県） 望月　三千雄 甲府一 ２００ｍ 予選落選

山本　順二 甲府一 ８００ｍ ２分０４秒７ 準決失格

棚橋　和乙 甲府商 走幅跳 予選落選

日向　忠常 韮崎 三段跳 予選落選

小林　文三 韮崎 円盤投 予選落選

渡辺　良作 吉田 やり投 予選落選

青木　幸利 甲府工 やり投 ５６ｍ２４ 予選落選

家泉　真理子 甲府二 走高跳 予選落選

谷野　紀子 身延 砲丸投 予選落選

志賀　葵 甲府二 ５種 予選落選

41 19 青森県営競技場 望月　三千雄 甲府一 １００ｍ 予選落選

1966 （青森県） 望月　三千雄 甲府一 ２００ｍ ２２秒８ 予選落選

保坂　達明 甲府工 １００ｍ 予選落選

堀内　繁文 北富士工 １５００ｍＳＣ 予選落選

小林　安志 北富士工 走高跳 １ｍ８０ 予選落選

市川　正巨 身延 三段跳 予選落選

三井　正次 韮崎 三段跳 予選落選

清水　節子 明誠 ２００ｍ 予選落選

稲垣　正子 甲府工 やり投 ４１ｍ１０ 決勝３位

43 21 広島県総合グラウンド 乙黒　光司 韮崎 走高跳 １ｍ８５ 決勝４位

1968 競技場 渡辺　晴夫 北富士工 やり投 予選落選

（広島県） 根津　英子 甲府商 やり投 予選落選

窪田　寿美江 市川 やり投 予選落選

44 22 群馬県総合運動場競技場 井上　一三 韮崎 走高跳 予選落選

1969 （群馬県） 石原　彦八 甲府一 走幅跳 予選落選

岡本　明文 韮崎 走幅跳 予選落選

窪田　寿美江 市川 １００ｍＨ １６秒８ 予選落選

45 23 和歌山県営紀三井寺競 井上　一三 韮崎 走高跳 １ｍ８０ 予選失格

1970 （和歌山県）

46 24 徳島県鳴門総合運動 天野　二郎 甲府一 砲丸投 １３ｍ７１ 予選落選

1971 公園競技場 天野　二郎 甲府一 円盤投 予選落選

（徳島県） 北村　文直 巨摩 砲丸投 １３ｍ３８ 予選落選

望月　陽子 身延 やり投 予選落選

滝口　洋子 桂 ５種 ２７９６点 予選落選

身延 ４×１００ｍＲ 予選落選

47 25 山形県競技場 秋山　悟 巨摩 １１０ｍＪＨ 予選落選

1972 （山形県） 小林　直樹 巨摩 走幅跳 ６ｍ６９ 予選落選

吉岡　健二 韮崎 ５種 予選落選

清水　由紀子 明誠 走幅跳 予選落選

滝口　洋子 桂 走幅跳 予選落選

滝口　洋子 桂 ５種 予選落選

鮫田　よしみ 巨摩 ５種 予選落選

48 26 三重県営競技場 久保田　尊文 身延 円盤投 予選失格

1973 （三重県） 石場　真理子 山梨 円盤投 予選失格

49 27 久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 中丸　保彦 甲府一 砲丸投 予選落選

1974 競技場（福岡県） 赤坂　繁樹 身延 円盤投 予選落選

星野　和敏 甲府工 三段跳 予選落選

深澤　千恵子 身延 円盤投 予選落選



 年度 回数 会場 氏　　名 学年 学校名 種　目 記　 録 順位
50 28 国立競技場 相川　昇 巨摩 走幅跳 ６ｍ８８ 予選落選

1975 （東京都） 相川　昇 巨摩 三段跳 １４ｍ１７ 予選落選

中丸　保彦 甲府一 砲丸投 １４ｍ８０ 予選落選

萱沼　文子 吉田 走幅跳 ５ｍ３１ 予選落選

雨宮　冨美子 山梨 走幅跳 ５ｍ００ 予選落選

有賀　好美 山梨 やり投 ３０ｍ３６ 予選落選

今村　明美 巨摩 やり投 ２９ｍ４０ 予選落選

51 29 長野市営陸上競技場 半田　昌一 3 甲府北星  ２００ｍ ２１秒６４ ３位

1976 （長野県） （駿台甲府）

