
2016　山梨陸上グランプリＦｉｎａｌ
山梨中銀スタジアム 平成28年10月30日

種目

渡辺　陵(3) 10.87 渡辺　一希(4) 10.89 佐野　航平(3) 10.90 田中　拓海(2) 10.98 佐野　功貴(1) 11.09 村岡　尚弥(2) 11.10 鈴木　悠右(0) 11.14 鈴木　啓太　 11.27
山梨・駿台甲府高 千葉・駿河台大 山梨・身延高 山梨・駿台甲府高 山梨・順天堂大 青森・日本体育大 岐阜・中津川陸友 東京・NONSTOP
笹島　彰(2) 50.29 酒井　健三郎(3) 51.23 青木　大輔(2) 52.52 中山　拓海(2) 53.16 亀坂　晃司 53.31 早川　武志(1) 53.58 望月　雅起(2) 53.72 佐野　悠人(1) 53.92
東京・八王子高 埼玉・上智大 埼玉・国際学院高 山梨・山梨学院高 愛知・トヨタ自動車 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 山梨・身延高
亀坂　晃司 2:40.56 落合　啓(2) 2:41.64 加藤　聡 2:42.00 小林　拓登(中3) 2:45.63 小林　和樹(2) 2:48.66 今泉　健汰(2) 2:49.44 相馬　知季(2) 2:50.92 長谷川　賢人(1) 2:53.48
愛知・トヨタ自動車 山梨・都留文大 愛知・トヨタ自動車 山梨・大国陸上 山梨・都留興譲館高 山梨・都留高 山梨・上野原高 山梨・日川高
飯久保　明洋(2) 14.83(-0.7) 澤邊　直人 15.20(-0.7) 松田　康平(4) 15.24(-0.7) 栢本　大輝(3) 15.65(-0.7) 高橋　亨光 15.73(-1.2) 平出　圭亮(2) 16.14(-1.2) 田村　駿介(3) 16.31(-0.7) 菊地　拓磨(3) 16.43(-1.2)
山梨・国際武道大 山梨・山梨大AC 山梨・山梨学院大 埼玉・駿河台大 山梨・身延AC 山梨・駿河台大 埼玉・国際学院高 山梨・駿台甲府高
塚原　大喜(4) 53.49 渡辺　翔太(2) 53.95 影山　好佑(2) 55.79 依田　侑大(3) 56.12 武井　咲斗(2) 56.84 内藤　祐貴(2) 57.30 小林　瞭(1) 57.64 秋山　裕貴(2) 1:01.06
埼玉・駿河台大 山梨・山梨学院大 広島・日本体育大 山梨・身延高 東京・八王子高 山梨・山梨大 山梨・山梨学院大 山梨・巨摩高
川口　紫音(1) 25:51.17 村松　滉太(2) 25:56.38 三枝　史弥(1) 30:17.28
山梨・身延高 山梨・山梨学院高 山梨・巨摩高
駿台甲府高A 2:00.05 山梨大A 2:00.20 駿河台大A 2:02.67 駿台甲府高B 2:02.69 駿河台大B 2:03.47 駿台甲府高C 2:03.53 甲府工高A 2:04.55 巨摩高B 2:05.48
髙野　隼人(3) 内藤　祐貴(2) 小峰　星我(4) 村松　由翔(1) 渡辺　一希(4) 岩下　千馬(1) 三枝　昂太(1) 名取　慶星(2)
菊地　拓磨(3) 岩越　海渡(4) 塚原　大喜(4) 田中　拓海(2) 櫻井　柾也(4) 寺戸　翼(1) 新奥　亮雅(2) 名取　純矢(2)
辰巳　海斗(3) 奈良　光洋(1) 工藤　吏旺(4) ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(2) 栢本　大輝(3) 五味　勇太(1) 川手　譲(2) 市川　翔太(2)
渡辺　陵(3) 森實　高毅(3) 鈴木　将希(4) 松野　滉大(1) 平出　圭亮(2) 加藤　大虎(1) 内藤　光(2) 望月　雅起(2)
佐藤　一哉(1) 2m00 外川　巧 1m90 山田　陽仁(1) 1m80 宮下　颯人(1) 1m80 菊島　勇飛(1) 1m75 織田　侑希(2) 1m65 柏木　海斗(1) 1m65
山梨・山梨陸協 山梨・山梨大学職員 山梨・都留興譲館高 山梨・東京経済大 山梨・甲府南高 山梨・都留高 山梨・韮崎工業高

丹沢　進太郎(1) 1m80
山梨・山梨学院大

平野　颯人(1) 4m00 水上　雄也(2) 3m80 戸田　和文 3m70 足立　悠輔(3) 3m60 平井　大智(2) 3m30 野澤　広輝(2) 2m90 渡邊　雄太(1) 2m50
山梨・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・山梨陸協 山梨・山梨大 山梨・富士北稜高 山梨・都留高 山梨・富士北稜高

赤池　優(1) 3m60 齊藤　勇貴(1) 2m50
山梨・甲府南高 山梨・甲府西高

秋山　智哉(2) 13m65(+0.5) 小田　雅士　 13m12(+1.9) 近藤　晃弘 12m83(+1.1) 小山　和馬(1) 12m81(+0.1) 入江　直樹(3) 12m64(+1.7) 高橋　亨光 12m47(+0.8) 川和田　龍聖(2) 12m44(-0.2) 雨宮　光輝(2) 12m41(0.0)
山梨・北里大 東京・NONSTOP 山梨・TYPE-R 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨大 山梨・身延AC 山梨・甲府工高 山梨・甲府工高
市川　翔太(2) 11m37 塚原　響(1) 11m14 木村　光輝(2) 10m10 上野　利輝(2) 10m02 石川　良(1) 9m70 長田　匠(2) 9m26 野澤　大輝(2) 8m92 鈴木　拓斗(2) 8m82
山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・上野原高 山梨・都留高 山梨・山梨高
雨宮　巧(1) 14m65 萩原　怜(2) 12m33 光吉　尭(1) 9m43
山梨・早稲田大 山梨・山梨大 山梨・山梨大
青沼　李軌(2) 65m33 後藤　竣(3) 57m78 末廣　優樹(3) 55m69 今村　海渡(2) 53m79 光吉　尭(1) 51m60 木村　光輝(2) 49m31 志村　健太(2) 46m14 佐野　開穂(1) 42m79
山梨・山梨学院大 宮城・都留文大 埼玉・小鹿野高 山梨・身延高 山梨・山梨大 山梨・身延高 山梨・都留興譲館高 山梨・富士北稜高
依田　來人(6) 13.80 村松　良磨(6) 13.99 望月　俊希(6) 14.07 一瀬　塁(6) 14.09 山本　一汰(5) 14.15 望月　玲佑(5) 14.17 赤池　駿(6) 14.19 中込　大地(6) 14.49
山梨・南プスAC 山梨・桃の郷AC 山梨・小笠原AC 山梨・南プスAC 山梨・小笠原AC 山梨・大国陸上 山梨・小笠原AC 山梨・南プスAC
内堀　柊(6) 3:08.87 石原　颯太(5) 3:12.68 中込　大地(6) 3:12.96 向山　汐音(6) 3:19.40 山崎　優葵(6) 3:19.58 矢﨑　那央(6) 3:23.71 馬場　天海(6) 3:24.83 内堀　勇(5) 3:25.71
山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・南プスAC 山梨・大国陸上 長野・八幡小 山梨・小笠原AC 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上
小笠原AC A 55.92 南プスAC A 57.91 小笠原AC B 59.04 大国陸上A 1:00.39 大国陸上B 1:03.17 南プスAC C 1:03.99 南プスAC B 1:04.05 北西陸上B 1:06.03
望月　俊希(6) 依田　來人(6) 土屋　陽仁(6) 内堀　柊(6) 三井　瑛斗(5) 平林　塁任(4) 望月　航成(6) 深沢　虎太朗(5)
渡邉　航太(6) 一瀬　塁(6) 清水　駿人(5) 望月　玲佑(5) 鷹野　将汰(5) 杉山　颯埜(6) 中島　空人(6) 佐々木　琥珀(4)
赤池　駿(6) 矢崎　慶(6) 海野　和紀(6) 向山　汐音(6) 望月　淳聖(4) 小松　駿介(5) 北村　悠聖(6) 浅川　遥希(4)
山本　一汰(5) 駒井　元貴(6) 矢﨑　那央(6) 石原　颯太(5) 馬場　天海(6) 中込　大地(6) 畑田　竜之介(6) 宮崎　太郎(4)
望月　俊希(6) 4m35(0.0) 一瀬　塁(6) 4m20(+0.3) 向山　汐音(6) 4m00(+1.2) 矢崎　慶(6) 3m98(+1.1) 土屋　陽仁(6) 3m97(+0.1) 三井　瑛斗(5) 3m78(+0.3) 中島　空人(6) 3m71(+1.0) 鷹野　将汰(5) 3m67(+0.1)
山梨・小笠原AC 山梨・南プスAC 山梨・大国陸上 山梨・南プスAC 山梨・小笠原AC 山梨・大国陸上 山梨・南プスAC 山梨・大国陸上
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種目 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位

松本　沙耶子(3) 12.15 中田　舞花(2) 12.18 新井　美鈴(1) 12.42 山口　華枝(1) 12.46 秋山　萌(3) 12.68 田中　陽夏莉(3) 12.71 林田　小葉(3) 12.79 藤代　あすか(2) 13.11
静岡・都留文大 山梨・身延高 埼玉・国際学院高 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 埼玉・国際学院高 長崎・都留文大 埼玉・国際学院高
岩浅　優花(1) 59.31 西海　ひなた(3) 59.41 小林　梨花(1) 1:00.84 白倉　若奈(2) 1:00.89 新藤　はるか 1:01.80 若杉　彩乃(1) 1:02.51 小笠原　遥(1) 1:03.18 青田　百華(1) 1:03.43
山梨・駿台甲府高 北海道・都留文大 埼玉・国際学院高 山梨・東女体大 山梨・甲府北中教員 山梨・駿台甲府高 埼玉・国際学院高 埼玉・国際学院高
保田　萌子(中2) 3:15.38 飯田　萌楓(1) 3:17.92 蒲澤　菜奈子(1) 3:20.43 清水　彩花(2) 3:20.95 南部　みなみ(2) 3:28.97 矢部　綾乃(中3) 3:29.86 白鳥　杏果(1) 3:40.38
山梨・大国陸上 山梨・駿台甲府高 埼玉・国際学院高 山梨・甲府西高 山梨・駿台甲府高 山梨・大月AC 山梨・山梨高
山口　華枝(1) 14.73 反町　唯(2) 17.19 森田　未来(1) 19.99
山梨・駿台甲府高 埼玉・国際学院高 埼玉・国際学院高
樫山　結(高3) 15.20(+0.2) 村上　史奈 15.36(+0.2) 渋谷　七波(1) 16.55(-0.5) 森永　恵美理(2) 16.75(+0.2) 野澤　瑠美佳(1) 16.77(+0.2) 丸田　紫乃(2) 17.68(+0.2) 前田　優衣(1) 17.85(-0.5) 長沼　莉保(2) 19.36(-0.5)
山梨・桃の郷AC 山梨・桃の郷AC 山梨・韮崎高 東京・上智大 山梨・甲府昭和高 山梨・都留高 山梨・都留高 山梨・山梨高
三吉　南緒(1) 1:05.63 名執　奏波(2) 1:07.47 長田　侑加(3) 1:09.90 相原　咲良(1) 1:10.32 鈴木　空(1) 1:14.05 太田　美世(2) 1:14.25 瀧口　笑実花(2) 1:16.71 久保田　ゆりあ(1) 1:17.98
山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・富士北稜高 山梨・山梨大 広島・都留文大 山梨・甲府東高
市川　夏生(2) 26:44.46 山本　菜緒(2) 30:26.62
山梨・身延高 山梨・身延高
巨摩高 2:23.43 甲府昭和高 2:27.17 山梨大 2:27.74 韮崎高A 2:28.24 韮崎高B 2:28.27 甲府西高A 2:34.22 都留高A 2:35.54 都留興譲館高 2:37.65
赤沢　広美(2) 野澤　瑠美佳(1) 友松　未来(2) 渋谷　七波(1) 山寺　由乃(1) 大森　杏華(2) 小林　由果(1) ミルザプル　咲良(2)
相原　咲良(1) 齊藤　凪沙(1) 太田　美世(2) 赤澤　雅(2) 山田　ひとみ(1) 荻野　悠希(1) 丸田　紫乃(2) 古屋　千晶(2)
三吉　南緒(1) 阿部　亜美(1) 山路　舞香(2) 柳生　希実子(2) 稲場　理乃(2) 長谷川　佳南(3) 高尾　夏鈴(1) 田中　瑠々花(1)
名執　奏波(2) 松本　佳菜(2) 相原　千枝(2) 古屋　鈴子(1) 増山　彩夏(2) 宮崎　莉帆(2) 竹田　彩乃(1) 伊奈　澪亜(2)
鴨井　美紗子(4) 1m64 田中　女瑠萌(1) 1m61 渡邊　野乃(3) 1m58 田中　瑠々花(1) 1m55 塩見　咲紀(2) 1m50 渡邉　未来(1) 1m45
群馬・上武大 山梨・山梨学院大 山梨・富士北稜高 山梨・都留興譲館高 山梨・吉田高 山梨・富士北稜高

豊島　明日香(1) 1m45
山梨・吉田高
大森　杏華(2) 1m45
山梨・甲府西高

渡邊　野乃(3) 3m00 鈴木　空(1) 2m30 宮下　未羽(2) 2m20 髙山　瑞生(2) 2m00
山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高
相原　千枝(2) 11m28(0.0) 国分　桃香(1) 11m01(+0.8) 丸山　真琴(4) 10m83(+1.9) 吉野　なな(2) 10m78(+1.7) 角屋　朝花(2) 10m72(+0.5) 田中　女瑠萌(1) 10m71(+0.8) 田中　瑠々花(1) 10m68(0.0) 渡辺　瑠理(3) 10m61(+0.3)
山梨・山梨大 山形・山梨学院大 群馬・上武大 埼玉・国際学院高 山梨・山梨高 山梨・山梨学院大 山梨・都留興譲館高 山梨・富士北稜高
武井　仁美(1) 11m81 深沢　葉月(1) 11m31 石川　果歩(3) 10m12 星野　希(2) 9m75 深沢　萌絵(1) 9m23 村田　朋実(2) 9m20 長沼　未希(1) 8m93 依田　こなみ(2) 8m70
山梨・東女体大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・東女体大 山梨・身延高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院高
小林　えり佳(4) 41m53 深沢　葉月(1) 40m58 望月　愛美(2) 39m79 佐野　葵(2) 37m52 市川　百花(2) 35m40 依田　こなみ(2) 34m23 長沼　未希(1) 28m54 長沼　莉保(2) 27m88
山梨・東女体大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・上野原高 山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨高
仲上　さくら(6) 14.32 丸山　星乃(5) 14.36 菱山　那柚(6) 14.87 丸田　結唯(6) 15.14 小林　己恭(6) 15.28 澤登　日菜子(6) 15.36 小池　琉南(5) 15.37 白倉　歩実(6) 15.96
山梨・大国陸上 山梨・小笠原AC 山梨・大国陸上 山梨・中村塾 山梨・大国陸上 山梨・小笠原AC 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上
橘山　莉乃(5) 2:34.71 小池　琉南(5) 2:35.83 萩原　美優(6) 2:37.35 山口ひかり　(6) 2:46.29 妻木　恵恋(4) 2:49.31 西本　佑菜(4) 2:49.78 小林　己恭(6) 2:54.34 三井　こるり(5) 2:55.57
山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大月AC 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・大国陸上 山梨・小笠原AC
大国陸上A 58.66 大国陸上B 1:02.51 小笠原AC A 1:02.93 南プスAC A 1:02.97 北西陸上A 1:03.37 TYPE-RA 1:05.29 南プスAC B 1:08.16 大国陸上C 1:09.20
小林　己恭(6) 小川　莉世(6) 加藤　萌奈(6) 森　彩音(5) 白倉　歩実(6) 坂下　絢香(3) 中島　想(4) 荒木　響子(5)
仲上　さくら(6) 橘山　莉乃(5) 丸山　星乃(5) 林　わか菜(6) 星野　未有(6) 矢ヶ崎　楓来(5) 川窪　希実(4) 三井　葉乃音(3)
菱山　那柚(6) 萩原　美優(6) 今津　朋加(4) 志村　彩希(6) 上野　姫奈(6) 大和　美織(4) 東條　小華(4) 羽田　結稀(5)
小池　琉南(5) 岸本　結愛(5) 三井　こるり(5) 石黒　美光(6) 斉藤　柚(6) 長澤　　るい(6) 小笠原　瑶(4) 橘山　煌良(3)
菱山　那柚(6) 3m76(+0.5) 永坂　莉羅(6) 3m76(+0.5) 仲上　さくら(6) 3m74(-0.1) 山口ひかり　(6) 3m70(0.0) 丸田　結唯(6) 3m68(+0.5) 小林　己恭(6) 3m51(0.0) 石黒　美光(6) 3m34(+0.2) 阿部雪乃　(6) 3m33(0.0)
山梨・大国陸上 山梨・桃の郷AC 山梨・大国陸上 山梨・大月AC 山梨・中村塾 山梨・大国陸上 山梨・南プスAC 山梨・大月AC

凡例 

女子１００ｍA決勝
風：-0.8

女子４００ｍ

女子走高跳

女子４００ｍH

女子５０００ｍＷ

女子メドレーＲ

女子１０００ｍ

女子１００ｍYH
風：-0.6

女子１００ｍH

小学生女子走幅跳

小学生女子１００ｍA決勝
風：+0.5

小学生女子８００ｍ

小学生女子４×１００ｍR

女子やり投

女子棒高跳

女子三段跳

女子砲丸投



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 10月30日 10:55 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 10月30日 13:35 決　勝

予　選　22組0着＋24

1組 (風:-0.6) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨 ﾌﾙﾔ ｲﾌﾞｷ 山梨

1 7 402 北村　祐成(1) 吉田高 12.69 1 4 403 古屋　歩起(1) 吉田高 12.41
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗｲ 山梨 ﾂﾙｻｷ ｼﾝｼﾞ 山梨

2 4 49 橋本　未来(2) 韮崎工業高 12.84 2 7 399 鶴﨑　新治(2) 吉田高 12.57
ｲﾁﾉｾ ｼｮｳﾀ 山梨 ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨

3 5 669 一瀬　翔大(1) 東海大甲府高 12.90 3 2 643 諏訪田　琉斗(1) 富士北稜高 12.59
ﾉﾅｶ ﾊﾔﾃ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾗｲｾﾞ 山梨

4 2 52 野中　颯(2) 韮崎工業高 13.03 4 5 854 矢崎　来是(1) 峡南高 13.11
ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼｷ 山梨 ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ 山梨

5 8 867 丸山　芳喜(1) 峡南高 16.46 5 8 55 猪股　璃紅(1) 韮崎工業高 13.37
ｲｼｸﾗ ﾜﾀﾙ 山梨 ｼﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨

6 636 石倉　渉(1) 富士北稜高 DQ,FS 3 675 白川　椋大(1) 都留興譲館高 DNS
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｾｲ 山梨 ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨

3 677 坂本　雄星(1) 都留興譲館高 DNS 6 1802 横内　峻(中3) 小笠原AC DNS

3組 (風:-0.7) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

1 2 631 中村　僚(2) 富士北稜高 11.54 1 2 263 赤井　滉太郎(2) 身延高 11.67
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨

2 3 664 羽入田　直斗(2) 都留興譲館高 12.03 2 8 780 山下　竜世(1) 東海大甲府高 12.33
ｶｼﾜｷﾞ ｶｲﾄ 山梨 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲｷﾁ 山梨

3 7 53 柏木　海斗(1) 韮崎工業高 12.33 3 5 588 櫻林　栄吉(2) 白根高 12.82
ｻﾙﾔ ｱﾔﾄ 山梨 ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 山梨

4 8 628 申谷　礼人(2) 富士北稜高 12.39 4 6 670 志村　健太(2) 都留興譲館高 12.85
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨 ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨

5 5 775 近藤　寿之(2) 東海大甲府高 12.73 5 3 1702 小野　智哉(中2) 南プスAC 12.87
ｻｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 山梨 ｵﾉ ﾀﾂﾔ 山梨

6 4 310 坂本　山登(2) 山梨高 13.51 6 7 1704 小野　達哉(中2) 南プスAC 13.22
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨

6 669 高橋　知也(2) 都留興譲館高 DNS 7 4 54 内藤　大地(1) 韮崎工業高 13.74

5組 (風:-1.6) 6組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨 ｲﾉｳｴ ｶｲ 山梨

1 7 1803 丸山　礼聖(3) 小笠原AC 11.96 1 5 113 井上　佳(1) 甲府南高 13.05
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨

2 8 668 木村　亮太(1) 東海大甲府高 12.21 2 7 3395 中村　和博(中1) 桃の郷AC 13.40
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨 ﾂﾏｷ ｶﾅﾀ 山梨

3 4 777 中澤　幹(2) 東海大甲府高 12.47 3 2 151 妻木　奏太(1) 甲府工高 13.41
ﾐｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 山梨

4 2 779 三神　勇大(1) 東海大甲府高 12.78 4 6 570 山田　紘之朗(1) 甲府昭和高 13.44
ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

