
凡例  DNS:欠場

風スプリント２０１７　～疾きこと風の如く～

山梨中銀スタジアム 2017年7月1日(土)

男子100m　総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 記録 風 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 3-2265 作華　陸(3) ｻｯｶ ﾘｸ 日本体育大 10.71 +1.1 ２本目 14 5 1

2 1714 内田　智大(4) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京学芸大 10.77 +0.7 ２本目 16 8 1

3 709 田中　拓海(3) ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 駿台甲府高 10.88 -0.1 １本目 16 6 1

4 3-2257 小田　遼太(3) ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 日本体育大 10.94 +0.7 ２本目 16 5 2

5 3-2271 村岡　尚弥(3) ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 日本体育大 10.94 +1.1 ２本目 13 2 1

6 506 笹本　悠太(2) ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨学院大 11.00 -0.1 １本目 16 1 3

7 3-2256 大矢　航輔(3) ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 日本体育大 11.01 +0.7 ２本目 16 1 3

8 3-5564 大久保　雄平(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 日本体育大 11.03 +0.7 ２本目 16 3 4

男子200m　総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 記録 風 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 3-2237 山下　翔太郎(3) ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 日本体育大 21.64 +2.1 ２本目 9 5 1

2 709 田中　拓海(3) ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 駿台甲府高 22.02 +2.1 ２本目 9 4 2

3 243 野口　怜恩(2) ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 身延高 22.40 +0.2 １本目 10 1 1

4 A783 舘上　光輝 ﾀﾃｶﾞﾐ ﾐﾂﾃﾙ 航空電子 22.58 +0.8 ２本目 8 5 1

5 502 依田　侑大(1) ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨学院大 22.60 +0.6 １本目 9 6 1

6 505 渡辺　翔太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨学院大 22.73 +2.1 ２本目 9 3 3

7 4028 舩木　勇助(3) ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 都留文科大 22.93 +0.2 １本目 10 4 2

8 511 中村　和貴(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨学院大 22.97 +0.2 １本目 10 6 3

男子110mH(1.067m)総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 記録 風 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 3-2256 大矢　航輔(3) ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 日本体育大 14.62 +0.1 ２本目 3 3 1

2 3186 松田　康平 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ Takers 15.28 +0.1 ２本目 3 7 2

3 3383 澤登　大河 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 桃の郷ＡＣ 15.28 +0.1 ２本目 3 5 3

4 508 小幡　慎司(4) ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨学院大 15.43 +0.1 ２本目 3 6 4

5 1740 山下　黎(3) ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 東京学芸大 15.58 +0.1 ２本目 3 4 5

6 249 伊東　海星(2) ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 身延高 16.58 -1.1 ２本目 2 6 1

7 184 水越　将司(2) ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 巨摩高 16.90 -1.1 ２本目 2 5 2

8 199 中込　諒一(1) ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 巨摩高 17.12 +0.2 １本目 2 5 2

女子100m　総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 記録 風 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 7191 田中　陽夏莉(1) ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 山梨学院大 12.22 +0.6 １本目 11 4 1

2 7193 芝田　望笑(1) ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 山梨学院大 12.26 +0.9 ２本目 11 1 1

3 146 中田　舞花(3) ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 身延高 12.28 +0.6 １本目 11 3 2

4 871 珊瑚　菜帆(3) ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 南部中 12.61 +0.4 ２本目 10 2 1

5 500 広瀬　七彩(3) ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 塩山中 12.64 +0.4 ２本目 10 5 2

6 493 古屋　日奈子(3) ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 塩山中 12.68 +1.2 １本目 9 5 1

7 7182 並木　静香(1) ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 山梨学院大 12.79 -1.1 １本目 10 5 3

8 519 若杉　彩乃(2) ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 駿台甲府高 12.85 +1.6 ２本目 9 2 2
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女子200m　総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 記録 風 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 7193 芝田　望笑(1) ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 山梨学院大 24.99 +0.9 ２本目 5 5 1

2 7198 川合　早紀(2) ｶﾜｲ ｻｷ 山梨学院大 25.60 +0.9 ２本目 5 7 2

3 7182 並木　静香(1) ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 山梨学院大 25.75 +0.9 ２本目 5 3 3

4 8229 池山　知佳(2) ｲｹﾔﾏ ﾁｶ 都留文科大 26.03 +0.8 １本目 5 8 4

5 7189 戸谷　湧海(1) ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 山梨学院大 26.11 +0.8 １本目 5 5 5

6 7180 長田　侑香(1) ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨学院大 26.65 +1.0 １本目 4 8 1

7 493 古屋　日奈子(3) ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 塩山中 26.91 +0.8 １本目 5 6 6

8 367 福田　倭子(3) ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 白根巨摩中 27.02 +1.0 １本目 4 1 2

女子100mH(0.840m)総合

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ 所属 記録 風 ｺﾒﾝﾄ 組 ﾚｰﾝ 着順

1 7191 田中　陽夏莉(1) ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 山梨学院大 13.84 +1.8 ２本目 2 4 1

2 7200 中島　未貴(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 山梨学院大 14.22 +1.8 ２本目 2 2 2

3 96 三吉　南緒(2) ﾐﾖｼ ﾅｵ 巨摩高 14.35 +1.0 １本目 2 4 2

4 3392 村上　史奈 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 桃の郷ＡＣ 14.39 +0.5 ２本目 1 4 1

5 7203 太田　麻香(2) ｵｵﾀ ｱｻｶ 山梨学院大 14.41 +1.8 ２本目 2 6 3

6 7197 小林　里帆(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨学院大 14.50 +1.8 ２本目 2 3 4

7 273 宮澤　希(3) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高 14.81 +0.3 １本目 1 4 2

8 141 鞍打　見春(1) ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 身延高 17.86 +0.5 ２本目 1 3 2
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小学男子ｼﾞｬﾍﾞリックボール
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

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

1 2 22 羽田　大輝(4) 大国陸上クラブ 23m62 × 23m30 23m62 22m28 21m24 25m85 25m85

ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨

2 1 5 石渡　千也(5) 大国陸上クラブ × 21m37 × 21m37 21m54 21m14 22m18 22m18

小学女子ｼﾞｬﾍﾞリックﾎﾞｰﾙ
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

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｼﾀ ｱﾔｶ 山梨

1 2 653 坂下　絢香(4) TYPE-R 30m38 29m42 30m49 30m49 29m17 22m88 24m36 30m49

ｾｷ ｸﾚﾊ 山梨

2 1 22 関　紅葉(5) 大国陸上クラブ × 28m46 23m31 28m46 26m28 25m57 × 28m46

ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

3 3 21 羽田　結稀(6) 大国陸上クラブ 27m67 25m70 22m16 27m67 26m27 24m00 27m37 27m67



凡例  DNS:欠場

男子100m　１本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 7月1日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