52 30 岡山県陸上競技場 中込　和彦 3 巨摩  １１０ｍＨ １４秒８７ 準決勝落

1977 （岡山県）      〃 〃 〃  走幅跳 予選落選

鈴木　久一 3 園芸  １５００ｍ 予選落選

三枝　幸雄 3 石和  三段跳 予選落選

切金　尚 3 身延  やり投 予選落選

加藤　かつき 3 石和  やり投 予選落選

内藤　忠彦 3 巨摩  五種競技 予選落選

53 31 福島市信夫ヶ丘 小林　浩昭 3 身延  円盤投 予選落選

1978 陸上競技場 押田  康雄 3 日大明誠  走高跳 予選落選

（福島県） 押田  康雄 〃 〃  走幅跳 予選落選

54 32 大津市皇子山運動 遠藤　基 3 身延  ２００ｍ 予選落選

1979 公園陸上競技場 藤田　伸一 3 身延  １１０ｍＨ １５秒１６ 準決落選

（滋賀県） 上野　基広 2 日川  １１０ｍＨ 予選落選

油井　美和範 2 日川  走高跳 予選落選

小俣　宏記 3 都留  三段跳    １４ｍ６９ ４位

依田　充 3 身延  砲丸投 予選落選

     〃 〃 〃  円盤投 予選落選

桐戸　恵子 3 身延  やり投 予選落選

55 33 愛媛県総合運動公 上野　基広 3 日川  １１０ｍＨ １４秒９８ 準決落選

1980 園陸上競技場 油井　美知範 3 日川 三段跳      １ｍ９８ ７位

（愛媛県） 築野  哲 3 巨摩  三段跳 予選落選

56 34 横浜市三ツ沢 安達　俊明 3 東海甲府  １００ｍ 予選落選

1981 陸上競技場 岩柳　将仁 3 巨摩  走高跳 予選落選

（神奈川県） 貴家　由夫 3 日川  走高跳 予選落選

馬場　浩 3 韮崎  砲丸投 予選落選

馬場　浩 3 韮崎  円盤投    ４５ｍ３２ 決勝１１位

上田　直人 3 巨摩  やり投    ７５ｍ０４ 決勝１１位

原田　真妃 3 山梨  走高跳 予選落選

57 35 県立鴨池公園陸上競技場 今井　一秀 3 東海甲府  １００ｍ 予選落選

1982 （鹿児島県） 藤田　康子 2 身延  砲丸投 予選落選

58 36 名古屋市瑞穂公園 山田　浩由 3 韮崎  ２００ｍ 予選落選

1983 陸上競技場 鴨狩　勝 3 身延  １１０ｍＨ 予選落選

（愛知県） 花輪　孝 3 韮崎  走高跳      ２ｍ１１ 決勝４位

三井　幸策 3 農林  ハンマー投    ５３ｍ１６ 決勝８位

依田　修二 3 身延  ハンマー投 予選落選

藤田　康子 3 身延  砲丸投    １０ｍ９６ 予選落選

藤田　康子 3 身延  円盤投    ３２ｍ６０ 予選落選

59 37 県立中央公園陸上競技場 深沢  広樹 3 甲府西  走高跳     記録なし 予選落選

1984 （秋田県）

60 38 県西部緑地公園 市川　誠一 3 甲府西  １５００ｍ ４分０１秒０１ 予選落選

1985 陸上競技場 相原・原田･千葉･佐藤 甲府工  ４×４００ｍＲ ３分１６秒４８ 決勝２位

（石川県） 穂坂　悟 3 身延  三段跳    １４ｍ８９ 決勝５位

深沢  広樹 3 甲府西  走高跳   　 ２ｍ０６ 決勝８位

佐藤　浩 3 東海甲府  円盤投  　４３ｍ８０ 予選落選

石橋　憲一 3 甲府工  やり投  　１２ｍ２０ 予選落選

橋爪　久美 3 日川  走幅跳      ５ｍ３３ 予選落選

三枝　裕子 2 身延  砲丸投    １２ｍ２０ 予選落選
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61 39 県維新百年記念 入倉　俊樹 3 身延  １００ｍ  　１０秒９４ 予選落選