5 3 4 小宮山　匠(1) 韮崎高 14.01 5 4 686 中込　悠太(2) わかば支援 13.67
ｷﾑﾗ ﾕｷｵ 山梨 ｵｷﾞﾉ ﾕｳｺﾞ 山梨

6 5 685 木村　ユキオ(3) わかば支援 14.76 8 205 荻野　祐悟(2) 巨摩高 DQ,FS

ｻｴｸﾞｻ ｻﾄﾙ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｷ 山梨

6 3901 三枝　悟 TYPE-R DNS 3 535 前田　実希(2) 上野原高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 10月30日 10:55 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 10月30日 13:35 決　勝

予　選　22組0着＋24

7組 (風:-1.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨 ﾐｽﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ 山梨

1 2 1762 田中　翔大(中2) 桃の郷AC 13.04 1 6 604 水山　佳晃(1) 北杜高 12.42
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨

2 4 1763 丸山　駿人(中2) 桃の郷AC 13.06 2 3 720 窪田　冠太(1) 山梨学院高 12.57
ｵｵｷ ﾔｽﾋﾛ 山梨 ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 5 3906 大木　康裕 TYPE-R 13.08 3 5 114 今村　亮太(1) 甲府南高 12.62
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨

4 8 1764 斉藤　翼(中2) 桃の郷AC 13.14 4 7 349 飯田　雅大(1) 都留高 12.80
ﾀｷｼﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 ｼﾑﾗ ｶｲ 山梨

5 6 296 滝嶌　智也(1) 日川高 13.15 5 8 297 志村　海(1) 日川高 12.86
ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾎ 山梨 ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨

6 3 291 鶴田　和歩(2) 日川高 13.31 6 1 3902 武藤　正一 TYPE-R 12.91
ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨 ﾌｼﾞﾅﾐ ｺｳｼﾞ 山梨

7 7 249 伊東　海星(1) 身延高 13.36 7 4 3907 藤波　浩司 TYPE-R 13.19
ｲｼﾂﾞｶ ｼｮｳﾔ 山梨

2 189 石塚　翔矢(1) 巨摩高 DNS

9組 (風:+0.1) 10組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨

1 5 85 小池　隼太(1) 甲府南高 12.21 1 6 186 山本　龍(1) 巨摩高 12.18
ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山梨 ｻｽｶﾞ ﾈｵ 山梨

2 8 458 加藤　真嵩(2) 国際武道大 12.44 2 8 433 流石　新生(1) 甲府西高 12.22
ｱﾕｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 山梨 ﾊﾗ ﾏｻｱｷ 山梨

3 6 3394 鮎沢　賢介(中1) 桃の郷AC 12.47 3 4 430 原　昌輝(2) 甲府西高 12.27
ﾀｶﾍﾞ ﾀｸ 山梨 ｲﾜｲ ﾀﾞｲｱ 山梨

4 3 4063 髙部　拓 山梨陸協 12.52 4 3 1766 岩井　大歩(中2) 桃の郷AC 12.35
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

5 1 432 小泉　祐樹(2) 甲府西高 12.55 5 5 345 大神田　康平(2) 都留高 12.37
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ｶｻﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨

6 7 568 丸山　泰世(1) 甲府昭和高 12.60 6 1 538 笠間　亮佑(1) 上野原高 12.44
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 山梨

2 1757 藤本　功輝(中3) 大月AC DNS 7 2 226 小林　黎(1) 巨摩高 12.56
ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳ 山梨 ｶｻｲ ﾖｳｽｹ 山梨

4 220 秋山　亮(1) 巨摩高 DNS 7 565 笠井　洋輔(1) 甲府昭和高 DNS

11組 (風:-2.0) 12組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ 山梨

1 6 5047 内藤　祐貴(2) 山梨大 11.97 1 7 112 早川　武志(1) 甲府南高 12.08
ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

2 7 152 山崎　響(1) 甲府工高 12.09 2 8 204 市川　翔太(2) 巨摩高 12.21
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｷ 山梨 ﾔｶﾞｻｷ ﾃﾂｵ 山梨

3 3 215 望月　雅起(2) 巨摩高 12.12 3 1 3903 矢ヶ崎　哲夫 TYPE-R 12.24
ｵｵｲｼ ｺｳﾔ 山梨 ｻｸﾗﾀﾞ ﾌｳﾀﾞｲ 山梨

4 4 3389 大石　光冶(中1) 桃の郷AC 12.13 4 3 140 櫻田　風大(2) 甲府工高 12.30
ﾌﾙﾔ ﾋﾛｷ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 山梨

5 8 434 古屋　大樹(1) 甲府西高 12.26 5 2 181 野田　紘夢(1) 巨摩高 12.31
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳﾀ 山梨 ｻｲｸﾞｻ ﾀｲﾖｳ 山梨

6 5 209 土橋　祐太(2) 巨摩高 12.49 6 5 541 三枝　大燿(1) 上野原高 12.51
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 山梨

1 557 大久保　風(2) 甲府昭和高 DNS 4 560 齊藤　功将(2) 甲府昭和高 DNS
ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｷ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨

2 426 石原　知起(2) 甲府西高 DNS 6 436 功刀　滉二郎(1) 甲府西高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 10月30日 10:55 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 10月30日 13:35 決　勝

予　選　22組0着＋24

13組 (風:+0.4) 14組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨

1 5 693 加藤　大虎(1) 駿台甲府高 11.80 1 7 699 寺戸　翼(1) 駿台甲府高 11.48
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｱｼｻﾞﾜ ﾌﾐ 山梨

2 3 3183 市川　俊弥 Takers 11.88 2 1 715 芦澤　芙海(1) 駿台甲府高 11.58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ 山梨

3 6 429 渡辺　舜也(2) 甲府西高 11.89 3 3 420 望月　康聖(2) 甲府西高 11.60
ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨

4 2 146 川手　譲(2) 甲府工高 11.93 4 8 228 進藤　大輝(1) 巨摩高 11.84
ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ 山梨 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ 山梨

5 4 3908 由井　玄太 TYPE-R 11.96 5 5 532 山根　雄太(2) 上野原高 11.93
ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

6 8 603 増田　国光(1) 北杜高 12.00 6 6 245 佐野　悠人(1) 身延高 11.96
ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾐｷ ﾕｳﾄ 埼玉

1 533 山根　翔太(2) 上野原高 DNS 7 2 3347 三木　祐人(4) 上智大 12.07
ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 ｼﾉﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ 山梨

7 5387 平野　颯人(1) 山梨学院大 DNS 4 718 篠塚　竜聖(1) 山梨学院高 DNS

15組 (風:-0.5) 16組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｸﾗｲ ﾏｻﾔ 茨城 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

1 6 8 櫻井　柾也(4) 駿河台大 11.45 q 1 8 692 岩下　千馬(1) 駿台甲府高 11.43 q
ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 埼玉 ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨

2 7 6091 中村　哲也(1) 国際学院高 11.59 2 6 141 内藤　光(2) 甲府工高 11.44 q
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

3 4 717 坂本　壮平(1) 山梨学院高 11.66 3 1 698 村松　由翔(1) 駿台甲府高 11.47
ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾀｹﾄ 山梨

4 5 346 髙坂　佳希(2) 都留高 11.69 4 4 734 雨宮　健仁(2) 山梨学院高 11.53
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山梨 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾄ 山梨

5 1 147 山田　健二(2) 甲府工高 11.72 5 3 102 榊原　智仁(2) 甲府南高 11.71
ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨

6 3 213 笛　遼太(2) 巨摩高 11.77 6 7 567 長倉　脩斗(1) 甲府昭和高 11.71
ﾋﾗｲ ｺｳｷ 千葉 ｷﾑ ｼﾞｭﾝﾎ 山梨

7 2 3369 平井　鴻希(2) 上智大 11.79 7 5 110 金　俊鎬(1) 甲府南高 11.72
ﾑｶｲ ﾏｻﾐﾁ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨

8 8 4037 向井　眞統 山梨陸協 12.24 8 2 148 三枝　昂太(1) 甲府工高 11.80

17組 (風:-1.3) 18組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑｶｲ ﾋﾛｷ 山梨 ｼﾉﾊﾗﾘｮｳ 埼玉

1 8 605 向井　大気(1) 北杜高 11.70 1 4 1613 篠原　凌　 駿河台大AC 11.27 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨

2 6 596 藤森　翔也(2) 北杜高 11.70 2 7 31600 渡辺　竜麻(2) 日本体育大 11.50
ｶﾝﾉﾌﾐﾔ 埼玉 ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨

3 4 1610 管野文也　 駿河台大AC 11.78 3 8 219 小山　周馬(2) 巨摩高 11.67
ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

4 2 212 樋口　壮人(2) 巨摩高 11.81 4 2 144 新奥　亮雅(2) 甲府工高 11.75
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 ｲﾜｺｼ ｶｲﾄ 山梨

5 1 703 髙野　隼人(3) 駿台甲府高 11.83 5 6 5032 岩越　海渡(4) 山梨大 11.77
ｻﾜﾁﾕｳｾｲ 埼玉 ｲﾘｴ ﾅｵｷ 山梨

6 7 1611 澤池祐誠　 駿河台大AC 12.54 6 3 5037 入江　直樹(3) 山梨大 12.10
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

3 700 五味　勇太(1) 駿台甲府高 DQ,FS 1 707 清水　健太郎(3) 駿台甲府高 DNS
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｸ 山梨

5 697 松野　滉大(1) 駿台甲府高 DQ,FS 5 460 角田　陸(2) 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
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 10月30日 10:55 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 10月30日 13:35 決　勝

予　選　22組0着＋24

19組 (風:-0.8) 20組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾄﾞｳ ﾘｵ 東京 ｻﾉ ｺｳｷ 山梨

1 1 3 工藤　吏旺(4) 駿河台大 11.32 q 1 5 5306 佐野　功貴(1) 順天堂大 11.05 q
ｻｶｲ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 埼玉 ｲﾄｳｽｸﾞﾙ 東京

2 7 3364 酒井　健三郎(3) 上智大 11.51 2 2 997 伊藤　卓　 NONSTOP 11.31 q
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 神奈川

3 2 5390 中村　和貴(1) 山梨学院大 11.62 3 4 3363 村上　将規(3) 上智大 11.32 q
ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

4 6 733 小幡　隆史(2) 山梨学院高 11.74 4 3 5388 笹本　悠太(1) 山梨学院大 11.32 q
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

5 4 243 野口　怜恩(1) 身延高 11.76 5 6 5043 森實　高毅(3) 山梨大 11.36 q
ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 栃木 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 埼玉

6 3 6 鈴木　将希(4) 駿河台大 11.91 6 8 6080 佐藤　颯真(2) 国際学院高 11.43 q
ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳ 東京 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

5 3366 武田　翔(2) 上智大 DNS 7 1 651 堀内　隼也(2) 山梨学院大 11.44 q
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

8 706 菊地　拓磨(3) 駿台甲府高 DNS 8 7 423 牛山　翔太(2) 甲府西高 11.53

21組 (風:-0.1) 22組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｽﾞｷ ﾕｳ 岐阜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

1 6 5047 鈴木　悠右(0) 中津川陸友 11.08 q 1 6 701 渡辺　陵(3) 駿台甲府高 10.88 q
ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 東京 ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

2 7 999 鈴木　啓太　 NONSTOP 11.13 q 2 8 254 佐野　航平(3) 身延高 10.89 q
ﾜｶｽｷﾞ ﾀｹﾌﾐ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 千葉

3 4 705 若杉　武史(3) 駿台甲府高 11.18 q 3 3 5 渡辺　一希(4) 駿河台大 10.97 q
ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 山梨 ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

4 2 704 辰巳　海斗(3) 駿台甲府高 11.28 q 4 5 31597 村岡　尚弥(2) 日本体育大 11.08 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

5 8 652 望月　勇人(4) 山梨学院大 11.36 q 5 2 709 田中　拓海(2) 駿台甲府高 11.09 q
ｵﾀﾞ ﾏｻｼ 東京 ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山梨

6 1 998 小田　雅士　 NONSTOP 11.58 6 1 6206 奈良　光洋(1) 山梨大 11.17 q
ﾕｶﾜ ｶｽﾞｼ 神奈川 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

7 3 31599 湯川　和士(2) 日本体育大 11.79 7 7 31581 小田　遼太(2) 日本体育大 11.29 q
ﾀｲﾗ ﾘｭｳｾｲ 埼玉 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

5 6066 平　流成(3) 国際学院高 DNS 4 702 大久保　雄平(3) 駿台甲府高 DNS

決　勝　3組

C決勝 (風:0.0) B決勝 (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
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 埼玉 ｼﾉﾊﾗﾘｮｳ 埼玉

1 3 6080 佐藤　颯真(2) 国際学院高 11.36 1 4 1613 篠原　凌　 駿河台大AC 11.13
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨 ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山梨

2 6 5388 笹本　悠太(1) 山梨学院大 11.37 2 5 6206 奈良　光洋(1) 山梨大 11.17
ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨 ｸﾄﾞｳ ﾘｵ 東京

3 5 5043 森實　高毅(3) 山梨大 11.38 3 1 3 工藤　吏旺(4) 駿河台大 11.20
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ﾀｹﾌﾐ 山梨

4 2 651 堀内　隼也(2) 山梨学院大 11.40 4 3 705 若杉　武史(3) 駿台甲府高 11.22
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

5 8 141 内藤　光(2) 甲府工高 11.46 5 8 31581 小田　遼太(2) 日本体育大 11.33
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 神奈川

6 4 652 望月　勇人(4) 山梨学院大 11.49 6 2 3363 村上　将規(3) 上智大 11.36
ｻｸﾗｲ ﾏｻﾔ 茨城 ｲﾄｳｽｸﾞﾙ 東京

7 1 8 櫻井　柾也(4) 駿河台大 11.55 7 7 997 伊藤　卓　 NONSTOP 11.38
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ 山梨

8 7 692 岩下　千馬(1) 駿台甲府高 11.57 8 6 704 辰巳　海斗(3) 駿台甲府高 11.44



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 10月30日 10:55 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 10月30日 13:35 決　勝

決　勝　3組

A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
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

1 4 701 渡辺　陵(3) 駿台甲府高 10.87
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 千葉

2 5 5 渡辺　一希(4) 駿河台大 10.89
ｻﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

3 6 254 佐野　航平(3) 身延高 10.90
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

4 1 709 田中　拓海(2) 駿台甲府高 10.98
ｻﾉ ｺｳｷ 山梨

5 3 5306 佐野　功貴(1) 順天堂大 11.09
ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

6 7 31597 村岡　尚弥(2) 日本体育大 11.10
ｽｽﾞｷ ﾕｳ 岐阜

7 8 5047 鈴木　悠右(0) 中津川陸友 11.14
ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 東京

8 2 999 鈴木　啓太　 NONSTOP 11.27



凡例  DNS:欠場

男子４００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990
山梨県高校記録(YHR)     46.79     堀越　勇介(都留高)                    1990 10月30日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 2組
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

ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨

1 4 202 秋山　裕貴(2) 巨摩高 56.23 1 6 777 中澤　幹(2) 東海大甲府高 56.85
ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 山梨

2 3 672 長嶋　碧也(2) 都留興譲館高 56.63 2 8 778 今澤　友作(1) 東海大甲府高 56.94
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨 ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 山梨

3 7 402 北村　祐成(1) 吉田高 57.21 3 4 309 前嶋　優汰(2) 山梨高 57.55
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 山梨

4 2 315 山口　祐冊(1) 山梨高 1:00.19 4 5 458 中村　僚佑(2) 甲府東高 57.95
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐﾔ 山梨 ｻﾜｲﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 山梨

5 5 301 藤原　郁也(1) 山梨高 1:00.56 5 2 781 澤入　大和(1) 東海大甲府高 1:01.40
ｶﾜﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨

6 679 河野　栄一郎(1) 都留興譲館高 DNS 3 681 藤本　亮(1) 都留興譲館高 DNS
ｺﾐｴ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨

8 678 込江　雄大(1) 都留興譲館高 DNS 7 1764 斉藤　翼(中2) 桃の郷AC DNS

3組 4組
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

ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨

1 5 153 済間　大誠(1) 甲府工高 55.45 1 4 346 髙坂　佳希(2) 都留高 54.87
ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

2 7 114 今村　亮太(1) 甲府南高 57.56 2 6 345 大神田　康平(2) 都留高 56.39
ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 ﾑｶﾜ ｼｮｳ 山梨

3 4 115 亀山　昂太郎(1) 甲府南高 57.79 3 7 505 武川　翔(2) 甲府城西高 57.29
ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨

4 8 3902 武藤　正一 TYPE-R 58.92 4 2 1748 土屋　俊貴(中3) 大月AC 58.24
ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山梨

5 2 349 飯田　雅大(1) 都留高 1:01.05 5 8 537 加藤　智章(1) 上野原高 58.32
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 山梨

3 1757 藤本　功輝(中3) 大月AC DNS 3 603 増田　国光(1) 北杜高 DNS
ﾐｽﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾋﾛｷ 山梨

6 604 水山　佳晃(1) 北杜高 DNS 5 434 古屋　大樹(1) 甲府西高 DNS

5組 6組
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

ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉 ｻｻｼﾞﾏ ｱｷﾗ 東京

1 2 6081 青木　大輔(2) 国際学院高 52.52 1 6 2250 笹島　彰(2) 八王子高 50.29
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨 ｻｶｲ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 埼玉

2 4 736 中山　拓海(2) 山梨学院高 53.16 2 7 3364 酒井　健三郎(3) 上智大 51.23
ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ 山梨 ｶﾒｻｶ ｺｳｼﾞ 愛知

3 7 112 早川　武志(1) 甲府南高 53.58 3 8 22 亀坂　晃司 トヨタ自動車 53.31
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｷ 山梨 ｾﾉ ｼｮｳｺﾞ 埼玉

4 5 215 望月　雅起(2) 巨摩高 53.72 1 6070 瀬野　尚吾(3) 国際学院高 DNS
ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ 山梨

5 1 245 佐野　悠人(1) 身延高 53.92 2 420 望月　康聖(2) 甲府西高 DNS
ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

3 711 樋川　充(2) 駿台甲府高 DNS 3 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(2) 駿台甲府高 DNS
ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 埼玉 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳ 東京

6 6065 金子　拓未(3) 国際学院高 DNS 4 3366 武田　翔(2) 上智大 DNS
ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 山梨 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 東京

8 560 齊藤　功将(2) 甲府昭和高 DNS 5 999 鈴木　啓太　 NONSTOP DNS



凡例  DNS:欠場

男子４００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990
山梨県高校記録(YHR)     46.79     堀越　勇介(都留高)                    1990 10月30日 12:45 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

ｻｻｼﾞﾏ ｱｷﾗ 東京

1 2250 笹島　彰(2) 八王子高 50.29
ｻｶｲ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 埼玉

2 3364 酒井　健三郎(3) 上智大 51.23
ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉

3 6081 青木　大輔(2) 国際学院高 52.52
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨

4 736 中山　拓海(2) 山梨学院高 53.16
ｶﾒｻｶ ｺｳｼﾞ 愛知

5 22 亀坂　晃司 トヨタ自動車 53.31
ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ 山梨

6 112 早川　武志(1) 甲府南高 53.58
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｷ 山梨

7 215 望月　雅起(2) 巨摩高 53.72
ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

8 245 佐野　悠人(1) 身延高 53.92



凡例  DNS:欠場

男子１０００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          2:30.98   原　寿人(山梨学院高)                  2009
山梨県最高記録(YSR)     2:30.98   原　寿人(山梨学院高)                  2009 10月30日 14:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨 ｶﾒｻｶ ｺｳｼﾞ 愛知

1 4 1640 小林　拓登(中3) 大国陸上 2:45.63 1 2 22 亀坂　晃司 トヨタ自動車 2:40.56
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 山梨

2 5 665 小林　和樹(2) 都留興譲館高 2:48.66 2 7 5118 落合　啓(2) 都留文大 2:41.64
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 山梨 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 愛知

3 14 295 長谷川　賢人(1) 日川高 2:53.48 3 6 5 加藤　聡 トヨタ自動車 2:42.00
ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｽｹ 山梨 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨

4 2 601 丸山　庸介(1) 北杜高 2:56.45 4 9 343 今泉　健汰(2) 都留高 2:49.44
ｱｶﾂ ｼﾞｮｳ 山梨 ｿｳﾏ ﾄﾓｷ 山梨

5 1 584 赤津　成(2) 白根高 2:57.13 5 3 534 相馬　知季(2) 上野原高 2:50.92
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

6 12 602 秋山　一真(1) 北杜高 2:58.01 6 15 540 守屋　智博(1) 上野原高 2:54.74
ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾞｭ 山梨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 山梨

7 13 671 井上　黎樹(2) 都留興譲館高 2:58.96 7 11 648 柳澤　佑丞(3) 山梨学院大 2:56.42
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗｲ 山梨 ｲｲﾇﾏ ﾀｲﾁ 山梨

8 8 49 橋本　未来(2) 韮崎工業高 3:01.12 8 5 582 飯沼　太一(2) 白根高 3:03.09
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｷﾔ 山梨 ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ 山梨

9 3 314 丸山　力也(1) 山梨高 3:10.30 9 1 55 猪股　璃紅(1) 韮崎工業高 3:11.00
ｻｸﾗｲ ｼﾞﾝ 埼玉 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ 愛知

10 6 1098 櫻井　迅(2) 小鹿野高 3:15.77 4 13 吉村　拓也 トヨタ自動車 DNS
ｺﾐｴ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知

7 678 込江　雄大(1) 都留興譲館高 DNS 8 4 尾崎　雄大 トヨタ自動車 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ 山梨 ﾇﾏﾀ ﾀｸﾔ 愛知

