
2017　山梨陸上グランプリ　兼国体選考会
山梨中銀スタジアム 平成29年6月24日（土）

日付 種目
渡邉　陵(1) 10.77 笹本　悠太(2) 10.94 松野　滉大(2) 11.12 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 11.19 野口　怜恩(2) 11.23 近藤　大聖(3) 11.25 菊地　拓磨(1) 11.28
山梨・東洋大 山梨・山梨学院大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・身延高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大
内藤　光(3) 49.59 中村　僚(3) 49.83 渡邊　宏太(2) 50.25 川手　譲(3) 50.64 小林　瞭(2) 50.75 村田　翔哉(1) 52.48 済間　大誠(2) 52.68 羽田　虎太郎(1) 53.02
山梨・甲府工業高 山梨・富士北稜高 山梨・山梨大 山梨・甲府工業高 山梨・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・甲府工業高 山梨・身延高
藤巻　天(3) 2:39.52 羽田　虎太郎(1) 2:42.88 加藤　智章(2) 2:45.89 守屋　智博(2) 2:48.98 丹羽　智彦(2) 2:49.12 奥脇　圭吾(2) 2:49.88 藤木　柊成(1) 2:51.08 長谷川　賢人(2) 2:52.63
山梨・甲府工業高 山梨・身延高 山梨・上野原高 山梨・上野原高 山梨・吉田高 山梨・富士北稜高 山梨・都留高 山梨・日川高
小幡　慎司(4) 15.33(+0.5) 有野　嵐(2) 16.23(+0.5) 勝俣　雄登(1) 16.39(+0.5) 伊東　海星(2) 16.48(+0.5) 堀内　新斗(2) 17.71(+0.8) 坂口　千晴(2) 18.41(+0.8) 渡邊　雄太(2) 18.44(+0.8) 佐野　飛向(1) 19.19(+0.8)
山梨・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高 山梨・巨摩高
渡辺　翔太(3) 52.90 依田　侑大(1) 54.70 中村　僚(3) 55.49 橋爪　孔明(4) 57.30 中込　諒一(1) 59.84 川窪　貴斗(2) 59.90 内藤　祐貴(3) 1:00.09 大石　光冶(2) 1:01.51
山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・富士北稜高 山梨・山梨大 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・山梨大 山梨・桃の郷ＡＣ
川口　紫音(2) 25:42.93 望月　由知(2) 28:47.36
山梨・身延高 山梨・巨摩高
山梨・身延高A 42.77 山梨・山梨大 42.89 東京・足立高 43.35 山梨・甲府工高C 43.59 山梨・駿台甲府高A 43.83 山梨・駿台甲府高B 44.41 山梨・TYPE-RA 45.18 山梨・桃の郷ＡＣ 45.20
佐野　悠人(2) 入江　直樹(4) 石橋　凌太(1) 川和田　龍聖(3) 松野　滉大(2) 寺戸　翼(2) 由井　玄太 澤登　大河
野口　怜恩(2) 横森　友朗(1) 奥山　力斗(3) 新奥　亮雅(3) ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 村松　由翔(2) 長田　士(中3) 田中　翔大(3)
村松　星哉(1) 奈良　光洋(2) 尾崎　航 内藤　光(3) 五味　勇太(2) 岩下　千馬(2) 矢ヶ崎　哲夫 大石　光冶(2)
珊瑚　龍之介(1) 森實　高毅(4) 西國　将吾 山田　健二(3) 石田　光希(1) 加藤　大虎(2) 飯田　一真(中2) 丸山　駿人(3)
藤木　大嗣(1) 1m90 丹沢　進太郎(2) 1m85 松本　昌太郎(1) 1m85 宮下　颯人(2) 1m80 水越　竜佑(2) 1m75 沢登　怜音(2) 1m75 西澤　大和(1) 1m75 天野　綾也(1) 1m70
山梨・都留高 山梨・山梨学院大 山梨・甲府工業高 山梨・東京経済大 山梨・上野原高 山梨・駿台甲府高 山梨・東海大甲府高 山梨・吉田高

土屋　俊貴(1) 1m70
山梨・都留高

加藤　真嵩(3) 4m00 足立　悠輔(4) 3m90 飯野　隼斗(1) 3m80 渡邊　雄太(2) 3m00 仲澤　瑞季(1) 2m70 川端　　竜生(1) 2m20
山梨・国際武道大 山梨・山梨大 山梨・巨摩高 山梨・富士北稜高 山梨・韮崎工業高 山梨・富士北稜高
横森　友朗(1) 14m82(+2.2) 石井　祐太(3) 13m66(+1.4) 田之口　修平(1) 13m31(+5.1) 川和田　龍聖(3) 12m93(+1.2) 入江　直樹(4) 12m82(+1.1) 進藤　翼(2) 12m67(+1.0) 三枝　大燿(2) 12m66(+1.2) 青木　彪芽(2) 12m25(+0.3)
山梨・山梨大 公認13m24(+1.8) 山梨・都留文大 山梨・帝京科学大 公認13m00(+1.1) 山梨・甲府工業高 山梨・山梨大 山梨・大国陸上 山梨・上野原高 山梨・甲府工業高
青沼　李軌(3) 62m76 光吉　尭(2) 54m18 今村　海渡(3) 50m35 青嶋　雄斗(2) 49m45 佐野　開穂(2) 47m29 百田　國光(1) 39m93 飯野　隼斗(1) 38m10 小佐野　　颯(1) 31m57
山梨・山梨学院大 山梨・山梨大 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・富士北稜高 山梨・甲府工業高 山梨・巨摩高 山梨・富士北稜高
川合　早紀(2) 12.39 戸谷　湧海(1) 12.41 池山　知佳(2) 12.48 珊瑚　菜帆(3) 12.68 由井　綾音(1) 12.72 若杉　彩乃(2) 12.88
山梨・山梨学院大 大阪・山梨学院大 愛知・都留文大 山梨・南部中 静岡・山梨学院大 山梨・駿台甲府高
戸谷　湧海(1) 57.57 鰻池　琴美(2) 1:01.20 高尾　夏鈴(2) 1:02.90 天野　紗来(2) 1:10.14
大阪・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・都留高 山梨・吉田高
笹原　由香(2) 3:14.47 河野　もな(1) 3:16.08 飯田　萌楓(2) 3:16.69 高尾　夏鈴(2) 3:23.38 矢部　綾乃(1) 3:25.08 堀内　梨瑚(2) 3:28.29 白鳥　杏果(2) 3:33.12 堀内　理佳子(2) 3:38.59
富山・都留文大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・都留高 山梨・駿台甲府高 山梨・富士北稜高 山梨・山梨高 山梨・吉田高
鞍打　見春(1) 17.14 手塚　結菜(1) 19.31
山梨・身延高 山梨・山梨高
髙橋　砂里奈(2) 14.44(+2.2) 村上　史奈 14.66(+2.2) 樫山　結(1) 14.97(+2.2) 佐野　知奈美(4) 15.88(+2.2) 松木　千紗(1) 19.73(+1.7)
静岡・都留文大 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・桃の郷ＡＣ 京都・都留文大 山梨・農林高
長田　侑加(1) 1:06.41 鈴木　空(2) 1:09.50 髙橋　笑子(2) 1:11.06 竹田　彩乃(2) 1:16.43
山梨・山梨学院大 山梨・富士北稜高 静岡・都留文大 山梨・都留高
望月　咲希(1) 33:16.67 渡辺　愛梨(1) 36:38.26
山梨・身延高 山梨・身延高
山梨・駿台甲府高 51.98 山梨・TYPE-RA 53.06 山梨・都留高 53.43 山梨・桃の郷ＡＣ 53.72 山梨・富士北稜高 55.77 山梨・山梨高 57.50
河西　葵(3) 笹本　真琴(中2) 竹田　彩乃(2) 村上　史奈 鈴木　空(2) 手塚　結菜(1)
飯田　萌楓(2) 小池　知穂(高3) 小林　由果(2) 樫山　結(1) 渡邉　未来(2) 鈴木　瑠菜(1)
雨宮　珠麻(3) 萩原　恵里菜(中3) 鈴木　有沙(2) 駒井　はるか(高1) 小俣　　美月(1) 中村　夢花(1)
若杉　彩乃(2) 矢ヶ崎　来瞳(中2) 山﨑　るな(1) 永坂　莉羅(中1) 髙村　　夏月(1) 白鳥　杏果(2)
渡邉　未来(2) 1m55 梅津　泉希(1) 1m55 山﨑　るな(1) 1m50 豊島　明日香(2) 1m45 望月　涼香(2) 1m35 遠藤　茅咲(1) 1m25 駒井　はるか(高1) 1m25 渡邉　　琴音(1) 1m15
山梨・富士北稜高 千葉・山梨学院大 山梨・都留高 山梨・吉田高 山梨・身延高 山梨・甲府城西高 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・富士北稜高
鈴木　空(2) 2m60
山梨・富士北稜高
国分　桃香(2) 11m14(+1.2) 雨宮　珠麻(3) 10m96(+2.1) 渡辺　瑠理(1) 10m46(+1.7) 萩原　けい奈(中2) 10m34(+1.3) 河西　葵(3) 9m76(+1.8) 磯部　ルミカ(2) 9m34(+0.7)
山梨・山梨学院大 山梨・駿台甲府高 公認10m86(+1.6) 山梨・山梨学院大 山梨・山梨ジャンパーズ 山梨・駿台甲府高 山梨・都留高
深澤　葉月(2) 42m63 望月　愛美(3) 39m06 佐野　葵(3) 38m07 一瀬　美乃莉(3) 28m03 田中　理帆(1) 25m24 土橋　　瑠菜(1) 20m67 大野　真綾(1) 20m18 小林　杏樹(1) 19m51
山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・山梨英和大 山梨・都留高 山梨・富士北稜高 山梨・日本航空高 山梨・駿台甲府高
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24日
男子１００ｍA決勝

風：-0.8
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24日 男子４００ｍ

24日 男子１０００ｍ

24日 男子１１０ｍH

24日 男子走高跳

24日 男子棒高跳

24日 男子４００ｍH

24日 男子５０００ｍW

24日 男子４X１００ｍＲ

24日 男子三段跳

24日 男子やり投

24日
女子１００ｍA決勝

風：+2.9

24日 女子４００ｍ

24日 女子１０００ｍ

24日
女子１００ｍYH

風：+2.4

24日 女子１００ｍH

24日 女子４００ｍH

24日 女子５０００ｍW

24日 女子４×１００ｍＲ

24日 女子走高跳

24日 女子棒高跳

24日 女子三段跳

24日 女子やり投



2017　山梨陸上グランプリ　兼国体選考会
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日付 種目 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