1986 陸上競技場 入倉　俊樹 3 身延  ２００ｍ  　２１秒９４ 準決落選

（山口県） 原田　武 3 甲府工  ４００ｍ ４９秒５５ 準決落選

小林･相原･千葉･原田 甲府工  ４×４００ｍＲ ３分１８秒０５ 決勝６位

森本　直人 3 甲府工  円盤投    ４３ｍ９８ 予選落選

上田　隆 3 甲府昭和  やり投 予選落選

市川　理映 3 甲府一  走幅跳      ５ｍ０８ 予選落選

三枝　裕子 3 身延  砲丸投    １２ｍ６０ 決勝８位

三枝　裕子 3 身延  円盤投  　３８ｍ７４ 決勝７位

62 40 札幌市厚別公園 小泉　充 3 韮崎  ５０００ｍ １５分１２秒５２ 決勝１２位

1987 陸上競技場 望月　純子 3 身延  円盤投    ３５ｍ２８ 予選落選

（北海道）

63 41 神戸陸上競技場 名執　信 3 巨摩  １００ｍ １１秒０３ 予選落選

1988 （兵庫県） 名執　信 3 巨摩 ２００ｍ ２２秒５３ 予選落選
大木･秋山・桐山・坂本 甲府工  ４×４００ｍＲ ３分２０秒１４ 予選落選

藤本　聡 3 都留  砲丸投    １５ｍ３３ 決勝１４位

畑野  好文 2 日大明誠  走幅跳      ６ｍ７２ 予選落選

池谷　重善 2 農林  ５０００ｍ ３分３９秒０５ 予選落選

1 42 高知陸上競技場 堀越　勇介 1 都留  ４００ｍ    ４９秒７９ 予選落選

1989 （高知県） 池谷　重善 3 農林  １５００ｍ ３分５３秒９９ 決勝３位

池谷　重善 3 農林  ５０００ｍ １４分５５秒３３ 予選落選

畑野　好文 3 日大明誠  走幅跳      ＮＲ 予選落選

村松　強 3 甲府工  円盤投    ４５ｍ４０ 予選落選

中村　英詞 2 都留  やり投    ５５ｍ５６ 予選落選

辻  由果 3 甲府西  走高跳      １ｍ６０ 予選落選

2 43 県総合運動公園 堀越　勇介 2 都留  ２００ｍ    　ＤＮＳ 予選落選

1990 陸上競技場 堀越　勇介 2 都留  ４００ｍ  　　ＤＮＳ 予選落選

（宮城県） 保坂　英也 3 駿台甲府  走幅跳  　　６ｍ６６ 決勝６位

中村　英詞 2 都留  やり投  　６１ｍ５２ 予選落選

3 44 県営草薙総合運動 平岩　雄志 3 駿台甲府  １００ｍ    １０秒７９ 決勝６位

1991 公園陸上競技場 堀越　勇介 3 都留  ４００ｍ ５０秒１６ 予選落選

（静岡県） 小松　正則 3 甲府工 ３０００ｍＳＣ ９分４６秒７８ 予選落選

神馬　忠勝 3 農林  ５０００ｍ １５分１９秒９４ 予選落選

保坂　英也 3 駿台甲府  走幅跳  　　７ｍ０６ 予選落選

4 45 宮崎県総合運動 岩田　吉広 3 韮崎  ８００ｍ ２分０２秒３１ 準決落選

1992 公園陸上競技場 奥脇  州一 3 桂  １５００ｍ ４分０５秒５６ 予選落選

（宮崎県） 三枝　徹也 3 駿台甲府  三段跳    １３ｍ９７ 決勝１２位

石原　陽子 3 甲府商  やり投    ４３ｍ４２ 決勝１６位

三枝　美樹 3 塩山  やり投    ３５ｍ８４ 予選落選

5 46 県総合運動公園 寺本　元 3 都留  ２００ｍ  　２１秒８８ 準決落選

1993 陸上競技場 寺本　元 3 都留  ４００ｍＨ  　５４秒８９ 準決落選

（栃木県） 川久保　信 3 園芸  １５００ｍ ３分５０秒６１ 決勝２位

中村　英幸 3 都留  １５００ｍ ３分５０秒９９ 決勝３位

今村　茂樹 3 甲府工  円盤投  　４２ｍ８４ 予選落選

土橋　晶 3 塩山  円盤投  　４１ｍ７０ 予選落選

網倉　和子 2 山梨学院大附  ８００ｍ ８分１４秒８２ 予選落選

三枝　美樹 3 塩山  やり投    ４１ｍ９０ 予選落選