9 672 長嶋　碧也(2) 都留興譲館高 DNS 10 9 沼田　拓也 トヨタ自動車 DNS
ｶｻｲ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾎﾝﾏ ｹｲﾉｽｹ 山梨

10 394 河西　大輝(1) 吉田高 DNS 12 536 本間　敬之佑(1) 上野原高 DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨 ｱｽﾞﾏﾀﾆ ｺｳﾍｲ 愛知

11 681 藤本　亮(1) 都留興譲館高 DNS 13 18 東谷　航平 トヨタ自動車 DNS
ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山梨

14 537 加藤　智章(1) 上野原高 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

ｶﾒｻｶ ｺｳｼﾞ 愛知

1 22 亀坂　晃司 トヨタ自動車 2:40.56
ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 山梨

2 5118 落合　啓(2) 都留文大 2:41.64
ｶﾄｳ ｻﾄｼ 愛知

3 5 加藤　聡 トヨタ自動車 2:42.00
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨

4 1640 小林　拓登(中3) 大国陸上 2:45.63
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨

5 665 小林　和樹(2) 都留興譲館高 2:48.66
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨

6 343 今泉　健汰(2) 都留高 2:49.44
ｿｳﾏ ﾄﾓｷ 山梨

7 534 相馬　知季(2) 上野原高 2:50.92
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 山梨

8 295 長谷川　賢人(1) 日川高 2:53.48

ラップ表 400m 800m

ナンバー 1640 1640

記録 1:06 2:12

ナンバー 22 5

記録 1:08 2:10

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

 



凡例  T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した DNS:欠場 DQ:失格

男子１１０ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          14.28     劒持　英紀(県教委)                    1986
山梨県高校記録(YHR)     14.88     飯久保　明洋(巨摩高)                  2014 10月30日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+0.3) 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
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 ｵｵｼｵ ﾄﾓﾔ 山梨

1 4 263 赤井　滉太郎(2) 身延高 16.74 1 5 81 大塩　智也(2) 甲府南高 17.17
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨 ﾊﾀｶﾜ ﾕｳﾄ 山梨

2 3 640 堀内　新斗(1) 富士北稜高 19.19 2 6 211 畑川　優人(2) 巨摩高 17.47
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ﾐｷ ﾕｳﾄ 埼玉

3 6 246 川窪　貴斗(1) 身延高 19.57 3 7 3347 三木　祐人(4) 上智大 17.80
ﾐｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

4 7 779 三神　勇大(1) 東海大甲府高 19.70 4 8 204 市川　翔太(2) 巨摩高 18.15
ｻｶｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

5 5 639 坂口　千晴(1) 富士北稜高 20.54 5 3 249 伊東　海星(1) 身延高 18.84
ｽﾐﾉ ｶｵﾙ 山梨 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

8 99 角野　薫(2) 甲府南高 DNS 4 210 名取　純矢(2) 巨摩高 DNS

3組 (風:-1.2) 4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
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨 ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨

1 5 2945 高橋　亨光 身延AC 15.73 1 5 452 飯久保　明洋(2) 国際武道大 14.83
ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 山梨 ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

2 4 1 平出　圭亮(2) 駿河台大 16.14 2 3 3287 澤邊　直人 山梨大AC 15.20
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

3 3 706 菊地　拓磨(3) 駿台甲府高 16.43 3 7 644 松田　康平(4) 山梨学院大 15.24
ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨 ｶﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 埼玉

4 7 221 有野　嵐(1) 巨摩高 16.83 4 4 2 栢本　大輝(3) 駿河台大 15.65
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 埼玉

5 8 566 小山　和馬(1) 甲府昭和高 18.11 5 8 6068 田村　駿介(3) 国際学院高 16.31
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

6 3183 市川　俊弥 Takers T10,DQ 6 2 646 小幡　慎司(3) 山梨学院大 16.77
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨 ｶﾝﾉﾌﾐﾔ 埼玉

2 184 水越　将司(1) 巨摩高 DNS 6 1610 管野文也　 駿河台大AC T10,DQ

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

ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨

1 452 飯久保　明洋(2) 国際武道大 14.83 -0.7
ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

2 3287 澤邊　直人 山梨大AC 15.20 -0.7
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

3 644 松田　康平(4) 山梨学院大 15.24 -0.7
ｶﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 埼玉

4 2 栢本　大輝(3) 駿河台大 15.65 -0.7
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

5 2945 高橋　亨光 身延AC 15.73 -1.2
ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ 山梨

6 1 平出　圭亮(2) 駿河台大 16.14 -1.2
ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 埼玉

7 6068 田村　駿介(3) 国際学院高 16.31 -0.7
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨

8 706 菊地　拓磨(3) 駿台甲府高 16.43 -1.2



凡例  FS1:(R162-6)1回目の不正スタート DNS:欠場 DQ:失格

男子４００ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          48.62     野澤　啓佑(ミズノ)                    2016
山梨県高校記録(YHR)     51.35     野澤　啓佑(巨摩高)                    2009 10月30日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
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

ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 埼玉

1 3 202 秋山　裕貴(2) 巨摩高 1:01.06 1 5 4 塚原　大喜(4) 駿河台大 53.49
ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

2 2 567 長倉　脩斗(1) 甲府昭和高 1:01.20 2 4 653 渡辺　翔太(2) 山梨学院大 53.95
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 広島

3 6 246 川窪　貴斗(1) 身延高 1:03.49 3 6 31582 影山　好佑(2) 日本体育大 55.79
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

4 557 大久保　風(2) 甲府昭和高 DNS 4 3 261 依田　侑大(3) 身延高 56.12
ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 ﾀｹｲ ｻｷﾄ 東京

5 210 名取　純矢(2) 巨摩高 DNS 5 1 2237 武井　咲斗(2) 八王子高 56.84
ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨

7 222 井上　幹(1) 巨摩高 DNS 6 2 5047 内藤　祐貴(2) 山梨大 57.30
ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

8 720 窪田　冠太(1) 山梨学院高 DNS 7 7 5389 小林　瞭(1) 山梨学院大 57.64
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

8 184 水越　将司(1) 巨摩高 FS1,DQ

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

ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 埼玉

1 4 塚原　大喜(4) 駿河台大 53.49
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

2 653 渡辺　翔太(2) 山梨学院大 53.95
ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 広島

3 31582 影山　好佑(2) 日本体育大 55.79
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

4 261 依田　侑大(3) 身延高 56.12
ﾀｹｲ ｻｷﾄ 東京

5 2237 武井　咲斗(2) 八王子高 56.84
ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨

6 5047 内藤　祐貴(2) 山梨大 57.30
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

7 5389 小林　瞭(1) 山梨学院大 57.64
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

8 202 秋山　裕貴(2) 巨摩高 1:01.06



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 W5:(R230-3(a))ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰ  で競歩主任が単独で失格にした

男子５０００ｍＷ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          19:42.33  笹川　友輝(山梨学院大)                2011
山梨県高校記録(YHR)     20:57.50  小林　大地(農林高)                    2013 10月30日 16:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｵﾝ 山梨

1 3 250 川口　紫音(1) 身延高 25:51.17
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾀ 山梨

2 4 764 村松　滉太(2) 山梨学院高 25:56.38
ｻｲｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨

3 7 227 三枝　史弥(1) 巨摩高 30:17.28
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知

10 4 尾崎　雄大 トヨタ自動車 DQ,W5

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 山梨

1 723 斎藤　勇太(1) 山梨学院高 DNS
ｲｹﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 山梨

2 558 池田　穂高(2) 甲府昭和高 DNS
ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 山梨

5 569 齊藤　柊矢(1) 甲府昭和高 DNS
ｺｻｶ ｾﾗ 山梨

6 676 小坂　星嵐(1) 都留興譲館高 DNS
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 山梨

8 719 土屋　佑登(1) 山梨学院高 DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山梨

9 666 藤本　椋大(2) 都留興譲館高 DNS
ｶﾜﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ 山梨

11 679 河野　栄一郎(1) 都留興譲館高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 764 764 764 764

記録 4:44 5:55 15:19 20:47
決　勝

 



凡例  R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ TC:指定外コース走行 DNS:欠場 DQ:失格

男子メドレーR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013
山梨県最高記録(YSR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013 10月30日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組
1着 2:03.53 2着 2:10.48 3着 2:14.24
4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 692 1 341 1 205

2 699 2 349 2 208

3 700 3 346 3 217

4 693 4 345 4 209

4着 2:16.12 5着 2:17.07 6着 2:17.13
3ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 433 1 54 1 636

2 437 2 52 2 641

3 436 3 53 3 629

4 439 4 49 4 640

7着 2:19.73
6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 310

2 315

3 301

4 309

2組
1着 2:07.32 2着 2:09.47 3着 2:10.13
8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 181 1 605 1 637

2 221 2 596 2 639

3 222 3 604 3 643

4 184 4 603 4 631

4着 2:13.81 5着 2:14.02
4ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 432 1 113 1 (    )

2 430 2 85 2 (    )

3 426 3 115 3 (    )

4 431 4 111 4 (    )

7ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

駿台甲府高C

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ
岩下　千馬(1)

山梨
駿台甲府高

ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨
駿台甲府高

ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ
五味　勇太(1)

山梨
駿台甲府高

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ
加藤　大虎(1)

山梨
駿台甲府高

都留高

ｵﾀﾞ ﾕｳｷ
織田　侑希(2)

ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ
髙坂　佳希(2)

寺戸　翼(1)

山梨
都留高

ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
飯田　雅大(1)

山梨
都留高
山梨
都留高

ｵｵｶﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ
大神田　康平(2)

山梨
都留高

巨摩高D

ｵｷﾞﾉ ﾕｳｺﾞ
荻野　祐悟(2)

山梨
巨摩高

ﾂﾙﾀ ｼｭｳ
鶴田　嵩(2)

山梨
巨摩高

ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ
上野　利輝(2)

山梨
巨摩高

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳﾀ
土橋　祐太(2)

山梨
巨摩高

甲府西高D

ｻｽｶﾞ ﾈｵ

韮崎工業高

ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

富士北稜高B

ｲｼｸﾗ ﾜﾀﾙ
流石　新生(1)

山梨
甲府西高

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ
齊藤　勇貴(1)

山梨
甲府西高

ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ
功刀　滉二郎(1)

山梨
甲府西高

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ
望月　雄斗(1)

山梨
甲府西高

内藤　大地(1)
山梨
韮崎工業高

ﾉﾅｶ ﾊﾔﾃ
野中　颯(2)

山梨
韮崎工業高

ｶｼﾜｷﾞ ｶｲﾄ
柏木　海斗(1)

山梨
韮崎工業高

ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗｲ
橋本　未来(2)

山梨
韮崎工業高

石倉　渉(1)
山梨
富士北稜高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ
渡邊　雄太(1)

山梨
富士北稜高

ｶﾂﾏﾀ ｺｳﾔ
勝俣　晃弥(2)

山梨
富士北稜高

ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ
堀内　新斗(1)

山梨
富士北稜高

山梨高

ｻｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ
坂本　山登(2)

山梨
山梨高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ
山口　祐冊(1)

山梨
山梨高

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐﾔ
藤原　郁也(1)

山梨
山梨高

ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳﾀ
前嶋　優汰(2)

山梨
山梨高

巨摩高C

ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ
野田　紘夢(1)

山梨
巨摩高

ｱﾘﾉ ﾗﾝ
有野　嵐(1)

山梨
巨摩高

ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ
井上　幹(1)

山梨
巨摩高

ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ
水越　将司(1)

山梨
巨摩高

北杜高

ﾑｶｲ ﾋﾛｷ
向井　大気(1)

山梨
北杜高

ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 山梨
北杜高

ﾐｽﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ
水山　佳晃(1)

山梨
北杜高

ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ
増田　国光(1)

山梨
北杜高

富士北稜高A

ｻﾉ ｶｲﾎ
佐野　開穂(1)

ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ
諏訪田　琉斗(1)

藤森　翔也(2)

山梨
富士北稜高

ｻｶｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ
坂口　千晴(1)

山梨
富士北稜高
山梨
富士北稜高

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ
中村　僚(2)

山梨
富士北稜高

甲府西高B

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ
小泉　祐樹(2)

山梨
甲府西高

ﾊﾗ ﾏｻｱｷ
原　昌輝(2)

山梨
甲府西高

ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｷ
石原　知起(2)

山梨
甲府西高

甲府南高

ｶｻｲ ﾏｻｷ
河西　将輝(2)

山梨
甲府西高

甲府南高D

ｲﾉｳｴ ｶｲ
井上　佳(1)

ｶﾒﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
亀山　昂太郎(1) 甲府南高
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ
小林　俊介(1)

山梨
甲府南高

山梨
甲府南高

ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ
小池　隼太(1)

山梨

山梨学院大C

甲府西高C

山梨



凡例  R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ TC:指定外コース走行 DNS:欠場 DQ:失格

男子メドレーR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013
山梨県最高記録(YSR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013 10月30日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

3組
1着 2:02.69 2着 2:05.48 3着 2:06.31
5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 698 1 218 1 429

2 709 2 210 2 423

3 712 3 204 3 434

4 697 4 215 4 420

4着 2:06.71 5着 2:18.87 6着 2:21.88
4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 5036 1 151 1 105

2 5037 2 152 2 103

3 6208 3 143 3 104

4 5033 4 153 4 101

2ﾚｰﾝ TC,DQ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 265

2 243

3 245

4 263

4組
1着 2:06.25 2着 2:08.47 3着 2:09.94
6ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 139 1 568 1 670

2 140 2 559 2 674

3 147 3 566 3 664

4 142 4 567 4 672

4着 2:15.84 5着 2:17.11 6着 2:22.98
7ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 533 1 399 1 3397

2 532 2 402 2 3389

3 534 3 400 3 3394

4 537 4 401 4 3395

5ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 102

2 106

3 81

4 114

駿台甲府高B

ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ
村松　由翔(1)

山梨
駿台甲府高

山梨
巨摩高

ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ
田中　拓海(2)

山梨
駿台甲府高

ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ
ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(2)

山梨
駿台甲府高

巨摩高B

ﾅﾄﾘ ｹｲｾｲ
名取　慶星(2)
ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ
名取　純矢(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｷ

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ
市川　翔太(2)

山梨
巨摩高

ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ
松野　滉大(1)

山梨
駿台甲府高 望月　雅起(2)

山梨
巨摩高

甲府西高A

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ
渡辺　舜也(2)

ﾌﾙﾔ ﾋﾛｷ
古屋　大樹(1)

山梨
巨摩高

山梨
甲府西高

ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ
牛山　翔太(2)

山梨
甲府西高
山梨
甲府西高

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ
望月　康聖(2)

山梨
甲府西高

山梨
山梨大

山梨大B

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ
足立　悠輔(3)

山梨
山梨大

ｲﾘｴ ﾅｵｷ

甲府工高C

ﾂﾏｷ ｶﾅﾀ
妻木　奏太(1)

ｺｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ
國母　和也(2)

入江　直樹(3)
山梨
山梨大

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ
渡辺　宏太(1)

山梨
甲府工高

ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳ
山崎　響(1)

山梨
甲府工高
山梨
甲府工高

ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ
済間　大誠(1)

山梨
甲府工高

甲府南高C

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ
望月　優汰(2)

山梨
甲府南高

ﾅｶﾞｸﾗ ｺｳｷ
長倉　光希(2)

山梨
甲府南高

ﾊﾔｼﾍﾞ ﾐｽﾞｷ
林部　瑞季(2)

山梨
甲府南高

ｶﾝﾀﾞ ﾄﾑ
神田　朋武(2)

山梨
甲府南高

身延高B

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾏ

ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾀｸｵ
荻窪　拓生(4)

山梨
山梨大

望月　勝真(2)
山梨
身延高

ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ
野口　怜恩(1)

山梨
身延高

ｻﾉ ﾕｳﾄ
佐野　悠人(1)

山梨
身延高

ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ
赤井　滉太郎(2)

山梨
身延高

甲府工高B

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
川和田　龍聖(2)

山梨
甲府工高

ｻｸﾗﾀﾞ ﾌｳﾀﾞｲ 山梨
甲府工高

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
山田　健二(2)

山梨
甲府工高

ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ
雨宮　光輝(2)

山梨
甲府工高

甲府昭和高

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｾｲ
丸山　泰世(1)

ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ
小山　和馬(1)

櫻田　風大(2)

山梨
甲府昭和高

ﾀｹｲ ﾋﾛﾔｽ
武井　大泰(2)

山梨
甲府昭和高
山梨
甲府昭和高

ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ
長倉　脩斗(1)

山梨
甲府昭和高

都留興譲館高

ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ
志村　健太(2)

山梨
都留興譲館高

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ
山田　陽仁(1)

山梨
都留興譲館高

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ
羽入田　直斗(2)

山梨
都留興譲館高

ﾅｶﾞｼﾏ ｱｵﾔ
長嶋　碧也(2)

山梨
都留興譲館高

上野原高

ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ

吉田高A

ﾂﾙｻｷ ｼﾝｼﾞ

桃の郷AC A

ﾂﾁﾔ ﾋﾛｷ
山根　翔太(2)

山梨
上野原高

ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ
山根　雄太(2)

山梨
上野原高

ｿｳﾏ ﾄﾓｷ
相馬　知季(2)

山梨
上野原高

ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ
加藤　智章(1)

山梨
上野原高

鶴﨑　新治(2)
山梨
吉田高

ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ
北村　祐成(1)

山梨
吉田高

ﾀｶﾈ ｶｽﾞﾅﾘ
高根　壱成(2)

山梨
吉田高

ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ
丹羽　智彦(1)

山梨
吉田高

土屋　宏貴(1)
山梨
桃の郷AC

ｵｵｲｼ ｺｳﾔ
大石　光冶(中1)

山梨
桃の郷AC

ｱﾕｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ
鮎沢　賢介(中1)

山梨
桃の郷AC

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ
中村　和博(中1)

山梨
桃の郷AC

甲府南高B

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾄ
榊原　智仁(2)

山梨
甲府南高

ｱｶｲｹ ﾕｳ
赤池　優(1)

山梨
甲府南高

ｵｵｼｵ ﾄﾓﾔ
大塩　智也(2)

山梨
甲府南高

ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
今村　亮太(1)

山梨
甲府南高



凡例  R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ TC:指定外コース走行 DNS:欠場 DQ:失格

男子メドレーR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013
山梨県最高記録(YSR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013 10月30日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組
1着 2:03.47 2着 2:07.51 3着 2:07.56
7ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 5 1 110 1 186

2 8 2 107 2 219

3 2 3 112 3 213

4 1 4 109 4 212

4着 2:21.96
4ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ R1,DQ 3ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 3907 1 645 1 1762

2 3903 2 649 2 1763

3 3906 3 646 3 1764

4 3902 4 644 4 1766

5ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

6組
1着 2:00.05 2着 2:00.20 3着 2:02.67
4ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 703 1 5047 1 7

2 706 2 5032 2 4

3 704 3 6206 3 3

4 701 4 5043 4 6

4着 2:04.55 5着 2:12.55
7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 148 1 261 1 (    )

2 144 2 262 2 (    )

3 146 3 259 3 (    )

4 141 4 254 4 (    )

8ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

駿河台大B

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ
渡辺　一希(4)

千葉
駿河台大

ｻｸﾗｲ ﾏｻﾔ
櫻井　柾也(4)

茨城
駿河台大

ｶﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
栢本　大輝(3)

埼玉
駿河台大

ﾋﾗｲﾃﾞ ｹｲｽｹ
平出　圭亮(2)

山梨
駿河台大

甲府南高A

ｷﾑ ｼﾞｭﾝﾎ
金　俊鎬(1)

山梨
甲府南高

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨
甲府南高

ﾊﾔｶﾜ ﾀｹｼ
早川　武志(1)

山梨
甲府南高

ｷｸｼﾏ ﾕｳﾋ
菊島　勇飛(1)

山梨
甲府南高

巨摩高A

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ
山本　龍(1)

ﾌｴ ﾘｮｳﾀ
笛　遼太(2)

石川　諒(1)

山梨
巨摩高

ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ
小山　周馬(2)

山梨
巨摩高
山梨
巨摩高

ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ
樋口　壮人(2)

山梨
巨摩高

TYPE-RA

ﾌｼﾞﾅﾐ ｺｳｼﾞ
藤波　浩司

山梨
TYPE-R

ﾔｶﾞｻｷ ﾃﾂｵ
矢ヶ崎　哲夫

山梨
TYPE-R

ｵｵｷ ﾔｽﾋﾛ
大木　康裕

山梨
TYPE-R
山梨
TYPE-R

山梨学院大B

ｲｲﾉ ﾋﾛﾑ
飯野　広夢(3)

ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ
小幡　慎司(3)

山梨
山梨学院大

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ
青沼　李軌(2)

山梨
山梨学院大
山梨
山梨学院大

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ
松田　康平(4)

山梨
山梨学院大

桃の郷AC B　

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ
田中　翔大(中2)

山梨
桃の郷AC

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ
丸山　駿人(中2)

山梨
桃の郷AC

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ
斉藤　翼(中2)

山梨
桃の郷AC

ｲﾜｲ ﾀﾞｲｱ
岩井　大歩(中2)

山梨
桃の郷AC

トヨタ自動車

駿台甲府高A 山梨大A 駿河台大A

ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ
武藤　正一

ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ
髙野　隼人(3)

山梨
駿台甲府高

ｷｸﾁ ﾀｸﾏ
菊地　拓磨(3)

山梨
駿台甲府高

ﾀﾂﾐ ｶｲﾄ
辰巳　海斗(3)

山梨
駿台甲府高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ
渡辺　陵(3)

山梨
駿台甲府高

ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ
内藤　祐貴(2)

山梨
山梨大

ｲﾜｺｼ ｶｲﾄ
岩越　海渡(4)