1組 (風:+0.5) 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 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 ﾕｳｻｸ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

1 5 315 山口　祐冊(2) 山梨高 12.09 1 6 305 丸山　翔大(1) 山梨高 11.98
ﾆｯﾄﾉ ﾂｶｻ 山梨 ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾔ 山梨

2 4 502 入戸野　司(1) 甲府城西高 12.13 2 5 369 小田切　優也(3) 白根巨摩中 13.09
ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨

3 2 506 岩崎　裕謙(1) 甲府城西高 12.37 3 7 367 中嶋　洸介(2) 白根巨摩中 13.44
ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 山梨 ｱｲｶﾜ ﾕｳﾄ 山梨

4 6 370 川野　爽太(3) 白根巨摩中 13.28 4 2 4556 相川　雄杜(3) 山梨大 13.70
ｶﾓ ｹｲﾀ 山梨 ﾊｾﾍﾞ ｼｮｳ 山梨

5 3 365 加茂　佳大(1) 白根巨摩中 13.71 5 1 373 長谷部　聖(1) 白根巨摩中 14.27
ﾀｶｲｼ ﾕｳｷ 山梨 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨

6 8 378 髙石　優輝(3) 白根巨摩中 14.35 3 374 金澤　遼介(3) 白根巨摩中 DNS
ｶﾜﾃ ｹｲﾀ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨

7 1 368 川手　佳汰(1) 白根巨摩中 14.36 4 301 古屋　勇侍(1) 山梨高 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

7 302 中村　光希(2) 山梨高 DNS 8 3951 市川　俊弥 syms DNS

3組 (風:+1.0) 4組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

1 5 304 佐藤　隼斗(1) 山梨高 12.20 1 7 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 11.23
ｲｲﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

2 3 503 飯沼　凌佑(1) 甲府城西高 12.68 2 4 5525 森　貫太郎(1) 山梨学院大 11.45
ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山梨 ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨

3 4 364 功刀　健心郎(2) 白根巨摩中 13.41 3 3 303 長沼　柊人(1) 山梨高 11.91
ｲﾄｳ  ﾀｹﾙ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ 山梨

4 6 379 伊東　尊(3) 白根巨摩中 13.42 4 1 362 藤原　世也(3) 白根巨摩中 12.08
ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 山梨 ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

5 2 363 河野　大海(1) 白根巨摩中 16.24 5 8 363 西尾　淳平(2) 白根巨摩中 13.99
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸﾄ 山梨

6 8 372 仲澤　海斗(1) 白根巨摩中 16.62 6 2 483 渡邊　陸大斗(1) 塩山中 14.25
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨 ｲﾜﾀ ｺｳｾｲ 山梨

1 501 佐藤　翔太(1) 甲府城西高 DNS 7 6 379 岩田　光誠(1) 白根巨摩中 16.26
ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨 ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨

7 635 大嶺　ゆうじ(2) 富士北稜高 DNS 5 642 境　宏真(2) 富士北稜高 DNS

5組 (風:-0.4) 6組 (風:+0.4)

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
ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

1 5 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 12.06 1 3 201 酒井　凌佑(1) 巨摩高 12.34
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｷ 山梨

2 3 246 川窪　貴斗(2) 身延高 12.72 2 1 878 深澤　広喜(1) 巨摩高 12.71
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 山梨 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳ 山梨

3 6 495 中村　和彦(3) 塩山中 13.00 3 6 490 森永　翔(3) 塩山中 12.75
ﾋﾛｾ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｵｵｷ ﾔｽﾋﾛ 山梨

4 4 492 広瀬　俊輔(3) 塩山中 13.26 4 8 3906 大木　康裕 TYPE-R 12.84
ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｷ 山梨 ｺﾏｲ ﾕｳｷ 山梨

5 7 375 田口　厚希(3) 白根巨摩中 13.44 5 7 371 駒井　優貴(3) 白根巨摩中 12.85
ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 山梨

6 1 484 古屋　聡太(1) 塩山中 13.66 6 2 368 遠藤　佑輝(3) 白根巨摩中 13.20
ｻｴｸﾞｻ ｻﾄﾙ 山梨 ｶｶﾞﾐ ｼｵﾝ 山梨

7 2 3901 三枝　悟 TYPE-R 13.84 4 767 加賀美　嗣雲(2) 東海大甲府高 DNS
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨

8 496 秋山　千真(3) 塩山中 DNS 5 3902 武藤　正一 TYPE-R DNS



凡例  DNS:欠場

男子100m　１本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 7月1日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

7組 (風:0.0) 8組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

1 4 3-2274 渡辺　竜麻(3) 日本体育大 11.37 1 8 199 中込　諒一(1) 巨摩高 11.93
ﾔﾊﾀ ｶｽﾞﾔ 岩手 ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨

2 3 633 八幡　和也 久慈市陸協 12.17 2 6 200 笠井　太陽(1) 巨摩高 12.15
ﾊﾀﾉ ｶﾝﾀ 山梨 ﾔﾏｻﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨

3 8 877 幡野　貫太(1) 巨摩高 12.35 3 4 780 山下　竜世(2) 東海大甲府高 12.18
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾚｵﾝ 山梨 ﾏｻｶﾄﾞ ﾋﾛｷ 山梨

4 6 695 沢登　怜音(2) 駿台甲府高 12.42 4 5 3923 政門　弘樹 TYPE-R 12.29
ﾅｶｺﾞ ﾀｸﾏ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨

5 1 380 中込　卓磨(3) 白根巨摩中 12.43 5 1 777 中澤　幹(3) 東海大甲府高 12.34
ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

6 2 193 加藤　翔(1) 巨摩高 12.58 6 3 196 栁澤　晋太郎(1) 巨摩高 12.53
ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨

7 5 192 半田　誠志郎(1) 巨摩高 12.63 7 7 775 近藤　寿之(3) 東海大甲府高 12.56
ｷｸｼﾏ ﾋﾛﾄ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

8 7 485 菊島　大翔(3) 塩山中 12.68 8 2 2941 久保田　尊士 身延AC 13.33

9組 (風:-1.0) 10組 (風:+0.6)

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

1 1 253 望月　悠夢(1) 身延高 12.02 1 3 228 進藤　大輝(2) 巨摩高 11.49
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨

2 2 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 12.02 2 5 3909 望月　亮輔 TYPE-R 11.55
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ｶｲｾ ｹｲﾀ 新潟