6 47 県総合運動公園 保坂　信司 3 駿台甲府  走幅跳      ６ｍ９３ 予選落選

1994 陸上競技場 保坂　信司 3 駿台甲府  三段跳    １４ｍ４３ 予選落選

（富山県） 網倉　和子 3 山梨学院大附  ８００ｍ ２分１８秒１１ 予選落選

小宮　陽子 3 都留  やり投    ３６ｍ３４ 予選落選

7 48 県総合運動公園 卯月　達也 2 園芸  ５０００ｍ １５分１６秒４０ 予選落選

1995 陸上競技場 山口  宏貴 3 都留  走幅跳  　　６ｍ９６ 予選落選

（鳥取県） 飯沼　哲雄 3 甲府工  やり投    ５５ｍ８２ 予選落選

清水　博隆 3 都留  やり投    ５５ｍ６８ 予選落選

堀内　和 3 韮崎  やり投  　５２ｍ８０ 予選落選

笠井　さゆり 3 駿台甲府  ４００ｍ ６０秒１７ 予選落選
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8 49 小瀬スポーツ公園 深沢　政道 3 山梨学院大附  ８００ｍ １分５６秒９６ 準決勝落

1996 陸上競技場 卯月  達也 3 園芸  ５０００ｍ １５分１６秒４０ 予選落選

（山梨県） 広瀬　文吾 3 東海甲府  やり投  　５０ｍ１８ 予選落選

出羽  貴子 3 韮崎  ３０００ｍ ９分５５秒９０ 予選落選
9 50 西京極陸上競技場 岡　賢宏 3 山梨学院大附  ５０００ｍ １５分３４秒４８ 予選落選

1997 （京都府） 沢辺  拓也 3 駿台甲府  ２００ｍ ２２秒１７ 予選落選
榎本  修之 2 都留  走高跳  　　１ｍ９６ 予選落選
中村　亮 3 都留  砲丸投  　１５ｍ０７ 決勝１２位

10 51 香川県立丸亀陸上 千葉  健司 3 韮崎  ４００ｍＨ ５４秒２３ 予選落選
1998 競技場 榎本  修之 3 都留  走高跳  　　２ｍ０３ 決勝７位

若菜　宏幸 3 都留  やり投    ５５ｍ７２ 予選落選
（香川県） 清水  佳子 3 韮崎  ３０００ｍ ９分４１秒４７ 予選落選

中沢  佳美 1 巨摩  砲丸投  　　１ｍ２０ 予選落選
11 52 岩手総合運動公園 森下　大樹 3 山梨学院大附 １５００ｍ ４分１０秒５０ 予選落選
1999 （岩手県） 中沢　佳美 2 巨摩  砲丸投  　１２ｍ３１ 決勝７位

中沢　和美 2 巨摩  やり投  　３７ｍ６９ 予選落選
荘  久慧 1 甲府南  走幅跳  　　５ｍ６７ 決勝１１位

12 53 長良川競技場 粥川　隆弘 3 日本航空  ８００ｍ １分５６秒３２ 予選落選
2000 （岐阜県） 早川　真悟 3 農林  １５００ｍ ３分５５秒２０ 決勝６位

雨宮　陽介 3 都留  走高跳    記録なし 予選落選
塚田　和明 3 甲府工  やり投   ５５ｍ０９ 決勝１３位
荘　久慧 2 甲府南  走幅跳     ５ｍ２６ 予選落選
中沢　佳美 3 巨摩  砲丸投   １２ｍ５９ 決勝９位
中沢　和美 3 巨摩  やり投   ４６ｍ９９ 決勝１位
山村　有紀 3 峡南  やり投   ３５ｍ３９ 予選落選

13 54 熊本総合運動公園 小尾　昇二 3 駿台甲府  ４００ｍ ４８秒８７ 準決落選
2001 （熊本県） 野口　智広 3 巨摩  ８００ｍ １分５６秒１０ 予選落選

武川　公貴 3 駿台甲府  ４００ｍＨ ５７秒６１ 予選落選
堀田・一瀬・秋山・芦澤 駿台甲府  ４×１００ｍＲ ４１秒６１ 予選通過
堀田・小尾・一瀬・芦澤 〃 〃 ４１秒７７ 準決落選
萩原　智美 2 英和  １５００ｍ ４分３９秒３３ 予選落選
荘　久慧 3 甲府南  走幅跳 ５ｍ５０ 予選落選
飯寄　裕子 3 峡南  やり投 ３８ｍ４６ 予選落選