山梨
山梨大

ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ
奈良　光洋(1)

山梨
山梨大

ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ
森實　高毅(3)

山梨
山梨大

ｺﾐﾈ ｾｰｶﾞ
小峰　星我(4)

埼玉
駿河台大

ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
塚原　大喜(4)

埼玉
駿河台大

ｸﾄﾞｳ ﾘｵ
工藤　吏旺(4)

東京
駿河台大

ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ
鈴木　将希(4)

栃木
駿河台大

甲府工高A

ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ
三枝　昂太(1)

山梨
甲府工高

ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ 山梨
甲府工高

ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ
川手　譲(2)

山梨
甲府工高

ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ
内藤　光(2)

山梨
甲府工高

身延高A

ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
依田　侑大(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｷ
望月　太貴(3)

新奥　亮雅(2)

山梨
身延高

山梨
身延高

ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾄ
今村　海渡(2)

山梨
身延高

山梨学院大A

山梨学院高

山梨
身延高

ｻﾉ ｺｳﾍｲ
佐野　航平(3)



凡例  R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ TC:指定外コース走行 DNS:欠場 DQ:失格

男子メドレーR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013
山梨県最高記録(YSR)     1:55.66   深沢、清水、小田、渡辺(駿台甲府高)    2013 10月30日 15:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 2:00.05

2 2:00.20

3 2:02.67

4 2:02.69

5 2:03.47

6 2:03.53

7 2:04.55

8 2:05.48

駿台甲府高A 髙野　隼人(3) / 菊地　拓磨(3) / 辰巳　海斗(3) / 渡辺　陵(3)

山梨大A 内藤　祐貴(2) / 岩越　海渡(4) / 奈良　光洋(1) / 森實　高毅(3)

駿河台大A 小峰　星我(4) / 塚原　大喜(4) / 工藤　吏旺(4) / 鈴木　将希(4)

駿台甲府高B 村松　由翔(1) / 田中　拓海(2) / ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(2) / 松野　滉大(1)

駿河台大B 渡辺　一希(4) / 櫻井　柾也(4) / 栢本　大輝(3) / 平出　圭亮(2)

駿台甲府高C 岩下　千馬(1) / 寺戸　翼(1) / 五味　勇太(1) / 加藤　大虎(1)

甲府工高A 三枝　昂太(1) / 新奥　亮雅(2) / 川手　譲(2) / 内藤　光(2)

巨摩高B 名取　慶星(2) / 名取　純矢(2) / 市川　翔太(2) / 望月　雅起(2)



凡例  DNS:欠場

男子走高跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          2m16      榎本　修之(筑波大)                    1999
山梨県高校記録(YHR)     2m13      榎本　修之(都留高)                    1997 10月30日 12:30 決　勝

決　勝　

ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 山梨 － － － － － － － －

1 1 4065 佐藤　一哉(1) 山梨陸協 ○ ○ ○ × × × 2m00
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 山梨 － － － － － － － －

2 17 4016 外川　巧 山梨大学職員 ○ × × × 1m90
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 － － － － ○ × ○ ○ × × ×

3 2 674 山田　陽仁(1) 都留興譲館高 1m80
ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 － － － － － × ○ ○ × × ×

3 15 5392 丹沢　進太郎(1) 山梨学院大 1m80
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 － － － － － × ○ × ○ × × ×

5 14 3301 宮下　颯人(1) 東京経済大 1m80
ｷｸｼﾏ ﾕｳﾋ 山梨 － － － － × ○ × ○ × × ×

6 13 109 菊島　勇飛(1) 甲府南高 1m75
ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 － － － × ○ × × ×

7 12 341 織田　侑希(2) 都留高 1m65
ｶｼﾜｷﾞ ｶｲﾄ 山梨 － － × ○ × ○ × × ×

8 4 53 柏木　海斗(1) 韮崎工業高 1m65
ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ 山梨 － ○ × ○ × × ×

9 11 5050 大瀧　雄司(2) 山梨大 1m60
ﾐｽﾞｺｼ ﾘｭｳｽｹ 山梨 × × ○ ○ × ○ × × ×

10 8 539 水越　竜佑(1) 上野原高 1m60
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ○ × × ○ × ○ × × ×

10 10 187 吉田　将太朗(1) 巨摩高 1m60
ｲﾜｲ ﾀﾞｲｱ 山梨 ○ × ○ × × ×

12 6 1766 岩井　大歩(中2) 桃の郷AC 1m55
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｷ 山梨

3 535 前田　実希(2) 上野原高 DNS
ｱｵｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨

5 149 青木　彪芽(1) 甲府工高 DNS
ﾀｹｲ ﾋﾛﾔｽ 山梨

7 559 武井　大泰(2) 甲府昭和高 DNS
ｵｲｶﾜ ｾｲﾀ 山梨

9 527 及川　晴太(1) 上野原高 DNS
ｻﾉ ｺｳｷ 山梨

16 5306 佐野　功貴(1) 順天堂大 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m50

1m90

1m55

1m95

1m60

2m00

1m65

2m03

1m70 1m75 1m80 1m85
記録 ｺﾒﾝﾄ



凡例  NM:記録なし

男子棒高跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          5m30      板倉　智里(甲府西高教員)              1885
山梨県高校記録(YHR)     4m70      雨宮　陽介(都留高)                    2000 10月30日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 － － － － － － － －

1 8 5387 平野　颯人(1) 山梨学院大 － ○ － × × ○ × × × 4m00
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾔ 山梨 － － － － － － － ○

2 11 214 水上　雄也(2) 巨摩高 × ○ ○ × × × 3m80
ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 山梨 － － － － － － ○ －

3 9 4025 戸田　和文 山梨陸協 ○ － × × × 3m70
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 山梨 － － － － － － ○ ○

4 6 5036 足立　悠輔(3) 山梨大 × × × 3m60
ｱｶｲｹ ﾕｳ 山梨 － － － － － ○ ○ ○

4 7 106 赤池　優(1) 甲府南高 × × × 3m60
ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 － － － － － ○ × × ×

6 1 633 平井　大智(2) 富士北稜高 3m30
ﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ 山梨 － － － × ○ × × ×

7 4 347 野澤　広輝(2) 都留高 2m90
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 － ○ × × ×

8 2 641 渡邊　雄太(1) 富士北稜高 2m50
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨 ○ ○ × × ×

8 5 437 齊藤　勇貴(1) 甲府西高 2m50
ﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 × × ×

3 351 原　遙輝(1) 都留高 NM
ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾔ 山梨 － － － － － － － × × ×

10 424 奥田　雅也(2) 甲府西高 NM
ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山梨 － － － － － － － －

12 458 加藤　真嵩(2) 国際武道大 － × × × NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m30

3m70

2m50

3m80

2m70

3m90

2m90

4m00
ｺﾒﾝﾄ

3m10

4m10

3m30 3m50 3m60
記録



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子三段跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          15m99     小俣　宏記(県教委)                    1985
山梨県高校記録(YHR)     15m46     横森　友朗(韮崎高)                    2016 10月30日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 13m65 13m33 13m26 13m65 8 13m51 13m55 13m36 13m65
1 28 996 秋山　智哉(2) 北里大 +0.5 +0.1 +1.1 +0.5 +1.1 +1.7 +1.5 +0.5

ｵﾀﾞ ﾏｻｼ 東京 12m34 × 12m78 12m78 5 13m12 × 12m80 13m12
2 12 998 小田　雅士　 NONSTOP 0.0 +1.6 +1.6 +1.9 +2.6 +1.9

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 山梨 12m65 × 12m81 12m81 6 12m83 12m11 12m50 12m83
3 27 3921 近藤　晃弘 TYPE-R 0.0 +0.4 +0.4 +1.1 +1.1 +1.9 +1.1

ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 12m73 12m81 12m52 12m81 7 × 12m01 11m87 12m81
4 9 566 小山　和馬(1) 甲府昭和高 0.0 +0.1 +1.0 +0.1 +0.2 +1.3 +0.1

ｲﾘｴ ﾅｵｷ 山梨 12m25 12m51 12m39 12m51 4 12m60 12m64 11m11 12m64
5 26 5037 入江　直樹(3) 山梨大 +0.1 0.0 +0.8 0.0 +2.0 +1.7 +0.8 +1.7

ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨 11m55 11m98 12m47 12m47 3 × 12m33 11m93 12m47
6 18 2945 高橋　亨光 身延AC +0.4 0.0 +0.8 +0.8 +0.7 +1.3 +0.8

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 × 12m44 × 12m44 2 11m84 11m92 × 12m44
7 24 139 川和田　龍聖(2) 甲府工高 -0.2 -0.2 +1.8 +1.5 -0.2

ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ 山梨 12m35 12m41 12m04 12m41 1 × 12m41 － 12m41
8 21 142 雨宮　光輝(2) 甲府工高 +0.1 0.0 +1.2 0.0 +1.8 0.0

ﾌｸｼﾏ ﾓﾘﾋｺ 埼玉 11m24 11m85 12m18 12m18 12m18
9 25 1395 福嶋　壮彦 飯能クラブ 0.0 -0.2 +0.5 +0.5 +0.5

ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 11m74 12m04 11m87 12m04 12m04
10 22 5392 丹沢　進太郎(1) 山梨学院大 0.0 0.0 +1.4 0.0 0.0

ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 11m64 × 11m94 11m94 11m94
11 20 341 織田　侑希(2) 都留高 +0.3 +1.2 +1.2 +1.2

ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ 山梨 × 11m71 11m54 11m71 11m71
12 23 532 山根　雄太(2) 上野原高 0.0 +1.0 0.0 0.0

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨 × 11m47 11m57 11m57 11m57
13 17 439 望月　雄斗(1) 甲府西高 +0.2 +0.7 +0.7 +0.7

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 11m29 11m44 × 11m44 11m44
14 2 674 山田　陽仁(1) 都留興譲館高 -0.4 +0.6 +0.6 +0.6

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾏ 山梨 11m30 11m41 × 11m41 11m41
15 15 265 望月　勝真(2) 身延高 +0.4 -0.5 -0.5 -0.5

ｶﾂﾏﾀ ｺｳﾔ 山梨 11m36 × × 11m36 11m36
16 1 629 勝俣　晃弥(2) 富士北稜高 -1.0 -1.0 -1.0

ｻｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 山梨 × × ×
3 310 坂本　山登(2) 山梨高 NM

ｺｲｹ ｼｭﾝﾀ 山梨 × × ×
4 85 小池　隼太(1) 甲府南高 NM

ｲﾁﾉｾ ｼｮｳﾀ 山梨 × × ×
5 669 一瀬　翔大(1) 東海大甲府高 NM

ｼﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 × × ×
6 675 白川　椋大(1) 都留興譲館高 NM

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 × × ×
11 664 羽入田　直斗(2) 都留興譲館高 NM

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨 × × ×
14 107 石川　諒(1) 甲府南高 NM

ｱｶｲｹ ﾕｳ 山梨 × × ×
16 106 赤池　優(1) 甲府南高 NM

ﾀｹｲ ﾋﾛﾔｽ 山梨 × × ×
19 559 武井　大泰(2) 甲府昭和高 NM

ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨

7 643 諏訪田　琉斗(1) 富士北稜高 DNS
ｲｼﾂﾞｶ ｼｮｳﾔ 山梨

8 189 石塚　翔矢(1) 巨摩高 DNS
ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨

10 635 大嶺　ゆうじ(1) 富士北稜高 DNS
ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 山梨

13 533 山根　翔太(2) 上野原高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子砲丸投(6kg)
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     16m21     雨宮　　巧(巨摩高)                    2015 10月30日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

1 20 204 市川　翔太(2) 巨摩高 × 11m21 × 11m21 8 × 11m37 10m82 11m37
ﾂｶﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 山梨

2 21 229 塚原　響(1) 巨摩高 10m91 10m31 11m14 11m14 7 10m33 11m11 × 11m14
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

3 19 266 木村　光輝(2) 身延高 9m25 9m47 9m82 9m82 5 9m83 10m10 9m92 10m10
ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 山梨

4 18 217 上野　利輝(2) 巨摩高 9m81 10m02 × 10m02 6 × 9m63 9m71 10m02
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨

5 17 248 石川　良(1) 身延高 8m69 8m71 × 8m71 1 9m21 9m30 9m70 9m70
ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ 山梨

6 16 528 長田　匠(2) 上野原高 8m70 8m32 9m02 9m02 4 9m26 8m92 × 9m26
ﾉｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 山梨

7 15 348 野澤　大輝(2) 都留高 8m79 8m92 8m75 8m92 3 8m90 8m58 8m54 8m92
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 山梨

8 2 311 鈴木　拓斗(2) 山梨高 8m72 8m51 8m16 8m72 2 8m48 8m55 8m82 8m82
ｱﾏﾉ ﾜﾀﾙ 山梨

9 14 342 天野　航(2) 都留高 7m58 7m18 8m00 8m00 8m00
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 山梨

10 9 313 柏原　隆志(2) 山梨高 7m42 7m80 7m89 7m89 7m89
ﾀｹｲ ﾕｳﾀ 山梨

11 4 312 竹井　勇太(2) 山梨高 7m66 7m54 7m72 7m72 7m72
ｵｵｲｼ ﾀﾂﾔ 山梨

12 13 344 大石　達也(2) 都留高 7m58 7m53 7m01 7m58 7m58
ｵﾏﾀ ﾏｻｷ 山梨

13 3 667 小俣　将希(2) 都留興譲館高 7m25 7m03 7m33 7m33 7m33
ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 山梨

14 8 630 菊地　翔太(2) 富士北稜高 6m83 7m30 6m85 7m30 7m30
ｺｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 山梨

15 12 143 國母　和也(2) 甲府工高 7m23 7m03 × 7m23 7m23
ﾉﾅｶ ﾊﾔﾃ 山梨

16 7 52 野中　颯(2) 韮崎工業高 7m00 6m71 6m67 7m00 7m00
ｵｵｻﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨

17 1 673 大澤　諒汰(2) 都留興譲館高 5m93 5m90 6m13 6m13 6m13
ｵｵﾐﾈ ｾｲﾔ 山梨

18 11 856 大嶺　誠也(1) 峡南高 × 4m60 5m52 5m52 5m52
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

19 10 302 中村　光希(1) 山梨高 4m65 5m05 5m01 5m05 5m05
ｶｻｲ ｶﾞｸﾄ 山梨

5 855 笠井　堅冬(1) 峡南高 DNS
ﾂﾙｻｷ ｼﾝｼﾞ 山梨

6 399 鶴﨑　新治(2) 吉田高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子砲丸投(7.25kg)
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          16m14     須田　裕太郎(国士舘大)                2015 10月30日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ ﾀｸﾐ 山梨

1 1 1210 雨宮　巧(1) 早稲田大 14m52 14m65 × 14m65 3 13m74 14m28 14m10 14m65
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

2 4 5044 萩原　怜(2) 山梨大 11m41 × × 11m41 2 12m07 12m33 12m25 12m33
ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 山梨

3 2 6207 光吉　尭(1) 山梨大 9m14 9m33 8m95 9m33 1 8m77 9m43 8m95 9m43
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

3 2941 久保田　尊士 身延AC DNS



凡例  NM:記録なし

男子やり投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          72m84     坂口　正芳(山日YBS)                   2010
山梨県高校記録(YHR)     64m74     中村　英詞(都留高)                    1990 10月30日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山梨

1 22 649 青沼　李軌(2) 山梨学院大 61m98 61m81 62m74 62m74 8 × 65m33 × 65m33
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝ 宮城

2 21 5114 後藤　竣(3) 都留文大 51m93 55m50 51m23 55m50 7 55m84 54m43 57m78 57m78
ｽｴﾋﾛ ﾕｳｷ 埼玉

3 20 1099 末廣　優樹(3) 小鹿野高 53m62 51m83 52m02 53m62 6 50m09 51m77 55m69 55m69
ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾄ 山梨

4 19 262 今村　海渡(2) 身延高 49m23 50m74 51m36 51m36 5 49m88 51m08 53m79 53m79
ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 山梨

5 18 6207 光吉　尭(1) 山梨大 49m17 44m43 50m84 50m84 4 49m68 49m73 51m60 51m60
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

6 16 266 木村　光輝(2) 身延高 46m79 47m61 41m62 47m61 3 40m06 45m53 49m31 49m31
ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 山梨

7 2 670 志村　健太(2) 都留興譲館高 44m07 46m14 × 46m14 2 44m07 × 43m30 46m14
ｻﾉ ｶｲﾎ 山梨

8 9 637 佐野　開穂(1) 富士北稜高 × 42m79 35m46 42m79 1 × 39m41 × 42m79
ｱﾏﾉ ﾜﾀﾙ 山梨

9 15 342 天野　航(2) 都留高 40m23 39m15 39m72 40m23 40m23
ﾉｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 山梨

10 13 348 野澤　大輝(2) 都留高 × 40m12 33m55 40m12 40m12
ｵｷﾞﾉ ﾕｳｺﾞ 山梨

11 14 205 荻野　祐悟(2) 巨摩高 38m98 31m73 38m69 38m98 38m98
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾔ 山梨

12 6 214 水上　雄也(2) 巨摩高 35m50 34m81 38m77 38m77 38m77
ｵｵｲｼ ﾀﾂﾔ 山梨

13 11 344 大石　達也(2) 都留高 35m78 37m73 38m44 38m44 38m44
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ 山梨

14 12 247 青嶋　雄斗(1) 身延高 × 32m61 37m50 37m50 37m50
ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨

15 7 54 内藤　大地(1) 韮崎工業高 30m65 31m67 33m64 33m64 33m64
ｱｻｶ ﾀﾂｷ 埼玉

16 10 1104 浅香　樹(1) 小鹿野高 31m26 × 31m74 31m74 31m74
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 山梨

17 3 313 柏原　隆志(2) 山梨高 29m05 31m53 29m96 31m53 31m53
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

18 5 302 中村　光希(1) 山梨高 26m68 28m90 × 28m90 28m90
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 山梨

19 8 627 小林　甲斐人(2) 富士北稜高 21m69 25m03 23m35 25m03 25m03
ｵﾏﾀ ﾏｻｷ 山梨

20 1 667 小俣　将希(2) 都留興譲館高 22m84 20m07 19m27 22m84 22m84
ｵｵｻﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨

21 4 673 大澤　諒汰(2) 都留興譲館高 12m71 14m41 16m82 16m82 16m82
ﾊﾞﾊﾞ ﾋｶﾙ 埼玉

17 6063 馬場　燦(3) 国際学院高 r NM



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 10月30日 10:25 予　選
山梨県高校記録(YHR)     12.00     中田　舞花(身延高)                    2016 10月30日 13:05 決　勝

予　選　11組0着＋16

1組 (風:+1.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾓﾘ ﾅﾂﾉ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ 山梨

1 2 234 石森　夏乃(2) 吉田高 13.99 1 5 482 古屋　千晶(2) 都留興譲館高 13.57
ｲﾏﾂﾞ ｽｽﾞｶ 山梨 ｶｸﾔ ｱｻｶ 山梨

2 3 1804 今津　紗加(1) 小笠原AC 14.52 2 4 187 角屋　朝花(2) 山梨高 13.68
ｵｷﾞﾉ ﾅｴ 山梨 ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨

3 6 238 荻野　菜江(1) 吉田高 14.66 3 3 525 板楠　千尋(2) 山梨学院高 13.72
ﾋﾅﾀ ｿﾗ 山梨 ｲｼｸﾞﾛ ﾒﾐ 山梨

4 4 241 日向　蒼空(1) 吉田高 15.08 4 8 1705 石黒　萌美(中2) 南プスAC 14.05
ﾖｺｳﾁ ﾕｲｶ 山梨 ﾋﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

5 5 1802 横内　結花(中1) 小笠原AC 15.57 5 6 411 飛騨　優風(1) 白根高 14.54
ﾀｶｲ ｱﾔ 山梨 ﾐﾙｻﾞﾌﾟﾙ ｻﾗ 山梨

7 259 高井　彩(1) 甲府西高 DNS 6 7 480 ミルザプル　咲良(2) 都留興譲館高 14.90
ﾑﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅ 山梨

8 236 武藤　優花(2) 吉田高 DNS 2 456 渡邊　朱菜(1) 富士北稜高 DNS

3組 (風:-1.4) 4組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｿﾍﾞ ﾙﾐｶ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 山梨

1 3 212 磯部　ルミカ(1) 都留高 14.56 1 3 207 井上　茉穂(2) 都留高 14.80
ｳﾁﾀﾞ ﾊｽｷ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｷｻｷ 山梨

2 7 287 内田　蓮紀(1) 甲府東高 14.77 2 5 1887 山本　希咲(中2) TYPE-R 14.84
ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｵ 山梨 ｱﾕｶﾜ ﾘｱﾅ 山梨

3 4 369 小柳　麻織(1) 上野原高 14.81 3 4 24 鮎川　莉亜那(1) 韮崎高 14.94
ｸｽﾉｷ ﾊﾙｶ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾏｺﾄ 山梨

4 6 25 楠　春花(1) 韮崎高 14.83 4 7 1884 笹本　真琴(中1) TYPE-R 14.96
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 山梨 ｷﾖﾊﾗ ﾐﾕ 山梨

5 8 410 小林　里凪(1) 白根高 15.15 5 2 1885 清原　美優(中2) TYPE-R 15.08
ｲﾏﾂﾞ ｱﾔｶ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅｾ 山梨