3 3 187 吉田　将太朗(2) 巨摩高 12.15 3 4 2013 貝瀬　啓太 南魚沼市役所 11.56
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨

4 6 703 石田　光希(1) 駿台甲府高 12.19 4 6 186 山本　龍(2) 巨摩高 11.78
ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ 山梨

5 7 513 丹沢　進太郎(2) 山梨学院大 12.33 5 2 366 遠藤　快(3) 白根巨摩中 11.83
ﾔｶﾞｻｷ ﾃﾂｵ 山梨 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

6 8 3903 矢ヶ崎　哲夫 TYPE-R 12.44 1 768 木村　亮太(2) 東海大甲府高 DNS
ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

4 512 平野　颯人(2) 山梨学院大 DNS 7 2945 高橋　亨光 身延AC DNS
ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 山梨

5 197 秋山　拓朗(1) 巨摩高 DNS 8 181 野田　紘夢(2) 巨摩高 DNS

11組 (風:+1.4) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

1 1 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 11.10 1 6 245 佐野　悠人(2) 身延高 11.37
ﾀﾃｶﾞﾐ ﾐﾂﾃﾙ 東京 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨

2 6 A783 舘上　光輝 航空電子 11.22 2 2 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 11.39
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨

3 7 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 11.34 3 3 212 樋口　壮人(3) 巨摩高 11.42
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

4 4 5524 杉田　稜(1) 山梨学院大 11.43 4 5 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 11.72
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山梨

5 3 4024 田中　賢司 リコージャパン 11.80 5 7 510 青沼　李軌(3) 山梨学院大 13.67
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

6 8 252 望月　真(1) 身延高 12.03 1 698 村松　由翔(2) 駿台甲府高 DNS
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

2 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府高 DNS 4 693 加藤　大虎(2) 駿台甲府高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

5 3956 望月　勇人 syms DNS 8 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子100m　１本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998
山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 7月1日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

13組 (風:-1.1) 14組 (風:-2.4)

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
ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森 ｻｯｶ ﾘｸ 山口

1 3 3-2271 村岡　尚弥(3) 日本体育大 11.11 1 1 3-2265 作華　陸(3) 日本体育大 11.00
ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 山梨 ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 6 4028 舩木　勇助(3) 都留文科大 11.36 2 7 213 笛　遼太(3) 巨摩高 11.27
ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

3 5 1881 長田　士(中3) TYPE-R 11.46 3 2 5910 窪田　雄人(1) 都留文科大 11.41
ｲﾘｴ ﾅｵｷ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

4 4 4551 入江　直樹(4) 山梨大 11.46 4 8 700 五味　勇太(2) 駿台甲府高 11.43
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 ﾐﾔﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 埼玉

5 7 263 赤井　滉太郎(3) 身延高 11.46 5 5 1669 宮野　将一朗 尚美大AC 11.52
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

6 8 3-5158 清水　健太郎(1) 東京経済大 11.92 6 3 511 中村　和貴(2) 山梨学院大 11.61
ﾋﾃﾞ ｴｲﾄ 神奈川 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

1 5523 秀　英門(1) 山梨学院大 DNS 7 4 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府高 11.66
ｾﾄｸﾞﾁ ﾅｵﾏｻ 東京 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

2 B424 瀬戸口　直雅 Palette DNS 6 697 松野　滉大(2) 駿台甲府高 DNS

15組 (風:-1.9) 16組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

1 7 6315 菊地　拓磨(1) 山梨学院大 11.32 1 6 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 10.88
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

2 6 254 珊瑚　龍之介(1) 身延高 11.45 2 5 1714 内田　智大(4) 東京学芸大 10.93
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

3 2 243 野口　怜恩(2) 身延高 11.46 3 1 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 11.00
ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

4 1 219 小山　周馬(3) 巨摩高 11.53 4 8 3-2257 小田　遼太(3) 日本体育大 11.04
ﾔﾏﾉ ﾏｻｱｷ 愛知 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

5 8 249 山野　将明(4) 北海道大 11.56 5 2 3-5564 大久保　雄平(1) 日本体育大 11.17
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ﾐﾉﾜ ｻﾄｼ 東京

6 4 255 村松　星哉(1) 身延高 11.76 6 3 3555 箕輪　哲志 東京都庁 11.48
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

3 509 堀内　隼也(3) 山梨学院大 DNS 4 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府高 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨 ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟

5 504 近藤　大聖(3) 山梨学院大 DNS 7 3-2256 大矢　航輔(3) 日本体育大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

1 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 10.88 -0.1
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

2 1714 内田　智大(4) 東京学芸大 10.93 -0.1
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

3 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 11.00 -0.1
ｻｯｶ ﾘｸ 山口

3 3-2265 作華　陸(3) 日本体育大 11.00 -2.4
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

5 3-2257 小田　遼太(3) 日本体育大 11.04 -0.1
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

6 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 11.10 +1.4
ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

7 3-2271 村岡　尚弥(3) 日本体育大 11.11 -1.1
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

8 3-5564 大久保　雄平(1) 日本体育大 11.17 -0.1



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m　２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

1組 (風:+1.1) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

1 5 304 佐藤　隼斗(1) 山梨高 12.07 1 8 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 11.18
ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山梨 ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

2 4 364 功刀　健心郎(2) 白根巨摩中 13.48 2 5 5525 森　貫太郎(1) 山梨学院大 11.40
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨 ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨

3 7 367 中嶋　洸介(2) 白根巨摩中 13.52 3 1 303 長沼　柊人(1) 山梨高 11.90
ｱｲｶﾜ ﾕｳﾄ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

4 6 4556 相川　雄杜(3) 山梨大 14.03 4 3 305 丸山　翔大(1) 山梨高 11.98
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ 山梨 ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

5 2 372 仲澤　海斗(1) 白根巨摩中 17.01 5 6 363 西尾　淳平(2) 白根巨摩中 14.21
ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 山梨 ｲﾜﾀ ｺｳｾｲ 山梨

1 370 川野　爽太(3) 白根巨摩中 DNS 6 2 379 岩田　光誠(1) 白根巨摩中 16.54
ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 642 境　宏真(2) 富士北稜高 DNS 4 374 金澤　遼介(3) 白根巨摩中 DNS
ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨 ｲﾄｳ  ﾀｹﾙ 山梨

8 635 大嶺　ゆうじ(2) 富士北稜高 DNS 7 379 伊東　尊(3) 白根巨摩中 DNS

3組 (風:+0.2) 4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
ｶﾓ ｹｲﾀ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ 山梨