14 55 笠松陸上競技場 秋山　真治 2 駿台甲府  ４００ｍ 欠場
2002 （茨城県） 大沢　正和 3 甲府工 ３０００ｍＳＣ ９分４０秒９９ 予選落選

上條　胤臣 3 都留  やり投 ５３ｍ５７ 予選落選
佐野　夢加 2 駿台甲府  １００ｍ １２秒４１ 予選落選
本間　夢香 3 山梨学院大附  ８００ｍ ２分１６秒４７ 予選落選
萩原　智美 3 英和  １５００ｍ ４分３１秒２７ 予選落選
本間　夢香 3 山梨学院大附  １５００ｍ ４分３６秒７２ 予選落選
萩原　智美 3 英和 ３０００ｍ ９分４２秒８３ 予選落選
本間　夢香 3 山梨学院大附 ３０００ｍ １０分０１秒２７ 予選落選
秋山・芦澤・一瀬・永坂 駿台甲府  ４×１００ｍＲ ４１秒８３ 準決落選

15 56 長崎総合運動場 秋山　真治 3 駿台甲府 ４００ｍ ４８秒７０ 準決落選

2003 （長崎県） ﾒｸﾎﾞ･ｼﾞｮﾌﾞ･ﾓｸﾞｽ 2 山梨学院大附 １５００ｍ ３分４５秒５３ 決勝４位
ﾒｸﾎﾞ･ｼﾞｮﾌﾞ･ﾓｸﾞｽ 山梨学院大附 ５０００ｍ １３分４５秒８５ 決勝４位
岡村　翔 巨摩 ３０００ｍＳＣ ９分１４秒６５ 予選落選
秋山・麻場・吉成・永坂 駿台甲府  ４×１００ｍＲ ４２秒０３ 準決落選
佐野　夢加 3 駿台甲府 １００ｍ １２秒１２ 準決落選
秋山・麻場・吉成・永坂 駿台甲府  ４×１００ｍＲ ４２秒０７ 準決落選
ｵﾝｺﾞﾘ・ﾓﾗｰ・ﾌｨﾚｽ 2 山梨学院大附 １５００ｍ ４分２０秒９３ 決勝２位
ﾒｸﾎﾞ･ｼﾞｮﾌﾞ･ﾓｸﾞｽ 山梨学院大附 ３０００ｍ ９分０８秒６２ 決勝２位
飯野　摩耶 1 韮崎 ３０００ｍ ９分４０秒０８ 予選落選
飯野　摩耶 1 韮崎 １５００ｍ ４分２６秒７０ 決勝１０位
青柳・水上・上田・佐野 駿台甲府  ４×１００ｍＲ ４７秒９８ 準決落選
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16 57 島根総合運動場 ﾒｸﾎﾞ･ｼﾞｮﾌﾞ･ﾓｸﾞｽ 3 山梨学院大附 １５００ｍ ３分４４秒２８ 決勝１位

2004 (島根県) ﾒｸﾎﾞ･ｼﾞｮﾌﾞ･ﾓｸﾞｽ 3 山梨学院大附 ５０００ｍ １３分４０秒４４ 決勝１位
斉藤　太郎 3 韮崎 １１０ｍＨ １５秒５５ 予選落選
斉藤　太郎 3 韮崎 ４００ｍＨ ５４秒８７ 決勝８位
鈴木・中込・吉成・斎藤 駿台甲府  ４×１００ｍＲ 失格 予選落選
佐々木　啓文 3 都留 走幅跳 ４ｍ３８ 予選落選
深沢　文也 3 巨摩 三段跳 １４ｍ４１ 決勝１１位
吉田　裕貴 3 甲府工 円盤投 ４５ｍ８８ 決勝１０位
小林　祐介 3 桂 ハンマー投 ４５ｍ６３ 予選落選
保坂　清和 3 駿台甲府 八種競技 ５０８１点 決勝１７位
ｵﾝｺﾞﾘ・ﾓﾗｰ・ﾌｨﾚｽ 3 山梨学院大附 ８００ｍ ２分０５秒５６ 決勝２位
ｵﾝｺﾞﾘ・ﾓﾗｰ・ﾌｨﾚｽ 3 山梨学院大附 １５００ｍ ４分１１秒９０ 決勝１位
ｵﾝｺﾞﾘ・ﾓﾗｰ・ﾌｨﾚｽ 3 山梨学院大附 ３０００ｍ ８分５５秒７６ 決勝１位
飯野　摩耶 2 韮崎 １５００ｍ ４分２５秒０２ 決勝５位
鈴木　香和 1 山梨学院大附 ３０００ｍ １０分０６秒０５ 予選落選
上田　千暁 2 駿台甲府 ４００ｍＨ ６２秒７６ 準決落選