望月　玲佑(6) 13.60 有井　謙成(5) 14.14 鷹野　将汰(6) 14.37 原　稜太(4) 14.88 五味　琉生(4) 15.03 三井　瑛斗(6) 15.41 宮崎　太郎(5) 15.71 望月　淳聖(5) 15.79
山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・大国陸上
高木　亮輔(5) 3:53.18 大久保　仁稀(5) 3:55.22 深沢　虎太朗(6) 4:06.14 石井　栄作(3) 4:44.82
山梨・北西陸上 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・北西陸上
山梨・大国陸上A 57.68 山梨・北西陸上 1:02.62 山梨・大国陸上B 1:03.20 山梨・大国陸上C 1:08.60
三井　瑛斗(6) 五味　琉生(4) 望月　淳聖(5) 羽田　大輝(4)
望月　玲佑(6) 深沢　虎太朗(6) 原　稜太(4) 大久保　仁稀(5)
鷹野　将汰(6) 高木　亮輔(5) 菱山　維吹(4) 石渡　千也(5)
石原　颯太(6) 宮崎　太郎(5) 堀之内　咲(4) 山口　颯斗(4)
堀之内　咲(4) 3m60(0.0) 石渡　千也(5) 3m41(+0.8) 井上　榊(5) 3m36(+0.8) 菱山　維吹(4) 3m35(+2.0) 原　稜太(4) 3m35(+1.8) 山口　颯斗(4) 3m25(-0.9) 高木　亮輔(5) 3m08(-0.6) 三澤　悠悟(1) 2m40(+1.9)
山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・桃の郷ＡＣ 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・北西陸上
小池　琉南(6) 14.30 五味　楓奈(6) 14.89 深澤　あやの(6) 14.92 岸本　結愛(6) 15.22 三井　葉乃音(4) 15.80 羽田　結稀(6) 16.27 関　紅葉(5) 16.34
山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・小瀬ＡＣ 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上
橘山　莉乃(6) 2:31.65 赤澤　美音(6) 2:52.16 橘山　煌良(4) 3:00.96 五味　楓奈(6) 3:01.87 小池　璃音(4) 3:06.01 赤澤　結衣(4) 3:09.63 秋山　悠佳(5) 3:13.55 石原　琴梨(4) 3:23.58
山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・大国陸上
山梨・大国陸上A 58.58 山梨・北西陸上A 1:04.41 山梨・大国陸上B 1:05.71 山梨・北西陸上B 1:18.47
小池　琉南(6) 上野　妃来(4) 橘山　煌良(4) 三澤　怜奈(3)
橘山　莉乃(6) 五味　楓奈(6) 三井　葉乃音(4) 井下　心愛(3)
羽田　結稀(6) 功刀　杏浬(4) 岸本　沙絢(4) 高木　夏菜子(3)
岸本　結愛(6) 秋山　悠佳(5) 小池　璃音(4) 向山　心実(3)
三井　葉乃音(4) 3m29(+1.6) 三澤　怜奈(3) 2m73(+0.3) 上野　妃来(4) 2m67(+0.6) 向山　心実(3) 2m58(0.0) 望月　結衣(5) 2m55(+0.9)
山梨・大国陸上 山梨・北西陸上 山梨・北西陸上 山梨・北西陸上 山梨・北西陸上

凡例 

24日 小学生男子４X１００ｍＲ

24日 小学生男子走幅跳

24日
小学生男子１００ｍ

風：+3.0

24日 小学生男子１０００ｍ

24日 小学生女子４X１００ｍＲ

24日 小学生女子走幅跳

24日
小学生女子１００ｍ

風：+1.5

24日 小学生女子８００ｍ



凡例  DNS:欠場

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 6月24日 10:15 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 6月24日 13:55 決　勝

予　選　14組0着＋24

1組 (風:-0.2) 2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
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

1 6 529 太田　佑真(2) 上野原高 11.84 1 6 3951 市川　俊弥 syms 11.90
ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ 山梨 ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ 山梨

2 5 352 藤木　大嗣(1) 都留高 12.01 2 2 353 川村　清耶(1) 都留高 12.10
ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山梨

3 8 303 長沼　柊人(1) 山梨高 12.05 3 8 360 藤本　功輝(1) 都留高 12.21
ｶｻﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

4 4 538 笠間　亮佑(2) 上野原高 12.17 4 4 355 竹田　浩輝(1) 都留高 12.35
ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨

5 2 350 土屋　俊貴(1) 都留高 12.37 5 7 777 中澤　幹(3) 東海大甲府高 12.42
ﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨

6 7 351 原　遙輝(2) 都留高 13.69 6 5 304 佐藤　隼斗(1) 山梨高 12.43
ｻｲｸﾞｻ ﾀｲﾖｳ 山梨 ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨

3 541 三枝　大燿(2) 上野原高 7 3 642 境　宏真(2) 富士北稜高 13.61

3組 (風:+0.5) 4組 (風:-1.7)

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 ｼｮｳﾀ 山梨 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

1 4 305 丸山　翔大(1) 山梨高 11.97 1 2 768 木村　亮太(2) 東海大甲府高 11.65
ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨 ﾆｯﾄﾉ ﾂｶｻ 山梨

2 8 349 飯田　雅大(2) 都留高 12.00 2 3 502 入戸野　司(1) 甲府城西高 12.29
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 ﾑｶﾜ ｼｮｳ 山梨

3 6 315 山口　祐冊(2) 山梨高 12.04 3 5 505 武川　翔(3) 甲府城西高 12.30
ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨

4 7 780 山下　竜世(2) 東海大甲府高 12.07 4 7 506 岩崎　裕謙(1) 甲府城西高 12.53
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨 ｲ ﾋｮﾝﾐﾝ 山梨

5 2 775 近藤　寿之(3) 東海大甲府高 12.26 5 8 843 イ　ヒョンミン(1) 日本航空高 12.69
ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ 山梨 ｶｶﾞﾐ ｼｵﾝ 山梨

6 5 356 辻　空翔(1) 都留高 12.37 6 6 767 加賀美　嗣雲(2) 東海大甲府高 13.34
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨

7 3 358 鈴木　亮篤(1) 都留高 12.58 7 4 301 古屋　勇侍(1) 山梨高 13.43

5組 (風:+0.6) 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
ｵｻﾀﾞ ｼｭﾝ 山梨 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨

1 4 838 長田　隼(2) 日本航空高 11.79 1 1 179 田中　悠太(1) 農林高 12.38
ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ 山梨

2 2 401 丹羽　智彦(2) 吉田高 12.35 2 4 646 小林　　真翔(1) 富士北稜高 12.76
ｲｲﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｱﾏﾔ ﾋｶﾙ 山梨

3 8 503 飯沼　凌佑(1) 甲府城西高 12.63 3 3 57 天谷　陽(1) 韮崎工業高 12.82
ﾊﾟｯﾀﾗ ﾎﾞﾃﾞｨﾝ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨

4 7 844 パッタラ　ボディン(1) 日本航空高 13.05 4 7 3395 中村　和博(2) 桃の郷ＡＣ 12.95
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

5 6 501 佐藤　翔太(1) 甲府城西高 13.48 5 6 178 窪田　優人(1) 農林高 13.05
ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 ｶﾄｳ ｶｹﾙ 山梨

6 3 651 渡部　　弥人(1) 富士北稜高 13.62 6 8 169 加藤　翔(1) 農林高 13.35
ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ｺｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 山梨

7 5 167 石山　大悟(1) 農林高 14.08 7 2 143 國母　和也(3) 甲府工業高 13.37
ﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｻﾄﾙ 山梨

8 1 772 矢崎　拓哉(1) 東海大甲府高 14.20 5 3901 三枝　悟 TYPE-R DNS



凡例  DNS:欠場

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 6月24日 10:15 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 6月24日 13:55 決　勝

予　選　14組0着＋24

7組 (風:+0.8) 8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
ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

1 4 649 堀内　　涼介(1) 富士北稜高 12.23 1 2 5525 森　貫太郎(1) 山梨学院大 11.55 q
ｼﾑﾗ ｶｲ 山梨 ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨

2 7 297 志村　海(2) 日川高 12.30 2 7 119 百田　國光(1) 甲府工業高 11.91
ﾅﾙｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

3 5 298 成島　駿輔(1) 日川高 12.47 3 1 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 12.10
ﾂﾏｷ ｶﾅﾀ 山梨 ﾏｻｶﾄﾞ ﾋﾛｷ 山梨

4 6 151 妻木　奏太(2) 甲府工業高 12.54 4 4 3923 政門　弘樹 TYPE-R 12.17
ｺｳﾉ ｶｹﾙ 山梨 ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨

5 8 648 河野　　翔(1) 富士北稜高 12.70 5 6 635 大嶺　ゆうじ(2) 富士北稜高 12.24
ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨

6 2 59 古屋　将大(1) 韮崎工業高 12.70 6 3 1762 田中　翔大(3) 桃の郷ＡＣ 12.35
ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ｺｳｷ 山梨 ｱﾕｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 山梨

7 1 159 城之内　幸紀(1) 農林高 13.01 7 5 3394 鮎澤　賢介(2) 桃の郷ＡＣ 12.36
ﾌﾙﾔ ﾀｽｸ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ 山梨

3 859 古屋　丞(2) 笛吹高 DNS 8 863 古屋　匠(1) 笛吹高 DNS

9組 (風:+0.8) 10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
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨

1 1 153 済間　大誠(2) 甲府工業高 11.53 q 1 3 139 川和田　龍聖(3) 甲府工業高 11.48 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨

2 6 253 望月　悠夢(1) 身延高 11.73 2 8 3909 望月　亮輔 TYPE-R 11.59 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾔ 山梨

3 7 152 山崎　響(2) 甲府工業高 11.76 3 6 861 深澤　直弥(2) 笛吹高 11.63 q
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(2) 桃の郷ＡＣ 11.83 4 1 140 櫻田　風大(3) 甲府工業高 11.76
ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨 ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ 山梨

5 3 643 諏訪田　琉斗(2) 富士北稜高 11.84 5 2 3908 由井　玄太 TYPE-R 11.94
ﾆｲｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ 山梨 ｺｳﾉ ﾕｳﾀ 山梨

6 8 160 新島　零次(1) 農林高 11.86 6 4 860 河野　侑太(2) 笛吹高 12.08
ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

7 2 200 笠井　太陽(1) 巨摩高 12.14 7 5 2945 高橋　亨光 身延AC 17.52
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 山梨

5 3187 山﨑　翼 Takers DNS 7 703 石田　光希(1) 駿台甲府高 DNS

11組 (風:+0.3) 12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
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

1 4 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府高 11.64 q 1 5 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府高 11.27 q
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

2 5 147 山田　健二(3) 甲府工業高 11.65 2 4 245 佐野　悠人(2) 身延高 11.36 q
ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

3 7 148 三枝　昂太(2) 甲府工業高 11.66 3 8 698 村松　由翔(2) 駿台甲府高 11.38 q
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 山梨 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

4 6 5524 杉田　稜(1) 山梨学院大 11.70 4 1 693 加藤　大虎(2) 駿台甲府高 11.39 q
ｱｼｻﾞﾜ ﾌﾐ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨

5 2 715 芦澤　芙海(2) 駿台甲府高 11.79 5 7 255 村松　星哉(1) 身延高 11.40 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

6 1 252 望月　真(1) 身延高 11.92 6 2 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 11.77
ﾐﾔｹ ｶｽﾞｷ 神奈川 ﾋﾃﾞ ｴｲﾄ 神奈川