6 2 1805 今津　彩加(3) 小笠原AC 15.20 6 6 423 村松　七星(2) 北杜高 15.18
ｲﾙｶﾔﾏ ｻﾗ 山梨 ｻﾉ ｱﾘｽ 山梨

7 5 208 入鹿山　沙来(2) 都留高 15.63 7 8 425 佐野　ありす(2) 北杜高 15.31

5組 (風:-0.4) 6組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨

1 7 1882 萩原　恵里菜(中2) TYPE-R 14.17 1 2 400 野澤　瑠美佳(1) 甲府昭和高 13.74
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山梨

2 6 213 小林　由果(1) 都留高 14.18 2 5 3 山田　ひとみ(1) 韮崎高 13.77
ﾏｽﾔﾏ ｱﾔｶ 山梨 ｲｼｶﾜ ｸﾙﾐ 山梨

3 3 20 増山　彩夏(2) 韮崎高 14.19 3 3 1886 石川　久琉美(中2) TYPE-R 13.93
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵ 山梨 ｷﾉｼﾀ ﾐｻｷ 山梨

4 4 211 渡邉　碧(2) 都留高 14.25 4 4 175 木下　美咲(2) 日川高 14.06
ｵｷﾞﾉ ﾕｷ 山梨 ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 山梨

5 8 260 荻野　悠希(1) 甲府西高 14.50 5 6 176 中山　結衣(1) 日川高 14.51
ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ 山梨 ﾌﾙﾔ ｱｲﾘ 山梨

6 2 215 鈴木　有沙(1) 都留高 14.64 6 8 173 古屋　愛理(2) 日川高 14.69
ﾐﾁﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨

7 5 431 道村　彩花(1) 北杜高 14.71 7 1721 萩原　けい奈(中1) 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ DNS



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 10月30日 10:25 予　選
山梨県高校記録(YHR)     12.00     中田　舞花(身延高)                    2016 10月30日 13:05 決　勝

予　選　11組0着＋16

7組 (風:+0.4) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

1 3 4 古屋　鈴子(1) 韮崎高 13.30 1 2 3392 村上　史奈 桃の郷AC 13.27
ﾔｼﾞﾏ ｱﾐ 埼玉 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾘﾎ 埼玉

2 5 6072 矢島　亜美(2) 国際学院高 13.42 2 7 6073 久保村　莉帆(2) 国際学院高 13.54
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅｺ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ 山梨

3 2 177 飯島　佳奈子(1) 日川高 13.65 3 3 15 赤澤　雅(2) 韮崎高 13.57
ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ 山梨 ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 山梨

4 6 1883 矢ヶ崎　来瞳(中1) TYPE-R 13.65 4 8 397 阿部　亜美(1) 甲府昭和高 13.77
ｶﾄｳ ﾏｲ 埼玉 ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ 山梨

5 1 6089 加藤　舞(1) 国際学院高 13.71 5 1 14 稲場　理乃(2) 韮崎高 13.79
ｷﾖﾊﾗ ﾐｶ 山梨 ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨

6 4 3911 清原　美香 TYPE-R 13.74 6 5 3915 小池　知穂(高2) TYPE-R 13.85
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳ 滋賀 ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

7 7 8039 西村　優(3) 上智大 13.90 4 3391 樫山　結(高3) 桃の郷AC DNS
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳｶ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨

8 403 安田　綾花(1) 甲府昭和高 DNS 6 391 横森　一加(2) 甲府昭和高 DNS

9組 (風:-0.9) 10組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞｼﾛ ｱｽｶ 埼玉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

1 5 6077 藤代　あすか(2) 国際学院高 13.00 q 1 3 518 山口　華枝(1) 駿台甲府高 12.59 q
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾘ 埼玉 ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨

2 3 6093 村松　裕梨(1) 国際学院高 13.10 q 2 7 507 秋山　萌(3) 駿台甲府高 12.74 q
ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾔｶ 埼玉

3 8 7479 白倉　若奈(2) 東女体大 13.12 q 3 1 6092 大久保　清楓(1) 国際学院高 13.17 q
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

4 4 399 齊藤　凪沙(1) 甲府昭和高 13.19 q 4 4 517 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 13.21 q
ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉

5 2 18 柳生　希実子(2) 韮崎高 13.51 5 6 8477 中島　未貴(1) 山梨学院大 13.28
ﾔﾏｼﾞ ﾏｲｶ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

6 7 8332 山路　舞香(2) 山梨大 13.63 6 5 87 赤沢　広美(2) 巨摩高 13.36
ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨 ｲｼﾀﾞ ｶﾅｺ 東京

7 6 515 飯島　しおん(1) 駿台甲府高 14.19 7 2 8027 石田　佳奈子(4) 上智大 13.53
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨 ｵｵﾀ ｱｻｶ 千葉

1 94 澤登　美怜(1) 巨摩高 DNS 8 8481 太田　麻香(1) 山梨学院大 DNS

11組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

1 3 146 中田　舞花(2) 身延高 12.19 q
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 静岡

2 5 8366 松本　沙耶子(3) 都留文大 12.29 q
ｱﾗｲ ﾐｽｽﾞ 埼玉

3 6 6098 新井　美鈴(1) 国際学院高 12.49 q
ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉

4 4 6067 田中　陽夏莉(3) 国際学院高 12.72 q
ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾖ 長崎

5 2 8365 林田　小葉(3) 都留文大 12.90 q
ﾅｶﾞｾ ｱﾔｶ 埼玉

6 7 8363 永瀬　綾夏(3) 都留文大 13.01 q
ﾔﾍﾞ ﾁﾋﾛ 埼玉

7 8 6061 矢部　稚尋(3) 国際学院高 13.03 q
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨

8 1 389 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 13.09 q



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 10月30日 10:25 予　選
山梨県高校記録(YHR)     12.00     中田　舞花(身延高)                    2016 10月30日 13:05 決　勝

決　勝　2組

B決勝 (風:-0.5) A決勝 (風:-0.8)

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
ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 静岡

1 1 517 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 12.81 1 6 8366 松本　沙耶子(3) 都留文大 12.15
ﾔﾍﾞ ﾁﾋﾛ 埼玉 ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

2 6 6061 矢部　稚尋(3) 国際学院高 12.95 2 4 146 中田　舞花(2) 身延高 12.18
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾘ 埼玉 ｱﾗｲ ﾐｽｽﾞ 埼玉

3 3 6093 村松　裕梨(1) 国際学院高 12.97 3 5 6098 新井　美鈴(1) 国際学院高 12.42
ｵｵｸﾎﾞ ｻﾔｶ 埼玉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

4 8 6092 大久保　清楓(1) 国際学院高 13.00 4 3 518 山口　華枝(1) 駿台甲府高 12.46
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾓｴ 山梨

5 5 389 松本　佳菜(2) 甲府昭和高 13.02 5 8 507 秋山　萌(3) 駿台甲府高 12.68
ﾅｶﾞｾ ｱﾔｶ 埼玉 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉

6 4 8363 永瀬　綾夏(3) 都留文大 13.05 6 7 6067 田中　陽夏莉(3) 国際学院高 12.71
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 山梨 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾖ 長崎

7 2 399 齊藤　凪沙(1) 甲府昭和高 13.13 7 2 8365 林田　小葉(3) 都留文大 12.79
ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨 ﾌｼﾞｼﾛ ｱｽｶ 埼玉

8 7 7479 白倉　若奈(2) 東女体大 13.15 8 1 6077 藤代　あすか(2) 国際学院高 13.11



凡例  DNS:欠場

女子４００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          55.07     上田  千暁(都留文科大)                2007
山梨県高校記録(YHR)     56.08     山田　美衣(駿台甲府高)                2014 10月30日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
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 ｱｵ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

1 3 211 渡邉　碧(2) 都留高 1:10.83 1 8 519 若杉　彩乃(1) 駿台甲府高 1:02.51
ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 埼玉 ｱｵﾀ ﾓﾓｶ 埼玉

2 4 6097 五味　優花(1) 国際学院高 1:11.11 2 4 6096 青田　百華(1) 国際学院高 1:03.43
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 山梨 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳ 滋賀

3 5 213 小林　由果(1) 都留高 1:12.62 3 6 8039 西村　優(3) 上智大 1:04.37
ﾐﾙｻﾞﾌﾟﾙ ｻﾗ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨

4 8 480 ミルザプル　咲良(2) 都留興譲館高 1:14.91 4 7 217 竹田　彩乃(1) 都留高 1:07.47
ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 山梨

5 7 215 鈴木　有沙(1) 都留高 1:16.10 5 2 207 井上　茉穂(2) 都留高 1:09.39
ﾑﾄｳ ﾚｲﾗ 山梨 ﾔｶﾞｻｷ ﾐｴ 山梨

6 6 279 武藤　鈴良(1) 甲府東高 1:18.81 6 1 3913 矢ヶ崎　三枝 TYPE-R 1:11.86
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨 ｶﾜｲ ｻｷ 愛知

2 481 伊奈　澪亜(2) 都留興譲館高 DNS 3 8480 川合　早紀(1) 山梨学院大 DNS
ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

5 8482 鰻池　琴美(1) 山梨学院大 DNS

3組 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

ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨

1 7 517 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 59.31 1 517 岩浅　優花(1) 駿台甲府高 59.31
ﾆｼｳﾐ ﾋﾅﾀ 北海道 ﾆｼｳﾐ ﾋﾅﾀ 北海道

2 5 8364 西海　ひなた(3) 都留文大 59.41 2 8364 西海　ひなた(3) 都留文大 59.41
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 埼玉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 埼玉

3 3 6095 小林　梨花(1) 国際学院高 1:00.84 3 6095 小林　梨花(1) 国際学院高 1:00.84
ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨 ｼﾗｸﾗ ﾜｶﾅ 山梨

4 6 7479 白倉　若奈(2) 東女体大 1:00.89 4 7479 白倉　若奈(2) 東女体大 1:00.89
ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 山梨

5 4 2473 新藤　はるか 甲府北中教員 1:01.80 5 2473 新藤　はるか 甲府北中教員 1:01.80
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 埼玉 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

6 8 6091 小笠原　遥(1) 国際学院高 1:03.18 6 519 若杉　彩乃(1) 駿台甲府高 1:02.51
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 埼玉 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 埼玉

7 1 6071 小島　早稀(2) 国際学院高 1:06.75 7 6091 小笠原　遥(1) 国際学院高 1:03.18
ﾖｺﾓﾘ ｲﾁｶ 山梨 ｱｵﾀ ﾓﾓｶ 埼玉

2 391 横森　一加(2) 甲府昭和高 DNS 8 6096 青田　百華(1) 国際学院高 1:03.43



凡例  DNS:欠場

女子１０００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          2:55.14   田中　花歩(韮崎高)                    2008
山梨県最高記録(YSR)     2:55.14   田中　花歩(韮崎高)                    2008 10月30日 14:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔｽﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨

1 13 1627 保田　萌子(中2) 大国陸上 3:15.38
ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ 山梨

2 10 516 飯田　萌楓(1) 駿台甲府高 3:17.92
ｶﾊﾞｻﾜ ﾅﾅｺ 埼玉

3 1 6090 蒲澤　菜奈子(1) 国際学院高 3:20.43
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 山梨

4 6 255 清水　彩花(2) 甲府西高 3:20.95
ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

5 5 514 南部　みなみ(2) 駿台甲府高 3:28.97
ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨

6 14 1759 矢部　綾乃(中3) 大月AC 3:29.86
ｼﾗﾄﾘ ｷｮｳｶ 山梨

7 7 189 白鳥　杏果(1) 山梨高 3:40.38
ｶﾂﾏﾀ ｶｺ 山梨

2 233 勝俣　果子(2) 吉田高 DNS
ｻｶﾓﾄ ｱﾕﾐ 山梨

3 319 阪本　歩美(2) 甲府城西高 DNS
ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨

4 1630 河野　もな(中3) 大国陸上 DNS
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 山梨

8 478 小泉　友香(2) 都留興譲館高 DNS
ｱﾏﾉ ｻﾗ 山梨

9 606 天野　紗来(1) 吉田高 DNS
ﾎﾘｳﾁ ﾘｶｺ 山梨

11 240 堀内　理佳子(1) 吉田高 DNS
ｻﾄｳ ｻﾔｶ 山梨

12 484 佐藤　彩花(1) 都留興譲館高 DNS

ラップ表 400m 800m

ナンバー 1627 1627

記録 1:15 2:35
決　勝

 



女子１００ｍYH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県最高記録(YSR)     13.89     三吉　南緒(巨摩高)                    2016
山梨県中学記録(YJR)     14.26     三吉　南緒(櫛形中)                    2015 10月30日 11:55 決　勝

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨

1 5 518 山口　華枝(1) 駿台甲府高 14.73
ｿﾘﾏﾁ ﾕｲ 埼玉

2 6 6076 反町　唯(2) 国際学院高 17.19
ﾓﾘﾀ ﾐｸ 埼玉

3 4 6087 森田　未来(1) 国際学院高 19.99



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          14.06     小林　悠香(大月東小教員)              2013
山梨県高校記録(YHR)     14.20     大神田　南海(桂高)                    2013 10月30日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.5) 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
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ 山梨 ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

1 3 23 渋谷　七波(1) 韮崎高 16.55 1 5 3391 樫山　結(高3) 桃の郷AC 15.20
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

2 4 198 前田　優衣(1) 都留高 17.85 2 3 3392 村上　史奈 桃の郷AC 15.36
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘﾎ 山梨 ﾓﾘﾅｶﾞ ｴﾐﾘｰ 東京

3 5 188 長沼　莉保(2) 山梨高 19.36 3 7 8034 森永　恵美理(2) 上智大 16.75
ｲﾙｶﾔﾏ ｻﾗ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨

4 6 208 入鹿山　沙来(2) 都留高 19.65 4 6 400 野澤　瑠美佳(1) 甲府昭和高 16.77
ｵｵﾀ ｱｶﾈ 山梨 ﾏﾙﾀ ｼﾉ 山梨

2 486 太田　茜(1) 都留興譲館高 DNS 5 2 210 丸田　紫乃(2) 都留高 17.68
ｲﾜﾏ ﾐｻｷ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨

7 316 岩間　美咲(1) 甲府城西高 DNS 4 87 赤沢　広美(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

ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

1 3391 樫山　結(高3) 桃の郷AC 15.20 +0.2
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

2 3392 村上　史奈 桃の郷AC 15.36 +0.2
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ 山梨

3 23 渋谷　七波(1) 韮崎高 16.55 -0.5
ﾓﾘﾅｶﾞ ｴﾐﾘｰ 東京

4 8034 森永　恵美理(2) 上智大 16.75 +0.2
ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ 山梨

5 400 野澤　瑠美佳(1) 甲府昭和高 16.77 +0.2
ﾏﾙﾀ ｼﾉ 山梨

6 210 丸田　紫乃(2) 都留高 17.68 +0.2
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨

7 198 前田　優衣(1) 都留高 17.85 -0.5
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘﾎ 山梨

8 188 長沼　莉保(2) 山梨高 19.36 -0.5



凡例  DNS:欠場

女子４００ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          58.39     上田  千暁(都留文科大)                2009
山梨県高校記録(YHR)     1:00.35   上田  千暁(駿台甲府高)                2005 10月30日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
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

ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

1 5 92 相原　咲良(1) 巨摩高 1:10.32 1 2 96 三吉　南緒(1) 巨摩高 1:05.63
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨 ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

2 3 457 鈴木　空(1) 富士北稜高 1:14.05 2 5 89 名執　奏波(2) 巨摩高 1:07.47
ｸﾎﾞﾀ ﾕﾘｱ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

3 6 278 久保田　ゆりあ(1) 甲府東高 1:17.98 3 4 508 長田　侑加(3) 駿台甲府高 1:09.90
ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ｵｵﾀ ﾐﾖ 山梨

4 217 竹田　彩乃(1) 都留高 DNS 4 3 8339 太田　美世(2) 山梨大 1:14.25
ｲﾅ ﾚｲｱ 山梨 ﾀｷｸﾞﾁ ｴﾐｶ 広島

7 481 伊奈　澪亜(2) 都留興譲館高 DNS 5 7 8372 瀧口　笑実花(2) 都留文大 1:16.71
ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ 山梨

6 511 今村　令那(2) 駿台甲府高 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

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

1 96 三吉　南緒(1) 巨摩高 1:05.63
ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ 山梨

2 89 名執　奏波(2) 巨摩高 1:07.47
ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

3 508 長田　侑加(3) 駿台甲府高 1:09.90
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨

4 92 相原　咲良(1) 巨摩高 1:10.32
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨

5 457 鈴木　空(1) 富士北稜高 1:14.05
ｵｵﾀ ﾐﾖ 山梨

6 8339 太田　美世(2) 山梨大 1:14.25
ﾀｷｸﾞﾁ ｴﾐｶ 広島

7 8372 瀧口　笑実花(2) 都留文大 1:16.71
ｸﾎﾞﾀ ﾕﾘｱ 山梨

8 278 久保田　ゆりあ(1) 甲府東高 1:17.98



女子５０００ｍＷ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

10月30日 16:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁｶﾜ ﾅﾂｷ 山梨

1 2 144 市川　夏生(2) 身延高 26:44.46
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 山梨

2 1 147 山本　菜緒(2) 身延高 30:26.62

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 144 144 144 144

記録 5:05 10:32 16:01 21:26
決　勝

 



凡例  R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ DNS:欠場 DQ:失格

女子メドレーＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          2:15.15   秋山・小松・白倉・山田(駿台甲府高)    2015
山梨県高校記録(YHR)     2:15.15   秋山・小松・白倉・山田(駿台甲府高)    2015 10月30日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組
1着 2:28.27 2着 2:44.03 3着 2:44.78
3ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 26 1 1884 1 208

2 3 2 1886 2 215

3 14 3 1887 3 211

4 20 4 1882 4 207

4ﾚｰﾝ R2,DQ 8ﾚｰﾝ R1,DQ 6ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 242 1 516 1 (    )

2 238 2 514 2 (    )

3 240 3 507 3 (    )

4 606 4 508 4 (    )

2組
1着 2:34.22 2着 2:35.54 3着 2:37.65
8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 254 1 213 1 480

2 260 2 210 2 482

3 253 3 216 3 483

4 252 4 217 4 481

4着 2:43.64 5着 2:47.17
7ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1883 1 454 1 (    )

2 3915 2 453 2 (    )

3 3911 3 459 3 (    )

4 3913 4 457 4 (    )

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ
韮崎高

ｲﾅﾊﾞ ﾘﾉ
稲場　理乃(2)

山梨
韮崎高

韮崎高B

ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕﾉ
山寺　由乃(1)

山梨
韮崎高

増山　彩夏(2)
山梨
韮崎高

TYPE-RB

ｻｻﾓﾄ ﾏｺﾄ
笹本　真琴(中1)

ﾔﾏﾓﾄ ｷｻｷ
山本　希咲(中2)

山田　ひとみ(1)
山梨

山梨
TYPE-R

ｲｼｶﾜ ｸﾙﾐ
石川　久琉美(中2)

山梨
TYPE-R
山梨
TYPE-R

ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ
萩原　恵里菜(中2)

山梨
TYPE-R

都留高B

ｲﾙｶﾔﾏ ｻﾗ
入鹿山　沙来(2)

山梨
都留高

ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ
鈴木　有沙(1)

山梨
都留高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵ
渡邉　碧(2)

山梨
都留高

ｲﾉｳｴ ﾏﾎ
井上　茉穂(2)

山梨
都留高

吉田高B

ﾐﾔｼﾀ ﾅｵ

駿台甲府高B

ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ

甲府西高B

ﾏｽﾔﾏ ｱﾔｶ

宮下　奈旺(1)
山梨
吉田高

ｵｷﾞﾉ ﾅｴ
荻野　菜江(1)

山梨
吉田高

堀内　理佳子(1)
山梨
吉田高

ｱﾏﾉ ｻﾗ
天野　紗来(1)

山梨
吉田高

飯田　萌楓(1)
山梨
駿台甲府高

ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ
南部　みなみ(2)

山梨
駿台甲府高

ｵｷﾞﾉ ﾕｷ

ｱｷﾔﾏ ﾓｴ
秋山　萌(3)

山梨
駿台甲府高

ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ
長田　侑加(3)

山梨
駿台甲府高

ﾎﾘｳﾁ ﾘｶｺ

甲府西高
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅ
長谷川　佳南(3)

山梨
甲府西高

甲府西高A

ｵｵﾓﾘ ｷｮｳｶ
大森　杏華(2)

山梨
甲府西高

宮崎　莉帆(2)
山梨
甲府西高

都留高A

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ
小林　由果(1)

ﾀｶｵ ｶﾘﾝ
高尾　夏鈴(1)

荻野　悠希(1)
山梨

山梨
都留高

ﾏﾙﾀ ｼﾉ
丸田　紫乃(2)

山梨
都留高
山梨
都留高

ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ
竹田　彩乃(1)

山梨
都留高

都留興譲館高

ﾐﾙｻﾞﾌﾟﾙ ｻﾗ
ミルザプル　咲良(2)

山梨
都留興譲館高

ﾌﾙﾔ ﾁｱｷ
古屋　千晶(2)

山梨
都留興譲館高

ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ
田中　瑠々花(1)

山梨
都留興譲館高

ｲﾅ ﾚｲｱ
伊奈　澪亜(2)

山梨
都留興譲館高

TYPE-RA

ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ

富士北稜高

ﾐﾔｼﾀ ﾐｳ

吉田高A

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾎ

矢ヶ崎　来瞳(中1)
山梨
TYPE-R

ｺｲｹ ﾁﾎ
小池　知穂(高2)

山梨
TYPE-R

清原　美香
山梨
TYPE-R

ﾔｶﾞｻｷ ﾐｴ
矢ヶ崎　三枝

山梨
TYPE-R

宮下　未羽(2)
山梨
富士北稜高

ﾀﾏﾔﾏ ﾐｽﾞｷ
髙山　瑞生(2)

