
ト ラ ッ ク 審 判 長 樋　　幹也
招 集 所 審 判 長 名取　康雄
記 録 主 任 小宮　和之

種目

深澤　拓己(2) 11.03(-2.0) 大久保　雄平(3) 11.04(-1.3) 小田 遼太(2) 11.08(-2.0) 佐野　航平(3) 11.10(-1.3) 長坂　宏紀(4) 11.12(-2.0) 中山　一樹(3) 11.15(-1.3) 前島 凌平(4) 11.18(-2.0) 村岡 尚弥(2) 11.24(-0.9)

山梨・国士舘大 山梨・駿台甲府高 山梨・日体大 山梨・身延高 山梨・都留文大 山梨・韮崎高 山梨・日体大 青森・日体大

深澤　拓己(2) 10.64(+2.9) 小田 遼太(2) 10.72(+2.9) 大久保　雄平(3) 10.74(+1.7) 前島 凌平(4) 10.77(+2.9) 長坂　宏紀(4) 10.82(+2.9) 佐野　航平(3) 10.89(+1.7) 木下　博貴(2) 10.90(+2.9)

山梨・国士舘大 山梨・日体大 山梨・駿台甲府高 山梨・日体大 山梨・都留文大 山梨・身延高 愛知・中京大中京高

中山　一樹(3) 10.90(+1.7)

山梨・韮崎高

大内　恵吏也 11.15 岩越　海渡(4) 11.32 藤森　翔也(2) 11.37 内田　智樹(3) 11.40

東京・SMARTS 山梨・山梨大 山梨・北杜高 山梨・山梨高

村岡 尚弥(2) 10.84 大原　康平(2) 11.10 森實　高毅(3) 11.12 小山　周馬(2) 11.33 渡辺 竜麻(2) 11.37

青森・日体大 愛知・中京大中京高 山梨・山梨大 山梨・巨摩高 山梨・日体大

大久保　雄平(3) 10.77 前島 凌平(4) 10.86 長坂　宏紀(4) 10.90 中山　一樹(3) 10.92 木下　博貴(2) 10.98 小田 遼太(2) 11.09

山梨・駿台甲府高 山梨・日体大 山梨・都留文大 山梨・韮崎高 愛知・中京大中京高 山梨・日体大

珊瑚　龍之介(3) 11.15 長澤　一輝(2) 11.76 村田　翔哉(3) 11.86 望月　真(3) 11.89 横内　峻(3) 12.14 笠井　太陽(3) 12.15 吉澤　大聖(3) 12.28

山梨・南部中 山梨・増穂中 山梨・小笠原AC 山梨・増穂中 山梨・小笠原AC 山梨・増穂中 山梨・塩山中

大内　恵吏也 22.46(+2.0) 藤原　瑞木(3) 23.34(+1.0) 熊谷　拓海(2) 23.50(-0.2) 渡辺　陸(3) 23.62(+1.0) 村田　翔哉(3) 24.31(-0.2) 小林　瑞輝(3) 24.49(+1.0) 望月　真(3) 24.75(+0.6) 松村　謙(3) 24.83(+0.6)

東京・SMARTS 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・都留興譲館高 山梨・小笠原AC 山梨・都留興譲館高 山梨・増穂中 山梨・山梨高

大内　恵吏也 22.51(+3.8) 渡辺　陸(3) 23.21(+3.0) 野中　勇人(3) 23.29(+3.0) 安西　飛呂(3) 23.30(+3.0) 藤原　瑞木(3) 23.33(+3.0) 熊谷　拓海(2) 23.70(+1.2) 大久保　風(2) 24.12(+3.3) 松村　謙(3) 24.27(+3.6)

東京・SMARTS 山梨・都留興譲館高 山梨・甲府昭和高 東京・NHK学園高 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨高

佐野　飛向(3) 18.43 名取　諒(2) 23.04

山梨・増穂中 山梨・押原中

名取　諒(2) 21.71

山梨・押原中

大矢 航輔(2) 15.19(-2.1) 勝俣　雄登(3) 16.17(-2.0) 金井　駿賢(2) 16.40(-2.1) 小幡　慎司(3) 16.49(-2.1) 市川　俊弥 16.54(-2.1) 宮下　滉平(3) 16.73(-2.1) 齋藤　聡(3) 16.79(-2.1) 小山　和馬(1) 17.30(-0.3)

新潟・日体大 山梨・巨摩高 愛知・中京大中京高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨陸協 山梨・甲府昭和高 山梨・都留興譲館高 山梨・甲府昭和高

大矢 航輔(2) 14.72(+2.5) 勝俣　雄登(3) 15.60(+3.0) 金井　駿賢(2) 15.92(+2.5) 小幡　慎司(3) 16.47(+2.5) 市川　俊弥 16.48(+2.5) 有野　嵐(1) 17.05(+2.9) 名取　純矢(2) 17.42(+3.0) 天野　佑(3) 18.03(+3.0)

新潟・日体大 山梨・巨摩高 愛知・中京大中京高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨陸協 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・都留興譲館高

中田　舞花(2) 12.46(+0.6) 永瀬　綾夏(3) 12.77(+0.6) 宮川　蘭子(3) 12.90(-0.1) 秋山　萌(3) 13.00(+0.6) 珊瑚　菜帆(2) 13.01(-0.1) 荻野　啓子(4) 13.13(+0.6) 赤沢　広美(2) 13.17(+1.3) 小池　知穂(2) 13.24(-0.1)

山梨・身延高 埼玉・都留文大 山梨・甲府昭和高 山梨・駿台甲府高 山梨・南部中 埼玉・都留文大 山梨・巨摩高 山梨・日川高

江口　琴美(2) 12.20(+1.6) 中田　舞花(2) 12.37(+1.6) 永瀬　綾夏(3) 12.59(+1.6) 松本　佳菜(2) 12.63(+1.6) 珊瑚　菜帆(2) 12.74(+2.5) 秋山　萌(3) 12.85(+1.6) 小池　知穂(2) 12.88(+2.5) 荻野　啓子(4) 13.00(+1.6)

埼玉・埼玉大 山梨・身延高 埼玉・都留文大 山梨・甲府昭和高 山梨・南部中 山梨・駿台甲府高 山梨・日川高 埼玉・都留文大

石川　幸歩(3) 13.06 赤沢　広美(2) 13.15 横森　一加(2) 13.18 三輪　ダリヤ(3) 13.25 村上　史奈 13.32 三吉　南緒(1) 13.52

山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・甲府昭和高 愛知・中京大中京高 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・巨摩高

江口　琴美(2) 12.18 永瀬　綾夏(3) 12.60 松本　佳菜(2) 12.65 秋山　萌(3) 12.85 荻野　啓子(4) 13.04 小池　知穂(2) 13.08

埼玉・埼玉大 埼玉・都留文大 山梨・甲府昭和高 山梨・駿台甲府高 埼玉・都留文大 山梨・日川高

珊瑚　菜帆(2) 12.80 広瀬　七彩(2) 13.19 毛利　来夢(2) 13.35 和光　紀佳(2) 13.63 中村　早希(2) 13.89 原田　知佳(3) 14.05 横山　葵(2) 14.11

山梨・南部中 山梨・塩山中 山梨・甲西中 山梨・塩山中 山梨・塩山中 山梨・増穂中 山梨・押原中

松本　佳菜(2) 26.54(+0.5) 宮川　蘭子(3) 26.81(+0.5) 横森　一加(2) 26.97(+0.5) 三輪　ダリヤ(3) 27.49(+0.5) 岩浅　優花(1) 27.98(+0.5) 毛利　来夢(2) 28.08(0.0) 古屋　千晶(2) 28.10(0.0)

山梨・甲府昭和高 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府昭和高 愛知・中京大中京高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲西中 山梨・都留興譲館高

岡久　純怜(2) 27.49(+0.5)

徳島・都留文大

三輪　ダリヤ(3) 26.80(+2.1) 岩浅　優花(1) 27.24(+2.1) 岡久　純怜(2) 27.37(+2.1) 古屋　千晶(2) 27.84(+4.1) 安田　綾花(1) 28.04(+4.1) 若杉　彩乃(1) 28.67(+4.1) 中村　早耶(3) 28.87(+4.1) 山﨑るな(3) 28.89(+1.5)

愛知・中京大中京高 山梨・駿台甲府高 徳島・都留文大 山梨・都留興譲館高 山梨・甲府昭和高 山梨・駿台甲府高 山梨・都留興譲館高 山梨・大月AC

保坂はづき(2) 20.00 萩原　茉凜(2) 20.19

山梨・韮崎東中 山梨・押原中

保坂はづき(2) 19.28 萩原　茉凜(2) 19.86

山梨・韮崎東中 山梨・押原中

桑原　美月(4) 14.16(+1.5) 三吉　南緒(1) 14.75(+1.5) 佐野　知奈美(3) 15.14(+1.5) 樫山　結(3) 15.34(+1.5) 名執　奏波(2) 15.91(+1.5) 赤沢　広美(2) 15.99(+1.5) 相原　咲良(1) 16.21(+1.5) 丸田　紫乃(2) 17.93(+1.5)

静岡・都留文大 山梨・巨摩高 京都・都留文大 山梨・身延高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・都留高

桑原　美月(4) 14.17(+1.8) 佐野　知奈美(3) 15.09(+1.8) 三吉　南緒(1) 15.24(+1.8) 赤沢　広美(2) 15.48(+1.8) 丸田　紫乃(2) 17.85(+1.8) 伊奈　零亜(2) 20.30(+2.1) 入鹿山　沙来(2) 20.47(+2.1)

静岡・都留文大 京都・都留文大 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・都留高 山梨・都留興譲館高 山梨・都留高

5位 6位 7位 8位

男子100m　１本目

男子100m　２本目

1位 2位 3位 4位

一般男子100m　３本目
風：+1.7

一般男子100m　３本目(2)
風：+1.8

一般男子100m　３本目(3)
風：+2.2

男子110mH　１本目

中学男子100m　３本目
風：+1.9

男子200m　１本目

男子200m　２本目

一般女子100m　３本目(2)
風：+1.8

男子110mH　２本目

女子100m　１本目

中学男子110mH　１本目
風：-0.7

中学男子110mH　２本目
風：+1.8

中学女子100mH　２本目
風：+2.6

中学女子100m　３本目
風：+1.9

女子200m　１本目

女子100m　２本目

一般女子100m　３本目
風：+1.4

女子100mH　１本目

女子100mH　２本目

風スプリント２０１６　平成28年4月23日（土）

女子200m　２本目

中学女子100mH　１本目
風：-2.6



凡例  DNS:欠場

男子100m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　22組

1組 (風:+0.2) 2組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾌｶｻﾜﾋﾃﾞﾄｼ 山梨

1 8 49 市川　翔太(2) 巨摩高 12.36 1 5 123 深澤　幸隼(2) 笛吹高 12.17
ｻﾙﾔ ｱﾔﾄ 山梨 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 山梨

2 5 157 申谷　礼人(2) 富士北稜高 12.43 2 3 177 伊藤　弘樹(2) 山梨大 12.23
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨 ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨

3 2 179 萩原　怜(2) 山梨大 12.44 3 6 33 笠井　太陽(3) 増穂中 12.41
ｶﾄｳﾋﾛﾄ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 山梨

4 7 124 加藤　大翔(2) 笛吹高 12.72 4 4 30 斉藤　正樹(3) 増穂中 12.76
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨

5 6 182 田中　翔大(2) 桃の郷ＡＣ 13.53 5 8 41 袴田　大河(3) 東海大甲府高 13.02
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 ｺｺﾞｼ ｹﾝｼｮｳ 山梨

3 162 溝口ゆうま SMARTS DNS 6 7 35 小越　健生(2) 増穂中 13.81
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨 ｼﾑﾗ ｼｮｳ 山梨

4 42 近藤　寿之(2) 東海大甲府高 DNS 7 2 31 志村　勝(3) 増穂中 14.26

3組 (風:0.0) 4組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ｻｴｸﾞｻﾋﾛﾄ 山梨

1 3 158 中村　僚(2) 富士北稜高 11.79 1 3 121 三枝　拓仁　(3) 笛吹高 12.60
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨

2 8 21 望月　真(3) 増穂中 12.01 2 4 24 石原　大勢(2) 増穂中 13.08
ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ 山梨 ｱｶﾂ ｼﾞｮｳ 山梨

3 7 178 大瀧　雄司(2) 山梨大 12.26 3 8 153 赤津　成(2) 白根高 13.09
ﾅｶｶﾞﾜﾖｼﾉﾌﾞ 山梨 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 山梨

4 5 122 中川　慶喜(2) 笛吹高 12.28 4 7 25 井上　颯太(2) 増穂中 13.19
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 ｲﾏﾂﾞ ｶﾝﾀ 山梨

5 6 183 丸山　駿人(2) 桃の郷ＡＣ 13.01 5 5 200 今津　貫太(3) 甲西中 13.67
ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 山梨 ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨

6 2 32 市川　泰地(3) 増穂中 13.89 2 159 平井　大智(2) 富士北稜高 DNS
ﾌﾅｸﾎﾞ ｺｳﾀ 山梨 ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 山梨

7 4 36 舟久保 洸太(2) 増穂中 13.98 6 60 上野　利輝(2) 巨摩高 DNS

5組 (風:-1.1) 6組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

1 2 22 長澤　一輝(2) 増穂中 12.17 1 2 54 名取　純矢(2) 巨摩高 12.43
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨

2 8 34 近藤　雄汰郎(3) 増穂中 13.00 2 4 43 中澤　幹(2) 東海大甲府高 12.66
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨 ｸﾗﾔ ｲﾌﾞｷ 山梨

3 4 28 佐野　飛向(3) 増穂中 13.09 3 5 27 藏屋　息吹(3) 増穂中 12.98
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾔ 山梨

4 3 184 齊藤　翼(2) 桃の郷ＡＣ 13.17 4 6 57 水上　雄也(2) 巨摩高 13.03
ﾔﾏｷﾞﾜ ｱﾂﾔ 山梨 ｵｵｷﾞ ｶｹﾙ 山梨

5 5 23 山際　篤弥(2) 増穂中 13.44 5 8 29 大木　駆(3) 増穂中 13.29
ｶﾙﾃﾞﾄ ｾﾄﾞﾘｯｸ 山梨 ﾆｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 山梨

6 6 26 カルデト・セドリック(3) 増穂中 13.64 6 7 202 西澤　大和(3) 甲西中 13.91
ﾂﾙﾀ ｼｭｳ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾏｺﾄ 山梨

7 52 鶴田　嵩(2) 巨摩高 DNS 3 156 宮下　真(3) 富士北稜高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子100m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　22組

7組 (風:0.0) 8組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

1 3 1 辻　　空翔(3) 塩山中 12.81 1 8 45 中込　悠太(2) わかば支援高 13.14
ｻｶﾓﾄ ﾚｵ 山梨 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾄ 山梨

2 8 13 坂本　怜央(2) 押原中 13.26 2 5 17 黒沢　大斗(3) 押原中 13.32
ｻｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 山梨 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳ 山梨

3 2 97 坂本　山登(2) 山梨高 13.39 3 7 5 森永　　翔(2) 塩山中 13.46
ﾋﾗｶﾞ ｿｳﾀ 山梨 ｶﾜﾉ ﾊﾙﾄ 山梨

4 7 18 平賀　颯汰(3) 押原中 13.40 4 3 38 川野　温人(2) 吉田中 13.77
ｼﾑﾗ ﾄﾓｷ 山梨 ﾋﾛｾ ｼｭﾝｽｹ 山梨

5 5 19 志村　知輝(3) 押原中 13.76 5 6 8 広瀬　俊輔(2) 塩山中 13.86
ｻｸﾗﾀﾞ ｲｯｻ 山梨 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨

6 4 12 櫻田　息颯(2) 押原中 14.35 6 4 7 秋山　千真(2) 塩山中 14.16
ｷﾑﾗ ﾕｷｵ 山梨 ｻｸﾗﾓﾄ ｼｭﾝ 山梨

7 6 44 木村　ユキオ(3) わかば支援高 15.15 1 3 桜本　　俊(3) 塩山中 DNS
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲ 山梨

2 4 萩原　大偉(3) 塩山中 DNS

9組 (風:0.0) 10組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭﾝﾔ 山梨 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨

1 1 84 渡辺　舜也(2) 甲府西高 12.16 1 3 2 吉澤　大聖(3) 塩山中 12.26
ｵﾉ ﾀﾂﾔ 山梨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

2 8 165 小野　達哉(2) 南アルプスAC 12.69 2 2 197 栁沢　晋太郎(3) 小笠原AC 12.57
ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨 ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨

3 4 201 馬目　滉(3) 甲西中 12.84 3 1 164 小野　智哉(2) 南アルプスAC 12.70
ｼｭｸｻﾞﾜ ｴｲﾀ 山梨 ｲｲﾇﾏ ﾀｲﾁ 山梨

4 2 95 宿澤　永大(2) 山梨高 13.45 4 8 154 飯沼　太一(2) 白根高 12.99
ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨 ｷｸｼﾏ ﾋﾛﾄ 山梨

5 5 10 樋口　祥哉(2) 押原中 13.99 5 5 6 菊島　大翔(2) 塩山中 13.04
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 山梨 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾎ 山梨

3 144 山下　侑太(2) 日川高 DNS 6 7 145 鶴田　和歩(2) 日川高 13.05
ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 ｷﾑ ｽﾝﾐﾝ 山梨

6 20 荻野　聖也(1) 押原中 DNS 4 155 金　承珉(2) 白根高 DNS
ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ 山梨

7 96 前嶋　優汰(2) 山梨高 DNS 6 152 小林　真之介(2) 白根高 DNS

11組 (風:0.0) 12組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 山梨 ﾑｶﾜ ｼｮｳ 山梨

1 1 37 渡邉　寛誉(2) 吉田中 12.48 1 4 80 武川　翔(2) 甲府城西 11.97
ﾅﾄﾘ ｹｲｾｲ 山梨 ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨

2 5 61 名取　慶星(2) 巨摩高 12.52 2 6 195 横内　峻(3) 小笠原AC 12.19
ｵｵｼﾊﾞ ｹｲ 山梨 ﾀﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 山梨

3 7 148 大柴　渓(3) 韮崎高 12.62 3 1 51 丹澤　寛太(2) 巨摩高 12.22
ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

4 8 196 中込　諒一(3) 小笠原AC 12.71 4 7 48 秋山　裕貴(2) 巨摩高 12.32
ｵﾄｸﾞﾛ ｲﾌﾞｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨

5 3 14 乙黒　伊吹(3) 押原中 12.72 5 2 198 望月　悠夢(3) 甲西中 12.34
ｵｷﾞﾉ ﾕｳｺﾞ 山梨 ｶｻｲ ﾕｳﾔ 山梨

6 4 50 荻野　祐悟(2) 巨摩高 12.73 6 3 59 河西　佑哉(2) 巨摩高 12.39
ｼﾑﾗ　ｹﾝﾀ 山梨 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｷ 山梨

2 128 志村　健太(2) 都留興譲館高 DNS 7 8 125 荒川　広樹(3) 都留興譲館高 12.46
ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳ 山梨

6 127 杉本　遥(3) 都留興譲館高 DNS 8 5 89 深澤　澪(3) 甲府東高 12.50



凡例  DNS:欠場

男子100m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　22組

13組 (風:0.0) 14組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

1 8 72 大久保　風(2) 甲府昭和高 12.08 1 7 115 依田　侑大(3) 身延高 11.70
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨

2 7 105 加藤　大虎(1) 駿台甲府高 12.12 2 1 62 小山　周馬(2) 巨摩高 11.72
ｼﾐｽﾞ ﾜｶﾊﾞ 山梨 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨

3 1 140 清水　若葉(3) 都留高 12.17 3 3 141 土屋　駿丞(3) 都留高 11.98
ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｷ 山梨

4 4 73 齊藤　功将(2) 甲府昭和高 12.23 4 5 58 望月　雅起(2) 巨摩高 12.26
ｵｵﾑﾗ ｶｲﾄ 山梨 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 山梨

5 6 92 大村　海斗(3) 山梨高 12.49 5 2 79 米長　裕太(3) 甲府城西 12.36
ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 山梨 ｻｶﾞﾗ ﾏｻｷ 山梨

6 2 86 田中　大樹(3) 甲府第一高 12.94 6 6 88 相良　真輝(2) 甲府第一高 12.75
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 山梨 ｶｻｲ ﾖｳｽｹ 山梨

3 53 土橋　祐太(2) 巨摩高 DNS 4 74 笠井　洋輔(1) 甲府昭和高 DNS
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 山梨 ｲｼｲ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

5 126 岩本　優希(3) 都留興譲館高 DNS 8 83 石井　遼太郎(2) 甲府西高 DNS

15組 (風:-0.1) 16組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾇｷﾞ　ｹｲﾀﾛｳ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ 山梨

1 4 82 功刀　啓太郎(3) 甲府西高 11.68 1 4 71 宮下　滉平(3) 甲府昭和高 11.83
ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨

2 8 112 野口　和輝(3) 身延高 11.69 2 7 194 丸山　礼聖(3) 小笠原AC 11.92
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛ 東京

3 7 117 野口　怜恩(1) 身延高 11.76 3 2 40 安西　飛呂(3) NHK学園高 11.94
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 ｻｸﾗｲ ｹｲｽｹ 山梨

4 5 116 赤井　滉太郎(2) 身延高 11.79 4 1 149 櫻井　啓裕(3) 韮崎高 12.03
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ｶｲｾ ｶｽﾞﾏ 山梨

5 2 107 寺戸　翼(1) 駿台甲府高 12.09 5 6 147 海瀬　一真(3) 韮崎高 12.13
ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

6 3 63 進藤　大輝(1) 巨摩高 12.16 6 3 193 村田　翔哉(3) 小笠原AC 12.19
ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｸﾄ 山梨 ﾕｲ　ｹﾞﾝﾀ 山梨

1 113 望月　郁杜(3) 身延高 DNS 7 8 163 由井　玄太 TYPE-R 12.20
ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨

6 143 髙坂　佳希(2) 都留高 DNS 5 47 山本　武(3) 巨摩高 DNS

17組 (風:-2.4) 18組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨

1 8 175 橋爪　孔明(3) 山梨大 11.82 1 4 160 藤森　翔也(2) 北杜高 11.74
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

2 4 91 内田　智樹(3) 山梨高 11.83 2 6 139 渡邊　友弘(3) 都留高 11.83
ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ 山梨 ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

3 6 150 廣瀬　拓巳(3) 韮崎高 11.87 3 5 101 髙野　隼人(3) 駿台甲府高 11.89
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ 山梨

4 7 103 清水　健太郎(3) 駿台甲府高 11.89 4 1 70 野中　勇人(3) 甲府昭和高 11.92
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨

5 1 167 田中　賢司 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 11.98 5 3 56 笛　遼太(2) 巨摩高 12.12
ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

6 3 55 樋口　壮人(2) 巨摩高 12.02 6 2 104 岩下　千馬(1) 駿台甲府高 12.15
ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾑ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨

2 137 水野　大夢(3) 都留高 DNS 7 8 87 藤本　真生(2) 甲府第一高 12.46
ﾌﾙﾔ ｱﾙﾄ 山梨 ｵﾏﾀ ﾖｳ 山梨

5 46 古屋　有留人(3) 巨摩高 DNS 7 136 小俣　洋(3) 都留高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子100m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　22組

19組 (風:-1.1) 20組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

1 7 85 窪田　雄人(3) 甲府第一高 11.54 1 1 188 村岡 尚弥(2) 日体大 11.24
ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

2 2 151 横森　友朗(3) 韮崎高 11.57 2 8 176 森實　高毅(3) 山梨大 11.34
ｻｻﾓﾄ　ﾕｳﾀ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

3 3 173 笹本　悠太(1) 山梨学院大 11.80 3 4 39 珊瑚　龍之介(3) 南部中 11.39
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｷ 新潟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨

4 4 181 古川　夏希(4) 都留文大 11.88 4 5 187 渡辺 竜麻(2) 日体大 11.66
ﾂﾉﾀﾞ ｹﾝﾔ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

5 1 78 角田　賢哉(3) 甲府城西 12.04 5 7 106 五味　勇太(1) 駿台甲府高 11.89
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 山梨

6 8 108 松野　滉大(1) 駿台甲府高 12.12 6 3 77 井上　大輝(3) 甲府城西 12.00
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨 ﾕｶﾜ ｶｽﾞｼ 神奈川

5 109 村松　由翔(3) 駿台甲府高 DNS 7 2 189 湯川 和士(2) 日体大 12.10
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨 ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨

6 76 長倉　脩斗(1) 甲府昭和高 DNS 6 102 菊地　拓磨　(3) 駿台甲府高 DNS

21組 (風:-1.3) 22組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

1 7 100 大久保　雄平(3) 駿台甲府高 11.04 1 5 169 深澤　拓己(2) 国士舘大 11.03
ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 8 111 佐野　航平(3) 身延高 11.10 2 8 186 小田 遼太(2) 日体大 11.08
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨

3 2 146 中山　一樹(3) 韮崎高 11.15 3 6 180 長坂　宏紀(4) 都留文大 11.12
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

4 1 114 望月　璃雅(3) 身延高 11.40 4 4 185 前島 凌平(4) 日体大 11.18
ｵｵﾊﾗｺｳﾍｲ 愛知 ｷﾉｼﾀﾋﾛｷ 愛知

5 6 118 大原　康平(2) 中京大中京高 11.47 5 7 120 木下　博貴(2) 中京大中京高 11.29
ｳﾁﾀﾞ　ｱｷﾋｻ 山梨 ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ 東京

6 4 81 内田　暁久(3) 甲府西高 11.47 6 1 161 大内　恵吏也 SMARTS 11.36
ｲﾜｺｼ ｶｲﾄ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

7 3 174 岩越　海渡(4) 山梨大 11.55 2 99 渡辺　陵(3) 駿台甲府高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾊﾔﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨

5 171 望月　勇人(4) 山梨学院大 DNS 3 168 井上　成(4) 国士舘大 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　22組

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+3.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 ｻﾙﾔ ｱﾔﾄ 山梨

1 4 162 溝口ゆうま SMARTS 12.89 1 8 157 申谷　礼人(2) 富士北稜高 11.80
ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 山梨 ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨

2 7 32 市川　泰地(3) 増穂中 13.90 2 2 33 笠井　太陽(3) 増穂中 12.15
ﾌﾅｸﾎﾞ ｺｳﾀ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 山梨

3 8 36 舟久保 洸太(2) 増穂中 14.21 3 5 30 斉藤　正樹(3) 増穂中 12.58
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨

2 42 近藤　寿之(2) 東海大甲府高 DNS 4 4 34 近藤　雄汰郎(3) 増穂中 12.90
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ｺｺﾞｼ ｹﾝｼｮｳ 山梨

3 158 中村　僚(2) 富士北稜高 DNS 5 3 35 小越　健生(2) 増穂中 13.51
ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ｼﾑﾗ ｼｮｳ 山梨

5 159 平井　大智(2) 富士北稜高 DNS 6 6 31 志村　勝(3) 増穂中 14.12
ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｻｴｸﾞｻﾋﾛﾄ 山梨

6 41 袴田　大河(3) 東海大甲府高 DNS 7 121 三枝　拓仁　(3) 笛吹高 DNS

3組 (風:0.0) 4組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾔ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨

7 57 水上　雄也(2) 巨摩高 DNS 1 6 184 齊藤　翼(2) 桃の郷ＡＣ 12.90
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨 ｵｵｷﾞ ｶｹﾙ 山梨

2 43 中澤　幹(2) 東海大甲府高 DNS 2 5 29 大木　駆(3) 増穂中 12.98
ｱｶﾂ ｼﾞｮｳ 山梨 ﾔﾏｷﾞﾜ ｱﾂﾔ 山梨

3 153 赤津　成(2) 白根高 DNS 3 8 23 山際　篤弥(2) 増穂中 13.03
ﾅｶｶﾞﾜﾖｼﾉﾌﾞ 山梨 ﾂﾙﾀ ｼｭｳ 山梨

4 122 中川　慶喜(2) 笛吹高 DNS 2 52 鶴田　嵩(2) 巨摩高 DNS
ﾌｶｻﾜﾋﾃﾞﾄｼ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

5 123 深澤　幸隼(2) 笛吹高 DNS 3 54 名取　純矢(2) 巨摩高 DNS
ｶﾄｳﾋﾛﾄ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

6 124 加藤　大翔(2) 笛吹高 DNS 4 49 市川　翔太(2) 巨摩高 DNS
ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾏｺﾄ 山梨

8 60 上野　利輝(2) 巨摩高 DNS 7 156 宮下　真(3) 富士北稜高 DNS

5組 (風:+3.4) 6組 (風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨 ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ 山梨

1 3 22 長澤　一輝(2) 増穂中 11.65 1 8 178 大瀧　雄司(2) 山梨大 11.95
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 山梨

2 5 21 望月　真(3) 増穂中 11.75 2 2 177 伊藤　弘樹(2) 山梨大 11.99
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

3 4 183 丸山　駿人(2) 桃の郷ＡＣ 12.88 3 3 179 萩原　怜(2) 山梨大 12.36
ｶﾙﾃﾞﾄ ｾﾄﾞﾘｯｸ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨

4 7 26 カルデト・セドリック(3) 増穂中 13.16 4 4 24 石原　大勢(2) 増穂中 12.59
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨 ｸﾗﾔ ｲﾌﾞｷ 山梨

5 8 182 田中　翔大(2) 桃の郷ＡＣ 13.17 5 7 27 藏屋　息吹(3) 増穂中 12.69
ｲﾏﾂﾞ ｶﾝﾀ 山梨 ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨

6 2 200 今津　貫太(3) 甲西中 13.24 6 6 28 佐野　飛向(3) 増穂中 12.71
ﾆｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 山梨

7 6 202 西澤　大和(3) 甲西中 13.53 7 5 25 井上　颯太(2) 増穂中 12.77



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　22組

7組 (風:+2.7) 8組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶﾓﾄ ﾚｵ 山梨 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳ 山梨

1 7 13 坂本　怜央(2) 押原中 12.88 1 8 5 森永　　翔(2) 塩山中 13.16
ｻｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 山梨 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾄ 山梨

2 4 97 坂本　山登(2) 山梨高 12.93 2 6 17 黒沢　大斗(3) 押原中 13.18
ﾋﾗｶﾞ ｿｳﾀ 山梨 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨

3 3 18 平賀　颯汰(3) 押原中 13.09 3 1 7 秋山　千真(2) 塩山中 14.07
ｼﾑﾗ ﾄﾓｷ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲ 山梨

4 5 19 志村　知輝(3) 押原中 13.47 3 4 萩原　大偉(3) 塩山中 DNS
ﾋﾛｾ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｶﾜﾉ ﾊﾙﾄ 山梨

5 2 8 広瀬　俊輔(2) 塩山中 13.81 2 38 川野　温人(2) 吉田中 DNS
ｻｸﾗﾀﾞ ｲｯｻ 山梨 ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ 山梨

6 6 12 櫻田　息颯(2) 押原中 13.91 4 1 辻　　空翔(3) 塩山中 DNS
ｷﾑﾗ ﾕｷｵ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

8 44 木村　ユキオ(3) わかば支援高 DNS 5 45 中込　悠太(2) わかば支援高 DNS
ｻｸﾗﾓﾄ ｼｭﾝ 山梨

7 3 桜本　　俊(3) 塩山中 DNS

9組 (風:+1.0) 10組 (風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨

1 8 201 馬目　滉(3) 甲西中 12.83 1 4 2 吉澤　大聖(3) 塩山中 12.05
ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾎ 山梨 ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨

2 3 145 鶴田　和歩(2) 日川高 13.04 2 7 164 小野　智哉(2) 南アルプスAC 12.50
ｼｭｸｻﾞﾜ ｴｲﾀ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ 山梨

3 4 95 宿澤　永大(2) 山梨高 13.46 3 6 152 小林　真之介(2) 白根高 12.52
ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

4 6 10 樋口　祥哉(2) 押原中 14.09 4 5 197 栁沢　晋太郎(3) 小笠原AC 12.56
ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 ｷｸｼﾏ ﾋﾛﾄ 山梨

1 20 荻野　聖也(1) 押原中 DNS 5 1 6 菊島　大翔(2) 塩山中 12.97
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭﾝﾔ 山梨 ｷﾑ ｽﾝﾐﾝ 山梨

2 84 渡辺　舜也(2) 甲府西高 DNS 2 155 金　承珉(2) 白根高 DNS
ｵﾉ ﾀﾂﾔ 山梨 ｲｲﾇﾏ ﾀｲﾁ 山梨

5 165 小野　達哉(2) 南アルプスAC DNS 3 154 飯沼　太一(2) 白根高 DNS
ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 山梨

7 96 前嶋　優汰(2) 山梨高 DNS 8 144 山下　侑太(2) 日川高 DNS

11組 (風:+0.6) 12組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｼﾊﾞ ｹｲ 山梨 ﾑｶﾜ ｼｮｳ 山梨

1 6 148 大柴　渓(3) 韮崎高 12.43 1 4 80 武川　翔(2) 甲府城西高 12.04
ﾅﾄﾘ ｹｲｾｲ 山梨 ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨

2 8 61 名取　慶星(2) 巨摩高 12.48 2 6 195 横内　峻(3) 小笠原AC 12.22
ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨

3 4 196 中込　諒一(3) 小笠原AC 12.53 3 1 198 望月　悠夢(3) 甲西中 12.39
ｵﾄｸﾞﾛ ｲﾌﾞｷ 山梨 ﾀﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 山梨

4 5 14 乙黒　伊吹(3) 押原中 12.60 4 7 51 丹澤　寛太(2) 巨摩高 12.40
ｵｷﾞﾉ ﾕｳｺﾞ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

5 2 50 荻野　祐悟(2) 巨摩高 12.69 5 8 48 秋山　裕貴(2) 巨摩高 12.44
ｼﾑﾗ　ｹﾝﾀ 山梨 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｷ 山梨