3 0 三宅　一輝 WAVE TC DNS 3 5523 秀　英門(1) 山梨学院大 DNS
ｺﾊﾞﾘ ﾉﾘﾏｻ 山梨 ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

8 3679 小針　徳正(3) 玉川大 DNS 6 144 新奥　亮雅(3) 甲府工業高 DNS



凡例  DNS:欠場

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 6月24日 10:15 予　選
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 6月24日 13:55 決　勝

予　選　14組0着＋24

13組 (風:+1.9) 14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
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

1 1 697 松野　滉大(2) 駿台甲府高 11.04 q 1 4 428 渡邉　陵(1) 東洋大 10.65 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

2 5 504 近藤　大聖(3) 山梨学院大 11.09 q 2 6 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府高 10.73 q
ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

3 3 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 11.15 q 3 5 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 10.87 q
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

4 7 6315 菊地　拓磨(1) 山梨学院大 11.21 q 4 1 243 野口　怜恩(2) 身延高 11.05 q
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

5 2 511 中村　和貴(2) 山梨学院大 11.24 q 5 7 4555 森實　高毅(4) 山梨大 11.29 q
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

6 6 700 五味　勇太(2) 駿台甲府高 11.28 q 6 8 254 珊瑚　龍之介(1) 身延高 11.41 q
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

7 4 141 内藤　光(3) 甲府工業高 11.42 q 2 509 堀内　隼也(3) 山梨学院大 DNS
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

8 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府高 DNS 3 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 DNS

決　勝　3組

C決勝 (風:+1.5) B決勝 (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
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

1 4 254 珊瑚　龍之介(1) 身延高 11.29 1 6 511 中村　和貴(2) 山梨学院大 11.19
ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

2 6 139 川和田　龍聖(3) 甲府工業高 11.31 2 7 245 佐野　悠人(2) 身延高 11.19
ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

3 3 141 内藤　光(3) 甲府工業高 11.39 3 3 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府高 11.26
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨

4 1 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府高 11.46 4 1 255 村松　星哉(1) 身延高 11.29
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

5 5 153 済間　大誠(2) 甲府工業高 11.46 5 5 700 五味　勇太(2) 駿台甲府高 11.30
ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

6 8 5525 森　貫太郎(1) 山梨学院大 11.49 6 4 4555 森實　高毅(4) 山梨大 11.32
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

7 7 3909 望月　亮輔 TYPE-R 11.55 7 2 693 加藤　大虎(2) 駿台甲府高 11.40
ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾔ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

2 861 深澤　直弥(2) 笛吹高 DNS 8 8 698 村松　由翔(2) 駿台甲府高 11.48

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
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨

1 4 428 渡邉　陵(1) 東洋大 10.77
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

2 6 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 10.94
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

3 3 697 松野　滉大(2) 駿台甲府高 11.12
ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

4 1 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 11.19
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

5 7 243 野口　怜恩(2) 身延高 11.23
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨

6 8 504 近藤　大聖(3) 山梨学院大 11.25
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨

7 2 6315 菊地　拓磨(1) 山梨学院大 11.28
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

5 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府高 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 6月24日 13:05 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

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山梨 ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ 山梨

1 8 360 藤本　功輝(1) 都留高 55.25 1 2 353 川村　清耶(1) 都留高 56.12
ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾑｶﾜ ｼｮｳ 山梨

2 7 303 長沼　柊人(1) 山梨高 55.96 2 8 505 武川　翔(3) 甲府城西高 57.95
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ 山梨

3 5 355 竹田　浩輝(1) 都留高 58.14 3 5 358 鈴木　亮篤(1) 都留高 58.92
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨

4 4 315 山口　祐冊(2) 山梨高 58.42 4 7 359 関本　諒(1) 都留高 59.35
ｽｶﾞﾏﾀ ｶｲﾄ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

5 3 410 菅又　魁人(1) 吉田高 1:04.12 5 3 305 丸山　翔大(1) 山梨高 1:00.38
ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ 山梨 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 山梨

6 2 356 辻　空翔(1) 都留高 1:06.10 6 6 409 守山　翔梧(1) 吉田高 1:00.85
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 山梨

6 158 小林　俊也(1) 農林高 DNS 4 529 太田　佑真(2) 上野原高 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

ｱﾗﾌﾈ ﾃﾞﾜ 山梨 ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨

1 8 850 新舟　デワ(2) 日本航空高 53.06 1 3 176 矢ヶ崎　秀太(2) 農林高 54.06
ｲﾏｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｽｶｲ 山梨

2 7 778 今澤　友作(2) 東海大甲府高 55.06 2 8 840 清水　澄海(2) 日本航空高 54.47
ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨

3 3 537 加藤　智章(2) 上野原高 55.57 3 2 357 藤木　柊成(1) 都留高 54.51
ｱﾏﾔ ﾋｶﾙ 山梨 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨

4 2 57 天谷　陽(1) 韮崎工業高 57.83 4 4 349 飯田　雅大(2) 都留高 58.03
ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野

5 4 771 馬目　滉(1) 東海大甲府高 59.10 5 5 8399 吉沢　雄人(3) 高森中 58.35
ﾂﾏｷ ｶﾅﾀ 山梨 ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 山梨

6 5 151 妻木　奏太(2) 甲府工業高 1:00.56 6 7 156 大沢　仁(1) 農林高 59.68
ｱﾗｷ ﾘｭｳﾀ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨

6 837 荒木　隆太(2) 日本航空高 DNS 7 6 3395 中村　和博(2) 桃の郷ＡＣ 1:02.25

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

ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨

1 5 153 済間　大誠(2) 甲府工業高 52.68 1 5 141 内藤　光(3) 甲府工業高 49.59
ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

2 3 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 53.02 2 4 631 中村　僚(3) 富士北稜高 49.83
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

3 7 252 望月　真(1) 身延高 53.97 3 2 4565 渡邊　宏太(2) 山梨大 50.25
ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ 山梨 ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ 山梨

4 2 401 丹羽　智彦(2) 吉田高 54.63 4 8 146 川手　譲(3) 甲府工業高 50.64
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

5 1 253 望月　悠夢(1) 身延高 57.13 5 6 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 50.75
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

4 255 村松　星哉(1) 身延高 DNS 6 1 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 52.48
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨

6 1764 齊藤　翼(3) 桃の郷ＡＣ DNS 3 711 樋川　充(3) 駿台甲府高 DNS
ﾔﾏｻｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

8 3187 山﨑　翼 Takers DNS 7 245 佐野　悠人(2) 身延高 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 6月24日 13:05 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ 山梨

1 141 内藤　光(3) 甲府工業高 49.59
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

2 631 中村　僚(3) 富士北稜高 49.83
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

3 4565 渡邊　宏太(2) 山梨大 50.25
ｶﾜﾃ ﾕｽﾞﾙ 山梨

4 146 川手　譲(3) 甲府工業高 50.64
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

5 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 50.75
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

6 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 52.48
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

7 153 済間　大誠(2) 甲府工業高 52.68
ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

8 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 53.02



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
山梨県高校最高記録(YHSR)2:30.98   原　　寿人(山梨学院高)                2009 6月24日 14:45 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

ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶｼ 山梨

1 1 540 守屋　智博(2) 上野原高 2:48.98 1 6 137 藤巻　天(3) 甲府工業高 2:39.52
ｵｸﾜｷ ｹｲｺﾞ 山梨 ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

2 7 634 奥脇　圭吾(2) 富士北稜高 2:49.88 2 1 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 2:42.88
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 山梨 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山梨

3 4 295 長谷川　賢人(2) 日川高 2:52.63 3 11 537 加藤　智章(2) 上野原高 2:45.89
ｻﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 山梨 ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ 山梨

4 14 851 澤口　拓樹(2) 日本航空高 2:53.91 4 3 401 丹羽　智彦(2) 吉田高 2:49.12
ﾎﾝﾏ ｹｲﾉｽｹ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨

5 15 536 本間　敬之佑(2) 上野原高 2:56.09 5 7 357 藤木　柊成(1) 都留高 2:51.08
ﾅﾗｼﾏ ﾕｳｽｹ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨

6 3 872 楢島　佑亮(1) 上野原高 2:56.38 6 15 3470 雨宮　俊祐 山梨県庁 2:52.88
ｵｻﾀﾞ ﾘｸ 山梨 ﾀｷｼﾏ ﾄﾓﾔ 山梨

7 9 650 長田　　琉玖(1) 富士北稜高 2:58.20 7 4 296 滝嶌　智也(2) 日川高 2:57.06
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 山梨 ｶｻｲ ﾀﾞｲｷ 山梨

8 5 638 堀内　翔太(2) 富士北稜高 3:02.94 8 8 394 河西　大輝(2) 吉田高 2:58.82
ｶﾅﾓﾘ ﾚﾝ 山梨 ｵｶ ﾀﾂﾄ 山梨

9 2 632 金森　蓮(1) 富士北稜高 3:07.08 9 13 716 岡　達人(1) 駿台甲府高 2:59.17
ｷﾀﾀﾆ ﾙｲ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｷﾔ 山梨

10 12 842 北谷　瑠偉(1) 日本航空高 3:09.04 10 5 314 丸山　力也(2) 山梨高 2:59.93
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾁ 山梨 ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨

11 16 874 小林　魁智(1) 上野原高 3:12.57 11 2 359 関本　諒(1) 都留高 3:03.01
ﾌﾅｷ ﾖｼｷ 山梨 ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 山梨

12 6 873 舩木　喜基(1) 上野原高 3:14.09 12 9 306 加藤　大登(1) 山梨高 3:03.45
ｱｲｻﾞﾜ ｿｳ 山梨 ｺﾊﾏ ﾄﾓｷ 山梨

13 11 381 相澤　宗(1) 吉田高 3:56.99 13 17 405 小濵　朋己(1) 吉田高 3:06.73
ｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 山梨 ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 山梨

8 154 志村　悠平(1) 甲府工業高 DNS 14 10 59 古屋　将大(1) 韮崎工業高 3:08.35
ﾎｻｶ ﾕｳﾄ 山梨 ｸﾗﾓﾄ ﾄｵﾙ 山梨

10 145 保坂　悠斗(3) 甲府工業高 DNS 15 12 849 倉本　龍(2) 日本航空高 3:12.12
ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

13 55 猪股　璃紅(2) 韮崎工業高 DNS 14 150 深澤　綾太郎(2) 甲府工業高 DNS
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 山梨

16 155 山形　亮太(1) 甲府工業高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶｼ 山梨

1 137 藤巻　天(3) 甲府工業高 2:39.52
ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

2 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 2:42.88
ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 山梨

3 537 加藤　智章(2) 上野原高 2:45.89
ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

4 540 守屋　智博(2) 上野原高 2:48.98
ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ 山梨

5 401 丹羽　智彦(2) 吉田高 2:49.12
ｵｸﾜｷ ｹｲｺﾞ 山梨

6 634 奥脇　圭吾(2) 富士北稜高 2:49.88
ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨

7 357 藤木　柊成(1) 都留高 2:51.08
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 山梨

8 295 長谷川　賢人(2) 日川高 2:52.63

ラップ表 400m 800m

ナンバー 540 540

記録 1:04 2:13

ナンバー 537 256

記録 1:03 2:08

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

 