山梨
富士北稜高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ
渡邉　未来(1)

山梨
富士北稜高

ｽｽﾞｷ ｿﾗ
鈴木　空(1)

山梨
富士北稜高

ｷﾖﾊﾗ ﾐｶ



凡例  R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ DNS:欠場 DQ:失格

女子メドレーＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          2:15.15   秋山・小松・白倉・山田(駿台甲府高)    2015
山梨県高校記録(YHR)     2:15.15   秋山・小松・白倉・山田(駿台甲府高)    2015 10月30日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
1着 2:23.43 2着 2:27.17 3着 2:27.74
2ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 87 1 400 1 8340

2 92 2 399 2 8339

3 96 3 397 3 8332

4 89 4 389 4 8337

4着 2:28.24
6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ R1,DQ 3ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 23 1 519 1 (    )

2 15 2 512 2 (    )

3 18 3 518 3 (    )

4 4 4 517 4 (    )

5ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 2:23.43

2 2:27.17

3 2:27.74

4 2:28.24

5 2:28.27

6 2:34.22

7 2:35.54

8 2:37.65

ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ
巨摩高

ﾐﾖｼ ﾅｵ
三吉　南緒(1)

山梨
巨摩高

巨摩高

ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ
赤沢　広美(2)

山梨
巨摩高

名執　奏波(2)
山梨
巨摩高

甲府昭和高

ﾉｻﾞﾜ ﾙﾐｶ
野澤　瑠美佳(1)

ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ
阿部　亜美(1)

相原　咲良(1)
山梨

山梨
甲府昭和高

ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ
齊藤　凪沙(1)

山梨
甲府昭和高
山梨
甲府昭和高

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ
松本　佳菜(2)

山梨
甲府昭和高

山梨大

ﾄﾓﾏﾂ ﾐｸ
友松　未来(2)

山梨
山梨大

ｵｵﾀ ﾐﾖ
太田　美世(2)

山梨
山梨大

ﾔﾏｼﾞ ﾏｲｶ
山路　舞香(2)

山梨
山梨大

ｱｲﾊﾗ ﾁｴ
相原　千枝(2)

山梨
山梨大

韮崎高A

ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾅﾐ

駿台甲府高A

ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ

甲府南高

ﾅﾄﾘ ｶﾅﾊ

渋谷　七波(1)
山梨
韮崎高

ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ
赤澤　雅(2)

山梨
韮崎高

ﾔｷﾞｭｳ ｷﾐｺ
柳生　希実子(2)

山梨
韮崎高

ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ
古屋　鈴子(1)

山梨
韮崎高

若杉　彩乃(1)
山梨
駿台甲府高

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ
雨宮　珠麻(2)

山梨
駿台甲府高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ
山口　華枝(1)

山梨
駿台甲府高

ｲﾜｻ ﾕｳｶ
岩浅　優花(1)

山梨
駿台甲府高

山梨学院大

巨摩高 赤沢　広美(2) / 相原　咲良(1) / 三吉　南緒(1) / 名執　奏波(2)

甲府昭和高 野澤　瑠美佳(1) / 齊藤　凪沙(1) / 阿部　亜美(1) / 松本　佳菜(2)

山梨大 友松　未来(2) / 太田　美世(2) / 山路　舞香(2) / 相原　千枝(2)

都留高A 小林　由果(1) / 丸田　紫乃(2) / 高尾　夏鈴(1) / 竹田　彩乃(1)

都留興譲館高 ミルザプル　咲良(2) / 古屋　千晶(2) / 田中　瑠々花(1) / 伊奈　澪亜(2)

韮崎高A 渋谷　七波(1) / 赤澤　雅(2) / 柳生　希実子(2) / 古屋　鈴子(1)

韮崎高B 山寺　由乃(1) / 山田　ひとみ(1) / 稲場　理乃(2) / 増山　彩夏(2)

甲府西高A 大森　杏華(2) / 荻野　悠希(1) / 長谷川　佳南(3) / 宮崎　莉帆(2)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走高跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          1m73      小林　未加子(日本女子体育大)          2015
山梨県高校記録(YHR)     1m68      原田　真妃(山梨高)                    1981 10月30日 14:30 決　勝

決　勝　

ｶﾓｲ ﾐｻｺ 群馬 － － － － － － ○ ○

1 16 8074 鴨井　美紗子(4) 上武大 ○ ○ × × × 1m64
ﾀﾅｶ ﾒﾙﾓ 山梨 － － － － － － × × ○ × ○

2 15 8476 田中　女瑠萌(1) 山梨学院大 ○ × × × 1m61
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 山梨 － － － － ○ ○ × ○ × ○

3 14 447 渡邊　野乃(3) 富士北稜高 × × × 1m58
ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨 － － － － － ○ × ○ × × ×

4 2 483 田中　瑠々花(1) 都留興譲館高 1m55
ｼｵﾐ ｻｷ 山梨 － － － ○ ○ × ○ × × ×

5 3 235 塩見　咲紀(2) 吉田高 1m50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 山梨 － ○ ○ ○ ○ × × ×

6 1 459 渡邉　未来(1) 富士北稜高 1m45
ﾄﾖｼﾏ ｱｽｶ 山梨 － ○ ○ ○ ○ × × ×

6 4 607 豊島　明日香(1) 吉田高 1m45
ｵｵﾓﾘ ｷｮｳｶ 山梨 － － ○ ○ ○ × × ×

6 13 254 大森　杏華(2) 甲府西高 1m45
ｻｻｷ ﾅﾅﾐ 山梨 － ○ × ○ ○ × × ×

9 12 209 佐々木　七海(2) 都留高 1m40
ﾀｶﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

10 9 256 高田　絢乃(1) 甲府西高 1m35
ﾐﾔｼﾀ ﾅｵ 山梨 × × ×

5 242 宮下　奈旺(1) 吉田高 NM
ｸﾘｽ ﾚﾅ 埼玉

6 6088 栗栖　玲奈(1) 国際学院高 DNS
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 山梨

7 262 伊藤　彩乃(1) 甲府西高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ 山梨

8 132 望月　涼香(1) 身延高 DNS
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨

10 398 伊藤　有花(1) 甲府昭和高 DNS
ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨

11 93 川崎　里奈(1) 巨摩高 DNS

1m45
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

1m61

1m50 1m55 1m58
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m64

1m35

1m70

1m40



女子棒高跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          3m70      保坂　美礼(都留文科大)                2009
山梨県高校記録(YHR)     3m25      小宮　葉月(都留高)                    1998 10月30日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ 山梨 － － － － － × ○ ○ ○

1 4 447 渡邊　野乃(3) 富士北稜高 ○ × × × 3m00
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨 × ○ × × ○ × ○ ○ × × ×

2 2 457 鈴木　空(1) 富士北稜高 2m30
ﾐﾔｼﾀ ﾐｳ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

3 1 454 宮下　未羽(2) 富士北稜高 2m20
ﾀﾏﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 山梨 ○ × × ×

4 3 453 髙山　瑞生(2) 富士北稜高 2m00

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

3m00

2m80 2m90
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m10

3m10

2m20 2m30 2m40 2m70



凡例  DNS:欠場

女子三段跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          12m95     剱持　早紀(筑波大)                    2013
山梨県高校記録(YHR)     12m56     剱持　クリア(山梨学院高)              2014 10月30日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｲﾊﾗ ﾁｴ 山梨 10m77 × 10m25 10m77 5 10m82 × 11m28 11m28
1 6 8337 相原　千枝(2) 山梨大 0.0 -0.5 0.0 +0.4 0.0 0.0

ｺｸﾌﾞﾝ ﾓﾓｶ 山形 × 11m01 10m96 11m01 8 × 10m69 10m76 11m01
2 12 8475 国分　桃香(1) 山梨学院大 +0.8 +1.1 +0.8 +0.4 +1.0 +0.8

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｺﾄ 群馬 10m83 10m44 10m60 10m83 7 10m49 × 10m42 10m83
3 18 8075 丸山　真琴(4) 上武大 +1.9 -0.7 -0.8 +1.9 +1.0 +0.3 +1.9

ﾖｼﾉ ﾅﾅ 埼玉 10m78 × × 10m78 6 × × 10m62 10m78
4 17 6070 吉野　なな(2) 国際学院高 +1.7 +1.7 0.0 +1.7

ｶｸﾔ ｱｻｶ 山梨 10m68 × 10m69 10m69 3 10m55 10m51 10m72 10m72
5 5 187 角屋　朝花(2) 山梨高 +1.1 -0.4 -0.4 +0.1 +0.3 +0.5 +0.5

ﾀﾅｶ ﾒﾙﾓ 山梨 10m57 10m70 10m71 10m71 4 10m52 － － 10m71
6 15 8476 田中　女瑠萌(1) 山梨学院大 +1.0 0.0 +0.8 +0.8 +0.4 +0.8

ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨 10m58 10m54 10m68 10m68 2 10m56 10m53 10m62 10m68
7 3 483 田中　瑠々花(1) 都留興譲館高 +0.8 +0.3 0.0 0.0 0.0 +0.6 +1.3 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 × × 10m29 10m29 1 10m57 10m42 10m61 10m61
8 16 452 渡辺　瑠理(3) 富士北稜高 0.0 0.0 +0.4 +0.9 +0.3 +0.3

ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 9m71 10m02 10m13 10m13 10m13
9 7 1721 萩原　けい奈(中1) 山梨ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｽﾞ 0.0 +1.5 +0.9 +0.9 +0.9

ｷﾉｼﾀ ﾊﾅ 埼玉 9m79 10m08 × 10m08 10m08
10 13 6094 木下　華(1) 国際学院高 +1.0 +0.3 +0.3 +0.3

ﾔﾏｼﾞ ﾏｲｶ 山梨 9m73 9m78 10m06 10m06 10m06
11 1 8332 山路　舞香(2) 山梨大 +0.7 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 9m38 9m94 9m94 9m94 9m94
12 2 512 雨宮　珠麻(2) 駿台甲府高 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

ｲｿﾍﾞ ﾙﾐｶ 山梨 9m38 9m35 9m00 9m38 9m38
13 4 212 磯部　ルミカ(1) 都留高 +0.6 +0.4 -0.2 +0.6 +0.6

ﾏﾙﾀ ｼﾉ 山梨 9m07 9m27 9m34 9m34 9m34
14 9 210 丸田　紫乃(2) 都留高 0.0 +0.3 +1.0 +1.0 +1.0

ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕﾉ 山梨 × 9m19 9m32 9m32 9m32
15 11 26 山寺　由乃(1) 韮崎高 +0.4 +0.8 +0.8 +0.8

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 山梨 9m09 × 8m50 9m09 9m09
16 8 459 渡邉　未来(1) 富士北稜高 0.0 +0.5 0.0 0.0

ｶｻｲ ｱｵｲ 山梨

10 513 河西　葵(2) 駿台甲府高 DNS
ﾀｶﾔ ﾁｱｷ 埼玉

14 6099 高谷　千秋(1) 国際学院高 DNS



女子砲丸投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000
山梨県高校記録(YHR)     13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000 10月30日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｲ ﾋﾄﾐ 山梨

1 17 8434 武井　仁美(1) 東女体大 11m30 11m77 11m39 11m77 8 11m81 11m81 11m61 11m81
ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

2 16 8474 深沢　葉月(1) 山梨学院大 10m30 11m16 11m05 11m16 7 10m68 10m59 11m31 11m31
ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨

3 15 7214 石川　果歩(3) 山梨学院大 × 9m10 × 9m10 4 9m76 9m85 10m12 10m12
ﾎｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 山梨

4 14 7532 星野　希(2) 東女体大 9m09 9m57 9m02 9m57 6 9m34 9m72 9m75 9m75
ﾌｶｻﾜ ﾓｴ 山梨

5 11 133 深沢　萌絵(1) 身延高 8m98 8m84 9m23 9m23 5 8m90 × 8m79 9m23
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐ 山梨

6 4 7215 村田　朋実(2) 山梨学院大 8m55 8m75 8m38 8m75 2 9m02 8m78 9m20 9m20
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｷ 山梨

7 13 8840 長沼　未希(1) 山梨学院大 8m82 8m78 8m16 8m82 3 7m71 8m93 7m82 8m93
ﾖﾀﾞ ｺﾅﾐ 山梨

8 1 528 依田　こなみ(2) 山梨学院高 8m63 8m70 8m48 8m70 1 7m74 8m39 8m53 8m70
ﾌｶｻﾜ ｻﾔｶ 山梨

9 12 401 深澤　涼(1) 甲府昭和高 8m57 6m91 8m01 8m57 8m57
ﾊﾀﾞ ﾐﾉﾘ 山梨

10 2 455 羽田　美乃里(2) 富士北稜高 8m14 8m11 7m49 8m14 8m14
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾎ 山梨

11 8 16 萩原　理帆(2) 韮崎高 7m00 7m69 7m16 7m69 7m69
ｷｸｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 山梨

12 10 392 菊川　泉(2) 甲府昭和高 6m81 7m69 × 7m69 7m69
ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨

13 9 8336 衣川　沙希(3) 山梨大 6m97 7m41 7m05 7m41 7m41
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 山梨

14 7 19 小林　綾花(2) 韮崎高 7m02 6m46 6m58 7m02 7m02
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨

15 5 198 前田　優衣(1) 都留高 6m09 6m11 6m47 6m47 6m47
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｱﾔ 山梨

16 6 150 宮澤　まあや(2) 身延高 5m75 6m25 5m80 6m25 6m25
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 山梨

17 3 458 齋藤　美緒(1) 富士北稜高 5m77 5m97 6m20 6m20 6m20



凡例  NM:記録なし

女子やり投
審 判 長：前田　裕孝
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          47m25     中沢　和美(山梨大)                    2002
山梨県高校記録(YHR)     46m99     中沢　和美(巨摩高)                    2000 10月30日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 山梨

1 16 7510 小林　えり佳(4) 東女体大 37m73 34m16 39m22 39m22 6 39m80 41m53 38m96 41m53
ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

2 15 8474 深沢　葉月(1) 山梨学院大 37m22 37m08 39m86 39m86 8 38m90 40m58 39m88 40m58
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

3 14 7216 望月　愛美(2) 山梨学院大 36m15 39m67 39m79 39m79 7 37m46 35m12 37m69 39m79
ｻﾉ ｱｵｲ 山梨

4 13 145 佐野　葵(2) 身延高 36m14 37m52 34m33 37m52 5 36m07 37m41 34m63 37m52
ｲﾁｶﾜ ﾓﾓｶ 山梨

5 12 367 市川　百花(2) 上野原高 29m86 29m62 32m74 32m74 3 30m30 35m40 30m40 35m40
ﾖﾀﾞ ｺﾅﾐ 山梨

6 5 528 依田　こなみ(2) 山梨学院高 33m33 29m24 30m15 33m33 4 31m58 34m23 33m95 34m23
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐｷ 山梨

7 4 8840 長沼　未希(1) 山梨学院大 24m65 28m05 27m02 28m05 2 × 22m01 28m54 28m54
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘﾎ 山梨

8 1 188 長沼　莉保(2) 山梨高 27m88 24m15 26m64 27m88 1 27m70 × 25m29 27m88
ｸﾎﾞﾀ ｾﾅ 山梨

9 10 88 久保田　せな(2) 巨摩高 23m55 25m04 26m74 26m74 26m74
ｱｶﾎﾘ ｻｷ 埼玉

10 9 6086 赤堀　咲貴(1) 国際学院高 25m23 18m32 21m53 25m23 25m23
ｲﾁﾉｾ ﾐﾉﾘ 山梨

11 6 4008 一瀬　美乃莉(2) 山梨英和大 21m43 × 24m64 24m64 24m64
ﾊｼﾓﾄ ﾘｺ 山梨

12 7 22 橋本　理子(2) 韮崎高 23m37 24m47 21m13 24m47 24m47
ｺﾝﾉ ﾁﾊﾙ 山梨

13 11 62 今野　千春(1) 甲府工高 23m22 22m76 20m16 23m22 23m22
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨

14 2 198 前田　優衣(1) 都留高 × × 18m48 18m48 18m48
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 山梨

15 3 458 齋藤　美緒(1) 富士北稜高 15m74 × × 15m74 15m74
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 山梨

8 395 中山　桃花(2) 甲府昭和高 r NM



凡例  DNS:欠場

小学生男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

10月30日 09:55 予　選
山梨県小学生記録(YSR)   12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991 10月30日 13:15 決　勝

予　選　9組0着＋16

1組 (風:-2.0) 2組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂﾁﾔ ﾋﾅﾄ 山梨 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 山梨

1 2 204 土屋　陽仁(6) 小笠原AC 15.35 q 1 2 15 鷹野　将汰(5) 大国陸上 15.84
ｺｽｹﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 山梨

2 6 10 小菅　大雅(4) 大国陸上 16.25 2 4 14 森本　敬士(3) 大国陸上 17.10
ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ 山梨 ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

3 5 289 保坂　和志(5) 南プスAC 17.14 3 3 80 佐々木　龍乃介(6) 北西陸上 17.16
ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾔ 山梨

4 8 5 石渡　千也(4) 大国陸上 18.00 4 7 295 杉山　颯埜(6) 南プスAC 17.35
ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ 山梨 ﾐｼﾏ ｶﾅﾄ 山梨

5 7 277 宮原　蓮(4) 南プスAC 19.63 5 6 1 三島　泰叶(2) 大国陸上 17.39
ﾖﾅｶﾞ ｼｭﾝｾｲ 山梨 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨

6 3 136 代永　峻聖(1) 中村塾 22.99 6 8 27 馬場　天啓(2) 大国陸上 18.60
ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 山梨 ｲｼｲ ｼｭﾝｻｸ 山梨

4 12 遠藤　瑠偉(3) 大国陸上 DNS 7 5 83 石井　俊作(6) 北西陸上 19.19

3組 (風:-1.5) 4組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨

1 5 4 石原　颯太(5) 大国陸上 15.30 q 1 6 300 依田　來人(6) 南プスAC 14.18 q
ﾔｻｷ ｹｲ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 山梨

2 6 261 矢崎　慶(6) 南プスAC 15.30 q 2 4 206 望月　俊希(6) 小笠原AC 14.18 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 1 7 望月　淳聖(4) 大国陸上 16.75 3 3 3 原　稜太(3) 大国陸上 16.84
ｲｹｶﾞﾐ ｿﾗ 山梨 ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨

4 8 6 池上　空(5) 大国陸上 17.21 4 5 11 菱山　維吹(3) 大国陸上 17.03
ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾑｺｳﾔﾏ ｱｵﾄ 山梨

5 7 132 野沢　亮介(2) 中村塾 17.33 5 1 18 向山　海音(3) 大国陸上 17.33
ｱﾘﾊﾗ ﾚﾝﾏ 山梨 ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨

2 112 在原　蓮優(4) 中村塾 DNS 6 8 24 掘之内　咲(3) 大国陸上 17.83
ｱﾗｷ ﾘﾝﾀ 山梨 ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ 山梨

3 29 荒木　琳太(3) 大国陸上 DNS 7 2 188 永江　蓮(4) 小笠原AC 18.53
ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾄ 山梨 ｲｼｲ ｴｲｻｸ 山梨

4 189 秋山　悠人(4) 小笠原AC DNS 8 7 88 石井　栄作(2) 北西陸上 20.90

5組 (風:-0.8) 6組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 山梨 ｲﾁﾉｾ ﾙｲ 山梨

1 4 26 望月　玲佑(5) 大国陸上 14.18 q 1 8 250 一瀬　塁(6) 南プスAC 14.29 q
ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨

2 3 286 中込　大地(6) 南プスAC 14.87 q 2 3 251 北村　悠聖(6) 南プスAC 15.38 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ 山梨

3 6 211 渡邉　航太(6) 小笠原AC 14.92 q 3 1 253 望月　航成(6) 南プスAC 15.77
ｺﾏﾂ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲﾄ 山梨

4 5 265 小松　駿介(5) 南プスAC 16.88 4 5 258 平林　塁任(4) 南プスAC 16.37
ﾎﾎﾞ ﾀｸﾄ 山梨 ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 山梨

5 7 280 保々　拓斗(5) 南プスAC 19.34 5 2 20 鮎沢　拓登(4) 大国陸上 16.44
ｳｼﾔﾏ ｱﾂｷ 山梨 ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 山梨

1 268 牛山　敦貴(5) 南プスAC DNS 6 7 2 三井　瑛斗(5) 大国陸上 16.53
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 山梨 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 山梨

2 108 塩澤　佑晴(5) 中村塾 DNS 7 4 68 神原　那音(5) 北西陸上 24.50
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾛｳ 山梨

8 9 馬場　天海(6) 大国陸上 DNS 6 208 小林　竜士朗(6) 小笠原AC DNS



凡例  DNS:欠場

小学生男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

10月30日 09:55 予　選
山梨県小学生記録(YSR)   12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991 10月30日 13:15 決　勝

予　選　9組0着＋16

7組 (風:+0.2) 8組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶｼﾞﾏ ｸｳﾄ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾅｵ 山梨

1 3 297 中島　空人(6) 南プスAC 16.04 1 7 182 矢﨑　那央(6) 小笠原AC 15.02 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨

2 6 214 望月　大椰(4) 小笠原AC 16.30 2 1 275 中込　翔太(4) 南プスAC 16.54
ﾊﾀﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨

3 1 291 畑田　竜之介(6) 南プスAC 16.72 2 4 131 野沢　俊介(2) 中村塾 16.54
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨 ｲｼﾀ ｱｵｲ 山梨