1 8 365 加茂　佳大(1) 白根巨摩中 13.79 1 5 362 藤原　世也(3) 白根巨摩中 12.18
ﾀｶｲｼ ﾕｳｷ 山梨 ﾊｾﾍﾞ ｼｮｳ 山梨

2 4 378 髙石　優輝(3) 白根巨摩中 14.26 2 2 373 長谷部　聖(1) 白根巨摩中 14.18
ｶﾜﾃ ｹｲﾀ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸﾄ 山梨

3 2 368 川手　佳汰(1) 白根巨摩中 14.51 3 4 483 渡邊　陸大斗(1) 塩山中 14.51
ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨 ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 山梨

1 506 岩崎　裕謙(1) 甲府城西高 DNS 4 7 363 河野　大海(1) 白根巨摩中 16.51
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾔ 山梨

3 315 山口　祐冊(2) 山梨高 DNS 1 369 小田切　優也(3) 白根巨摩中 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 山梨 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨

5 302 中村　光希(2) 山梨高 DNS 3 501 佐藤　翔太(1) 甲府城西高 DNS
ｲｲﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

6 503 飯沼　凌佑(1) 甲府城西高 DNS 6 3951 市川　俊弥 syms DNS
ﾆｯﾄﾉ ﾂｶｻ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨

7 502 入戸野　司(1) 甲府城西高 DNS 8 301 古屋　勇侍(1) 山梨高 DNS

5組 (風:+0.9) 6組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

1 2 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 12.13 1 1 201 酒井　凌佑(1) 巨摩高 12.12
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳ 山梨

2 3 246 川窪　貴斗(2) 身延高 12.64 2 5 490 森永　翔(3) 塩山中 12.60
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 山梨 ｵｵｷ ﾔｽﾋﾛ 山梨

3 7 495 中村　和彦(3) 塩山中 12.87 3 6 3906 大木　康裕 TYPE-R 12.84
ﾋﾛｾ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｷ 山梨

4 1 492 広瀬　俊輔(3) 塩山中 13.16 4 878 深澤　広喜(1) 巨摩高 DQ,FS

ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｷ 山梨 ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨

5 6 375 田口　厚希(3) 白根巨摩中 13.45 2 3902 武藤　正一 TYPE-R DNS
ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ 山梨 ｺﾏｲ ﾕｳｷ 山梨

6 4 484 古屋　聡太(1) 塩山中 13.65 3 371 駒井　優貴(3) 白根巨摩中 DNS
ｻｴｸﾞｻ ｻﾄﾙ 山梨 ｶｶﾞﾐ ｼｵﾝ 山梨

7 8 3901 三枝　悟 TYPE-R 14.02 7 767 加賀美　嗣雲(2) 東海大甲府高 DNS
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 山梨

5 496 秋山　千真(3) 塩山中 DNS 8 368 遠藤　佑輝(3) 白根巨摩中 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m　２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

7組 (風:+1.7) 8組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨 ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨

1 3 3-2274 渡辺　竜麻(3) 日本体育大 11.27 1 1 200 笠井　太陽(1) 巨摩高 11.93
ﾔﾊﾀ ｶｽﾞﾔ 岩手 ﾏｻｶﾄﾞ ﾋﾛｷ 山梨

2 1 633 八幡　和也 久慈市陸協 12.18 2 4 3923 政門　弘樹 TYPE-R 12.18
ﾊﾀﾉ ｶﾝﾀ 山梨 ﾔﾏｻﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨

3 2 877 幡野　貫太(1) 巨摩高 12.32 2 780 山下　竜世(2) 東海大甲府高 DNS
ﾅｶｺﾞ ﾀｸﾏ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨

4 6 380 中込　卓磨(3) 白根巨摩中 12.33 3 777 中澤　幹(3) 東海大甲府高 DNS
ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

5 4 193 加藤　翔(1) 巨摩高 12.39 5 2941 久保田　尊士 身延AC DNS
ｷｸｼﾏ ﾋﾛﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

6 5 485 菊島　大翔(3) 塩山中 12.53 6 199 中込　諒一(1) 巨摩高 DNS
ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

7 7 192 半田　誠志郎(1) 巨摩高 12.55 7 196 栁澤　晋太郎(1) 巨摩高 DNS
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾚｵﾝ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨

8 695 沢登　怜音(2) 駿台甲府高 DNS 8 775 近藤　寿之(3) 東海大甲府高 DNS

9組 (風:+1.4) 10組 (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
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨

1 4 253 望月　悠夢(1) 身延高 11.86 1 8 228 進藤　大輝(2) 巨摩高 11.45
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ｶｲｾ ｹｲﾀ 新潟

2 7 187 吉田　将太朗(2) 巨摩高 12.05 2 3 2013 貝瀬　啓太 南魚沼市役所 11.55
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨

3 8 703 石田　光希(1) 駿台甲府高 12.15 3 2 186 山本　龍(2) 巨摩高 11.74
ﾔｶﾞｻｷ ﾃﾂｵ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ 山梨

4 5 3903 矢ヶ崎　哲夫 TYPE-R 12.33 4 6 366 遠藤　快(3) 白根巨摩中 11.90
ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

1 512 平野　颯人(2) 山梨学院大 DNS 1 2945 高橋　亨光 身延AC DNS
ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 197 秋山　拓朗(1) 巨摩高 DNS 4 768 木村　亮太(2) 東海大甲府高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 山梨

3 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 DNS 5 181 野田　紘夢(2) 巨摩高 DNS
ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨

6 513 丹沢　進太郎(2) 山梨学院大 DNS 7 3909 望月　亮輔 TYPE-R DNS

11組 (風:+0.5) 12組 (風:+0.9)

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

1 4 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 11.10 1 3 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府高 11.23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨

2 1 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 11.32 2 5 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 11.38
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

3 8 5524 杉田　稜(1) 山梨学院大 11.41 3 6 245 佐野　悠人(2) 身延高 11.40
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

4 6 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府高 11.46 4 4 698 村松　由翔(2) 駿台甲府高 11.54
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

5 2 4024 田中　賢司 リコージャパン 11.87 5 8 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 11.70
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ｱｵﾇﾏ ﾘｷ 山梨

6 7 252 望月　真(1) 身延高 12.09 1 510 青沼　李軌(3) 山梨学院大 DNS
ﾀﾃｶﾞﾐ ﾐﾂﾃﾙ 東京 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨

3 A783 舘上　光輝 航空電子 DNS 2 212 樋口　壮人(3) 巨摩高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

5 3956 望月　勇人 syms DNS 7 693 加藤　大虎(2) 駿台甲府高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子100m　２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