1 128 志村　健太(2) 都留興譲館高 DNS 6 2 125 荒川　広樹(3) 都留興譲館高 12.51
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 山梨 ｶｻｲ ﾕｳﾔ 山梨

3 37 渡邉　寛誉(2) 吉田中 DNS 7 5 59 河西　佑哉(2) 巨摩高 12.59
ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳ 山梨

7 127 杉本　遥(3) 都留興譲館高 DNS 3 89 深澤　澪(3) 甲府東高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　22組

13組 (風:+3.7) 14組 (風:+3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨

1 1 105 加藤　大虎(1) 駿台甲府高 11.62 1 6 62 小山　周馬(2) 巨摩高 11.33
ｼﾐｽﾞ ﾜｶﾊﾞ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

2 2 140 清水　若葉(3) 都留高 11.68 2 3 117 野口　怜恩(1) 身延高 11.51
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨

3 6 72 大久保　風(2) 甲府昭和高 11.70 3 5 141 土屋　駿丞(3) 都留高 11.65
ｵｵﾑﾗ ｶｲﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｷ 山梨

4 8 92 大村　海斗(3) 山梨高 12.02 4 2 58 望月　雅起(2) 巨摩高 11.93
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 山梨 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 山梨

3 53 土橋　祐太(2) 巨摩高 DNS 5 8 79 米長　裕太(3) 甲府城西高 11.95
ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 山梨 ｶｻｲ ﾖｳｽｹ 山梨

4 73 齊藤　功将(2) 甲府昭和高 DNS 6 4 74 笠井　洋輔(1) 甲府昭和高 12.40
ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｸﾄ 山梨

5 86 田中　大樹(3) 甲府第一高 DNS 1 113 望月　郁杜(3) 身延高 DNS
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 山梨 ｻｶﾞﾗ ﾏｻｷ 山梨

7 126 岩本　優希(3) 都留興譲館高 DNS 7 88 相良　真輝(2) 甲府第一高 DNS

15組 (風:+3.0) 16組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｶｲｾ ｶｽﾞﾏ 山梨

1 1 115 依田　侑大(3) 身延高 11.30 1 6 147 海瀬　一真(3) 韮崎高 11.56
ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 山梨 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛ 東京

2 3 112 野口　和輝(3) 身延高 11.47 2 4 40 安西　飛呂(3) NHK学園高 11.57
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ｻｸﾗｲ ｹｲｽｹ 山梨

3 4 107 寺戸　翼(1) 駿台甲府高 11.71 3 7 149 櫻井　啓裕(3) 韮崎高 11.62
ｲｼｲ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

2 83 石井　遼太郎(2) 甲府西高 DNS 4 5 193 村田　翔哉(3) 小笠原AC 11.88
ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨 ﾕｲ　ｹﾞﾝﾀ 山梨

5 63 進藤　大輝(1) 巨摩高 DNS 5 1 163 由井　玄太 TYPE-R 12.19
ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨

6 143 髙坂　佳希(2) 都留高 DNS 2 194 丸山　礼聖(3) 小笠原AC DNS
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨

7 116 赤井　滉太郎(2) 身延高 DNS 3 47 山本　武(3) 巨摩高 DNS
ｸﾇｷﾞ　ｹｲﾀﾛｳ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ 山梨

8 82 功刀　啓太郎(3) 甲府西高 DNS 8 71 宮下　滉平(3) 甲府昭和高 DNS

17組 (風:+1.0) 18組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

1 5 175 橋爪　孔明(3) 山梨大 11.43 1 6 139 渡邊　友弘(3) 都留高 11.26
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨

2 1 91 内田　智樹(3) 山梨高 11.50 2 7 160 藤森　翔也(2) 北杜高 11.41
ﾋﾛｾ ﾀｸﾐ 山梨 ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ 山梨

3 8 150 廣瀬　拓巳(3) 韮崎高 11.55 3 4 70 野中　勇人(3) 甲府昭和高 11.55
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨

4 4 103 清水　健太郎(3) 駿台甲府高 11.56 4 5 56 笛　遼太(2) 巨摩高 11.74
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

5 2 167 田中　賢司 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 11.57 5 2 104 岩下　千馬(1) 駿台甲府高 11.75
ﾌﾙﾔ ｱﾙﾄ 山梨 ｵﾏﾀ ﾖｳ 山梨

3 46 古屋　有留人(3) 巨摩高 DNS 1 136 小俣　洋(3) 都留高 DNS
ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨

6 55 樋口　壮人(2) 巨摩高 DNS 3 87 藤本　真生(2) 甲府第一高 DNS
ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾑ 山梨 ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

7 137 水野　大夢(3) 都留高 DNS 8 101 髙野　隼人(3) 駿台甲府高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　22組

19組 (風:+1.0) 20組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻﾓﾄ　ﾕｳﾀ 山梨 ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

1 8 173 笹本　悠太(1) 山梨学院大 11.27 1 5 188 村岡 尚弥(2) 日体大 10.90
ﾂﾉﾀﾞ ｹﾝﾔ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

2 7 78 角田　賢哉(3) 甲府城西高 11.53 2 6 176 森實　高毅(3) 山梨大 11.08
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｷ 新潟 ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

3 5 181 古川　夏希(4) 都留文大 11.55 3 4 39 珊瑚　龍之介(3) 南部中 11.25
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨

4 4 76 長倉　脩斗(1) 甲府昭和高 11.99 4 1 187 渡辺 竜麻(2) 日体大 11.32
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨 ﾕｶﾜ ｶｽﾞｼ 神奈川

1 109 村松　由翔(3) 駿台甲府高 DNS 5 8 189 湯川 和士(2) 日体大 11.67
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

2 108 松野　滉大(1) 駿台甲府高 DNS 6 7 106 五味　勇太(1) 駿台甲府高 11.67
ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 山梨

3 151 横森　友朗(3) 韮崎高 DNS 2 77 井上　大輝(3) 甲府城西高 DNS
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨

6 85 窪田　雄人(3) 甲府第一高 DNS 3 102 菊地　拓磨　(3) 駿台甲府高 DNS

21組 (風:+1.7) 22組 (風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

1 4 100 大久保　雄平(3) 駿台甲府高 10.74 1 4 169 深澤　拓己(2) 国士舘大 10.64
ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 3 111 佐野　航平(3) 身延高 10.89 2 7 186 小田 遼太(2) 日体大 10.72
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

3 7 146 中山　一樹(3) 韮崎高 10.90 3 1 185 前島 凌平(4) 日体大 10.77
ｵｵﾊﾗｺｳﾍｲ 愛知 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨

4 6 118 大原　康平(2) 中京大中京高 11.16 4 5 180 長坂　宏紀(4) 都留文大 10.82
ｲﾜｺｼ ｶｲﾄ 山梨 ｷﾉｼﾀﾋﾛｷ 愛知

5 8 174 岩越　海渡(4) 山梨大 11.34 5 2 120 木下　博貴(2) 中京大中京高 10.90
ｳﾁﾀﾞ　ｱｷﾋｻ 山梨 ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ 東京

1 81 内田　暁久(3) 甲府西高 DNS 8 161 大内　恵吏也 SMARTS DQ,FS

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

2 114 望月　璃雅(3) 身延高 DNS 3 99 渡辺　陵(3) 駿台甲府高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾊﾔﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨

5 171 望月　勇人(4) 山梨学院大 DNS 6 168 井上　成(4) 国士舘大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

1 264 深澤　拓己(2) 国士舘大 10.64 +2.9
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 288 小田 遼太(2) 日体大 10.72 +2.9
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

3 150 大久保　雄平(3) 駿台甲府高 10.74 +1.7
ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

4 287 前島 凌平(4) 日体大 10.77 +2.9
ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨

5 275 長坂　宏紀(4) 都留文大 10.82 +2.9
ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

6 165 佐野　航平(3) 身延高 10.89 +1.7
ｷﾉｼﾀﾋﾛｷ 愛知

7 176 木下　博貴(2) 中京大中京高 10.90 +2.9
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 山梨

7 223 中山　一樹(3) 韮崎高 10.90 +1.7
ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

7 290 村岡 尚弥(2) 日体大 10.90 +0.9



凡例  DNS:欠場

一般男子100m　３本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月23日 16:00 決　勝

1組 (風:+1.7) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ 東京 ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

1 6 161 大内　恵吏也 SMARTS 11.15 1 6 188 村岡 尚弥(2) 日体大 10.84
ｲﾜｺｼ ｶｲﾄ 山梨 ｵｵﾊﾗｺｳﾍｲ 愛知

2 5 174 岩越　海渡(4) 山梨大 11.32 2 3 118 大原　康平(2) 中京大中京高 11.10
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

3 3 160 藤森　翔也(2) 北杜高 11.37 3 5 176 森實　高毅(3) 山梨大 11.12
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨 ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨

4 1 91 内田　智樹(3) 山梨高 11.40 4 1 62 小山　周馬(2) 巨摩高 11.33
ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨

2 112 野口　和輝(3) 身延高 DNS 5 2 187 渡辺 竜麻(2) 日体大 11.37
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

4 114 望月　璃雅(3) 身延高 DNS 4 139 渡邊　友弘(3) 都留高 DNS
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨 ｻｻﾓﾄ　ﾕｳﾀ 山梨

7 175 橋爪　孔明(3) 山梨大 DNS 7 173 笹本　悠太(1) 山梨学院大 DNS
ｳﾁﾀﾞ　ｱｷﾋｻ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

8 81 内田　暁久(3) 甲府西高 DNS 8 115 依田　侑大(3) 身延高 DNS

3組 (風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

1 3 100 大久保　雄平(3) 駿台甲府高 10.77
ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

2 4 185 前島 凌平(4) 日体大 10.86
ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨

3 7 180 長坂　宏紀(4) 都留文大 10.90
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 山梨

4 1 146 中山　一樹(3) 韮崎高 10.92
ｷﾉｼﾀﾋﾛｷ 愛知

5 2 120 木下　博貴(2) 中京大中京高 10.98
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

6 6 186 小田 遼太(2) 日体大 11.09
ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 山梨

5 169 深澤　拓己(2) 国士舘大 DNS
ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

8 111 佐野　航平(3) 身延高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子200m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003
山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 4月23日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨

1 6 21 望月　真(3) 増穂中 24.75 1 6 198 望月　悠夢(3) 甲西中 25.75
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ 山梨 ｼｵﾔ ｹﾋﾞﾝ 山梨

2 1 94 松村　謙(3) 山梨高 24.83 2 8 15 塩谷　家淋　和(3) 押原中 25.78
ｾｱﾝ F A 山梨 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨

3 5 199 セアン　F　A(3) 甲西中 26.04 3 2 22 長澤　一輝(2) 増穂中 25.79
ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 山梨

4 8 25 井上　颯太(2) 増穂中 26.09 4 7 9 近藤　凜(2) 押原中 26.43
ｱｶﾂ ｼﾞｮｳ 山梨 ｵﾉ ﾀﾂﾔ 山梨

5 7 153 赤津　成(2) 白根高 26.13 5 4 165 小野　達哉(2) 南アルプスAC 26.48
ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨

6 2 201 馬目　滉(3) 甲西中 26.59 6 5 24 石原　大勢(2) 増穂中 26.49
ｲﾏﾂﾞ ｶﾝﾀ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 山梨

7 3 200 今津　貫太(3) 甲西中 27.84 1 53 土橋　祐太(2) 巨摩高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭﾝﾔ 山梨 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄ 山梨