4 5 87 宮崎　太郎(4) 北西陸上 16.82 4 2 82 井下　蒼生(6) 北西陸上 16.54
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

5 2 213 渡邉　悠太(4) 小笠原AC 16.98 5 5 181 清水　俊平(3) 小笠原AC 17.45
ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨 ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

6 7 67 深沢　虎太朗(5) 北西陸上 17.07 6 8 257 保々　遥斗(3) 南プスAC 17.95
ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 ｶﾄｳ ｵｳｽｹ 山梨

7 4 22 羽田　大輝(3) 大国陸上 17.58 7 3 215 加藤　央祐(4) 小笠原AC 18.17
ｻｸﾗﾀﾞ ｱｵﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ｻｶｷ 山梨

8 272 桜田　碧斗(2) 南プスAC DNS 8 6 735 井上　榊(4) 桃の郷AC 18.21

9組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｶｲｹ ｼｭﾝ 山梨

1 4 207 赤池　駿(6) 小笠原AC 14.17 q
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾏ 山梨

2 5 734 村松　良磨(6) 桃の郷AC 14.21 q
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 山梨

3 6 183 山本　一汰(5) 小笠原AC 14.28 q
ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨

4 7 64 青山　海斗(6) 北西陸上 15.50 q
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨

5 8 186 清水　駿人(5) 小笠原AC 15.55 q
ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨

6 3 85 佐々木　琥珀(4) 北西陸上 15.89
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾌｳｶﾞ 山梨

7 2 731 澤登　颯河(6) 桃の郷AC 16.18
ｵｶｼﾞﾏ ﾘｸ 山梨

8 1 651 岡島　里空(3) TYPE-R 16.56

決　勝　2組

B決勝 (風:+0.5) A決勝 (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
ﾔｻﾞｷ ﾅｵ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨

1 5 182 矢﨑　那央(6) 小笠原AC 14.49 1 6 300 依田　來人(6) 南プスAC 13.80
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾏ 山梨

2 3 211 渡邉　航太(6) 小笠原AC 14.77 2 7 734 村松　良磨(6) 桃の郷AC 13.99
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 山梨

3 6 4 石原　颯太(5) 大国陸上 14.91 3 3 206 望月　俊希(6) 小笠原AC 14.07
ﾔｻｷ ｹｲ 山梨 ｲﾁﾉｾ ﾙｲ 山梨

4 4 261 矢崎　慶(6) 南プスAC 14.99 4 2 250 一瀬　塁(6) 南プスAC 14.09
ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 山梨

5 2 64 青山　海斗(6) 北西陸上 15.08 5 8 183 山本　一汰(5) 小笠原AC 14.15
ﾂﾁﾔ ﾋﾅﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 山梨

6 7 204 土屋　陽仁(6) 小笠原AC 15.30 6 4 26 望月　玲佑(5) 大国陸上 14.17
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨 ｱｶｲｹ ｼｭﾝ 山梨

7 8 251 北村　悠聖(6) 南プスAC 15.37 7 5 207 赤池　駿(6) 小笠原AC 14.19
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨

8 1 186 清水　駿人(5) 小笠原AC 15.49 8 1 286 中込　大地(6) 南プスAC 14.49



凡例  DNS:欠場

小学生男子１０００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学生記録(YSR)   2:54.37   望月　満帆(大国陸上クラブ)            2012 10月30日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨 ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ 山梨

1 3 4 石原　颯太(5) 大国陸上 3:12.68 1 2 19 内堀　柊(6) 大国陸上 3:08.87
ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 長野

2 11 286 中込　大地(6) 南プスAC 3:12.96 2 8 365 山崎　優葵(6) 八幡小 3:19.58
ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾅｵ 山梨

3 7 23 向山　汐音(6) 大国陸上 3:19.40 3 6 182 矢﨑　那央(6) 小笠原AC 3:23.71
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ 山梨 ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 山梨

4 9 9 馬場　天海(6) 大国陸上 3:24.83 4 7 2 三井　瑛斗(5) 大国陸上 3:39.71
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ 山梨 ﾎﾎﾞ ﾀｸﾄ 山梨

5 1 21 内堀　勇(5) 大国陸上 3:25.71 5 20 280 保々　拓斗(5) 南プスAC 3:50.24
ｺﾏｲ ﾊﾙｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨

6 4 270 駒井　元貴(6) 南プスAC 3:28.89 6 17 7 望月　淳聖(4) 大国陸上 4:00.48
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾑｺｳﾔﾏ ｱｵﾄ 山梨

7 20 15 鷹野　将汰(5) 大国陸上 3:39.33 7 5 18 向山　海音(3) 大国陸上 4:07.62
ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨

8 14 64 青山　海斗(6) 北西陸上 3:53.01 8 4 132 野沢　亮介(2) 中村塾 4:08.21
ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ 山梨 ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨

9 19 289 保坂　和志(5) 南プスAC 3:54.49 9 15 11 菱山　維吹(3) 大国陸上 4:13.94
ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 山梨

10 8 85 佐々木　琥珀(4) 北西陸上 4:02.05 10 3 14 森本　敬士(3) 大国陸上 4:14.67
ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨

11 15 257 保々　遥斗(3) 南プスAC 4:04.03 11 13 5 石渡　千也(4) 大国陸上 4:15.03
ｱｻｶﾜ ﾊﾙｷ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨

12 10 81 浅川　遥希(4) 北西陸上 4:06.85 12 16 131 野沢　俊介(2) 中村塾 4:18.90
ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

13 12 67 深沢　虎太朗(5) 北西陸上 4:14.63 13 21 22 羽田　大輝(3) 大国陸上 4:19.40
ｲｼﾀ ｱｵｲ 山梨 ｲｹｶﾞﾐ ｿﾗ 山梨

14 16 82 井下　蒼生(6) 北西陸上 4:19.48 14 19 6 池上　空(5) 大国陸上 4:29.22
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨

15 6 87 宮崎　太郎(4) 北西陸上 4:21.07 15 9 27 馬場　天啓(2) 大国陸上 4:37.04
ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ 山梨 ﾖﾅｶﾞ ｼｭﾝｾｲ 山梨

16 17 277 宮原　蓮(4) 南プスAC 4:22.36 16 10 136 代永　峻聖(1) 中村塾 4:41.01
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 山梨

17 18 79 高木　亮輔(4) 北西陸上 4:28.34 1 12 遠藤　瑠偉(3) 大国陸上 DNS
ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ 山梨 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

18 2 137 北井　真正(1) 中村塾 4:50.91 11 3 原　稜太(3) 大国陸上 DNS
ｲｼﾜﾀ ﾀﾞｲﾔ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｶｲｾｲ 山梨

5 16 石渡　大也(6) 大国陸上 DNS 12 351 藤木　海成(6) 一宮スポ少 DNS
ｻｸﾗﾀﾞ ｱｵﾄ 山梨 ｱﾘﾊﾗ ﾚﾝﾏ 山梨

13 272 桜田　碧斗(2) 南プスAC DNS 14 112 在原　蓮優(4) 中村塾 DNS
ｱｶｲｹ ｼｭﾝ 山梨

18 207 赤池　駿(6) 小笠原AC 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

ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ 山梨

1 19 内堀　柊(6) 大国陸上 3:08.87
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨

2 4 石原　颯太(5) 大国陸上 3:12.68
ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨

3 286 中込　大地(6) 南プスAC 3:12.96
ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 山梨

4 23 向山　汐音(6) 大国陸上 3:19.40
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 長野

5 365 山崎　優葵(6) 八幡小 3:19.58
ﾔｻﾞｷ ﾅｵ 山梨

6 182 矢﨑　那央(6) 小笠原AC 3:23.71
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ 山梨

7 9 馬場　天海(6) 大国陸上 3:24.83
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ 山梨

8 21 内堀　勇(5) 大国陸上 3:25.71

ラップ表 400m 800m

ナンバー 4 4

記録 1:16 2:34

ナンバー 19 19

記録 1:11 2:30

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

 



小学生男子４×１００ｍR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学生記録(YSR)   50.60     雨宮・天野・北浦・小林(峡東クラブ)    1992 10月30日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組
1着 55.92 2着 1:03.99 3着 1:06.03
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 206 1 258 1 67

2 211 2 295 2 85

3 207 3 265 3 81

4 183 4 286 4 87

4着 1:07.21 5着 1:08.75 6着 1:11.11
6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 215 1 11 1 277

2 188 2 3 2 289

3 214 3 22 3 280

4 213 4 5 4 275

2組
1着 57.91 2着 59.04 3着 1:00.39
5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 300 1 204 1 19

2 250 2 186 2 26

3 261 3 203 3 23

4 270 4 182 4 4

4着 1:03.17 5着 1:04.05 6着 1:06.71
3ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2 1 253 1 64

2 15 2 297 2 82

3 7 3 251 3 80

4 9 4 291 4 83

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 55.92

2 57.91

3 59.04

4 1:00.39

5 1:03.17

6 1:03.99

7 1:04.05

8 1:06.03

小笠原AC A

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ
望月　俊希(6)

山梨
小笠原AC

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨
小笠原AC

ｱｶｲｹ ｼｭﾝ
赤池　駿(6)

山梨
小笠原AC

ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ
山本　一汰(5)

山梨
小笠原AC

南プスAC C

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲﾄ
平林　塁任(4)

ｺﾏﾂ ｼｭﾝｽｹ
小松　駿介(5)

渡邉　航太(6)

山梨
南プスAC

ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾔ
杉山　颯埜(6)

山梨
南プスAC
山梨
南プスAC

ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ
中込　大地(6)

山梨
南プスAC

北西陸上B

ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ
深沢　虎太朗(5)

山梨
北西陸上

ｻｻｷ ｺﾊｸ
佐々木　琥珀(4)

山梨
北西陸上

ｱｻｶﾜ ﾊﾙｷ
浅川　遥希(4)

山梨
北西陸上

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ
宮崎　太郎(4)

山梨
北西陸上

小笠原AC C

ｶﾄｳ ｵｳｽｹ

大国陸上C

ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ

南プスAC D

ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ
加藤　央祐(4)

山梨
小笠原AC

ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ
永江　蓮(4)

山梨
小笠原AC

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ
望月　大椰(4)

山梨
小笠原AC

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ
渡邉　悠太(4)

山梨
小笠原AC

菱山　維吹(3)
山梨
大国陸上

ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
原　稜太(3)

山梨
大国陸上

ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ
羽田　大輝(3)

山梨
大国陸上

ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ
石渡　千也(4)

山梨
大国陸上

宮原　蓮(4)
山梨
南プスAC

ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ
保坂　和志(5)

山梨
南プスAC

ﾎﾎﾞ ﾀｸﾄ
保々　拓斗(5)

山梨
南プスAC

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ
中込　翔太(4)

山梨
南プスAC

南プスAC A

ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ
依田　來人(6)

山梨
南プスAC

ｲﾁﾉｾ ﾙｲ 山梨
南プスAC

ﾔｻｷ ｹｲ
矢崎　慶(6)

山梨
南プスAC

ｺﾏｲ ﾊﾙｷ
駒井　元貴(6)

山梨
南プスAC

小笠原AC B

ﾂﾁﾔ ﾋﾅﾄ
土屋　陽仁(6)

ｳﾐﾉ ｶｽﾞｷ
海野　和紀(6)

一瀬　塁(6)

山梨
小笠原AC

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ
清水　駿人(5)

山梨
小笠原AC
山梨
小笠原AC

ﾔｻﾞｷ ﾅｵ
矢﨑　那央(6)

山梨
小笠原AC

大国陸上A

ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ
内堀　柊(6)

山梨
大国陸上

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ
望月　玲佑(5)

山梨
大国陸上

ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ
向山　汐音(6)

山梨
大国陸上

ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ
石原　颯太(5)

山梨
大国陸上

大国陸上B

ﾐﾂｲ ｴｲﾄ

南プスAC B

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ

北西陸上A

ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ
三井　瑛斗(5)

山梨
大国陸上

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ
鷹野　将汰(5)

山梨
大国陸上

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ
望月　淳聖(4)

山梨
大国陸上

ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｶｲ
馬場　天海(6)

山梨
大国陸上

望月　航成(6)
山梨
南プスAC

ﾅｶｼﾞﾏ ｸｳﾄ
中島　空人(6)

山梨
南プスAC

ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ
北村　悠聖(6)

山梨
南プスAC

ﾊﾀﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
畑田　竜之介(6)

山梨
南プスAC

青山　海斗(6)
山梨
北西陸上

ｲｼﾀ ｱｵｲ
井下　蒼生(6)

山梨
北西陸上

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
佐々木　龍乃介(6)

山梨
北西陸上

ｲｼｲ ｼｭﾝｻｸ
石井　俊作(6)

山梨
北西陸上

小笠原AC A 望月　俊希(6) / 渡邉　航太(6) / 赤池　駿(6) / 山本　一汰(5)

南プスAC A 依田　來人(6) / 一瀬　塁(6) / 矢崎　慶(6) / 駒井　元貴(6)

小笠原AC B 土屋　陽仁(6) / 清水　駿人(5) / 海野　和紀(6) / 矢﨑　那央(6)

南プスAC B 望月　航成(6) / 中島　空人(6) / 北村　悠聖(6) / 畑田　竜之介(6)

北西陸上B 深沢　虎太朗(5) / 佐々木　琥珀(4) / 浅川　遥希(4) / 宮崎　太郎(4)

大国陸上A 内堀　柊(6) / 望月　玲佑(5) / 向山　汐音(6) / 石原　颯太(5)

大国陸上B 三井　瑛斗(5) / 鷹野　将汰(5) / 望月　淳聖(4) / 馬場　天海(6)

南プスAC C 平林　塁任(4) / 杉山　颯埜(6) / 小松　駿介(5) / 中込　大地(6)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

小学生男子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小宮　和之

山梨県小学生記録(YSR)   5m39      秋山　哲一(増穂南小)                  1992
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決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 山梨 4m35 － － 4m35 4m35
1 35 206 望月　俊希(6) 小笠原AC 0.0 0.0 0.0

ｲﾁﾉｾ ﾙｲ 山梨 4m11 4m20 － 4m20 4m20
2 3 250 一瀬　塁(6) 南プスAC +0.9 +0.3 +0.3 +0.3

ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 山梨 3m96 3m92 4m00 4m00 4m00
3 21 23 向山　汐音(6) 大国陸上 -0.2 -0.3 +1.2 +1.2 +1.2

ﾔｻｷ ｹｲ 山梨 3m98 3m86 － 3m98 3m98
4 5 261 矢崎　慶(6) 南プスAC +1.1 +0.7 +1.1 +1.1

ﾂﾁﾔ ﾋﾅﾄ 山梨 3m97 － － 3m97 3m97
5 29 204 土屋　陽仁(6) 小笠原AC +0.1 +0.1 +0.1

ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 山梨 3m71 3m67 3m78 3m78 3m78
6 20 2 三井　瑛斗(5) 大国陸上 0.0 0.0 +0.3 +0.3 +0.3

ﾅｶｼﾞﾏ ｸｳﾄ 山梨 3m71 3m30 3m37 3m71 3m71
7 6 297 中島　空人(6) 南プスAC +1.0 +0.2 +0.7 +1.0 +1.0

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 山梨 3m65 3m67 3m55 3m67 3m67
8 13 15 鷹野　将汰(5) 大国陸上 +0.7 +0.1 -0.4 +0.1 +0.1

ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｾｲ 山梨 3m64 3m65 － 3m65 3m65
9 11 251 北村　悠聖(6) 南プスAC +0.8 +0.1 +0.1 +0.1

ｳﾐﾉ ｶｽﾞｷ 山梨 3m64 3m40 3m56 3m64 3m64
10 36 203 海野　和紀(6) 小笠原AC +0.5 +0.1 0.0 +0.5 +0.5

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨 × × 3m58 3m58 3m58
11 18 275 中込　翔太(4) 南プスAC 0.0 0.0 0.0

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ 山梨 3m21 3m53 × 3m53 3m53
12 1 253 望月　航成(6) 南プスAC +1.1 0.0 0.0 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨 3m45 － － 3m45 3m45
13 41 211 渡邉　航太(6) 小笠原AC +1.1 +1.1 +1.1

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 3m10 3m07 3m36 3m36 3m36
14 15 85 佐々木　琥珀(4) 北西陸上 +0.6 +0.2 +0.1 +0.1 +0.1

ｺﾏﾂ ｼｭﾝｽｹ 山梨 2m93 3m29 3m04 3m29 3m29
15 10 265 小松　駿介(5) 南プスAC +0.4 +1.0 +1.3 +1.0 +1.0

ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾔ 山梨 3m18 3m16 3m03 3m18 3m18
16 8 295 杉山　颯埜(6) 南プスAC +1.1 +0.2 +0.6 +1.1 +1.1

ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨 × 3m00 3m13 3m13 3m13
17 31 131 野沢　俊介(2) 中村塾 +0.4 +1.1 +1.1 +1.1

ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨 3m11 × × 3m11 3m11
18 26 11 菱山　維吹(3) 大国陸上 -0.7 -0.7 -0.7

ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨 2m79 3m08 2m84 3m08 3m08
19 7 5 石渡　千也(4) 大国陸上 0.0 0.0 +0.3 0.0 0.0

ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 3m03 3m00 × 3m03 3m03
20 23 22 羽田　大輝(3) 大国陸上 -0.3 +1.5 -0.3 -0.3

ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ 山梨 3m03 2m97 2m26 3m03 3m03
21 33 188 永江　蓮(4) 小笠原AC 0.0 +0.4 +1.1 0.0 0.0

ｲｼﾀ ｱｵｲ 山梨 2m91 × 3m02 3m02 3m02
22 16 82 井下　蒼生(6) 北西陸上 +0.2 0.0 0.0 0.0

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 2m61 2m51 3m01 3m01 3m01
23 22 79 高木　亮輔(4) 北西陸上 0.0 0.0 +0.3 +0.3 +0.3

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲﾄ 山梨 3m00 2m96 2m98 3m00 3m00
24 9 258 平林　塁任(4) 南プスAC +1.2 +1.0 +0.5 +1.2 +1.2

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨 2m96 2m84 2m74 2m96 2m96
25 28 7 望月　淳聖(4) 大国陸上 0.0 +0.9 +0.5 0.0 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 2m64 × 2m87 2m87 2m87
26 38 213 渡邉　悠太(4) 小笠原AC +0.6 0.0 0.0 0.0

ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 2m82 2m79 2m86 2m86 2m86
27 32 3 原　稜太(3) 大国陸上 0.0 +1.0 +0.9 +0.9 +0.9

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 2m64 2m47 2m85 2m85 2m85
28 12 80 佐々木　龍乃介(6) 北西陸上 +0.8 0.0 -0.4 -0.4 -0.4

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ 山梨 2m83 2m58 2m41 2m83 2m83
29 37 214 望月　大椰(4) 小笠原AC +0.4 +0.4 -0.4 +0.4 +0.4

ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 2m81 2m77 2m79 2m81 2m81
30 27 132 野沢　亮介(2) 中村塾 -0.2 +1.0 +0.7 -0.2 -0.2

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 2m76 2m33 2m69 2m76 2m76
31 42 181 清水　俊平(3) 小笠原AC +0.6 +0.2 +1.2 +0.6 +0.6

ﾊﾀﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 2m25 2m63 2m73 2m73 2m73
32 4 291 畑田　竜之介(6) 南プスAC +0.7 +0.4 +0.8 +0.8 +0.8

ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ 山梨 2m06 2m35 2m53 2m53 2m53
33 2 277 宮原　蓮(4) 南プスAC +0.7 0.0 +1.0 +1.0 +1.0

ﾐｼﾏ ｶﾅﾄ 山梨 2m52 2m42 2m30 2m52 2m52
34 30 1 三島　泰叶(2) 大国陸上 +0.2 +1.1 +0.7 +0.2 +0.2
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順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｲ ｼｭﾝｻｸ 山梨 2m03 2m38 × 2m38 2m38
35 14 83 石井　俊作(6) 北西陸上 +0.8 +0.6 +0.6 +0.6

ｶﾄｳ ｵｳｽｹ 山梨 2m35 2m04 2m22 2m35 2m35
36 40 215 加藤　央祐(4) 小笠原AC +1.3 +0.1 +0.4 +1.3 +1.3

ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ 山梨 2m15 2m26 2m17 2m26 2m26
37 39 137 北井　真正(1) 中村塾 +1.0 +1.1 +0.8 +1.1 +1.1

ｲｼｲ ｴｲｻｸ 山梨 × × ×
17 88 石井　栄作(2) 北西陸上 NM

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ×
43 186 清水　駿人(5) 小笠原AC

ｱｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨 ×
44 64 青山　海斗(6) 北西陸上

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 山梨

19 63 小林　太一(3) 北西陸上 DNS
ｱﾘﾊﾗ ﾚﾝﾏ 山梨

24 112 在原　蓮優(4) 中村塾 DNS
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 山梨

25 108 塩澤　佑晴(5) 中村塾 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾛｳ 山梨

34 208 小林　竜士朗(6) 小笠原AC DNS



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

10月30日 09:30 予　選
山梨県小学生記録(YSR)   13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 10月30日 13:05 決　勝

予　選　7組0着＋16

1組 (風:-1.2) 2組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨

1 3 212 丸山　星乃(5) 小笠原AC 14.52 q 1 4 15 仲上　さくら(6) 大国陸上 14.84 q
ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ 山梨

2 8 25 菱山　那柚(6) 大国陸上 15.12 q 2 8 24 岸本　結愛(5) 大国陸上 16.16 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 山梨 ｲｼｸﾞﾛ ﾐｺ 山梨