凡例  DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった

男子１１０ｍJH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     14.46     飯久保　智洋(巨摩高)                  2010 6月24日 12:35 決　勝

決　勝　

(風:+1.0)

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

4 705 吉澤　大聖(1) 駿台甲府高 DQ,T6



凡例  DNS:欠場

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     剱持　英紀(県教委)                    1985
山梨県高校記録(YHR)     14.88     飯久保　明洋(巨摩高)                  2014 6月24日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.8) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

1 4 640 堀内　新斗(2) 富士北稜高 17.71 1 3 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 15.33
ｻｶｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 山梨 ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨

2 3 639 坂口　千晴(2) 富士北稜高 18.41 2 5 221 有野　嵐(2) 巨摩高 16.23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ 山梨

3 7 641 渡邊　雄太(2) 富士北稜高 18.44 3 4 503 勝俣　雄登(1) 山梨学院大 16.39
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

4 5 879 佐野　飛向(1) 巨摩高 19.19 4 7 249 伊東　海星(2) 身延高 16.48
ﾂﾀﾞ ﾀｹﾂｸﾞ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

6 3181 津田　丈嗣 Takers DNS 6 2945 高橋　亨光 身延AC DNS
ﾐｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

8 779 三神　勇大(2) 東海大甲府高 DNS 8 3951 市川　俊弥 syms 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

ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

1 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 15.33 +0.5
ｱﾘﾉ ﾗﾝ 山梨

2 221 有野　嵐(2) 巨摩高 16.23 +0.5
ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾄ 山梨

3 503 勝俣　雄登(1) 山梨学院大 16.39 +0.5
ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

4 249 伊東　海星(2) 身延高 16.48 +0.5
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨

5 640 堀内　新斗(2) 富士北稜高 17.71 +0.8
ｻｶｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 山梨

6 639 坂口　千晴(2) 富士北稜高 18.41 +0.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨

7 641 渡邊　雄太(2) 富士北稜高 18.44 +0.8
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨

8 879 佐野　飛向(1) 巨摩高 19.19 +0.8



凡例  DNS:欠場

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 6月24日 11:15 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

ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

1 7 199 中込　諒一(1) 巨摩高 59.84 1 4 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 52.90
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

2 6 246 川窪　貴斗(2) 身延高 59.90 2 6 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 54.70
ｵｵｲｼ ｺｳﾔ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

3 5 3389 大石　光冶(2) 桃の郷ＡＣ 1:01.51 3 3 631 中村　僚(3) 富士北稜高 55.49
ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨

4 4 249 伊東　海星(2) 身延高 1:04.84 4 8 4554 橋爪　孔明(4) 山梨大 57.30
ｲｼｸﾗ ﾜﾀﾙ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨

5 2 636 石倉　渉(2) 富士北稜高 1:05.76 5 2 4558 内藤　祐貴(3) 山梨大 1:00.09
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨 ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

6 8 304 佐藤　隼斗(1) 山梨高 1:06.00 6 7 263 赤井　滉太郎(3) 身延高 1:02.59
ｱﾒﾐﾔ ﾃﾙｷ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨

3 142 雨宮　光輝(3) 甲府工業高 DNS 5 3383 澤登　大河 桃の郷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 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

1 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 52.90
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

2 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 54.70
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

3 631 中村　僚(3) 富士北稜高 55.49
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨

4 4554 橋爪　孔明(4) 山梨大 57.30
ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

5 199 中込　諒一(1) 巨摩高 59.84
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨

6 246 川窪　貴斗(2) 身延高 59.90
ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨

7 4558 内藤　祐貴(3) 山梨大 1:00.09
ｵｵｲｼ ｺｳﾔ 山梨

8 3389 大石　光冶(2) 桃の郷ＡＣ 1:01.51



凡例  DNS:欠場

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 6月24日 11:30 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 2 250 川口　紫音(2) 身延高 25:42.93
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾄﾓ 山梨

2 1 185 望月　由知(2) 巨摩高 28:47.36
ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 山梨

3 306 加藤　大登(1) 山梨高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 250 250 250 250

記録 4:56 9:56 15:11 20:32
決　勝

 



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R23:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（2→3）内でバトンパスが完了しなかった R34:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（3→4）内でバトンパスが完了しなかった

男子４X１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016
山梨県高校記録(YHR)     40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 6月24日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組
1着 43.59 2着 46.41 3着 47.67
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

1 139 1 304 1 358

2 144 2 303 2 355

3 141 3 315 3 356

4 147 4 305 4 353

4着 48.18
8ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ DQ,R34 7ﾚｰﾝ DQ,R34
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

1 506 1 179 1 408

2 505 2 178 2 401

3 501 3 169 3 394

4 502 4 167 4 405

5ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

2組
1着 44.41 2着 46.47 3着 46.63
2ﾚｰﾝ 7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

1 699 1 252 1 649

2 698 2 253 2 643

3 692 3 246 3 640

4 693 4 247 4 648

4着 47.13
5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ DQ,R23 8ﾚｰﾝ DQ,R34
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

1 160 1 529 1 117

2 176 2 540 2 116

3 159 3 538 3 118

4 156 4 541 4 119

3ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

甲府工高C(山梨)

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
川和田　龍聖(3)

山梨
甲府工業高

ｼﾝｵｸ ﾘｮｳｶﾞ 山梨
甲府工業高

ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ
内藤　光(3)

山梨
甲府工業高

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
山田　健二(3)

山梨
甲府工業高

山梨高(山梨)

ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ
佐藤　隼斗(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ
山口　祐冊(2)

新奥　亮雅(3)

山梨
山梨高

ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ
長沼　柊人(1)

山梨
山梨高
山梨
山梨高

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ
丸山　翔大(1)

山梨
山梨高

都留高B(山梨)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ
鈴木　亮篤(1)

山梨
都留高

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ
竹田　浩輝(1)

山梨
都留高

ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ
辻　空翔(1)

山梨
都留高

ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ
川村　清耶(1)

山梨
都留高

甲府城西高(山梨)

ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ

農林高B(山梨)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

吉田高(山梨)

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ
岩崎　裕謙(1)

山梨
甲府城西高

ﾑｶﾜ ｼｮｳ
武川　翔(3)

山梨
甲府城西高

ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
佐藤　翔太(1)

山梨
甲府城西高

ﾆｯﾄﾉ ﾂｶｻ
入戸野　司(1)

山梨
甲府城西高

田中　悠太(1)
山梨
農林高

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ
窪田　優人(1)

山梨
農林高

ｶﾄｳ ｶｹﾙ
加藤　翔(1)

山梨
農林高

ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ
石山　大悟(1)

山梨
農林高

田邊　泰盛(1)
山梨
吉田高

ﾆﾜ ﾄﾓﾋｺ
丹羽　智彦(2)

山梨
吉田高

ｶｻｲ ﾀﾞｲｷ
河西　大輝(2)

山梨
吉田高

ｺﾊﾏ ﾄﾓｷ
小濵　朋己(1)

山梨
吉田高

韮崎工業高(山梨)

駿台甲府高B(山梨)

ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ
寺戸　翼(2)

山梨
駿台甲府高

村松　由翔(2)
山梨
駿台甲府高

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ
岩下　千馬(2)

山梨
駿台甲府高

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ
加藤　大虎(2)

山梨
駿台甲府高

身延高B(山梨)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ
望月　真(1)

ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ
川窪　貴斗(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ

山梨
身延高

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ
望月　悠夢(1)

山梨
身延高
山梨
身延高

ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ
青嶋　雄斗(2)

山梨
身延高

富士北稜高(山梨)

ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ
堀内　　涼介(1)

山梨
富士北稜高

ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ
諏訪田　琉斗(2)

山梨
富士北稜高

ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ
堀内　新斗(2)

山梨
富士北稜高

ｺｳﾉ ｶｹﾙ
河野　　翔(1)

山梨
富士北稜高

農林高A(山梨)

ﾆｲｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ

上野原高(山梨)

ｵｵﾀ ﾕｳﾏ

甲府工高B(山梨)

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ
新島　零次(1)

山梨
農林高

ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ
矢ヶ崎　秀太(2)

山梨
農林高

ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ｺｳｷ
城之内　幸紀(1)

山梨
農林高

ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ
大沢　仁(1)

山梨
農林高

太田　佑真(2)
山梨
上野原高

ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ
守屋　智博(2)

山梨
上野原高

ｶｻﾏ ﾘｮｳｽｹ
笠間　亮佑(2)

山梨
上野原高

ｻｲｸﾞｻ ﾀｲﾖｳ
三枝　大燿(2)

山梨
上野原高

藤井　佑成(1)
山梨
甲府工業高

ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ
赤井　悠次郞(1)

山梨
甲府工業高

ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ
松本　昌太郎(1)

山梨
甲府工業高

ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ
百田　國光(1)

山梨
甲府工業高

日本航空高(山梨)



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R23:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（2→3）内でバトンパスが完了しなかった R34:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ（3→4）内でバトンパスが完了しなかった

男子４X１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016
山梨県高校記録(YHR)     40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 6月24日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
1着 42.77 2着 42.89 3着 43.35
6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

1 245 1 4551 1 202

2 243 2 5306 2 221

3 255 3 4563 3 244

4 254 4 4555 4 223

4着 43.83 5着 45.18 6着 45.20
3ﾚｰﾝ 4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

1 697 1 3908 1 3383

2 712 2 1881 2 1762

3 700 3 3903 3 3389

4 703 4 1888 4 1763

7着 47.05
1ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ DQ,R34
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

1 350 1 152

2 360 2 148

3 352 3 149

4 349 4 153

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 42.77

2 42.89

3 43.35

4 43.59

5 43.83

6 44.41

7 45.18

8 45.20

身延高A(山梨)

ｻﾉ ﾕｳﾄ
佐野　悠人(2)

山梨
身延高

野口　怜恩(2)
山梨
身延高

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ
村松　星哉(1)

山梨
身延高

ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
珊瑚　龍之介(1)

山梨
身延高

山梨大(山梨)

ｲﾘｴ ﾅｵｷ
入江　直樹(4)

ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ
奈良　光洋(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ

山梨
山梨大

ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ
横森　友朗(1)

山梨
山梨大
山梨
山梨大

ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ
森實　高毅(4)

山梨
山梨大

足立高(東京)

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ
石橋　凌太(1)

東京
足立高

ｵｸﾔﾏ ﾘｷﾄ
奥山　力斗(3)

東京
足立高

ｵｻﾞｷ ｺｳ
尾崎　航

東京
足立高

ﾆｼｸﾆ ｼｮｳｺﾞ
西國　将吾

東京
足立高

駿台甲府高A(山梨)

ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ

TYPE-RA(山梨)

ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ

桃の郷ＡＣ(山梨)

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ
松野　滉大(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(3)

山梨
駿台甲府高

ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ
五味　勇太(2)

山梨
駿台甲府高

ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ
石田　光希(1)

山梨
駿台甲府高

由井　玄太
山梨
TYPE-R

ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ
長田　士(中3)

山梨
TYPE-R

ﾔｶﾞｻｷ ﾃﾂｵ
矢ヶ崎　哲夫

山梨
TYPE-R

ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
飯田　一真(中2)

山梨
TYPE-R

澤登　大河
山梨
桃の郷ＡＣ

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ
田中　翔大(3)