4 84 渡辺　舜也(2) 甲府西高 DNS 3 93 内山　紘斗(3) 山梨高 DNS

3組 (風:+0.9) 4組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 山梨 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

1 6 64 井上　幹(1) 巨摩高 25.09 1 7 110 熊谷　拓海(2) 駿台甲府高 23.50
ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

2 2 195 横内　峻(3) 小笠原AC 25.13 2 3 193 村田　翔哉(3) 小笠原AC 24.31
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 山梨 ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨

3 3 130 渡邉　徹平(3) 都留興譲館高 25.99 1 62 小山　周馬(2) 巨摩高 DNS
ﾉｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

4 5 16 野澤　歩夢(3) 押原中 26.40 2 85 窪田　雄人(3) 甲府第一高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｸﾄ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 山梨

1 113 望月　郁杜(3) 身延高 DNS 4 73 齊藤　功将(2) 甲府昭和高 DNS
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳ 山梨 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨

4 89 深澤　澪(3) 甲府東高 DNS 5 132 羽入田　直斗(2) 都留興譲館高 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

7 72 大久保　風(2) 甲府昭和高 DNS 6 49 市川　翔太(2) 巨摩高 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ　ｱｵﾔ 山梨 ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨

8 133 長嶋　碧也(2) 都留興譲館高 DNS 8 56 笛　遼太(2) 巨摩高 DNS

5組 (風:+1.0) 6組 (風:+2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ 東京

1 4 90 藤原　瑞木(3) 甲府南高 23.34 1 8 161 大内　恵吏也 SMARTS 22.46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨 ｳﾁﾀﾞ　ｱｷﾋｻ 山梨

2 3 131 渡辺　陸(3) 都留興譲館高 23.62 1 81 内田　暁久(3) 甲府西高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 1 129 小林　瑞輝(3) 都留興譲館高 24.49 2 186 小田 遼太(2) 日体大 DNS
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡

2 76 長倉　脩斗(1) 甲府昭和高 DNS 3 191 山下 翔太郎(2) 日体大 DNS
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾊﾔﾄ 山梨

5 167 田中　賢司 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ DNS 4 171 望月　勇人(4) 山梨学院大 DNS
ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

6 70 野中　勇人(3) 甲府昭和高 DNS 5 185 前島 凌平(4) 日体大 DNS
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨

7 160 藤森　翔也(2) 北杜高 DNS 6 168 井上　成(4) 国士舘大 DNS
ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛ 東京 ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

8 40 安西　飛呂(3) NHK学園高 DNS 7 188 村岡 尚弥(2) 日体大 DNS



凡例  DNS:欠場

男子200m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003
山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 4月23日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ 東京

1 254 大内　恵吏也 SMARTS 22.46 +2.0
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨

2 137 藤原　瑞木(3) 甲府南高 23.34 +1.0
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

3 160 熊谷　拓海(2) 駿台甲府高 23.50 -0.2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨

4 193 渡辺　陸(3) 都留興譲館高 23.62 +1.0
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

5 296 村田　翔哉(3) 小笠原AC 24.31 -0.2
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 山梨

6 191 小林　瑞輝(3) 都留興譲館高 24.49 +1.0
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨

7 43 望月　真(3) 増穂中 24.75 +0.6
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ 山梨

8 143 松村　謙(3) 山梨高 24.83 +0.6



凡例  DNS:欠場

男子200m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003
山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 4月23日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:+3.6) 2組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ 山梨 ｾｱﾝ F A 山梨

1 6 94 松村　謙(3) 山梨高 24.27 1 6 199 セアン　F　A(3) 甲西中 25.81
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 山梨

2 4 21 望月　真(3) 増穂中 24.37 2 2 9 近藤　凜(2) 押原中 25.95
ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 山梨 ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨

3 5 25 井上　颯太(2) 増穂中 26.13 3 1 201 馬目　滉(3) 甲西中 26.16
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨

4 1 22 長澤　一輝(2) 増穂中 27.11 4 7 24 石原　大勢(2) 増穂中 26.18
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨

2 53 土橋　祐太(2) 巨摩高 DNS 5 3 198 望月　悠夢(3) 甲西中 26.45
ｱｶﾂ ｼﾞｮｳ 山梨 ｼｵﾔ ｹﾋﾞﾝ 山梨

3 153 赤津　成(2) 白根高 DNS 4 15 塩谷　家淋　和(3) 押原中 DNS
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄ 山梨 ｵﾉ ﾀﾂﾔ 山梨

7 93 内山　紘斗(3) 山梨高 DNS 5 165 小野　達哉(2) 南アルプスAC DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭﾝﾔ 山梨 ｲﾏﾂﾞ ｶﾝﾀ 山梨

8 84 渡辺　舜也(2) 甲府西高 DNS 8 200 今津　貫太(3) 甲西中 DNS

3組 (風:+3.3) 4組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

1 4 72 大久保　風(2) 甲府昭和高 24.12 1 2 110 熊谷　拓海(2) 駿台甲府高 23.70
ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

2 1 64 井上　幹(1) 巨摩高 25.12 2 1 193 村田　翔哉(3) 小笠原AC 24.39
ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨 ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 7 195 横内　峻(3) 小笠原AC 25.15 3 56 笛　遼太(2) 巨摩高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 山梨 ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨

4 8 130 渡邉　徹平(3) 都留興譲館高 25.60 4 62 小山　周馬(2) 巨摩高 DNS
ﾉｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

2 16 野澤　歩夢(3) 押原中 DNS 5 49 市川　翔太(2) 巨摩高 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ　ｱｵﾔ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

3 133 長嶋　碧也(2) 都留興譲館高 DNS 6 85 窪田　雄人(3) 甲府第一高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｸﾄ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 山梨

5 113 望月　郁杜(3) 身延高 DNS 7 73 齊藤　功将(2) 甲府昭和高 DNS
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳ 山梨 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨

6 89 深澤　澪(3) 甲府東高 DNS 8 132 羽入田　直斗(2) 都留興譲館高 DNS

5組 (風:+3.0) 6組 (風:+3.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨 ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ 東京

1 7 131 渡辺　陸(3) 都留興譲館高 23.21 1 2 161 大内　恵吏也 SMARTS 22.51
ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾊﾔﾄ 山梨

2 4 70 野中　勇人(3) 甲府昭和高 23.29 1 171 望月　勇人(4) 山梨学院大 DNS
ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛ 東京 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 6 40 安西　飛呂(3) NHK学園高 23.30 3 186 小田 遼太(2) 日体大 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨

4 1 90 藤原　瑞木(3) 甲府南高 23.33 4 168 井上　成(4) 国士舘大 DNS
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

2 167 田中　賢司 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ DNS 5 188 村岡 尚弥(2) 日体大 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｳﾁﾀﾞ　ｱｷﾋｻ 山梨

3 129 小林　瑞輝(3) 都留興譲館高 DNS 6 81 内田　暁久(3) 甲府西高 DNS
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

5 160 藤森　翔也(2) 北杜高 DNS 7 185 前島 凌平(4) 日体大 DNS
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡

8 76 長倉　脩斗(1) 甲府昭和高 DNS 8 191 山下 翔太郎(2) 日体大 DNS



凡例  DNS:欠場

男子200m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003
山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 4月23日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｳﾁ ｴﾘﾔ 東京

1 254 大内　恵吏也 SMARTS 22.51 +3.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨

2 193 渡辺　陸(3) 都留興譲館高 23.21 +3.0
ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ 山梨

3 107 野中　勇人(3) 甲府昭和高 23.29 +3.0
ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛ 東京

4 69 安西　飛呂(3) NHK学園高 23.30 +3.0
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨

5 137 藤原　瑞木(3) 甲府南高 23.33 +3.0
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

6 160 熊谷　拓海(2) 駿台甲府高 23.70 +1.2
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨

7 109 大久保　風(2) 甲府昭和高 24.12 +3.3
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ 山梨

8 143 松村　謙(3) 山梨高 24.27 +3.6



凡例  DNS:欠場

中学男子100m　３本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.56     宮本　大輔(周陽・山口)                2014
山梨県記録(YR)          10.97     土屋　拓斗(石和中)                    2014 4月23日 16:00 決勝

決勝　

(風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

1 6 39 珊瑚　龍之介(3) 南部中 11.15
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨

2 5 22 長澤　一輝(2) 増穂中 11.76
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

3 4 193 村田　翔哉(3) 小笠原AC 11.86
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨

4 3 21 望月　真(3) 増穂中 11.89
ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨

5 1 195 横内　峻(3) 小笠原AC 12.14
ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨

6 2 33 笠井　太陽(3) 増穂中 12.15
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨

7 8 2 吉澤　大聖(3) 塩山中 12.28
ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨

7 194 丸山　礼聖(3) 小笠原AC DNS



凡例  DNS:欠場

男子110mH　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            13.39     谷川　　聡(ミズノ)                    2004
山梨県記録(YR)          14.28     剣持　英紀(県教委)                    1985 4月23日 11:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.3) 2組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ 山梨

1 5 75 小山　和馬(1) 甲府昭和高 17.30 1 8 65 勝俣　雄登(3) 巨摩高 16.17
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨 ﾊﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 山梨

2 2 69 水越　将司(1) 巨摩高 17.37 2 5 67 畑川　優人(2) 巨摩高 17.63
ｳﾁﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨 ﾂﾀﾞ ﾀｹﾂｸﾞ 山梨

3 8 138 内田　壱世(3) 都留高 18.06 3 2 166 津田　丈嗣 山梨陸協 18.33
ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

4 4 68 有野　嵐(1) 巨摩高 18.36 4 6 54 名取　純矢(2) 巨摩高 18.36
ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ｱﾏﾉ ﾀｽｸ 山梨

5 6 66 深澤　広大(3) 巨摩高 18.51 5 4 134 天野　佑(3) 都留興譲館高 18.75
ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

6 7 142 織田　侑希(2) 都留高 19.38
ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

7 1 49 市川　翔太(2) 巨摩高 19.46
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨

3 47 山本　武(3) 巨摩高 DNS

3組 (風:-2.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟 ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟

1 6 190 大矢 航輔(2) 日体大 15.19 1 292 大矢 航輔(2) 日体大 15.19 -2.1
ｶﾅｲﾄｼﾀｶ 愛知 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ 山梨

2 2 119 金井　駿賢(2) 中京大中京高 16.40 2 94 勝俣　雄登(3) 巨摩高 16.17 -2.0
ｵﾊﾞﾀ　ｼﾝｼﾞ 山梨 ｶﾅｲﾄｼﾀｶ 愛知

3 1 172 小幡　慎司(3) 山梨学院大 16.49 3 175 金井　駿賢(2) 中京大中京高 16.40 -2.1
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｵﾊﾞﾀ　ｼﾝｼﾞ 山梨

4 7 98 市川　俊弥 山梨陸協 16.54 4 267 小幡　慎司(3) 山梨学院大 16.49 -2.1
ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

5 3 71 宮下　滉平(3) 甲府昭和高 16.73 5 148 市川　俊弥 山梨陸協 16.54 -2.1
ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ 山梨

6 8 135 齋藤　聡(3) 都留興譲館高 16.79 6 108 宮下　滉平(3) 甲府昭和高 16.73 -2.1
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｽﾞﾄｼ 神奈川 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 山梨

4 192 渡邊　和敏 由紀精密 DNS 7 197 齋藤　聡(3) 都留興譲館高 16.79 -2.1
ﾏﾂﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 山梨 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨

5 170 松田　康平(4) 山梨学院大 DNS 8 112 小山　和馬(1) 甲府昭和高 17.30 -0.3



凡例  DNS:欠場

男子110mH　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            13.39     谷川　　聡(ミズノ)                    2004
山梨県記録(YR)          14.28     剣持　英紀(県教委)                    1985 4月23日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+2.9) 2組 (風:+3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ 山梨

1 3 68 有野　嵐(1) 巨摩高 17.05 1 5 65 勝俣　雄登(3) 巨摩高 15.60
ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

2 2 66 深澤　広大(3) 巨摩高 18.06 2 4 54 名取　純矢(2) 巨摩高 17.42
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨 ｱﾏﾉ ﾀｽｸ 山梨

3 6 69 水越　将司(1) 巨摩高 26.50 3 8 134 天野　佑(3) 都留興譲館高 18.03
ｳﾁﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山梨

4 138 内田　壱世(3) 都留高 DNS 1 47 山本　武(3) 巨摩高 DNS
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾊﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 山梨

7 75 小山　和馬(1) 甲府昭和高 DNS 2 67 畑川　優人(2) 巨摩高 DNS
ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

3 142 織田　侑希(2) 都留高 DNS
ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

6 49 市川　翔太(2) 巨摩高 DNS
ﾂﾀﾞ ﾀｹﾂｸﾞ 山梨

7 166 津田　丈嗣 山梨陸協 DNS

3組 (風:+2.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟 ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟

1 4 190 大矢 航輔(2) 日体大 14.72 1 292 大矢 航輔(2) 日体大 14.72 +2.5
ｶﾅｲﾄｼﾀｶ 愛知 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ 山梨

2 1 119 金井　駿賢(2) 中京大中京高 15.92 2 94 勝俣　雄登(3) 巨摩高 15.60 +3.0
ｵﾊﾞﾀ　ｼﾝｼﾞ 山梨 ｶﾅｲﾄｼﾀｶ 愛知

3 7 172 小幡　慎司(3) 山梨学院大 16.47 3 175 金井　駿賢(2) 中京大中京高 15.92 +2.5
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｵﾊﾞﾀ　ｼﾝｼﾞ 山梨

4 8 98 市川　俊弥 山梨陸協 16.48 4 267 小幡　慎司(3) 山梨学院大 16.47 +2.5
ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

2 135 齋藤　聡(3) 都留興譲館高 DNS 5 148 市川　俊弥 山梨陸協 16.48 +2.5
ﾏﾂﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 山梨 ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨

3 170 松田　康平(4) 山梨学院大 DNS 6 97 有野　嵐(1) 巨摩高 17.05 +2.9
ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

5 71 宮下　滉平(3) 甲府昭和高 DNS 7 83 名取　純矢(2) 巨摩高 17.42 +3.0
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｽﾞﾄｼ 神奈川 ｱﾏﾉ ﾀｽｸ 山梨

6 192 渡邊　和敏 由紀精密 DNS 8 196 天野　佑(3) 都留興譲館高 18.03 +3.0



中学男子110mH　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          14.56     永坂　佳紀(甲府東中)                  2000 4月23日 11:30 決勝

決勝　

(風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨

1 4 28 佐野　飛向(3) 増穂中 18.43
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳ 山梨

2 5 11 名取　諒(2) 押原中 23.04



凡例  DNS:欠場

中学男子110mH　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          14.56     永坂　佳紀(甲府東中)                  2000 4月23日 14:40 決勝

決勝　

(風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳ 山梨

1 4 11 名取　諒(2) 押原中 21.71
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨

5 28 佐野　飛向(3) 増穂中 DNS



凡例  DNS:欠場

女子100m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月23日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｼﾀ ﾐｳ 山梨 ｲｼｶﾜ ｻﾁﾎ 山梨

2 89 宮下　未羽(2) 富士北稜高 1 8 30 石川　幸歩(3) 巨摩高 13.36
ﾀﾏﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｷｸｼﾏｶﾎ 山梨

5 88 髙山　瑞生(2) 富士北稜高 2 4 58 菊島　夏帆(2) 笛吹高 13.59
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

7 87 渡辺　瑠理(3) 富士北稜高 3 5 32 名執　奏波(2) 巨摩高 13.92
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶ 山梨 ｷﾀｲ ﾐｻﾄ 山梨

8 23 原田　知佳(3) 増穂中 4 6 86 北井　美里(3) 富士北稜高 14.08
ﾔﾏｻﾞｷﾅｽﾞﾅ 山梨 ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨

3 60 山崎　那津奈(1) 笛吹高 DNS 5 3 35 川崎　里奈(1) 巨摩高 14.19
ﾔﾏｼﾀｱｵｲ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ 山梨

4 62 山下　葵(1) 笛吹高 DNS 6 7 33 野田　穂乃花(2) 巨摩高 14.30
ﾋﾗｲﾃﾞｺﾉﾐ 山梨 ｲﾁﾉｾｱﾐ 山梨

6 59 平出　好笑(1) 笛吹高 DNS 2 61 市ノ瀬　亜弥(1) 笛吹高 DNS

3組 (風:0.0) 4組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾜﾀﾞｼﾔ 愛知 ｵｵﾀ ﾐｶﾅ 山梨

1 4 57 三輪　ダリヤ(3) 中京大中京高 13.49 1 3 17 太田　聖叶(2) 押原中 14.89
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ｱｻｶﾜ ﾕﾉ 山梨

2 6 102 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 13.55 2 4 79 浅川　柚乃(3) 韮崎高 15.15
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 山梨 ﾅｽ ｱｻﾉ 山梨

3 2 20 長谷川　観月(3) 押原中 15.58 3 6 3 那須　麻乃(3) 塩山中 15.50
ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉﾐ 山梨 ﾅｶﾞﾀ ｻｸﾗ 山梨

3 5 田邉野乃実(3) 塩山中 DNS 4 7 106 永田　櫻(3) 甲西中 16.20
ﾊﾔｼ ﾌｳｺ 山梨 ﾑﾗﾀ ﾐｵ 山梨

5 11 林　楓子(2) 塩山中 DNS 2 7 村田　水桜(3) 塩山中 DNS
ｼﾐｽﾞ ｶﾘﾝ 山梨 ﾐﾙｻﾞﾌﾟﾙ ｻﾗ 山梨

7 19 清水　花梨(3) 押原中 DNS 5 65 ミルザプル　咲良(2) 都留興譲館高 DNS
ｶｼﾞ ﾏｼﾛ 山梨 ﾎﾘｲ ﾌﾀﾊﾞ 山梨

8 24 鍛治　茉白(3) 増穂中 DNS 8 6 堀井　双葉(3) 塩山中 DNS

5組 (風:-1.7) 6組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 山梨 ｶｽﾔ ﾐｸ 山梨

1 3 10 中村　早希(2) 塩山中 13.98 1 4 48 粕谷　美玖(2) 甲府南高 14.11
ﾏｽﾔﾏ ｱﾔｶ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵ 山梨

2 2 83 増山　彩夏(2) 韮崎高 14.51 2 7 74 渡邉　碧(2) 都留高 14.65
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 山梨 ｲﾉﾏﾀ ﾐﾅﾐ 山梨

3 6 15 横山　葵(2) 押原中 14.52 3 6 78 猪股　南美(3) 韮崎高 14.78
ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾅ 山梨 ﾀｶﾉ ﾊﾙｶ 山梨

4 1 16 金丸　優奈(2) 押原中 15.09 4 2 18 高野　遥日(3) 押原中 15.09
ﾃﾂﾞｶ ｱﾔﾐ 山梨 ﾎｻｶ ﾅｵ 山梨

5 5 1 手塚あやみ(3) 塩山中 15.12 5 5 105 保坂　奈央(3) 甲西中 15.21
ｷﾖﾊﾗ ﾐﾕ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ 山梨

6 8 8 清原　美優(2) 塩山中 15.28 6 1 92 村松　七星(2) 北杜高 15.25
ｺﾏｲ ﾊﾙｶ 山梨 ｻﾉ ｱﾘｽ 山梨

7 4 104 駒井　はるか(3) 甲西中 15.38 7 3 93 佐野　ありす(2) 北杜高 15.34
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｶ 山梨 ﾀｷﾓﾘ ｺﾄﾉ 山梨

7 63 川畑　実加(3) 都留興譲館高 DNS 8 64 瀧森　琴乃(3) 都留興譲館高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子100m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月23日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:-0.8) 8組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

1 4 13 古屋日奈子(2) 塩山中 13.39 1 4 42 横森　一加(2) 甲府昭和高 13.26
ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

2 5 9 和光　紀佳(2) 塩山中 13.72 2 3 107 毛利　来夢(2) 甲西中 13.59
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾉ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ﾐｽﾞﾅ 山梨

3 1 49 中山　瑠乃(2) 甲府南高 13.94 3 5 39 梶原　瑞奈(3) 甲府昭和高 14.01
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ 山梨

4 7 4 鈴木　瑠菜(3) 塩山中 14.25 4 2 81 赤澤　雅(2) 韮崎高 14.07
ｷﾉｼﾀ ﾐｻｷ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 山梨

5 8 75 木下　美咲(2) 日川高 14.27 5 8 2 内田　柚葉(3) 塩山中 14.57
ｲｹｶﾞﾜ ｶﾎ 山梨 ﾂｶ ﾁﾂﾞﾙ 山梨

6 2 26 池川　佳帆(2) 若草中 14.46 6 6 21 塚　千鶴(3) 押原中 14.71
ﾀｷ ﾊﾙｶ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山梨

7 6 22 瀧　遥(3) 押原中 14.49 7 7 84 山田　ひとみ(1) 韮崎高 14.98
ｶﾜｺﾞﾒ ﾋｶﾙ 山梨 ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨

8 3 103 河込　ひかる(3) 甲西中 14.70 1 66 田中瑠々花(1) 都留興譲館高 DNS

9組 (風:+1.3) 10組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾗﾝｺ 山梨

1 5 31 赤沢　広美(2) 巨摩高 13.17 1 2 38 宮川　蘭子(3) 甲府昭和高 12.90
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

2 8 40 渡辺　彩花(3) 甲府昭和高 13.24 2 3 28 珊瑚　菜帆(2) 南部中 13.01
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨

3 4 37 三吉　南緒(1) 巨摩高 13.31 3 8 76 小池　知穂(2) 日川高 13.24
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

4 3 44 齊藤　凪沙(1) 甲府昭和高 13.39 4 1 12 広瀬　七彩(2) 塩山中 13.43
ｶｸﾔ ｱｻｶ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨

5 6 50 角屋　朝花(2) 山梨高 13.59 5 7 52 飯島　しおん(1) 駿台甲府高 13.77
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨

6 7 82 柳生　希実子(2) 韮崎高 13.60 6 4 36 澤登　美怜(1) 巨摩高 13.98
ﾋﾅﾀ ﾘﾘｺ 山梨 ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ 山梨

7 2 47 日向　凜々子(2) 甲府第一高 13.71 7 6 85 古屋　鈴子(1) 韮崎高 14.00
ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ 山梨 ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨

8 1 80 稲場　理乃(2) 韮崎高 14.09 8 5 25 斉藤　果音(2) 若草中 14.39

11組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

1 5 55 中田　舞花(2) 身延高 12.46
ﾅｶﾞｾ ｱﾔｶ 埼玉

2 6 99 永瀬　綾夏(3) 都留文大 12.77
ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨

3 1 51 秋山　萌(3) 駿台甲府高 13.00
ｵｷﾞﾉ ｹｲｺ 埼玉

4 7 96 荻野　啓子(4) 都留文大 13.13
ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾖ 長崎