3 6 18 小林　己恭(6) 大国陸上 15.66 q 3 5 280 石黒　美光(6) 南プスAC 16.20
ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 山梨 ｱｼｻﾞﾜ ﾏｵ 山梨

4 4 8 橘山　莉乃(5) 大国陸上 15.93 q 4 1 3 芦沢　真央(4) 大国陸上 16.93
ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨 ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨

5 5 119 武井　美來(3) 中村塾 17.60 5 3 90 上野　妃来(3) 北西陸上 17.72
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺﾊﾅ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾛ 山梨

6 7 265 東條　小華(4) 南プスAC 18.51 6 2 281 中島　想(4) 南プスAC 18.04
ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾝ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨

7 1 257 宮原　凜(2) 南プスAC 19.55 7 7 253 小笠原　羚(3) 南プスAC 18.19
ｺﾄﾘｲ ﾐﾗﾝ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨

2 107 小鳥居　美蘭(6) 中村塾 DNS 8 6 12 橘山　煌良(3) 大国陸上 18.20

3組 (風:-0.3) 4組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾋﾅｺ 山梨

1 2 14 小池　琉南(5) 大国陸上 15.18 q 1 6 186 澤登　日菜子(6) 小笠原AC 15.56 q
ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨 ﾓﾘ ｱﾔﾈ 山梨

2 6 67 白倉　歩実(6) 北西陸上 15.63 q 2 4 278 森　彩音(5) 南プスAC 15.84 q
ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞ 山梨

3 5 115 西本　佑菜(4) 中村塾 16.00 q 3 5 72 斉藤　柚(6) 北西陸上 16.75
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ 山梨 ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨

4 4 270 小笠原　瑶(4) 南プスAC 17.15 4 7 287 川窪　希実(4) 南プスAC 17.22
ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

5 8 113 妻木　恵恋(4) 中村塾 17.18 5 2 21 羽田　結稀(5) 大国陸上 17.40
ｶｻｲ ﾉﾉﾊ 山梨 ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

6 1 292 河西　埜乃葉(3) 南プスAC 17.93 6 8 2 小池　璃音(3) 大国陸上 17.94
ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨 ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨

7 7 13 石原　琴梨(3) 大国陸上 19.50 7 3 70 三澤　怜奈(2) 北西陸上 18.73
ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨 ｲｼﾀ ｺｺﾛ 山梨

8 3 78 高木　夏菜子(2) 北西陸上 20.52 8 1 74 井下　心愛(2) 北西陸上 21.09

5組 (風:-0.4) 6組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 山梨 ﾏﾙﾀ ﾕｲ 山梨

1 5 277 林　わか菜(6) 南プスAC 15.77 q 1 3 104 丸田　結唯(6) 中村塾 15.24 q
ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨 ｲﾏﾂﾞ ﾄﾓｶ 山梨

2 6 7 小川　莉世(6) 大国陸上 15.81 q 2 1 181 今津　朋加(4) 小笠原AC 16.26
ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ 山梨 ｼﾑﾗ ｱﾔﾉ 山梨

3 2 294 亀田　菜未(3) 南プスAC 17.00 3 5 276 志村　彩希(6) 南プスAC 16.44
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 山梨 ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨

4 1 84 望月　結衣(4) 北西陸上 17.83 4 7 4 三井　葉乃音(3) 大国陸上 16.65
ｾｷ ｸﾚﾊ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

5 8 22 関　紅葉(4) 大国陸上 18.08 5 6 81 秋山　悠佳(4) 北西陸上 17.92
ﾖﾅｶﾞ ﾕｱ 山梨 ｶﾄｳ ﾓｴﾅ 山梨

6 7 118 代永　結愛(3) 中村塾 18.35 6 8 187 加藤　萌奈(6) 小笠原AC 18.09
ｾｷ ｺﾄﾈ 山梨 ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ 山梨

7 4 17 関　琴音(2) 大国陸上 21.72 7 4 6 岸本　沙絢(3) 大国陸上 19.21
ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ 山梨 ﾓﾘ ｱﾏﾈ 山梨

8 3 75 向山　心実(2) 北西陸上 22.21 8 2 286 森　天音(2) 南プスAC 20.41



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

10月30日 09:30 予　選
山梨県小学生記録(YSR)   13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 10月30日 13:05 決　勝

予　選　7組0着＋16

7組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾍﾞﾕｷﾉ 山梨

1 6 145 阿部雪乃　(6) 大月AC 15.94 q
ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 山梨

2 5 651 長澤　　るい(6) TYPE-R 16.15 q
ﾔｶﾞｻｷ ｶｴﾗ 山梨

3 3 652 矢ヶ崎　楓来(5) TYPE-R 16.21
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨

4 4 732 永坂　莉羅(6) 桃の郷AC 16.37
ｳｴﾉ ﾋﾅ 山梨

5 2 89 上野　姫奈(6) 北西陸上 16.75
ﾎｼﾉ ﾐﾕ 山梨

6 8 61 星野　未有(6) 北西陸上 16.91
ｵｵﾜ ﾐｵﾘ 山梨

7 7 653 大和　美織(4) TYPE-R 17.57
ｻｶｼﾀ ｱﾔｶ 山梨

8 1 655 坂下　絢香(3) TYPE-R 18.60

決　勝　2組

B決勝 (風:+1.0) A決勝 (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
ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 山梨 ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨

1 5 8 橘山　莉乃(5) 大国陸上 15.43 1 4 15 仲上　さくら(6) 大国陸上 14.32
ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨

2 3 7 小川　莉世(6) 大国陸上 15.44 2 5 212 丸山　星乃(5) 小笠原AC 14.36
ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 山梨 ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨

3 6 277 林　わか菜(6) 南プスAC 15.60 3 3 25 菱山　那柚(6) 大国陸上 14.87
ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ 山梨 ﾏﾙﾀ ﾕｲ 山梨

4 1 24 岸本　結愛(5) 大国陸上 15.64 4 8 104 丸田　結唯(6) 中村塾 15.14
ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 山梨

4 7 115 西本　佑菜(4) 中村塾 15.64 5 1 18 小林　己恭(6) 大国陸上 15.28
ﾓﾘ ｱﾔﾈ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾋﾅｺ 山梨

6 4 278 森　彩音(5) 南プスAC 15.65 6 7 186 澤登　日菜子(6) 小笠原AC 15.36
ｱﾍﾞﾕｷﾉ 山梨 ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

7 8 145 阿部雪乃　(6) 大月AC 15.75 7 6 14 小池　琉南(5) 大国陸上 15.37
ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 山梨 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨

8 2 651 長澤　　るい(6) TYPE-R 15.87 8 2 67 白倉　歩実(6) 北西陸上 15.96



小学生女子８００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学生記録(YSR)   2:25.60   有泉　千佳(大国陸上クラブ)            2003 10月30日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
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

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 山梨

1 3 16 萩原　美優(6) 大国陸上 2:37.35 1 3 8 橘山　莉乃(5) 大国陸上 2:34.71
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 山梨

2 11 4 三井　葉乃音(3) 大国陸上 3:01.88 2 10 115 西本　佑菜(4) 中村塾 2:49.78
ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ 山梨 ﾐﾂｲ ｺﾙﾘ 山梨

3 7 24 岸本　結愛(5) 大国陸上 3:02.88 3 2 182 三井　こるり(5) 小笠原AC 2:55.57
ｱﾗｷ ｷｮｳｺ 山梨 ﾎｼﾉ ﾐﾕ 山梨

4 1 11 荒木　響子(5) 大国陸上 3:08.66 4 7 61 星野　未有(6) 北西陸上 3:04.32
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾈ 山梨 ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ 山梨

5 5 19 赤澤　美音(5) 大国陸上 3:09.97 5 6 294 亀田　菜未(3) 南プスAC 3:08.68
ｶｻｲ ﾉﾉﾊ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾛ 山梨

6 6 292 河西　埜乃葉(3) 南プスAC 3:15.50 6 4 281 中島　想(4) 南プスAC 3:12.74
ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞ 山梨 ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

7 10 72 斉藤　柚(6) 北西陸上 3:27.23 7 1 2 小池　璃音(3) 大国陸上 3:14.81
ｱｼｻﾞﾜ ﾏｵ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨

8 9 3 芦沢　真央(4) 大国陸上 3:27.61 8 5 13 石原　琴梨(3) 大国陸上 3:17.10
ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨

9 2 122 北井　真潤(2) 中村塾 3:40.93 9 9 253 小笠原　羚(3) 南プスAC 3:18.09
ｼﾓﾑﾗ ﾏｺﾄ 山梨 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨

10 4 73 下村　信(6) 北西陸上 3:45.67 10 11 67 白倉　歩実(6) 北西陸上 3:19.96
ｲｼﾀ ｺｺﾛ 山梨 ﾖﾅｶﾞ ﾕｱ 山梨

11 8 74 井下　心愛(2) 北西陸上 3:54.19 11 8 118 代永　結愛(3) 中村塾 3:22.38

3組 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

ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 山梨

1 3 14 小池　琉南(5) 大国陸上 2:35.83 1 8 橘山　莉乃(5) 大国陸上 2:34.71
ﾔﾏｸﾞﾁﾋｶﾘ 山梨 ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

2 6 147 山口ひかり　(6) 大月AC 2:46.29 2 14 小池　琉南(5) 大国陸上 2:35.83
ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ 山梨

3 8 113 妻木　恵恋(4) 中村塾 2:49.31 3 16 萩原　美優(6) 大国陸上 2:37.35
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁﾋｶﾘ 山梨

4 11 18 小林　己恭(6) 大国陸上 2:54.34 4 147 山口ひかり　(6) 大月AC 2:46.29
ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨 ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨

5 5 12 橘山　煌良(3) 大国陸上 3:04.00 5 113 妻木　恵恋(4) 中村塾 2:49.31
ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨 ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 山梨

6 10 119 武井　美來(3) 中村塾 3:09.77 6 115 西本　佑菜(4) 中村塾 2:49.78
ｾｷ ｸﾚﾊ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 山梨

7 7 22 関　紅葉(4) 大国陸上 3:14.69 7 18 小林　己恭(6) 大国陸上 2:54.34
ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨 ﾐﾂｲ ｺﾙﾘ 山梨

8 1 7 小川　莉世(6) 大国陸上 3:15.32 8 182 三井　こるり(5) 小笠原AC 2:55.57
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ 山梨

9 4 270 小笠原　瑶(4) 南プスAC 3:15.38
ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ 山梨

10 9 6 岸本　沙絢(3) 大国陸上 3:20.66
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

11 2 81 秋山　悠佳(4) 北西陸上 3:21.77
ﾓﾘ ｱﾏﾈ 山梨

12 12 286 森　天音(2) 南プスAC 3:50.68

ラップ表 400m

ナンバー 16

記録 1:16

ナンバー 8

記録 1:14

ナンバー 14

記録 1:13

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

 



凡例  DNS:欠場

小学生女子４×１００ｍR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学生記録(YSR)   53.94     小林･志村･岡野･中澤(大国陸上クラブ)   2005 10月30日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組
1着 1:08.16 2着 1:09.20 3着 1:12.52
6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 281 1 11 1 286

2 287 2 4 2 294

3 265 3 21 3 253

4 270 4 12 4 292

4着 1:22.46
5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 70 1 (    )

2 74 2 (    )

3 75 3 (    )

4 78 4 (    )

2組
1着 58.66 2着 1:02.51 3着 1:02.93
8ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 18 1 7 1 187

2 15 2 8 2 212

3 25 3 16 3 181

4 14 4 24 4 182

4着 1:02.97 5着 1:03.37 6着 1:05.29
3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 278 1 67 1 655

2 277 2 61 2 652

3 276 3 89 3 653

4 280 4 72 4 651

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 58.66

2 1:02.51

3 1:02.93

4 1:02.97

5 1:03.37

6 1:05.29

7 1:08.16

8 1:09.20

南プスAC B

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾛ
中島　想(4)

山梨
南プスAC

ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ
川窪　希実(4)

山梨
南プスAC

ﾄｳｼﾞｮｳ ｺﾊﾅ
東條　小華(4)

山梨
南プスAC

南プスAC

大国陸上C

ｱﾗｷ ｷｮｳｺ
荒木　響子(5)

ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ
羽田　結稀(5)

山梨
大国陸上

ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ
三井　葉乃音(3)

山梨
大国陸上
山梨
大国陸上

ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ
橘山　煌良(3)

山梨
大国陸上

南プスAC C

ﾓﾘ ｱﾏﾈ
森　天音(2)

山梨
南プスAC

ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ
亀田　菜未(3)

山梨
南プスAC

ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ
小笠原　羚(3)

山梨
南プスAC

ｶｻｲ ﾉﾉﾊ
河西　埜乃葉(3)

山梨
南プスAC

北西陸上C

ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ

北西陸上B

ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ
小笠原　瑶(4)

山梨

三澤　怜奈(2)
山梨
北西陸上

ｲｼﾀ ｺｺﾛ
井下　心愛(2)

山梨
北西陸上

ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ
向山　心実(2)

山梨
北西陸上

ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ
高木　夏菜子(2)

山梨
北西陸上

大国陸上A

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ
小林　己恭(6)

山梨
大国陸上

ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨
大国陸上

ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ
菱山　那柚(6)

山梨
大国陸上

ｺｲｹ ﾙﾅ
小池　琉南(5)

山梨
大国陸上

大国陸上B

ｵｶﾞﾜ ﾘｾ
小川　莉世(6)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ
萩原　美優(6)

仲上　さくら(6)

山梨
大国陸上

ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ
橘山　莉乃(5)

山梨
大国陸上
山梨
大国陸上

ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ
岸本　結愛(5)

山梨
大国陸上

小笠原AC A

ｶﾄｳ ﾓｴﾅ
加藤　萌奈(6)

山梨
小笠原AC

ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ
丸山　星乃(5)

山梨
小笠原AC

ｲﾏﾂﾞ ﾄﾓｶ
今津　朋加(4)

山梨
小笠原AC

ﾐﾂｲ ｺﾙﾘ
三井　こるり(5)

山梨
小笠原AC

南プスAC A

ﾓﾘ ｱﾔﾈ

北西陸上A

ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ

TYPE-RA

ｻｶｼﾀ ｱﾔｶ
森　彩音(5)

山梨
南プスAC

ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ
林　わか菜(6)

山梨
南プスAC

ｼﾑﾗ ｱﾔﾉ
志村　彩希(6)

山梨
南プスAC

ｲｼｸﾞﾛ ﾐｺ
石黒　美光(6)

山梨
南プスAC

白倉　歩実(6)
山梨
北西陸上

ﾎｼﾉ ﾐﾕ
星野　未有(6)

山梨
北西陸上

ｳｴﾉ ﾋﾅ
上野　姫奈(6)

山梨
北西陸上

ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞ
斉藤　柚(6)

山梨
北西陸上

坂下　絢香(3)
山梨
TYPE-R

ﾔｶﾞｻｷ ｶｴﾗ
矢ヶ崎　楓来(5)

山梨
TYPE-R

ｵｵﾜ ﾐｵﾘ
大和　美織(4)

山梨
TYPE-R

ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ
長澤　　るい(6)

山梨
TYPE-R

大国陸上A 小林　己恭(6) / 仲上　さくら(6) / 菱山　那柚(6) / 小池　琉南(5)

大国陸上B 小川　莉世(6) / 橘山　莉乃(5) / 萩原　美優(6) / 岸本　結愛(5)

小笠原AC A 加藤　萌奈(6) / 丸山　星乃(5) / 今津　朋加(4) / 三井　こるり(5)

南プスAC B 中島　想(4) / 川窪　希実(4) / 東條　小華(4) / 小笠原　瑶(4)

大国陸上C 荒木　響子(5) / 三井　葉乃音(3) / 羽田　結稀(5) / 橘山　煌良(3)

南プスAC A 森　彩音(5) / 林　わか菜(6) / 志村　彩希(6) / 石黒　美光(6)

北西陸上A 白倉　歩実(6) / 星野　未有(6) / 上野　姫奈(6) / 斉藤　柚(6)

TYPE-RA 坂下　絢香(3) / 矢ヶ崎　楓来(5) / 大和　美織(4) / 長澤　　るい(6)



凡例  NM:記録なし

小学生女子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見
記録主任：小宮　和之

山梨県小学生記録(YSR)   5m05      荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 10月30日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 3m76 3m69 － 3m76 3m76
1 5 25 菱山　那柚(6) 大国陸上 +0.5 +0.6 +0.5 +0.5

ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 3m65 3m42 3m76 3m76 3m76
2 26 732 永坂　莉羅(6) 桃の郷AC 0.0 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨 3m74 － － 3m74 3m74
3 20 15 仲上　さくら(6) 大国陸上 -0.1 -0.1 -0.1

ﾔﾏｸﾞﾁﾋｶﾘ 山梨 3m50 3m70 3m60 3m70 3m70
4 27 147 山口ひかり　(6) 大月AC 0.0 0.0 +1.3 0.0 0.0

ﾏﾙﾀ ﾕｲ 山梨 3m68 3m53 3m49 3m68 3m68
5 15 104 丸田　結唯(6) 中村塾 +0.5 -0.1 +0.5 +0.5 +0.5

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 山梨 3m51 － － 3m51 3m51
6 16 18 小林　己恭(6) 大国陸上 0.0 0.0 0.0

ｲｼｸﾞﾛ ﾐｺ 山梨 × 3m26 3m34 3m34 3m34
7 3 280 石黒　美光(6) 南プスAC 0.0 +0.2 +0.2 +0.2

ｱﾍﾞﾕｷﾉ 山梨 3m33 － － 3m33 3m33
8 28 145 阿部雪乃　(6) 大月AC 0.0 0.0 0.0

ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨 3m15 2m91 3m26 3m26 3m26
9 22 113 妻木　恵恋(4) 中村塾 -0.8 0.0 +1.1 +1.1 +1.1

ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 3m24 3m16 3m00 3m24 3m24
10 17 4 三井　葉乃音(3) 大国陸上 -0.1 +0.2 +1.0 -0.1 -0.1

ﾓﾘ ｱﾔﾈ 山梨 3m22 3m14 － 3m22 3m22
11 7 278 森　彩音(5) 南プスAC +0.3 +1.3 +0.3 +0.3

ｼﾑﾗ ｱﾔﾉ 山梨 2m97 3m19 3m10 3m19 3m19
12 23 276 志村　彩希(6) 南プスAC -0.5 0.0 +0.4 0.0 0.0

ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨 3m09 － － 3m09 3m09
13 1 67 白倉　歩実(6) 北西陸上 +1.2 +1.2 +1.2

ﾅｶｺﾞﾐ ﾏｵ 山梨 2m66 3m07 2m92 3m07 3m07
14 25 200 中込　真緒(6) 小笠原AC +0.1 +1.0 +0.2 +1.0 +1.0

ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 2m92 2m73 3m02 3m02 3m02
15 24 21 羽田　結稀(5) 大国陸上 -0.1 +0.9 +0.9 +0.9 +0.9

ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨 3m01 2m59 2m69 3m01 3m01
16 11 287 川窪　希実(4) 南プスAC +0.5 +0.6 -0.2 +0.5 +0.5

ｱｼｻﾞﾜ ﾏｵ 山梨 2m82 2m79 2m91 2m91 2m91
17 19 3 芦沢　真央(4) 大国陸上 0.0 +1.0 +0.8 +0.8 +0.8

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｻ 山梨 × 2m67 2m78 2m78 2m78
18 4 205 大窪　梨紗(6) 小笠原AC +0.4 +0.1 +0.1 +0.1

ｳｴﾉ ﾋﾅ 山梨 × 2m70 × 2m70 2m70
19 2 89 上野　姫奈(6) 北西陸上 0.0 0.0 0.0

ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 山梨 2m58 － 2m63 2m63 2m63
20 13 277 林　わか菜(6) 南プスAC +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

ﾄｳｼﾞｮｳ ｺﾊﾅ 山梨 2m35 2m39 2m51 2m51 2m51
21 6 265 東條　小華(4) 南プスAC +0.5 +0.4 0.0 0.0 0.0

ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨 × 2m42 2m39 2m42 2m42
22 14 90 上野　妃来(3) 北西陸上 0.0 +1.4 0.0 0.0

ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨 2m15 2m15 2m40 2m40 2m40
23 18 122 北井　真潤(2) 中村塾 0.0 +0.2 +1.4 +1.4 +1.4

ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 山梨 2m25 2m29 2m28 2m29 2m29
24 10 82 青山　遙(4) 北西陸上 +0.5 +1.1 +0.4 +1.1 +1.1

ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨 2m17 × 2m13 2m17 2m17
25 12 70 三澤　怜奈(2) 北西陸上 +0.3 -0.1 +0.3 +0.3

ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ 山梨 × 2m08 2m04 2m08 2m08
26 8 75 向山　心実(2) 北西陸上 +1.2 +0.9 +1.2 +1.2

ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨 × × ×
9 81 秋山　悠佳(4) 北西陸上 NM

ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨 × × ×
21 78 高木　夏菜子(2) 北西陸上 NM
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コンディション情報

大会総務 保阪　一仁 トラック審判長 半田　昌一
跳躍審判長 時澤　豊見 投てき審判長 前田　裕孝
招集所審判長 雨宮　　健

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2016/10/30 09:30 曇 13.0 60.0 南南西 1.5

10:00 曇 13.5 67.0 南南東 0.9
11:00 曇 14.0 67.0 東北東 1.2
12:00 曇 14.0 70.0 南東 0.9
13:00 曇 15.0 68.0 南東 0.7
14:00 晴 15.5 64.0 北東 0.5
15:00 晴 16.0 59.0 東北東 0.3
16:00 晴 15.5 69.0 南南西 1.0
17:00 曇 15.5 69.0 南南西 0.1
17:28 曇 14.5 78.0 南東 0.2

測定場所
競技場
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