山梨
桃の郷ＡＣ

ｵｵｲｼ ｺｳﾔ
大石　光冶(2)

山梨
桃の郷ＡＣ

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ
丸山　駿人(3)

山梨
桃の郷ＡＣ

都留高A(山梨)

ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ
土屋　俊貴(1)

山梨
都留高

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山梨
都留高

ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ
藤木　大嗣(1)

山梨
都留高

ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
飯田　雅大(2)

山梨
都留高

甲府工高A(山梨)

ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳ
山崎　響(2)

ｱｵｷ ﾋｭｳｶﾞ
青木　彪芽(2)

藤本　功輝(1)

山梨
甲府工業高

ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ
三枝　昂太(2)

山梨
甲府工業高
山梨
甲府工業高

ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ
済間　大誠(2)

山梨
甲府工業高

身延高A(山梨) 佐野　悠人(2) / 野口　怜恩(2) / 村松　星哉(1) / 珊瑚　龍之介(1)

山梨大(山梨) 入江　直樹(4) / 横森　友朗(1) / 奈良　光洋(2) / 森實　高毅(4)

足立高(東京) 石橋　凌太(1) / 奥山　力斗(3) / 尾崎　航 / 西國　将吾

TYPE-RA(山梨) 由井　玄太 / 長田　士(中3) / 矢ヶ崎　哲夫 / 飯田　一真(中2)

桃の郷ＡＣ(山梨) 澤登　大河 / 田中　翔大(3) / 大石　光冶(2) / 丸山　駿人(3)

甲府工高C(山梨) 川和田　龍聖(3) / 新奥　亮雅(3) / 内藤　光(3) / 山田　健二(3)

駿台甲府高A(山梨) 松野　滉大(2) / ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) / 五味　勇太(2) / 石田　光希(1)

駿台甲府高B(山梨) 寺戸　翼(2) / 村松　由翔(2) / 岩下　千馬(2) / 加藤　大虎(2)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走高跳
審 判 長：小俣　宏記
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 6月24日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ 山梨 － － － － ○ ○ × ○ × ○

1 13 352 藤木　大嗣(1) 都留高 × × × 1m90
ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 － － － － － － ○ × × ×

2 14 513 丹沢　進太郎(2) 山梨学院大 1m85
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 － － － ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 12 118 松本　昌太郎(1) 甲府工業高 1m85
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 － － － － × ○ × ○ × × ×

4 11 3-5138 宮下　颯人(2) 東京経済大 1m80
ﾐｽﾞｺｼ ﾘｭｳｽｹ 山梨 － － － × × ○ ○ × × ×

5 3 539 水越　竜佑(2) 上野原高 1m75
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾚｵﾝ 山梨 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 8 695 沢登　怜音(2) 駿台甲府高 1m75
ﾆｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 山梨 － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 6 770 西澤　大和(1) 東海大甲府高 1m75
ｱﾏﾉ ﾘｮｳﾔ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ×

8 4 406 天野　綾也(1) 吉田高 1m70
ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨 － － ○ × ○ × × ×

8 10 350 土屋　俊貴(1) 都留高 1m70
ｵｲｶﾜ ｾｲﾀ 山梨 － － × × ○ × × ×

10 5 527 及川　晴太(2) 上野原高 1m65
ｱｵｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨 － × ○ × × ×

11 9 149 青木　彪芽(2) 甲府工業高 1m60
ｼﾗｽ ﾕｳﾀ 山梨 × × ×

1 385 白須　優大(1) 吉田高 NM
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 山梨 － － － － － － － × × ×

7 4065 佐藤　一哉 山梨陸協 NM
ﾄｵﾔﾏ ｶｲﾄ 山梨

2 647 遠山　　魁斗(1) 富士北稜高 DNS
ｻﾉ ｺｳｷ 山梨

15 5306 佐野　功貴(1) 順天堂大 DNS
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 山梨

16 4016 外川　巧 山梨大学職員 DNS

1m75
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m55

1m95

1m80 1m85 1m90
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m60

1m98

1m65

2m01

1m70



凡例  NM:記録なし

男子棒高跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          5m30      板倉　智里(甲府西高教)                1985
山梨県高校記録(YHR)     4m70      雨宮　陽介(都留高)                    2000 6月24日 10:00 決　勝

決　勝　

ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山梨 － － － － － － － －

1 7 1934 加藤　真嵩(3) 国際武道大 － － － － － － － － 4m00
× ○ － ○ × × ×

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 山梨 － － － － － － － －

2 6 4550 足立　悠輔(4) 山梨大 － － － － － － × × ○ ○ 3m90
○ ○ × × ×

ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 － － － － － － － －

3 5 190 飯野　隼斗(1) 巨摩高 － － － － ○ － ○ ○ 3m80
○ × × ×

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 － － － － － － － －

4 4 641 渡邊　雄太(2) 富士北稜高 ○ × × × 3m00

ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 山梨 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

5 2 56 仲澤　瑞季(1) 韮崎工業高 2m70

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ○ × × ×

6 1 644 川端　　竜生(1) 富士北稜高 2m20

ﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 － － － － － － × × ×

3 351 原　遙輝(2) 都留高 NM

ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 － － － － － － － －

8 512 平野　颯人(2) 山梨学院大 － － － － － － － － NM
× × ×

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m20

3m00

3m80

2m30

3m10

3m90

2m40

3m20

4m00

2m50

3m30

4m10

2m60

3m40

2m70

3m50

2m80

3m60

2m90

3m70 記録 ｺﾒﾝﾄ



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子三段跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          15m99     小俣　宏記(県教委)                    2014
山梨県高校記録(YHR)     15m46     横森　友朗(韮崎高)                    2016 6月24日 13:00 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

ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 14m82 × 13m10 14m82 8 12m55 13m53 13m24 14m82
1 14 5306 横森　友朗(1) 山梨大 +2.2 +2.3 +2.2 +1.4 +2.2 +1.8 +2.2

ｲｼｲ ﾕｳﾀ 山梨 × 13m23 × 13m23 6 13m65 13m18 13m66 13m66
2 13 4026 石井　祐太(3) 都留文大 +2.4 +2.4 +1.9 +1.3 +1.4 +1.4

ﾀﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 山梨 12m86 13m00 13m31 13m31 7 12m32 13m00 12m74 13m31
3 12 3250 田之口　修平(1) 帝京科学大 +0.6 +1.1 +5.1 +5.1 +1.7 +2.0 +1.5 +5.1

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 12m93 12m48 12m70 12m93 5 － 11m84 12m50 12m93
4 9 139 川和田　龍聖(3) 甲府工業高 +1.2 +0.1 +1.3 +1.2 +1.5 +0.9 +1.2

ｲﾘｴ ﾅｵｷ 山梨 × 12m82 × 12m82 4 12m12 × 11m41 12m82
5 10 4551 入江　直樹(4) 山梨大 +1.1 +1.1 +0.3 +0.6 +1.1

ｼﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 12m67 12m60 12m14 12m67 3 × × × 12m67
6 6 3562 進藤　翼(2) 大国陸上 +1.0 +0.2 +0.6 +1.0 +1.0

ｻｲｸﾞｻ ﾀｲﾖｳ 山梨 12m36 12m57 12m50 12m57 2 12m32 12m66 12m03 12m66
7 5 541 三枝　大燿(2) 上野原高 +2.2 +1.6 +2.2 +1.6 +0.4 +1.2 -0.2 +1.2

ｱｵｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨 12m24 12m14 12m25 12m25 1 12m25
8 8 149 青木　彪芽(2) 甲府工業高 +0.9 +0.1 +0.3 +0.3 +0.3

ｽﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 山梨 12m04 × － 12m04 12m04
9 4 643 諏訪田　琉斗(2) 富士北稜高 +1.1 +1.1 +1.1

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 11m83 × 11m68 11m83 11m83
10 2 117 藤井　佑成(1) 甲府工業高 +1.1 +1.7 +1.1 +1.1

ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨 × × ×
3 116 赤井　悠次郞(1) 甲府工業高 NM

ｲﾁﾉｾ ｼｮｳﾀ 山梨

1 769 一瀬　翔太(2) 東海大甲府高 DNS
ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨

7 635 大嶺　ゆうじ(2) 富士北稜高 DNS
ﾐﾔｹ ｶｽﾞｷ 神奈川

11 0 三宅　一輝 WAVE TC DNS



凡例  DNS:欠場

男子やり投
審 判 長：前田　裕考
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          72m84     坂口　正芳(山日ＹＢＳ)                2011
山梨県高校記録(YHR)     64m74     中村　英詞(都留高)                    1990 6月24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

ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山梨

1 17 510 青沼　李軌(3) 山梨学院大 62m26 62m67 60m93 62m67 8 × 62m76 61m03 62m76
ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ 山梨

2 15 4564 光吉　尭(2) 山梨大 54m18 × × 54m18 7 － 48m10 － 54m18
ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾄ 山梨

3 16 262 今村　海渡(3) 身延高 × 50m35 47m43 50m35 6 × 46m34 × 50m35
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ 山梨

4 14 247 青嶋　雄斗(2) 身延高 48m20 49m45 × 49m45 5 × 49m30 49m35 49m45
ｻﾉ ｶｲﾎ 山梨

5 13 637 佐野　開穂(2) 富士北稜高 47m15 44m94 44m21 47m15 4 46m40 47m29 44m04 47m29
ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨

6 12 119 百田　國光(1) 甲府工業高 39m20 26m11 27m14 39m20 3 － － 39m93 39m93
ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

7 9 190 飯野　隼斗(1) 巨摩高 38m10 27m38 × 38m10 2 34m74 31m61 32m75 38m10
ｵｻﾉ ｿｳ 山梨

8 7 645 小佐野　　颯(1) 富士北稜高 31m57 28m27 31m07 31m57 1 29m16 × 17m29 31m57
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨

9 2 179 田中　悠太(1) 農林高 26m47 30m83 23m18 30m83 30m83
ｵｵﾑﾗ ｹﾝｽｹ 山梨

10 1 120 大村　健介(1) 甲府工業高 28m19 29m86 25m36 29m86 29m86
ｻｶﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 山梨

11 8 354 坂本　優(1) 都留高 × × 29m48 29m48 29m48
ｼﾝｶｲ ﾀｲｾｲ 山梨

12 10 841 新海　大成(1) 日本航空高 25m06 27m58 19m33 27m58 27m58
ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 山梨

13 6 156 大沢　仁(1) 農林高 25m58 21m50 25m16 25m58 25m58
ｱﾗｷ ﾘｭｳﾀ 山梨

14 4 837 荒木　隆太(2) 日本航空高 × 24m34 24m26 24m34 24m34
ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

15 11 167 石山　大悟(1) 農林高 21m70 × 21m70 21m70
ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 山梨

16 3 408 田邊　泰盛(1) 吉田高 × 12m52 15m91 15m91 15m91
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 山梨

5 302 中村　光希(2) 山梨高 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 6月24日 09:50 予　選
山梨県高校記録(YHR)     11.96     中田　舞花(身延高)                    2017 6月24日 13:45 決　勝

予　選　7組0着＋16

1組 (風:+1.2) 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
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨

1 2 224 渡辺　侑希(1) 吉田高 14.80 1 8 217 竹田　彩乃(2) 都留高 14.05
ﾀｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 山梨 ｲﾏﾂﾞ ｽｽﾞｶ 山梨

2 6 463 髙村　　夏月(1) 富士北稜高 15.02 2 4 1804 今津　紗加(中2) 小笠原ＡＣ 14.15
ｻｲﾄｳ ｸﾙﾐ 山梨 ﾋﾅﾀ ｿﾗ 山梨

3 4 226 齊藤　胡桃(1) 吉田高 15.65 3 5 241 日向　蒼空(2) 吉田高 14.49
ｱﾒﾐﾔ ﾓﾓｶ 山梨 ｲｿﾍﾞ ﾙﾐｶ 山梨

4 7 166 雨宮　百花(1) 日川高 15.78 4 6 212 磯部　ルミカ(2) 都留高 14.63
ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 山梨 ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ 山梨

5 5 202 新藤　千尋(1) 都留高 15.86 5 7 465 小俣　　美月(1) 富士北稜高 14.66
ﾊﾅﾀﾞ ｺﾊﾙ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾐ 山梨

6 8 201 花田　小春(1) 都留高 15.99 6 3 227 渡邊　麗美(1) 吉田高 14.94
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨 ｵｵﾉ ﾏｱﾔ 山梨

3 198 前田　優衣(2) 都留高 DNS 7 2 582 大野　真綾(1) 日本航空高 15.26

3組 (風:+0.9) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨

1 8 214 山﨑　るな(1) 都留高 13.66 1 6 1882 萩原　恵里菜(中3) TYPE-R 14.09
ﾀｶﾍﾞ ｱﾔﾈ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾏｺﾄ 山梨

2 2 200 髙部　彩音(1) 都留高 14.30 2 1 1884 笹本　真琴(中2) TYPE-R 14.13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 山梨 ｵｷﾞﾉ ﾅｴ 山梨

3 5 410 小林　里凪(2) 白根高 14.50 3 7 238 荻野　菜江(2) 吉田高 14.28
ﾎﾘｲ ﾌﾀﾊﾞ 山梨 ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ 山梨

4 4 179 堀井　双葉(1) 日川高 14.64 4 5 215 鈴木　有沙(2) 都留高 14.36
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔ 山梨

5 6 1761 永坂　莉羅(1) 桃の郷ＡＣ 14.81 5 3 414 遠藤　綺(1) 白根高 14.44
ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 山梨 ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 山梨

6 7 1889 長澤　　るい(中1) TYPE-R 14.81 6 8 176 中山　結衣(2) 日川高 14.52
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾉﾘ 山梨 ｲﾁﾉｾ ｱﾔ 山梨

7 1 464 堀内　　南徳(1) 富士北稜高 15.14 7 2 163 市ノ瀬　亜弥(2) 笛吹高 14.92
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｽﾞﾅ 山梨 ｶﾀﾑﾗ ﾘｵ 山梨

3 162 山﨑　南津那(2) 笛吹高 DNS 4 31 形村　璃呼(2) 韮崎工業高 DNS

5組 (風:+0.4) 6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
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺﾉﾐ 山梨 ｶﾜｲ ｻｷ 山梨

1 4 161 平出　好笑(2) 笛吹高 13.15 q 1 4 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 12.66 q
ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

2 7 1883 矢ヶ崎　来瞳(中2) TYPE-R 13.17 q 2 7 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 12.88 q
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

3 5 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 13.20 q 3 5 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 12.90 q
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅｺ 山梨 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

4 6 177 飯島　佳奈子(2) 日川高 13.30 4 6 7181 由井　綾音(1) 山梨学院大 13.00 q
ｺﾐﾔﾏ ﾐｸ 山梨 ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨

5 2 165 小宮山　未来(2) 笛吹高 13.34 5 1 3915 小池　知穂(高3) TYPE-R 13.15 q
ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨

6 8 164 山下　葵(2) 笛吹高 13.48 6 2 7197 小林　里帆(2) 山梨学院大 13.16 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 山梨 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 兵庫

7 3 213 小林　由果(2) 都留高 13.89 7 3 8714 田中　日向子(1) 都留文大 13.19 q
ﾀｶｷﾞ ﾐｷ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 東京

8 1 73 高木　美希(1) 農林高 14.05 8 8 8712 鈴木　悠香(1) 都留文大 13.53



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 6月24日 09:50 予　選
山梨県高校記録(YHR)     11.96     中田　舞花(身延高)                    2017 6月24日 13:45 決　勝

予　選　7組0着＋16

7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
ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

1 3 7205 齋藤　莉奈(2) 山梨学院大 12.09 q
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 静岡

2 5 8223 松本　沙耶子(4) 都留文大 12.31 q
ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪

3 8 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 12.74 q
ｲｹﾔﾏ ﾁｶ 愛知

4 7 8229 池山　知佳(2) 都留文大 12.95 q
ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡

5 6 8557 塚本　美紗希(1) 山梨学院大 13.08 q
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 山梨

6 2 8743 水野　佑香(1) 山梨大 13.11 q
ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾖ 長崎

1 8222 林田　小葉(4) 都留文大 DNS
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

4 146 中田　舞花(3) 身延高 DNS

決　勝　2組

B決勝 (風:+0.8) A決勝 (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
ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 ｶﾜｲ ｻｷ 山梨

1 5 3915 小池　知穂(高3) TYPE-R 13.02 1 3 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 12.39
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨 ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪

2 8 7197 小林　里帆(2) 山梨学院大 13.04 2 6 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 12.41
ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡 ｲｹﾔﾏ ﾁｶ 愛知

3 4 8557 塚本　美紗希(1) 山梨学院大 13.06 3 2 8229 池山　知佳(2) 都留文大 12.48
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 兵庫 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

4 1 8714 田中　日向子(1) 都留文大 13.13 4 7 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 12.68
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 山梨 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

5 3 8743 水野　佑香(1) 山梨大 13.26 5 1 7181 由井　綾音(1) 山梨学院大 12.72
ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

6 7 1883 矢ヶ崎　来瞳(中2) TYPE-R 13.39 6 8 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 12.88
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 静岡

2 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ DNS 4 8223 松本　沙耶子(4) 都留文大 DNS
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺﾉﾐ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

6 161 平出　好笑(2) 笛吹高 DNS 5 7205 齋藤　莉奈(2) 山梨学院大 DNS



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)                2015 6月24日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪

1 4 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 57.57
ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

2 5 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 1:01.20
ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨

3 3 216 高尾　夏鈴(2) 都留高 1:02.90
ｱﾏﾉ ｻﾗ 山梨

4 6 606 天野　紗来(2) 吉田高 1:10.14



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
山梨県高校最高記録(YHSR)2:55.14   田中　花歩(韮崎高)                    2008 6月24日 14:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｻﾊﾗ ﾕｶ 富山

1 8 8230 笹原　由香(2) 都留文大 3:14.47
ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨

2 3 502 河野　もな(1) 駿台甲府高 3:16.08
ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ 山梨

3 2 516 飯田　萌楓(2) 駿台甲府高 3:16.69
ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨

4 14 216 高尾　夏鈴(2) 都留高 3:23.38
ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 山梨

5 15 505 矢部　綾乃(1) 駿台甲府高 3:25.08
ﾎﾘｳﾁ ﾘｺ 山梨

6 5 460 堀内　梨瑚(2) 富士北稜高 3:28.29
ｼﾗﾄﾘ ｷｮｳｶ 山梨

7 4 189 白鳥　杏果(2) 山梨高 3:33.12
ﾎﾘｳﾁ ﾘｶｺ 山梨

8 16 240 堀内　理佳子(2) 吉田高 3:38.59
ﾅｶﾞｲｼ ｴﾐﾘ 山梨

9 11 580 永石　笑璃(1) 日本航空高 3:44.44
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ 山梨

10 17 183 中村　夢花(1) 山梨高 3:45.27
ﾎﾘｲ ﾌﾀﾊﾞ 山梨

11 12 179 堀井　双葉(1) 日川高 3:51.32
ﾋﾗｲ ｶﾎ 山梨

12 10 185 平井　香帆(1) 山梨高 4:49.67
ﾐﾑﾗ ｻﾘﾅ 山梨

1 610 三村　幸利奈(1) 吉田高 DNS
ﾊﾞﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨

6 558 伴野　瑞希(1) 東海大甲府高 DNS
ｵｵｻﾜ ﾏﾕ 山梨

7 3561 大澤　真由(2) 大国陸上 DNS
ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ 山梨

9 1629 大澤　菜々穂(3) 大国陸上 DNS
ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

13 514 南部　みなみ(3) 駿台甲府高 DNS

ラップ表 400m 800m

ナンバー 502 516

記録 1:16 2:37
決　勝

 



女子１００ｍYH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     13.87     三吉　南緒(巨摩高)                    2017 6月24日 15:30 決　勝

決　勝　

(風:+2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨

1 3 141 鞍打　見春(1) 身延高 17.14
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 山梨

2 2 181 手塚　結菜(1) 山梨高 19.31



女子１００ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          13.76     大神田　南海(都留文科大)              2017
山梨県高校記録(YHR)     14.20     大神田　南海(桂高)                    2013 6月24日 12:25 決　勝

決　勝　 決　勝　

1組 (風:+2.2) 2組 (風:+1.7)

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 ｻﾘﾅ 静岡 ﾏﾂｷ ﾁｻ 山梨

1 2 8231 髙橋　砂里奈(2) 都留文大 14.44 1 6 70 松木　千紗(1) 農林高 19.73
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

2 4 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 14.66
ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨

3 5 3391 樫山　結(1) 桃の郷ＡＣ 14.97
ｻﾉ ﾁﾅﾐ 京都

4 3 8219 佐野　知奈美(4) 都留文大 15.88



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　千曉(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 6月24日 11:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

1 3 7180 長田　侑加(1) 山梨学院大 1:06.41
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨

2 5 457 鈴木　空(2) 富士北稜高 1:09.50
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ 静岡

3 4 8232 髙橋　笑子(2) 都留文大 1:11.06
ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨

4 7 217 竹田　彩乃(2) 都留高 1:16.43
ｲﾏﾑﾗ ﾚﾅ 山梨

6 511 今村　令那(3) 駿台甲府高 DNS



女子５０００ｍW
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          21:32.05  三森　由佳(総合警備保障)              1995
山梨県高校記録(YHR)     24:04.77  三森　理恵(山梨学院高)                1992 6月24日 11:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ｻｷ 山梨

1 1 135 望月　咲希(1) 身延高 33:16.67
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨

2 2 139 渡辺　愛梨(1) 身延高 36:38.26

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 135 135 135 135

記録 6:03 12:36 19:27 26:26
決　勝

 



凡例  DNS:欠場

女子４×１００ｍＲ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          46.87     松野・佐野・上田・勝俣(山梨選抜)      2009
山梨県高校記録(YHR)     47.66     杉原・横山・輿石・松山(駿台甲府高)    2007 6月24日 15:10 決　勝