5 8 100 林田　小葉(3) 都留文大 13.38
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

6 2 34 相原　咲良(1) 巨摩高 13.39
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

3 41 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 DNS
ｴｸﾞﾁ　ｺﾄﾐ 埼玉

4 95 江口　琴美(2) 埼玉大 DNS



凡例  DNS:欠場

女子100m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月23日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:+2.0) 2組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗｲﾃﾞｺﾉﾐ 山梨 ｲｼｶﾜ ｻﾁﾎ 山梨

1 8 59 平出　好笑(1) 笛吹高 13.90 1 5 30 石川　幸歩(3) 巨摩高 13.22
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶ 山梨 ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

2 3 23 原田　知佳(3) 増穂中 14.20 2 2 32 名執　奏波(2) 巨摩高 13.94
ﾔﾏｼﾀｱｵｲ 山梨 ｲﾁﾉｾｱﾐ 山梨

3 5 62 山下　葵(1) 笛吹高 14.80 3 3 61 市ノ瀬　亜弥(1) 笛吹高 15.18
ﾔﾏｻﾞｷﾅｽﾞﾅ 山梨 ｷﾀｲ ﾐｻﾄ 山梨

4 2 60 山崎　那津奈(1) 笛吹高 15.16 4 86 北井　美里(3) 富士北稜高 DNS
ﾐﾔｼﾀ ﾐｳ 山梨 ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨

4 89 宮下　未羽(2) 富士北稜高 DNS 6 35 川崎　里奈(1) 巨摩高 DNS
ﾀﾏﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ 山梨

6 88 髙山　瑞生(2) 富士北稜高 DNS 7 33 野田　穂乃花(2) 巨摩高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 ｷｸｼﾏｶﾎ 山梨

7 87 渡辺　瑠理(3) 富士北稜高 DNS 8 58 菊島　夏帆(2) 笛吹高 DNS

3組 (風:+1.9) 4組 (風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾜﾀﾞｼﾔ 愛知 ｵｵﾀ ﾐｶﾅ 山梨

1 2 57 三輪　ダリヤ(3) 中京大中京高 13.26 1 6 17 太田　聖叶(2) 押原中 14.45
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ｱｻｶﾜ ﾕﾉ 山梨

2 6 102 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 13.33 2 7 79 浅川　柚乃(3) 韮崎高 14.69
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 山梨 ﾅｶﾞﾀ ｻｸﾗ 山梨

3 3 20 長谷川　観月(3) 押原中 15.23 3 4 106 永田　櫻(3) 甲西中 15.69
ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉﾐ 山梨 ﾅｽ ｱｻﾉ 山梨

4 5 田邉野乃実(3) 塩山中 DNS 2 3 那須　麻乃(3) 塩山中 DNS
ﾊﾔｼ ﾌｳｺ 山梨 ﾎﾘｲ ﾌﾀﾊﾞ 山梨

5 11 林　楓子(2) 塩山中 DNS 3 6 堀井　双葉(3) 塩山中 DNS
ｶｼﾞ ﾏｼﾛ 山梨 ﾐﾙｻﾞﾌﾟﾙ ｻﾗ 山梨

7 24 鍛治　茉白(3) 増穂中 DNS 5 65 ミルザプル　咲良(2) 都留興譲館高 DNS
ｼﾐｽﾞ ｶﾘﾝ 山梨 ﾑﾗﾀ ﾐｵ 山梨

8 19 清水　花梨(3) 押原中 DNS 8 7 村田　水桜(3) 塩山中 DNS

5組 (風:+1.2) 6組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾔﾏ ｱﾔｶ 山梨 ｶｽﾔ ﾐｸ 山梨

1 4 83 増山　彩夏(2) 韮崎高 14.08 1 7 48 粕谷　美玖(2) 甲府南高 13.76
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵ 山梨

2 7 15 横山　葵(2) 押原中 14.19 2 1 74 渡邉　碧(2) 都留高 14.10
ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾅ 山梨 ｲﾉﾏﾀ ﾐﾅﾐ 山梨

3 2 16 金丸　優奈(2) 押原中 14.49 3 4 78 猪股　南美(3) 韮崎高 14.20
ﾃﾂﾞｶ ｱﾔﾐ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ 山梨

4 6 1 手塚あやみ(3) 塩山中 14.78 4 6 92 村松　七星(2) 北杜高 14.73
ｺﾏｲ ﾊﾙｶ 山梨 ｻﾉ ｱﾘｽ 山梨

5 1 104 駒井　はるか(3) 甲西中 14.89 5 8 93 佐野　ありす(2) 北杜高 14.92
ｷﾖﾊﾗ ﾐﾕ 山梨 ﾎｻｶ ﾅｵ 山梨

6 8 8 清原　美優(2) 塩山中 14.90 6 5 105 保坂　奈央(3) 甲西中 14.92
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 山梨 ﾀｶﾉ ﾊﾙｶ 山梨

3 10 中村　早希(2) 塩山中 DNS 7 2 18 高野　遥日(3) 押原中 14.95
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｶ 山梨 ﾀｷﾓﾘ ｺﾄﾉ 山梨

5 63 川畑　実加(3) 都留興譲館高 DNS 3 64 瀧森　琴乃(3) 都留興譲館高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子100m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月23日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:-0.9) 8組 (風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

1 1 9 和光　紀佳(2) 塩山中 13.67 1 3 107 毛利　来夢(2) 甲西中 13.46
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾉ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ 山梨

2 8 49 中山　瑠乃(2) 甲府南高 13.79 2 1 81 赤澤　雅(2) 韮崎高 13.59
ｷﾉｼﾀ ﾐｻｷ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ﾐｽﾞﾅ 山梨

3 7 75 木下　美咲(2) 日川高 14.18 3 6 39 梶原　瑞奈(3) 甲府昭和高 13.97
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 山梨

4 4 4 鈴木　瑠菜(3) 塩山中 14.28 4 5 2 内田　柚葉(3) 塩山中 14.57
ﾀｷ ﾊﾙｶ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山梨

5 3 22 瀧　遥(3) 押原中 14.30 2 84 山田　ひとみ(1) 韮崎高 DNS
ｲｹｶﾞﾜ ｶﾎ 山梨 ﾂｶ ﾁﾂﾞﾙ 山梨

6 2 26 池川　佳帆(2) 若草中 14.57 4 21 塚　千鶴(3) 押原中 DNS
ｶﾜｺﾞﾒ ﾋｶﾙ 山梨 ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨

7 5 103 河込　ひかる(3) 甲西中 14.70 7 66 田中瑠々花(1) 都留興譲館高 DNS
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

6 13 古屋日奈子(2) 塩山中 DNS 8 42 横森　一加(2) 甲府昭和高 DNS

9組 (風:+0.8) 10組 (風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

1 3 40 渡辺　彩花(3) 甲府昭和高 13.20 1 3 28 珊瑚　菜帆(2) 南部中 12.74
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨 ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨

2 7 44 齊藤　凪沙(1) 甲府昭和高 13.34 2 1 76 小池　知穂(2) 日川高 12.88
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ 山梨 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

3 1 82 柳生　希実子(2) 韮崎高 13.46 3 6 12 広瀬　七彩(2) 塩山中 13.12
ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨

4 5 80 稲場　理乃(2) 韮崎高 13.92 4 5 52 飯島　しおん(1) 駿台甲府高 13.67
ﾋﾅﾀ ﾘﾘｺ 山梨 ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨

2 47 日向　凜々子(2) 甲府第一高 DNS 5 2 25 斉藤　果音(2) 若草中 14.27
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨

4 37 三吉　南緒(1) 巨摩高 DNS 4 36 澤登　美怜(1) 巨摩高 DNS
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨 ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ 山梨

6 31 赤沢　広美(2) 巨摩高 DNS 7 85 古屋　鈴子(1) 韮崎高 DNS
ｶｸﾔ ｱｻｶ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾗﾝｺ 山梨

8 50 角屋　朝花(2) 山梨高 DNS 8 38 宮川　蘭子(3) 甲府昭和高 DNS

11組 (風:+1.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｴｸﾞﾁ　ｺﾄﾐ 埼玉 ｴｸﾞﾁ　ｺﾄﾐ 埼玉

1 4 95 江口　琴美(2) 埼玉大 12.20 1 258 江口　琴美(2) 埼玉大 12.20 +1.6
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨 ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

2 7 55 中田　舞花(2) 身延高 12.37 2 171 中田　舞花(2) 身延高 12.37 +1.6
ﾅｶﾞｾ ｱﾔｶ 埼玉 ﾅｶﾞｾ ｱﾔｶ 埼玉

3 3 99 永瀬　綾夏(3) 都留文大 12.59 3 280 永瀬　綾夏(3) 都留文大 12.59 +1.6
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

4 8 41 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 12.63 4 117 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 12.63 +1.6
ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

5 6 51 秋山　萌(3) 駿台甲府高 12.85 5 67 珊瑚　菜帆(2) 南部中 12.74 +2.5
ｵｷﾞﾉ ｹｲｺ 埼玉 ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨

6 1 96 荻野　啓子(4) 都留文大 13.00 6 161 秋山　萌(3) 駿台甲府高 12.85 +1.6
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨

2 34 相原　咲良(1) 巨摩高 DNS 7 221 小池　知穂(2) 日川高 12.88 +2.5
ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾖ 長崎 ｵｷﾞﾉ ｹｲｺ 埼玉

5 100 林田　小葉(3) 都留文大 DNS 8 277 荻野　啓子(4) 都留文大 13.00 +1.6



凡例  DNS:欠場

一般女子100m　３本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月23日 15:45 決　勝

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜ ｻﾁﾎ 山梨 ｴｸﾞﾁ　ｺﾄﾐ 埼玉

1 3 30 石川　幸歩(3) 巨摩高 13.06 1 5 95 江口　琴美(2) 埼玉大 12.18
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨 ﾅｶﾞｾ ｱﾔｶ 埼玉

2 5 31 赤沢　広美(2) 巨摩高 13.15 2 6 99 永瀬　綾夏(3) 都留文大 12.60
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

3 6 42 横森　一加(2) 甲府昭和高 13.18 3 4 41 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 12.65
ﾐﾜﾀﾞｼﾔ 愛知 ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨

4 7 57 三輪　ダリヤ(3) 中京大中京高 13.25 4 7 51 秋山　萌(3) 駿台甲府高 12.85
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ｵｷﾞﾉ ｹｲｺ 埼玉

5 2 102 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 13.32 5 1 96 荻野　啓子(4) 都留文大 13.04
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨

6 8 37 三吉　南緒(1) 巨摩高 13.52 6 8 76 小池　知穂(2) 日川高 13.08
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾗﾝｺ 山梨

1 44 齊藤　凪沙(1) 甲府昭和高 DNS 2 38 宮川　蘭子(3) 甲府昭和高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 山梨 ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

4 40 渡辺　彩花(3) 甲府昭和高 DNS 3 55 中田　舞花(2) 身延高 DNS



凡例  DNS:欠場

中学女子100m　３本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            11.61     土井　杏南(朝霞一・埼玉)              2010
山梨県記録(YR)          12.25     佐野　夢加(増穂中)                    2000 4月23日 15:45 決勝

決勝　

(風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

1 4 28 珊瑚　菜帆(2) 南部中 12.80
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

2 5 12 広瀬　七彩(2) 塩山中 13.19
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

3 6 107 毛利　来夢(2) 甲西中 13.35
ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨

4 7 9 和光　紀佳(2) 塩山中 13.63
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 山梨