13組 (風:+1.1) 14組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森 ｻｯｶ ﾘｸ 山口

1 2 3-2271 村岡　尚弥(3) 日本体育大 10.94 1 5 3-2265 作華　陸(3) 日本体育大 10.71
ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨 ﾌｴ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 7 1881 長田　士(中3) TYPE-R 11.38 2 2 213 笛　遼太(3) 巨摩高 11.10
ｲﾘｴ ﾅｵｷ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

3 1 4551 入江　直樹(4) 山梨大 11.41 3 3 700 五味　勇太(2) 駿台甲府高 11.23
ｱｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

4 8 263 赤井　滉太郎(3) 身延高 11.42 4 6 5910 窪田　雄人(1) 都留文科大 11.25
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾐﾔﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 埼玉

5 5 3-5158 清水　健太郎(1) 東京経済大 11.76 5 4 1669 宮野　将一朗 尚美大AC 11.31
ﾋﾃﾞ ｴｲﾄ 神奈川 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

3 5523 秀　英門(1) 山梨学院大 DNS 1 697 松野　滉大(2) 駿台甲府高 DNS
ｾﾄｸﾞﾁ ﾅｵﾏｻ 東京 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

4 B424 瀬戸口　直雅 Palette DNS 7 511 中村　和貴(2) 山梨学院大 DNS
ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 山梨 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

6 4028 舩木　勇助(3) 都留文科大 DNS 8 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府高 DNS

15組 (風:+1.4) 16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
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

1 7 6315 菊地　拓磨(1) 山梨学院大 11.04 1 8 1714 内田　智大(4) 東京学芸大 10.77
ｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ 山梨 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 6 219 小山　周馬(3) 巨摩高 11.19 2 5 3-2257 小田　遼太(3) 日本体育大 10.94
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨 ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟

3 8 243 野口　怜恩(2) 身延高 11.26 3 1 3-2256 大矢　航輔(3) 日本体育大 11.01
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

4 1 254 珊瑚　龍之介(1) 身延高 11.30 4 3 3-5564 大久保　雄平(1) 日本体育大 11.03
ﾔﾏﾉ ﾏｻｱｷ 愛知 ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

5 5 249 山野　将明(4) 北海道大 11.31 5 6 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 11.08
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ﾐﾉﾜ ｻﾄｼ 東京

6 3 255 村松　星哉(1) 身延高 11.39 2 3555 箕輪　哲志 東京都庁 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

2 504 近藤　大聖(3) 山梨学院大 DNS 4 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府高 DNS
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

4 509 堀内　隼也(3) 山梨学院大 DNS 7 709 田中　拓海(3) 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

ｻｯｶ ﾘｸ 山口

1 3-2265 作華　陸(3) 日本体育大 10.71 +1.1
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

2 1714 内田　智大(4) 東京学芸大 10.77 +0.7
ﾑﾗｵｶ ﾅｵﾔ 青森

3 3-2271 村岡　尚弥(3) 日本体育大 10.94 +1.1
ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

4 3-2257 小田　遼太(3) 日本体育大 10.94 +0.7
ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟

5 3-2256 大矢　航輔(3) 日本体育大 11.01 +0.7
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨

6 3-5564 大久保　雄平(1) 日本体育大 11.03 +0.7
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨

7 6315 菊地　拓磨(1) 山梨学院大 11.04 +1.4
ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾀ 山梨

8 506 笹本　悠太(2) 山梨学院大 11.08 +0.7



凡例  DNS:欠場

男子200m　１本目　
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003
山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 7月1日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 (風:+0.1) 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
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨

1 7 187 吉田　将太朗(2) 巨摩高 24.32 1 2 303 長沼　柊人(1) 山梨高 24.21
ﾌｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ 山梨 ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨

2 2 362 藤原　世也(3) 白根巨摩中 25.02 2 3 506 岩崎　裕謙(1) 甲府城西高 25.62
ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ 山梨

3 6 370 川野　爽太(3) 白根巨摩中 26.84 3 5 358 鈴木　亮篤(1) 都留高 25.76
ﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山梨

4 3 351 原　遙輝(2) 都留高 28.41 4 6 364 功刀　健心郎(2) 白根巨摩中 27.08
ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾔ 山梨

5 8 363 西尾　淳平(2) 白根巨摩中 28.75 5 4 369 小田切　優也(3) 白根巨摩中 27.69
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨

4 374 金澤　遼介(3) 白根巨摩中 DNS 7 775 近藤　寿之(3) 東海大甲府高 DNS
ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨

5 359 関本　諒(1) 都留高 DNS 8 501 佐藤　翔太(1) 甲府城西高 DNS

3組 (風:-0.5) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨 ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ 山梨

1 7 5525 森　貫太郎(1) 山梨学院大 23.14 1 2 353 川村　清耶(1) 都留高 24.71
ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 山梨

2 2 349 飯田　雅大(2) 都留高 24.46 2 5 778 今澤　有作(2) 東海大甲府高 24.88
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山梨

3 6 305 丸山　翔大(1) 山梨高 24.62 3 8 360 藤本　功輝(1) 都留高 25.06
ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨

4 8 357 藤木　柊成(1) 都留高 25.37 4 4 315 山口　祐冊(2) 山梨高 25.46
ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨 ｺﾏｲ ﾕｳｷ 山梨

5 5 350 土屋　俊貴(1) 都留高 25.42 5 6 371 駒井　優貴(3) 白根巨摩中 26.56
ｲﾄｳ  ﾀｹﾙ 山梨 ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨

6 4 379 伊東　尊(3) 白根巨摩中 27.75 3 771 馬目　滉(1) 東海大甲府高 DNS
ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

3 301 古屋　勇侍(1) 山梨高 DNS 7 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 DNS

5組 (風:-0.2) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ 山梨

1 5 352 藤木　大嗣(1) 都留高 25.02 1 4 366 遠藤　快(3) 白根巨摩中 24.18
ﾔﾊﾀ ｶｽﾞﾔ 岩手 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨

2 6 633 八幡　和也 久慈市陸協 25.54 2 5 253 望月　悠夢(1) 身延高 24.37
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

3 7 355 竹田　浩輝(1) 都留高 25.56 3 7 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 24.60
ﾅｶｺﾞ ﾀｸﾏ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 山梨

4 4 380 中込　卓磨(3) 白根巨摩中 25.56 4 2 222 井上　幹(2) 巨摩高 24.86
ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ 山梨 ｻｲｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨

5 2 356 辻　空翔(1) 都留高 26.60 5 8 227 三枝　史弥(2) 巨摩高 25.00
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