17 58 千葉総合運動場 吉成　俊 3 駿台甲府 ４００ｍ ４８秒１０ 決勝５位
2005 (千葉県) 植野　友介 3 山梨学院大附 ８００ｍ １分５６秒４３ 予選落選

植野　友介 3 山梨学院大附 １５００ｍ ３分５８秒７７ 予選落選
ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞ･ｺｽﾏｽ 1 山梨学院大附 ５０００ｍ １４分１３秒０２ 決勝２位
ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞ･ｺｽﾏｽ 1 山梨学院大附 ３０００ｍＳＣ 欠場
佐野　啓 3 身延 やり投 ５６ｍ０４ 予選落選
白倉　宏二郎 3 上野原 やり投 ５２ｍ４４ 予選落選
鷹津・中込・吉成・斎藤 駿台甲府  ４×１００ｍＲ ４０秒９１ 決勝２位
鈴木・中込・吉成・斎藤 駿台甲府  ４×４００ｍＲ ３分１３秒５７ 決勝３位
安藤　和貴 3 桂 三段跳 １３ｍ９６ 予選落選
望月　康太 3 身延 ハンマー投 ５３ｍ１２ 予選落選
青柳　梨佳子 3 駿台甲府 ２００ｍ ２５秒６９ 予選落選
上田　千暁 3 駿台甲府 ４００ｍ ５６秒８５ 準決落選
青柳　梨佳子 3 駿台甲府 ４００ｍ ５７秒６６ 予選落選
飯野　摩耶 3 韮崎 １５００ｍ ４分２５秒７７ 決勝８位
ｵﾊﾞﾚ･ﾄﾞﾘｶ 1 山梨学院大附 １５００ｍ ４分３１秒８２ 予選落選
飯野　摩耶 3 韮崎 ３０００ｍ ９分４５秒７９ 予選落選
上田　千暁 2 駿台甲府 ４００ｍＨ ６０秒６８ 決勝４位

18 59 長居陸上競技場 ｵﾝﾃﾞﾊﾞ・ｺｽﾏｽ 2 山梨学院大附 １５００ｍ ３分５０秒００ 決勝８位
2006 （大阪府） ｵﾝﾃﾞﾊﾞ・ｺｽﾏｽ 2 山梨学院大附 ５０００ｍ １４分０８秒６６ 決勝４位

坂本　皓太 3 北杜 ３０００ｍＳＣ ９分秒６６ 予選落選
木下　雅貴 3 韮崎 走高跳 １ｍ９７ 予選落選
広瀬　勇也 3 桂 三段跳 １３ｍ１４ 予選落選
名取　幸多 3 巨摩 砲丸投 １３ｍ５７ 予選落選
高橋　大地 2 身延 ハンマー投 ５１ｍ７８ 予選落選
ｵﾊﾞﾚ･ﾄﾞﾘｶ 2 山梨学院大附 ８００ｍ ２分０９秒８７ 決勝３位
ｵﾊﾞﾚ･ﾄﾞﾘｶ 2 山梨学院大附 １５００ｍ ４分１６秒８９ 決勝２位
ｵﾊﾞﾚ･ﾄﾞﾘｶ 2 山梨学院大附 ３０００ｍ ９分０７秒３１ 決勝２位
小林　悠香 2 桂 走幅跳 ５ｍ４３ 予選落選

19 60 佐賀総合運動公園 込山　修平 3 駿台甲府 ４００ｍ ５１秒１７ 準決落選
2007 （佐賀県） ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞ･ｺｽﾏｽ 3 山梨学院大附 １５００ｍ ３分５２秒９５ 決勝３位

ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞ･ｺｽﾏｽ 3 山梨学院大附 ５０００ｍ １３分５３秒９１ 決勝２位
加々美　大河 3 桂 ３０００ｍＳＣ １０分０７秒９６ 予選落選
山田　辰巳 3 身延 ５０００ｍＷ ２３分４１秒１０ 予選落選
疋田・込山・半田・二木 駿台甲府 ４×４００ｍＲ ３分１６秒０４ 準決勝落選
高橋　大地 3 身延 ハンマー投 ５９ｍ７９ 決勝３位
池田　優 3 桂 ハンマー投 ５４ｍ３５ 決勝８位
河野　健太 3 都留 やり投 ５７ｍ２６ 予選落選
腰　優輝 2 身延 やり投 ５６ｍ５９ 予選落選
松山　文奈 2 駿台甲府 １００ｍ １２秒５１ 予選落選
横山　めぐみ 3 駿台甲府 ２００ｍ ２５秒６８ 準決勝落選
ｵﾊﾞﾚ･ﾄﾞﾘｶ 2 山梨学院大附 ８００ｍ ２分０８秒６４ 決勝３位
有泉　千佳 2 韮崎 ８００ｍ ２分１３秒３３ 準決勝落選
ｵﾊﾞﾚ･ﾄﾞﾘｶ 2 山梨学院大附 １５００ｍ ４分３１秒８２ 決勝２位
ｵﾊﾞﾚ･ﾄﾞﾘｶ 2 山梨学院大附 ３０００ｍ ９分０７秒３１ 決勝２位
小林　悠香 3 桂 １１０ｍＨ １５秒５２ 予選落選
杉原・横山・輿石・松山 駿台甲府 ４×１００ｍＲ ４８秒０２ 準決勝落選
小林　悠香 3 桂 走幅跳 ５ｍ６７ 予選落選



 年度 回数 会場 氏　　名 学年 学校名 種　目 記　 録 順位
20 61 熊谷総合運動公園 半田　隼斗 3 駿台甲府 ４００ｍ １分１９秒５０ 予選落選

2008 （埼玉県） 常盤　春輝 3 甲府一 走幅跳 ６ｍ９１ 予選落選
腰　優輝 3 身延 やり投 ５８ｍ１５ 予選落選
松山　文奈 3 駿台甲府 １００ｍ １２秒０２ 準決勝落選
松野　佳奈 3 甲府商 ２００ｍ ２５秒３８ 準決勝落選
有泉　千佳 2 韮崎 ８００ｍ ２分１３秒９５ 予選落選
田中　花歩 2 韮崎 ３０００ｍ ９分３７秒８２ 予選落選
渡邉　李香 3 桂 ３０００ｍＷ １５分４４秒５８ 予選落選

21 62 栃木県総合公園 野沢　啓佑 3 巨摩 ４００ｍＨ ５３秒６５ 準決勝落選
2009 （栃木県） 宮野　祐太 2 桂 走幅跳 ６ｍ９０ 予選落選

百木田　雄亮 3 日本航空 やり投 ５９ｍ０３ 予選落選
平澤　大貴 3 巨摩 走高跳 記録なし 予選落選
田中　花歩 3 韮崎 １５００ｍ ４分３０秒４３ 決勝１４位

22 63 沖縄県総合運動公園 手塚　祐太朗 3 山梨学院大附 １５００ｍ １６分３１秒６１ 予選落選
2010 （沖縄県） 小林　史弥 3 駿台甲府 ４００ｍＨ ５５秒４７ 予選落選

平塚　祐三 3 山梨学院大附 ３０００ｍSC ９分３２秒９１ 予選落選
川崎　誠登 3 甲陵 ５００００ｍＷ ２４分０７秒８６ 予選落選
山地　悟 3 桂 走高跳 １ｍ９８ 予選落選
宮野　祐太 3 桂 走幅跳 ７ｍ００ 予選落選
深澤　翔基 3 甲府一 ハンマー投 ５０ｍ３９ 予選落選
足立　祐紀 3 駿台甲府 八種競技 ５０８１点 決勝１３位
山口　初乃香 3 駿台甲府 ４００ｍ ５６秒７２ 準決勝落選
塚越　彩 2 駿台甲府 １００ｍＨ １５秒１５ 予選落選
勝俣　那々 2 駿台甲府 ４００ｍＨ ６３秒６５ 予選落選
山口　望月　清水　進藤 駿台甲府 ４×１００ｍＲ ４分０１秒３４ 予選落選
相原　千枝 3 駿台甲府 走幅跳 ５ｍ７５ 決勝４位
剱持　早紀 1 山梨学院大附 走幅跳 ５ｍ４７ 予選落選
内藤　朱香 3 巨摩 円盤投 ３２ｍ８２ 予選落選

23 64 北上総合運動公園 赤池　拓哉 3 甲府工 三段跳 １４ｍ２１ 予選落選
2011 （岩手県） 鈴木　千晴 3 山梨学院大附 ３０００ｍ ９分４３秒４７ 決勝１２位