5 8 10 中村　早希(2) 塩山中 13.89
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶ 山梨

6 2 23 原田　知佳(3) 増穂中 14.05
ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 山梨

7 1 15 横山　葵(2) 押原中 14.11
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

3 13 古屋日奈子(2) 塩山中 DNS



凡例  DNS:欠場

女子200m　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            22.89     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          24.31     長倉　由佳(都留文科大職員)            2010 4月23日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.4) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

1 7 94 山﨑るな(3) 大月AC 28.39 1 6 107 毛利　来夢(2) 甲西中 28.08
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

2 5 68 宮澤　日菜(3) 都留興譲館高 29.70 2 5 69 古屋　千晶(2) 都留興譲館高 28.10
ｶﾜｺﾞﾒ ﾋｶﾙ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

3 2 103 河込　ひかる(3) 甲西中 30.33 3 1 54 若杉　彩乃(1) 駿台甲府高 28.96
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ 山梨

4 4 27 山口　未琴(2) 若草中 30.77 4 4 67 中村　早耶(3) 都留興譲館高 29.12
ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ 山梨 ﾀｷ ﾊﾙｶ 山梨

3 92 村松　七星(2) 北杜高 DNS 5 2 22 瀧　遥(3) 押原中 29.53
ｻﾉ ｱﾘｽ 山梨 ﾌﾙﾔ ｱｲﾘ 山梨

6 93 佐野　ありす(2) 北杜高 DNS 6 7 77 古屋　愛理(2) 日川高 30.14
ｳﾁﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 山梨 ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨

8 2 内田　柚葉(3) 塩山中 DNS 3 43 阿部　亜美(1) 甲府昭和高 DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ 山梨

8 46 安田　綾花(1) 甲府昭和高 DNS

3組 (風:+0.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

1 3 41 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 26.54 1 117 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 26.54 +0.5
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾗﾝｺ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾗﾝｺ 山梨

2 7 38 宮川　蘭子(3) 甲府昭和高 26.81 2 114 宮川　蘭子(3) 甲府昭和高 26.81 +0.5
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

3 8 42 横森　一加(2) 甲府昭和高 26.97 3 118 横森　一加(2) 甲府昭和高 26.97 +0.5
ﾐﾜﾀﾞｼﾔ 愛知 ﾐﾜﾀﾞｼﾔ 愛知

4 4 57 三輪　ダリヤ(3) 中京大中京高 27.49 4 177 三輪　ダリヤ(3) 中京大中京高 27.49 +0.5
ｵｶﾋｻ ｽﾐﾚ 徳島 ｵｶﾋｻ ｽﾐﾚ 徳島

5 5 101 岡久　純怜(2) 都留文大 27.49 4 282 岡久　純怜(2) 都留文大 27.49 +0.5
ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

6 1 53 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 27.98 6 163 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 27.98 +0.5
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

2 36 澤登　美怜(1) 巨摩高 DNS 7 310 毛利　来夢(2) 甲西中 28.08 0.0
ｴｸﾞﾁ　ｺﾄﾐ 埼玉 ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

6 95 江口　琴美(2) 埼玉大 DNS 8 204 古屋　千晶(2) 都留興譲館高 28.10 0.0



凡例  DNS:欠場

女子200m　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            22.89     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          24.31     長倉　由佳(都留文科大職員)            2010 4月23日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+4.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

1 4 94 山﨑るな(3) 大月AC 28.89 1 4 69 古屋　千晶(2) 都留興譲館高 27.84
ｻﾉ ｱﾘｽ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ 山梨

2 93 佐野　ありす(2) 北杜高 DNS 2 7 46 安田　綾花(1) 甲府昭和高 28.04
ｳﾁﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

3 2 内田　柚葉(3) 塩山中 DNS 3 6 54 若杉　彩乃(1) 駿台甲府高 28.67
ｶﾜｺﾞﾒ ﾋｶﾙ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ 山梨

5 103 河込　ひかる(3) 甲西中 DNS 4 3 67 中村　早耶(3) 都留興譲館高 28.87
ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ 山梨 ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨

6 92 村松　七星(2) 北杜高 DNS 5 2 43 阿部　亜美(1) 甲府昭和高 29.04
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 山梨 ﾌﾙﾔ ｱｲﾘ 山梨

7 68 宮澤　日菜(3) 都留興譲館高 DNS 6 1 77 古屋　愛理(2) 日川高 30.00
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 山梨 ﾀｷ ﾊﾙｶ 山梨

8 27 山口　未琴(2) 若草中 DNS 5 22 瀧　遥(3) 押原中 DNS
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

8 107 毛利　来夢(2) 甲西中 DNS

3組 (風:+2.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾜﾀﾞｼﾔ 愛知 ﾐﾜﾀﾞｼﾔ 愛知

1 7 57 三輪　ダリヤ(3) 中京大中京高 26.80 1 177 三輪　ダリヤ(3) 中京大中京高 26.80 +2.1
ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

2 2 53 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 27.24 2 163 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 27.24 +2.1
ｵｶﾋｻ ｽﾐﾚ 徳島 ｵｶﾋｻ ｽﾐﾚ 徳島

3 3 101 岡久　純怜(2) 都留文大 27.37 3 282 岡久　純怜(2) 都留文大 27.37 +2.1
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾗﾝｺ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

1 38 宮川　蘭子(3) 甲府昭和高 DNS 4 204 古屋　千晶(2) 都留興譲館高 27.84 +4.1
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ 山梨

4 42 横森　一加(2) 甲府昭和高 DNS 5 122 安田　綾花(1) 甲府昭和高 28.04 +4.1
ｴｸﾞﾁ　ｺﾄﾐ 埼玉 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

5 95 江口　琴美(2) 埼玉大 DNS 6 164 若杉　彩乃(1) 駿台甲府高 28.67 +4.1
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ 山梨

6 36 澤登　美怜(1) 巨摩高 DNS 7 202 中村　早耶(3) 都留興譲館高 28.87 +4.1
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨

8 41 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 DNS 8 257 山﨑るな(3) 大月AC 28.89 +1.5



凡例  DNS:欠場

女子100mH　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            13.00     金沢　イボンヌ(佐田建設)              2000
山梨県記録(YR)          13.89     大神田　南海(都留文科大)              2015 4月23日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.7) 2組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 山梨 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾂﾞｷ 静岡

1 3 90 渡邊　野乃(3) 富士北稜高 19.49 1 6 97 桑原　美月(4) 都留文大 14.16
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 6 71 伊奈　零亜(2) 都留興譲館高 20.34 2 1 37 三吉　南緒(1) 巨摩高 14.75
ｲﾙｶﾔﾏ ｻﾗ 山梨 ｻﾉ ﾁﾅﾐ 京都

3 7 72 入鹿山　沙来(2) 都留高 20.74 3 2 98 佐野　知奈美(3) 都留文大 15.14
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾗﾝ 山梨 ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

5 91 桒原　蘭(3) 富士北稜高 DNS 4 4 56 樫山　結(3) 身延高 15.34
ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨 ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

1 45 野澤　瑠美佳(1) 甲府昭和高 DNS 5 5 32 名執　奏波(2) 巨摩高 15.91
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾘﾝ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

2 14 萩原　茉凜(2) 押原中 DNS 6 8 31 赤沢　広美(2) 巨摩高 15.99
ﾋﾅﾀ ﾅﾂｷ 山梨 ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

4 70 日向　夏生(3) 都留興譲館高 DNS 7 3 34 相原　咲良(1) 巨摩高 16.21
ﾎｻｶ ﾊﾂﾞｷ 山梨 ﾏﾙﾀ ｼﾉ 山梨

8 29 保坂はづき(2) 韮崎東中 DNS 8 7 73 丸田　紫乃(2) 都留高 17.93

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾂﾞｷ 静岡

1 278 桑原　美月(4) 都留文大 14.16 +1.5
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 106 三吉　南緒(1) 巨摩高 14.75 +1.5
ｻﾉ ﾁﾅﾐ 京都

3 279 佐野　知奈美(3) 都留文大 15.14 +1.5
ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

4 172 樫山　結(3) 身延高 15.34 +1.5
ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

5 101 名執　奏波(2) 巨摩高 15.91 +1.5
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

6 100 赤沢　広美(2) 巨摩高 15.99 +1.5
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

7 103 相原　咲良(1) 巨摩高 16.21 +1.5
ﾏﾙﾀ ｼﾉ 山梨

8 216 丸田　紫乃(2) 都留高 17.93 +1.5



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

女子100mH　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            13.00     金沢　イボンヌ(佐田建設)              2000
山梨県記録(YR)          13.89     大神田　南海(都留文科大)              2015 4月23日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.1) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾂﾞｷ 静岡

1 3 71 伊奈　零亜(2) 都留興譲館高 20.30 1 3 97 桑原　美月(4) 都留文大 14.17
ｲﾙｶﾔﾏ ｻﾗ 山梨 ｻﾉ ﾁﾅﾐ 京都

2 1 72 入鹿山　沙来(2) 都留高 20.47 2 7 98 佐野　知奈美(3) 都留文大 15.09
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 90 渡邊　野乃(3) 富士北稜高 DNS 3 4 37 三吉　南緒(1) 巨摩高 15.24
ﾎｻｶ ﾊﾂﾞｷ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

4 29 保坂はづき(2) 韮崎東中 DNS 4 6 31 赤沢　広美(2) 巨摩高 15.48
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾘﾝ 山梨 ﾏﾙﾀ ｼﾉ 山梨

5 14 萩原　茉凜(2) 押原中 DNS 5 1 73 丸田　紫乃(2) 都留高 17.85
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾗﾝ 山梨 ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

6 91 桒原　蘭(3) 富士北稜高 DNS 2 34 相原　咲良(1) 巨摩高 DNF
ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨 ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

7 45 野澤　瑠美佳(1) 甲府昭和高 DNS 5 56 樫山　結(3) 身延高 DNS
ﾋﾅﾀ ﾅﾂｷ 山梨 ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

8 70 日向　夏生(3) 都留興譲館高 DNS 8 32 名執　奏波(2) 巨摩高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾂﾞｷ 静岡

1 278 桑原　美月(4) 都留文大 14.17 +1.8
ｻﾉ ﾁﾅﾐ 京都

2 279 佐野　知奈美(3) 都留文大 15.09 +1.8
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

3 106 三吉　南緒(1) 巨摩高 15.24 +1.8
ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

4 100 赤沢　広美(2) 巨摩高 15.48 +1.8
ﾏﾙﾀ ｼﾉ 山梨

5 216 丸田　紫乃(2) 都留高 17.85 +1.8
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨

6 206 伊奈　零亜(2) 都留興譲館高 20.30 +2.1
ｲﾙｶﾔﾏ ｻﾗ 山梨

7 215 入鹿山　沙来(2) 都留高 20.47 +2.1



中学女子100mH　１本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          14.25     相原　咲良(櫛形中)                    2015 4月23日 11:15 決勝

(風:-2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｻｶ ﾊﾂﾞｷ 山梨

1 5 29 保坂はづき(2) 韮崎東中 20.00
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾘﾝ 山梨

2 4 14 萩原　茉凜(2) 押原中 20.19



中学女子100mH　２本目
審 判 長：樋　　幹也
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          14.25     相原　咲良(櫛形中)                    2015 4月23日 14:25 決勝

(風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｻｶ ﾊﾂﾞｷ 山梨

1 4 29 保坂はづき(2) 韮崎東中 19.28
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾘﾝ 山梨

2 5 14 萩原　茉凜(2) 押原中 19.86
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