6 8 367 中嶋　洸介(2) 白根巨摩中 28.31 6 6 201 酒井　凌佑(1) 巨摩高 25.01
ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨

3 3902 武藤　正一 TYPE-R DNS 7 3 3395 中村　和博(2) 桃の郷ＡＣ 27.18



凡例  DNS:欠場

男子200m　１本目　
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            20.03     末續　慎吾(ミズノ)                    2003
山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007 7月1日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 (風:-0.8) 8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
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨 ﾀﾃｶﾞﾐ ﾐﾂﾃﾙ 東京

1 6 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 23.61 1 2 A783 舘上　光輝 航空電子 23.14
ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨 ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

2 3 228 進藤　大輝(2) 巨摩高 23.72 2 4 245 佐野　悠人(2) 身延高 23.17
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨 ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨

3 7 186 山本　龍(2) 巨摩高 23.95 3 8 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府高 23.29
ﾄﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

4 5 6424 戸塚　優斗(1) 山梨大 23.98 4 5 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 23.83
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

5 8 252 望月　真(1) 身延高 24.34 1 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府高 DNS
ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 山梨

6 4 513 丹沢　進太郎(2) 山梨学院大 24.38 3 512 平野　颯人(2) 山梨学院大 DNS
ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨 ｶｲｾ ｹｲﾀ 新潟

2 711 樋川　充(3) 駿台甲府高 DNS 6 2013 貝瀬　啓太 南魚沼市役所 DNS
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

7 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府高 DNS

9組 (風:+0.6) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

1 6 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 22.60 1 1 243 野口　怜恩(2) 身延高 22.40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 山梨

2 2 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 22.74 2 4 4028 舩木　勇助(3) 都留文科大 22.93
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

3 5 5910 窪田　雄人(1) 都留文科大 23.04 3 6 511 中村　和貴(2) 山梨学院大 22.97
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨

4 7 698 村松　由翔(2) 駿台甲府高 23.37 4 3 255 村松　星哉(1) 身延高 23.34
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

5 3 254 珊瑚　龍之介(1) 身延高 23.38 2 710 土屋　拓斗(3) 駿台甲府高 DNS
ﾔﾏﾉ ﾏｻｱｷ 愛知 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡

6 1 249 山野　将明(4) 北海道大 23.80 5 3-2237 山下　翔太郎(3) 日本体育大 DNS
ﾋﾃﾞ ｴｲﾄ 神奈川 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

4 5523 秀　英門(1) 山梨学院大 DNS 7 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

8 504 近藤　大聖(3) 山梨学院大 DNS 8 697 松野　滉大(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

ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

1 243 野口　怜恩(2) 身延高 22.40 +0.2
ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

2 502 依田　侑大(1) 山梨学院大 22.60 +0.6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

3 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 22.74 +0.6
ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 山梨

4 4028 舩木　勇助(3) 都留文科大 22.93 +0.2
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

5 511 中村　和貴(2) 山梨学院大 22.97 +0.2
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

6 5910 窪田　雄人(1) 都留文科大 23.04 +0.6
ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

7 5525 森　貫太郎(1) 山梨学院大 23.14 -0.5
ﾀﾃｶﾞﾐ ﾐﾂﾃﾙ 東京

8 A783 舘上　光輝 航空電子 23.14 -1.0



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子200m　２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 (風:-0.4) 2組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨

1 7 353 川村　清耶(1) 都留高 24.40 1 8 350 土屋　俊貴(1) 都留高 25.42
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山梨 ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ 山梨

2 5 360 藤本　功輝(1) 都留高 24.62 2 6 352 藤木　大嗣(1) 都留高 25.53
ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨 ﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨

2 301 古屋　勇侍(1) 山梨高 DNS 3 2 351 原　遙輝(2) 都留高 28.68
ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨 ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

3 506 岩崎　裕謙(1) 甲府城西高 DNS 3 363 西尾　淳平(2) 白根巨摩中 DNS
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨

4 305 丸山　翔大(1) 山梨高 DNS 4 771 馬目　滉(1) 東海大甲府高 DNS
ｲﾄｳ  ﾀｹﾙ 山梨 ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

6 379 伊東　尊(3) 白根巨摩中 DNS 5 5525 森　貫太郎(1) 山梨学院大 DNS
ｲﾏｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 山梨 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨

8 778 今澤　有作(2) 東海大甲府高 DNS 7 501 佐藤　翔太(1) 甲府城西高 DNS

3組 (風:-3.3) 4組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

1 7 187 吉田　将太朗(2) 巨摩高 24.21 1 6 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 23.03
ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨

2 6 357 藤木　柊成(1) 都留高 25.18 2 5 349 飯田　雅大(2) 都留高 24.67
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ 山梨

3 4 355 竹田　浩輝(1) 都留高 25.39 3 8 358 鈴木　亮篤(1) 都留高 25.89
ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨

2 303 長沼　柊人(1) 山梨高 DNS 2 367 中嶋　洸介(2) 白根巨摩中 DNS
ｶﾜﾉ ｿｳﾀ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨

3 370 川野　爽太(3) 白根巨摩中 DNS 3 315 山口　祐冊(2) 山梨高 DNS
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 山梨

5 374 金澤　遼介(3) 白根巨摩中 DNS 4 775 近藤　寿之(3) 東海大甲府高 DNS
ﾂｼﾞ ｿﾗﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞ ﾀｸﾏ 山梨

8 356 辻　空翔(1) 都留高 DNS 7 380 中込　卓磨(3) 白根巨摩中 DNS

5組 (風:+0.4) 6組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾊﾀ ｶｽﾞﾔ 岩手 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 山梨

1 3 633 八幡　和也 久慈市陸協 25.04 1 4 222 井上　幹(2) 巨摩高 24.20
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾔ 山梨 ｻｲｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨

2 8 369 小田切　優也(3) 白根巨摩中 28.64 2 6 227 三枝　史弥(2) 巨摩高 24.53
ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山梨 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨

2 364 功刀　健心郎(2) 白根巨摩中 DNS 3 3 201 酒井　凌佑(1) 巨摩高 24.87
ｺﾏｲ ﾕｳｷ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨

4 371 駒井　優貴(3) 白根巨摩中 DNS 4 8 3395 中村　和博(2) 桃の郷ＡＣ 26.36
ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨 ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

5 359 関本　諒(1) 都留高 DNS 2 256 羽田　虎太郎(1) 身延高 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ 山梨

6 362 藤原　世也(3) 白根巨摩中 DNS 5 366 遠藤　快(3) 白根巨摩中 DNS
ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾑ 山梨