決　勝　

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ
51.98 53.06

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 513 河西　葵(3) 山梨 駿台甲府高 1 1884 笹本　真琴(中2) 山梨 TYPE-R
2 516 飯田　萌楓(2) 山梨 駿台甲府高 2 3915 小池　知穂(高3) 山梨 TYPE-R
3 512 雨宮　珠麻(3) 山梨 駿台甲府高 3 1882 萩原　恵里菜(中3) 山梨 TYPE-R
4 519 若杉　彩乃(2) 山梨 駿台甲府高 4 1883 矢ヶ崎　来瞳(中2) 山梨 TYPE-R

3着 2ﾚｰﾝ 4着 3ﾚｰﾝ
53.43 53.72

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 217 竹田　彩乃(2) 山梨 都留高 1 3392 村上　史奈 山梨 桃の郷ＡＣ
2 213 小林　由果(2) 山梨 都留高 2 3391 樫山　結(1) 山梨 桃の郷ＡＣ
3 215 鈴木　有沙(2) 山梨 都留高 3 3393 駒井　はるか(高1) 山梨 桃の郷ＡＣ
4 214 山﨑　るな(1) 山梨 都留高 4 1761 永坂　莉羅(中1) 山梨 桃の郷ＡＣ

5着 6ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
55.77 57.50

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 457 鈴木　空(2) 山梨 富士北稜高 1 181 手塚　結菜(1) 山梨 山梨高
2 459 渡邉　未来(2) 山梨 富士北稜高 2 182 鈴木　瑠菜(1) 山梨 山梨高
3 465 小俣　　美月(1) 山梨 富士北稜高 3 183 中村　夢花(1) 山梨 山梨高
4 463 髙村　　夏月(1) 山梨 富士北稜高 4 189 白鳥　杏果(2) 山梨 山梨高

7ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属

1
2
3
4

TYPE-RA

ｻｻﾓﾄ ﾏｺﾄ
ｺｲｹ ﾁﾎ
ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ
ﾔｶﾞｻｷ ｸﾙﾐ

桃の郷ＡＣ

ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ
ｶｼﾔﾏ ﾕｲ
ｺﾏｲ ﾊﾙｶ
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ

駿台甲府高

ｶｻｲ ｱｵｲ
ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ
ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ

山梨高

ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ
ｼﾗﾄﾘ ｷｮｳｶ

都留高

ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ
ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ

農林高

富士北稜高

ｽｽﾞｷ ｿﾗ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ
ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ
ﾀｶﾑﾗ ﾅﾂｷ



凡例  DNS:欠場

女子走高跳
審 判 長：小俣　宏記
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 6月24日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 山梨 － － － － － ○ ○ ○

1 8 459 渡邉　未来(2) 富士北稜高 × ○ × × × 1m55
ｳﾒｽﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉 － － － － － － × ○ ○

2 9 7183 梅津　泉希(1) 山梨学院大 × × ○ × × × 1m55
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨 － － － － － × ○ ○ × × ○

3 7 214 山﨑　るな(1) 都留高 × × × 1m50
ﾄﾖｼﾏ ｱｽｶ 山梨 － － － － － × ○ × ○ × × ×

4 5 607 豊島　明日香(2) 吉田高 1m45
ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ 山梨 － － － × × ○ × ○ × × ×

5 6 132 望月　涼香(2) 身延高 1m35
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｻｷ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

6 1 318 遠藤　茅咲(1) 甲府城西高 1m25
ｺﾏｲ ﾊﾙｶ 山梨 ○ × ○ ○ × × ×

7 4 3393 駒井　はるか(1) 桃の郷ＡＣ 1m25
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 山梨 ○ × × ×

8 2 462 渡邉　　琴音(1) 富士北稜高 1m15
ﾐﾔｼﾀ ﾅｵ 山梨

3 242 宮下　奈旺(2) 吉田高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15

1m55

1m45 1m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m20

1m58

1m25 1m30 1m35 1m40



女子棒高跳
審 判 長：小俣　宏記
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 6月24日 10:00 決　勝

決　勝　

ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 1 457 鈴木　空(2) 富士北稜高 2m60

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m20

ｺﾒﾝﾄ
2m30 2m40 2m50 2m60 2m70

記録



凡例  DNS:欠場

女子三段跳
審 判 長：小俣　宏記
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 6月24日 13:00 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

ｺｸﾌﾞﾝ ﾓﾓｶ 山梨 10m91 11m01 10m94 11m01 6 × 11m08 11m14 11m14
1 6 7201 国分　桃香(2) 山梨学院大 +1.1 +1.8 +1.2 +1.8 +0.4 +1.2 +1.2

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 10m68 10m74 10m42 10m74 5 10m86 10m96 10m73 10m96
2 7 512 雨宮　珠麻(3) 駿台甲府高 +0.9 +0.6 +1.1 +0.6 +1.6 +2.1 +0.9 +2.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 10m46 × r 10m46 4 10m46
3 5 7185 渡辺　瑠理(1) 山梨学院大 +1.7 +1.7 +1.7

ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 10m34 10m17 × 10m34 3 10m32 9m76 10m23 10m34
4 4 1721 萩原　けい奈(中2) 山梨ジャンパーズ +1.3 +3.6 +1.3 +1.8 -0.6 +1.6 +1.3

ｶｻｲ ｱｵｲ 山梨 × 9m76 9m46 9m76 2 9m60 － － 9m76
5 3 513 河西　葵(3) 駿台甲府高 +1.8 +2.9 +1.8 +1.6 +1.8

ｲｿﾍﾞ ﾙﾐｶ 山梨 9m34 9m17 8m36 9m34 1 r 9m34
6 2 212 磯部　ルミカ(2) 都留高 +0.7 +2.4 +2.9 +0.7 +0.7

ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｵ 山梨

1 369 小柳　麻織(2) 上野原高 DNS
ｱｲﾊﾗ ﾁｴ 山梨

8 3931 相原　千枝 山梨ジャンパーズ DNS



凡例  DNS:欠場

女子やり投
審 判 長：前田　裕考
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          47m25     中沢　和美(山梨大)                    2004
山梨県高校記録(YHR)     46m99     中沢　和美(巨摩高)                    2000 6月24日 13:00 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

ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

1 14 7202 深澤　葉月(2) 山梨学院大 39m12 42m63 41m13 42m63 8 38m52 40m49 39m82 42m63
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾐ 山梨

2 13 7204 望月　愛美(3) 山梨学院大 39m06 38m33 37m93 39m06 7 34m03 36m75 35m65 39m06
ｻﾉ ｱｵｲ 山梨

3 12 145 佐野　葵(3) 身延高 37m30 37m09 38m07 38m07 6 35m54 36m37 37m85 38m07
ｲﾁﾉｾ ﾐﾉﾘ 山梨

4 10 4008 一瀬　美乃莉(3) 山梨英和大 24m85 × 26m55 26m55 5 22m21 26m54 28m03 28m03
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 山梨

5 4 199 田中　理帆(1) 都留高 21m03 23m44 23m40 23m44 4 × 22m27 25m24 25m24
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾙﾅ 山梨

6 1 461 土橋　　瑠菜(1) 富士北稜高 20m67 19m24 16m33 20m67 3 20m04 17m31 15m37 20m67
ｵｵﾉ ﾏｱﾔ 山梨

7 2 582 大野　真綾(1) 日本航空高 16m03 × 20m18 20m18 2 19m08 18m50 18m55 20m18
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨

8 8 501 小林　杏樹(1) 駿台甲府高 19m51 18m36 17m25 19m51 1 18m20 15m07 15m70 19m51
ﾅｶﾞﾀ ｻｸﾗ 山梨

9 3 66 永田　櫻(1) 農林高 17m03 16m32 18m09 18m09 18m09
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅ 山梨

5 456 渡邊　　朱菜(2) 富士北稜高 DNS
ｵｵｷ ﾐﾕ 山梨

6 74 大木　桜有(1) 農林高 DNS
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 山梨

7 458 齋藤　美緒(2) 富士北稜高 DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨

9 198 前田　優衣(2) 都留高 DNS
ｺﾝﾉ ﾁﾊﾙ 山梨

11 62 今野　千春(2) 甲府工業高 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

6月24日 09:40 予　選
山梨県小学生記録(YSR)   12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991 6月24日 13:40 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組 (風:+0.7) 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
ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山梨 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

1 7 84 有井　謙成(5) 北西陸上 14.49 Q 1 8 3 原　稜太(4) 大国陸上 15.29 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨

2 8 7 望月　淳聖(5) 大国陸上 15.75 q 2 5 87 宮崎　太郎(5) 北西陸上 15.67 q
ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ 山梨 ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 山梨

3 2 21 増井　悠雅(4) 大国陸上 16.06 3 2 2 三井　瑛斗(6) 大国陸上 15.68 q
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳｾｲ 山梨

4 3 79 高木　亮輔(5) 北西陸上 16.40 4 3 73 樋口　翔惺(6) 北西陸上 16.56
ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄｷ 山梨

5 4 5 石渡　千也(5) 大国陸上 16.75 5 6 29 大久保　仁稀(5) 大国陸上 16.71
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

6 6 28 山口　颯斗(4) 大国陸上 17.09 6 4 22 羽田　大輝(4) 大国陸上 17.96
ｲｼｲ ｴｲｻｸ 山梨 ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨

7 5 88 石井　栄作(3) 北西陸上 19.36 7 7 72 三澤　悠悟(1) 北西陸上 19.55

3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
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 山梨

1 3 26 望月　玲佑(6) 大国陸上 13.86 Q
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 山梨

2 4 15 鷹野　将汰(6) 大国陸上 14.51 q
ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨

3 6 62 五味　琉生(4) 北西陸上 15.41 q
ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨

4 7 11 菱山　維吹(4) 大国陸上 16.27
ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨

5 2 24 堀之内　咲(4) 大国陸上 16.52
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 山梨

6 8 68 神原　那音(6) 北西陸上 24.03
ﾑｺｳﾔﾏ ｱｵﾄ 山梨

5 18 向山　海音(4) 大国陸上 DNS

決　勝　

(風:+3.0)

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 ﾚｲｽｹ 山梨

1 3 26 望月　玲佑(6) 大国陸上 13.60
ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山梨

2 5 84 有井　謙成(5) 北西陸上 14.14
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 山梨

3 6 15 鷹野　将汰(6) 大国陸上 14.37
ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

4 4 3 原　稜太(4) 大国陸上 14.88
ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨

5 7 62 五味　琉生(4) 北西陸上 15.03
ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 山梨

6 1 2 三井　瑛斗(6) 大国陸上 15.41
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨

7 8 87 宮崎　太郎(5) 北西陸上 15.71
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨

8 2 7 望月　淳聖(5) 大国陸上 15.79



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)            2013 6月24日 14:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

1 3 79 高木　亮輔(5) 北西陸上 3:53.18
ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄｷ 山梨

2 7 29 大久保　仁稀(5) 大国陸上 3:55.22
ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨

3 1 67 深沢　虎太朗(6) 北西陸上 4:06.14
ｲｼｲ ｴｲｻｸ 山梨

4 6 88 石井　栄作(3) 北西陸上 4:44.82
ﾑｺｳﾔﾏ ｱｵﾄ 山梨

2 18 向山　海音(4) 大国陸上 DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨

4 87 宮崎　太郎(5) 北西陸上 DNS
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨

5 4 石原　颯太(6) 大国陸上 DNS

ラップ表 400m 800m

ナンバー 79 79

記録 1:32 3:08
決　勝

 