塚越　彩 3 駿台甲府 １００ｍＨ １４秒６２ 準決勝落選
勝俣　那々 3 駿台甲府 ４００ｍＨ ６２秒４９ 準決勝落選
塚越　彩 3 駿台甲府 ４００ｍＨ ６４秒６９ 予選落選
新田　由里子 3 桂 ５０００ｍＷ ２５分０３秒５７ 決勝１５位
雨宮・寺本・小澤・中根 駿台甲府 ４×１００ｍＲ ４８秒５１ 予選落選
剱持　早紀 2 山梨学院大附 走高跳 記録なし 予選落選

24 65 新潟市東北電力 西山　令 2 山梨学院大附 １５００ｍ ３分５８秒８８ 予選落選
2012 ビッグスワンスタジアム 矢ノ倉　弘 2 山梨学院大附 ３０００ｍＳＣ ９分０３秒９８ 決勝９位

（新潟県） 斉藤　一真 3 駿台甲府 走高跳 ２ｍ０４ 決勝７位
水越　海 1 上野原 走高跳 １ｍ９８ 予選落選
須田　裕太郎 3 巨摩 砲丸投 １４ｍ６９ 予選落選
長坂　宏紀 3 駿台甲府 八種競技 ５０４５点 決勝２４位
青葉　愛 2 山梨学院大附 ３０００ｍ ９分２６秒４１ 決勝１８位
内田　莉奈 3 巨摩 １００ｍＨ １４秒７６ 準決勝落選
内田　莉奈 3 巨摩 ４００ｍＨ １分０５秒１６ 予選落選
森　歩 3 桂 ５０００ｍＷ ２７分５４秒５１ 予選落選
雨宮　弥沙 2 農林 ５０００ｍＷ ２６分５３秒５８ 予選落選
剱持　早紀 3 山梨学院大附 走高跳 １ｍ６２ 予選落選
剱持　早紀 3 山梨学院大附 走幅跳 ５ｍ７４ 決勝９位

25 66 （大分） 西山　令 3 山梨学院大附 １５００ｍ ４分０１秒８１ 決勝１５位
2013 市谷　龍太郎 3 山梨学院大附 ５０００ｍ １４分１６秒１８ 決勝６位

上田　健太 3 山梨学院大附 ５０００ｍ １４分１６秒２９ 決勝７位
河村　知樹 3 山梨学院大附 ５０００ｍ １４分３６秒０５ 予選落選
矢ノ倉　弘 3 山梨学院大附 ３０００ｍＳＣ ８分５４秒４７ 決勝２位
小林　大地 3 農林 ５０００ｍＷ ２３分０２秒２８ 決勝１４位
水越　海 2 上野原 走高跳 ２ｍ００ 予選落選
山下　黎 2 駿台甲府 走幅跳 ６ｍ９１ 予選落選
寺本　有那 3 駿台甲府 ２００ｍ ２５秒９４ 予選落選
柏木　真央 3 桂 ４００ｍ ５７秒６２ 予選落選
斎藤　暁 2 山梨学院大附 ３０００ｍ ９分４９秒２４ 予選落選
大神田　南海 3 桂 １００ｍＨ １４秒６５ 予選落選
剱持　クリア 1 山梨学院大附 走幅跳 　５ｍ６４ 予選落選
柏木　真央 3 桂 走幅跳 記録なし 予選落選
望月　愛美 2 山梨学院大附 やり投 ３７ｍ３２ 予選落選

26 67 南関東総体（山梨） 高橋　将平 3 韮崎 １５００ｍ ４分０６秒０３ 予選落選
2014 中銀スタジアム 水越　海 3 上野原 走高跳 記録なし 予選落選

雨宮　巧 2 巨摩 砲丸投 １３ｍ６３ 予選落選
栄野比　ホセ 2 農林 ハンマー投 ４９ｍ２１ 予選落選
青沼　李軌 3 山梨学院大附 やり投 ５７ｍ４８ 予選落選
山下　黎 3 駿台甲府 八種競技 県高校新５６４９点 決勝３位
山田　美衣 2 駿台甲府 ４００ｍ ５６秒９７ 予選落選
畠山　実弓 3 山梨学院大附 ３０００ｍ ９分２０秒８９ 決勝８位
近藤　祐未 3 山梨学院大附 走幅跳 ５ｍ７２ 決勝８位
剱持　クリア 2 山梨学院大附 走幅跳 ５ｍ７１ 予選落選
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