小学生男子４X１００ｍＲ
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 6月24日 15:05 決　勝

決　勝　

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ
57.68 1:02.62

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 2 三井　瑛斗(6) 山梨 大国陸上 1 62 五味　琉生(4) 山梨 北西陸上
2 26 望月　玲佑(6) 山梨 大国陸上 2 67 深沢　虎太朗(6) 山梨 北西陸上
3 15 鷹野　将汰(6) 山梨 大国陸上 3 79 高木　亮輔(5) 山梨 北西陸上
4 4 石原　颯太(6) 山梨 大国陸上 4 87 宮崎　太郎(5) 山梨 北西陸上

3着 6ﾚｰﾝ 4着 3ﾚｰﾝ
1:03.20 1:08.60

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 7 望月　淳聖(5) 山梨 大国陸上 1 22 羽田　大輝(4) 山梨 大国陸上
2 3 原　稜太(4) 山梨 大国陸上 2 29 大久保　仁稀(5) 山梨 大国陸上
3 11 菱山　維吹(4) 山梨 大国陸上 3 5 石渡　千也(5) 山梨 大国陸上
4 24 堀之内　咲(4) 山梨 大国陸上 4 28 山口　颯斗(4) 山梨 大国陸上

大国陸上A

ﾐﾂｲ ｴｲﾄ
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ
ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ

北西陸上

ｺﾞﾐ ﾙｲ
ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ

大国陸上B

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ

ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ
ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ

大国陸上C

ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ
ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄｷ
ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ



小学生男子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
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
山梨県小学生記録(YSR)   5m39      内尾　将吾(四方津小)                  1998 6月24日 10:30 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

ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨 3m41 2m86 3m55 3m55 8 2m70 3m60 3m39 3m60
1 2 24 堀之内　咲(4) 大国陸上 +0.8 +0.4 +0.2 +0.2 +1.9 0.0 -2.2 0.0

ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨 3m22 3m22 3m20 3m22 5 3m20 3m41 3m20 3m41
2 1 5 石渡　千也(5) 大国陸上 -0.6 +2.0 +1.1 -0.6 +1.3 +0.8 -0.1 +0.8

ｲﾉｳｴ ｻｶｷ 山梨 3m36 × 3m19 3m36 7 × × 3m13 3m36
3 7 735 井上　榊(5) 桃の郷ＡＣ +0.8 0.0 +0.8 -0.8 +0.8

ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨 3m24 3m26 3m35 3m35 6 3m00 2m87 × 3m35
4 3 11 菱山　維吹(4) 大国陸上 -0.2 +1.3 +2.0 +2.0 +1.1 +0.5 +2.0

ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 3m11 3m10 3m17 3m17 3 3m17 3m35 3m10 3m35
5 5 3 原　稜太(4) 大国陸上 -0.8 0.0 +2.0 +2.0 0.0 +1.8 -0.8 +1.8

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 山梨 3m19 2m37 3m19 3m19 4 3m13 × 3m25 3m25
6 6 28 山口　颯斗(4) 大国陸上 0.0 -0.4 +0.5 0.0 0.0 -0.9 -0.9

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 × 3m01 3m08 3m08 2 2m93 × 2m75 3m08
7 9 79 高木　亮輔(5) 北西陸上 +1.7 -0.6 -0.6 +0.1 +0.3 -0.6

ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨 × × 2m40 2m40 1 × 2m26 × 2m40
8 4 72 三澤　悠悟(1) 北西陸上 +1.9 +1.9 +1.5 +1.9

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 山梨 × 2m06 2m03 2m06 2m06
9 8 68 神原　那音(6) 北西陸上 +1.3 -0.3 +1.3 +1.3



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

6月24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 6月24日 13:35 決　勝

予　選　3組1着＋5

1組 (風:-0.7) 2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
ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 ｾｷ ｸﾚﾊ 山梨

1 4 14 小池　琉南(6) 大国陸上 14.53 Q 1 2 22 関　紅葉(5) 大国陸上 16.22 Q
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 山梨

2 6 4 三井　葉乃音(4) 大国陸上 15.86 q 2 3 84 望月　結衣(5) 北西陸上 16.31 q
ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

3 8 21 羽田　結稀(6) 大国陸上 16.37 q 3 8 81 秋山　悠佳(5) 北西陸上 16.46
ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨 ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨

4 5 70 三澤　怜奈(3) 北西陸上 17.67 4 5 90 上野　妃来(4) 北西陸上 16.76
ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨

5 2 6 岸本　沙絢(4) 大国陸上 18.07 5 4 12 橘山　煌良(4) 大国陸上 17.00
ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨

6 3 76 清水　咲希(4) 北西陸上 18.15 6 6 13 石原　琴梨(4) 大国陸上 17.78
ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 山梨

7 7 75 向山　心実(3) 北西陸上 20.24 7 7 999 小林　夢依(5) 身延AC 17.86

3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
ｺﾞﾐ ﾌｳﾅ 山梨

1 4 71 五味　楓奈(6) 北西陸上 14.72 Q
ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨

2 3 851 深澤　あやの(6) 小瀬ＡＣ 14.87 q
ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ 山梨

3 8 24 岸本　結愛(6) 大国陸上 15.29 q
ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

4 6 2 小池　璃音(4) 大国陸上 16.86
ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ 山梨

5 2 62 功刀　杏浬(4) 北西陸上 16.94
ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨

6 7 78 高木　夏菜子(3) 北西陸上 19.24
ｲｼﾀ ｺｺﾛ 山梨

7 5 74 井下　心愛(3) 北西陸上 19.41

決　勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

1 5 14 小池　琉南(6) 大国陸上 14.30
ｺﾞﾐ ﾌｳﾅ 山梨

2 4 71 五味　楓奈(6) 北西陸上 14.89
ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨

3 6 851 深澤　あやの(6) 小瀬ＡＣ 14.92
ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ 山梨

4 7 24 岸本　結愛(6) 大国陸上 15.22
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨

5 8 4 三井　葉乃音(4) 大国陸上 15.80
ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

6 1 21 羽田　結稀(6) 大国陸上 16.27
ｾｷ ｸﾚﾊ 山梨

7 3 22 関　紅葉(5) 大国陸上 16.34
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 山梨

2 84 望月　結衣(5) 北西陸上 DNS



凡例  DNS:欠場

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)   2:25.26   橘山　莉乃(大国陸上クラブ)            2017 6月24日 14:10 決　勝

決　勝　

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

1 1 8 橘山　莉乃(6) 大国陸上 2:31.65
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾈ 山梨

2 9 19 赤澤　美音(6) 大国陸上 2:52.16
ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨

3 7 12 橘山　煌良(4) 大国陸上 3:00.96
ｺﾞﾐ ﾌｳﾅ 山梨

4 6 71 五味　楓奈(6) 北西陸上 3:01.87
ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

5 10 2 小池　璃音(4) 大国陸上 3:06.01
ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ 山梨

6 3 1 赤澤　結衣(4) 大国陸上 3:09.63
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

7 8 81 秋山　悠佳(5) 北西陸上 3:13.55
ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨

8 4 13 石原　琴梨(4) 大国陸上 3:23.58
ｲｼﾀ ｺｺﾛ 山梨

9 5 74 井下　心愛(3) 北西陸上 3:49.79
ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

2 14 小池　琉南(6) 大国陸上 DNS

ラップ表 400m

ナンバー 8

記録 1:11
決　勝

 



小学生女子４X１００ｍＲ
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 6月24日 15:00 決　勝

決　勝　

1着 4ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ
58.58 1:04.41

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 14 小池　琉南(6) 山梨 大国陸上 1 90 上野　妃来(4) 山梨 北西陸上
2 8 橘山　莉乃(6) 山梨 大国陸上 2 71 五味　楓奈(6) 山梨 北西陸上
3 21 羽田　結稀(6) 山梨 大国陸上 3 62 功刀　杏浬(4) 山梨 北西陸上
4 24 岸本　結愛(6) 山梨 大国陸上 4 81 秋山　悠佳(5) 山梨 北西陸上

3着 6ﾚｰﾝ 4着 5ﾚｰﾝ
1:05.71 1:18.47

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属地 所属
1 12 橘山　煌良(4) 山梨 大国陸上 1 70 三澤　怜奈(3) 山梨 北西陸上
2 4 三井　葉乃音(4) 山梨 大国陸上 2 74 井下　心愛(3) 山梨 北西陸上
3 6 岸本　沙絢(4) 山梨 大国陸上 3 78 高木　夏菜子(3) 山梨 北西陸上
4 2 小池　璃音(4) 山梨 大国陸上 4 75 向山　心実(3) 山梨 北西陸上

大国陸上A

ｺｲｹ ﾙﾅ
ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ
ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ
ｷｼﾓﾄ ﾕﾒ

北西陸上A

ｳｴﾉ ｷﾗ
ｺﾞﾐ ﾌｳﾅ
ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ

大国陸上B

ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ
ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ
ｺｲｹ ﾘｵ

北西陸上B

ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ
ｲｼﾀ ｺｺﾛ
ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ
ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ



凡例  NM:記録なし

小学生女子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
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 6月24日 10:30 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

ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 2m98 3m29 3m17 3m29 6 3m27 3m08 3m08 3m29
1 4 4 三井　葉乃音(4) 大国陸上 -0.9 +1.6 -0.3 +1.6 +1.0 +1.3 +1.2 +1.6

ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨 × × 2m73 2m73 5 2m36 2m71 2m64 2m73
2 2 70 三澤　怜奈(3) 北西陸上 +0.3 +0.3 +0.4 +0.7 +0.2 +0.3

ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨 2m55 2m59 2m66 2m66 4 2m44 2m59 2m67 2m67
3 6 90 上野　妃来(4) 北西陸上 -0.5 +2.5 +2.2 +2.2 -0.1 +0.2 +0.6 +0.6

ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ 山梨 × × 2m46 2m46 3 2m14 2m55 2m58 2m58
4 3 75 向山　心実(3) 北西陸上 0.0 0.0 0.0 +1.4 0.0 0.0

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 山梨 2m36 2m45 2m40 2m45 2 2m45 2m30 2m55 2m55
5 1 84 望月　結衣(5) 北西陸上 -0.7 0.0 +0.4 0.0 0.0 +0.7 +0.9 +0.9

ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨 × × × 1 × × ×
5 78 高木　夏菜子(3) 北西陸上 NM
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コンディション情報

大会総務 保坂　一仁 トラック審判長 半田　昌一
跳躍審判長 小俣　宏記 投てき審判長 前田　裕考
競歩審判長 小宮　和之 招集所審判長 雨宮　　建

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2017/06/24 09:30 晴 27.0 53.0 北東 1.1

10:00 晴 27.0 50.0 南東 1.0
11:00 晴 29.0 43.0 南 0.9
12:00 晴 30.0 41.0 南 3.1
13:00 晴 30.5 42.0 東南東 1.7
14:00 晴 31.5 38.0 南 2.9
15:00 曇 30.5 42.0 西南西 2.6
15:48 曇 30.0 41.0 南 2.9

測定場所
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