7 3902 武藤　正一 TYPE-R DNS 7 253 望月　悠夢(1) 身延高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子200m　２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 (風:-1.5) 8組 (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
ﾄﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 山梨 ﾀﾃｶﾞﾐ ﾐﾂﾃﾙ 東京

1 8 6424 戸塚　優斗(1) 山梨大 23.85 1 5 A783 舘上　光輝 航空電子 22.58
ﾋｶﾜ ﾐﾂﾙ 山梨 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

2 3 711 樋川　充(3) 駿台甲府高 24.27 2 2 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府高 23.04
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

3 5 252 望月　真(1) 身延高 24.49 3 4 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府高 23.11
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 山梨 ｶｲｾ ｹｲﾀ 新潟

7 186 山本　龍(2) 巨摩高 DQ,FS 4 3 2013 貝瀬　啓太 南魚沼市役所 23.50
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨 ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

2 507 小林　瞭(2) 山梨学院大 DNS 5 6 195 村田　翔哉(1) 巨摩高 23.77
ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨 ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

4 228 進藤　大輝(2) 巨摩高 DNS 1 513 丹沢　進太郎(2) 山梨学院大 DNS
ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨

6 512 平野　颯人(2) 山梨学院大 DNS 7 699 寺戸　翼(2) 駿台甲府高 DNS
ｻﾉ ﾕｳﾄ 山梨

8 245 佐野　悠人(2) 身延高 DNS

9組 (風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡

1 5 3-2237 山下　翔太郎(3) 日本体育大 21.64
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

2 4 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 22.02
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

3 3 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 22.73

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

ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 福岡

1 5 3-2237 山下　翔太郎(3) 日本体育大 21.64 +2.1
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

2 4 709 田中　拓海(3) 駿台甲府高 22.02 +2.1
ﾀﾃｶﾞﾐ ﾐﾂﾃﾙ 東京

3 A783 舘上　光輝 航空電子 22.58 +0.8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

4 505 渡辺　翔太(3) 山梨学院大 22.73 +2.1
ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ 山梨

5 712 ｺｰｶﾝ　ﾊﾟﾋﾟｰ(3) 駿台甲府高 23.03 -2.0
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 山梨

6 708 熊谷　拓海(3) 駿台甲府高 23.04 +0.8
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

7 692 岩下　千馬(2) 駿台甲府高 23.11 +0.8
ｶｲｾ ｹｲﾀ 新潟

8 2013 貝瀬　啓太 南魚沼市役所 23.50 +0.8



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T8:(R168-7(b))故意にハードルを倒した

男子110mH(1.067m)１本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            13.39     谷川　　聡(ミズノ)                    2004
山梨県記録(YR)          14.28     剣持　英紀(県教委)                    1985 7月1日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

1 2 705 吉澤　大聖(1) 駿台甲府高 18.69 1 2 249 伊東　海星(2) 身延高 16.66
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

2 6 246 川窪　貴斗(2) 身延高 18.96 2 5 199 中込　諒一(1) 巨摩高 17.12
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨 ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

4 879 佐野　飛向(1) 巨摩高 DQ,T8 3 7 184 水越　将司(2) 巨摩高 17.22
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

3 304 佐藤　隼斗(1) 山梨高 DNS 3 196 栁澤　晋太郎(1) 巨摩高 DQ,T8

ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

5 640 堀内　新斗(2) 富士北稜高 DNS 4 3951 市川　俊弥 syms DNS
ｱｼｻﾞﾜ ﾌﾐ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ 山梨

7 715 芦澤　芙海(2) 駿台甲府高 DNS 6 3182 斉藤　太郎 Takers DNS

3組 (風:+1.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟 ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟

1 4 3-2256 大矢　航輔(3) 日本体育大 14.87 1 3-2256 大矢　航輔(3) 日本体育大 14.87 +1.1
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

2 5 3186 松田　康平 Takers 15.36 2 3186 松田　康平 Takers 15.36 +1.1
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨

3 2 3383 澤登　大河 桃の郷ＡＣ 15.63 3 3383 澤登　大河 桃の郷ＡＣ 15.63 +1.1
ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨

4 6 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 15.75 4 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 15.75 +1.1
ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

5 7 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 15.77 5 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 15.77 +1.1
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

3 2945 高橋　亨光 身延AC DNS 6 249 伊東　海星(2) 身延高 16.66 +0.2
ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

7 199 中込　諒一(1) 巨摩高 17.12 +0.2
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

8 184 水越　将司(2) 巨摩高 17.22 +0.2



凡例  DNS:欠場

男子110mH(1.067m)２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.8) 2組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

1 5 879 佐野　飛向(1) 巨摩高 17.77 1 6 249 伊東　海星(2) 身延高 16.58
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

2 4 705 吉澤　大聖(1) 駿台甲府高 18.08 2 5 184 水越　将司(2) 巨摩高 16.90
ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

3 2 246 川窪　貴斗(2) 身延高 18.59 2 199 中込　諒一(1) 巨摩高 DNS
ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾄ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

3 640 堀内　新斗(2) 富士北稜高 DNS 3 3951 市川　俊弥 syms DNS
ｱｼｻﾞﾜ ﾌﾐ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ 山梨

6 715 芦澤　芙海(2) 駿台甲府高 DNS 4 3182 斉藤　太郎 Takers DNS
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨

7 304 佐藤　隼斗(1) 山梨高 DNS 7 196 栁澤　晋太郎(1) 巨摩高 DNS

3組 (風:+0.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟 ｵｵﾔ ｺｳｽｹ 新潟

1 3 3-2256 大矢　航輔(3) 日本体育大 14.62 1 3-2256 大矢　航輔(3) 日本体育大 14.62 +0.1
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

2 7 3186 松田　康平 Takers 15.28 2 3186 松田　康平 Takers 15.28 +0.1
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 山梨

3 5 3383 澤登　大河 桃の郷ＡＣ 15.28 3 3383 澤登　大河 桃の郷ＡＣ 15.28 +0.1
ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

4 6 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 15.43 4 508 小幡　慎司(4) 山梨学院大 15.43 +0.1
ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲ 山梨

5 4 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 15.58 5 1740 山下　黎(3) 東京学芸大 15.58 +0.1
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨 ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 山梨

2 2945 高橋　亨光 身延AC DNS 6 249 伊東　海星(2) 身延高 16.58 -1.1
ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻｼ 山梨

7 184 水越　将司(2) 巨摩高 16.90 -1.1
ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨

8 879 佐野　飛向(1) 巨摩高 17.77 +0.8



小学男子ｼﾞｬﾍﾞリックボール
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県小学生記録(YSR)   45m89     望月　大樹(大国陸上クラブ)            2016 7月1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

ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

1 2 22 羽田　大輝(4) 大国陸上クラブ 23m62 × 23m30 23m62 22m28 21m24 25m85 25m85
ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨

2 1 5 石渡　千也(5) 大国陸上クラブ × 21m37 × 21m37 21m54 21m14 22m18 22m18



凡例  DNS:欠場

女子100m　１本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 7月1日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:-0.3) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨

1 6 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 13.56 1 2 373 東海林　幸(3) 白根巨摩中 13.42
ｺｼﾐｽﾞ ﾕﾗ 山梨 ｾｲﾉ ﾏﾎ 千葉

2 5 1891 輿水　優来(1) TYPE-R 14.34 2 8 7184 清野　真帆(1) 山梨学院大 13.78
ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 ｱｶｲｹ ｷｷﾅ 山梨

3 3 1627 菱山　那柚(中1) 大国陸上クラブ 14.75 3 7 371 赤池　希々菜(3) 白根巨摩中 15.20
ｵﾀｷﾞﾘ ﾅﾅｶ 山梨 ｱﾅﾐｽﾞ ﾘﾉﾝ 山梨

4 7 379 小田切　菜々花(1) 白根巨摩中 14.87 4 5 361 穴水　梨音(1) 白根巨摩中 15.22
ｶﾜｻｷ ｱｲｶ 山梨 ｱｶｲｹ ｻｷ 山梨

5 4 376 川﨑　愛果(2) 白根巨摩中 14.98 5 3 374 赤池　咲希(1) 白根巨摩中 16.14
ｱｶｵ ﾌｳｶ 山梨 ｺｸﾌﾞﾝ ﾓﾓｶ 山梨

6 2 369 赤尾　風香(2) 白根巨摩中 15.24 4 7201 国分　桃香(2) 山梨学院大 DNS
ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ 山梨 ｵｵﾂｶ ｻｱﾔ 神奈川

7 8 377 坂本　真穂(1) 白根巨摩中 16.27 6 7194 大塚　紗彩(1) 山梨学院大 DNS

3組 (風:+0.2) 4組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉｶ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ 山梨

1 8 366 渡邊　希佳(2) 白根巨摩中 14.09 1 3 364 山本　汐栞(3) 白根巨摩中 14.19
ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾝ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾘｺ 山梨

2 5 368 青柳　琳(3) 白根巨摩中 14.20 2 8 377 深澤　理心(2) 白根巨摩中 14.66
ｲﾉｳｴ ｻﾄ 山梨 ﾑﾗｺｼ ﾏｵ 山梨

3 4 97 井上　咲音(1) 巨摩高 14.72 3 5 375 村越　麻緒(2) 白根巨摩中 14.93
ﾖﾀﾞ ﾐﾂｷ 山梨 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨

2 379 依田　光絹(2) 白根巨摩中 DNS 4 4 1890 白倉　歩実(1) TYPE-R 15.07
ｳﾒｽﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉 ﾋﾗｻﾜ ﾓﾓｶ 山梨

3 7183 梅津　泉希(1) 山梨学院大 DNS 5 7 372 平沢　桃花(1) 白根巨摩中 15.25
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨

6 7185 渡辺　瑠理(1) 山梨学院大 DNS 2 93 川崎　里奈(2) 巨摩高 DNS
ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾅ 山梨 ｺﾏｲ ﾊﾙｶ 山梨

7 370 金丸　優奈(2) 白根巨摩中 DNS 6 3393 駒井　はるか(高1) 桃の郷ＡＣ DNS

5組 (風:0.0) 6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
ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 山梨 ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨

1 3 1889 長澤　るい(中1) TYPE-R 14.84 1 5 141 鞍打　見春(1) 身延高 14.06
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 山梨 ｶﾜｺﾞﾒ ﾋｶﾙ 山梨

2 5 487 竹内　里緒(3) 塩山中 15.38 2 4 99 河込　ひかる(1) 巨摩高 14.30
ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾐ 山梨 ﾓﾘ ｺﾄﾈ 山梨

3 7 481 平山　花純(1) 塩山中 15.42 3 8 442 森　琴音(2) 甲西中 14.51
ｻｷﾀ ﾕｳﾅ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾘﾝ 山梨

4 2 491 崎田　優奈(2) 塩山中 15.45 4 3 436 望月　夏鈴(2) 甲西中 14.73
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｷ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｲﾁｶ 山梨

4 446 中沢　真己(2) 甲西中 DNS 5 6 448 石原　一花(2) 甲西中 14.74
ﾅﾄﾘ ﾏｵ 山梨 ﾎｼﾅ ﾅﾅﾐ 山梨

6 371 名執　真生(1) 白根巨摩中 DNS 6 2 482 保科　菜奈美(1) 塩山中 14.83
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾊ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨

8 450 内藤　優羽(2) 甲西中 DNS 7 7 1761 永坂　莉羅(中1) 桃の郷ＡＣ 14.96



凡例  DNS:欠場

女子100m　１本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2010
山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 7月1日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:+0.5) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

1 7 98 帶金　玲菜(1) 巨摩高 13.74 1 5 96 三吉　南緒(2) 巨摩高 12.96
ﾌｼﾐ ｺﾉｶ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

2 4 374 伏見　紅ノ香(2) 白根巨摩中 13.83 2 3 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 12.99
ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨

3 2 447 田辺　彩(2) 甲西中 13.96 3 1 512 雨宮　珠麻(3) 駿台甲府高 13.00
ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨 ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 山梨

4 6 485 城山　愛衣(1) 塩山中 13.96 4 7 372 牛山　亜実(3) 白根巨摩中 13.28
ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨

5 3 483 八巻　一紗(2) 塩山中 14.08 5 6 484 窪田　光莉(3) 塩山中 13.28
ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾔﾈ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ 山梨

6 8 486 土橋　彩音(1) 塩山中 14.29 6 2 361 中込　未奈美(3) 白根巨摩中 13.42
ｷﾖﾊﾗ ﾐﾕ 山梨 ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨

7 5 490 清原　美優(3) 塩山中 14.36 7 4 497 和光　紀佳(2) 塩山中 13.49
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

8 8 444 毛利　来夢(3) 甲西中 13.55

9組 (風:+1.2) 10組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

1 5 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 12.68 1 7 500 広瀬　七彩(3) 塩山中 12.77
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

2 3 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 12.90 2 4 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 12.79
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉 ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉

3 8 7200 中島　未貴(2) 山梨学院大 13.19 3 5 7182 並木　静香(1) 山梨学院大 12.79
ｲｼｲ ﾕﾘﾅ 広島 ｵｵﾀ ｱｻｶ 千葉

4 7 8215 石井　佑里菜(4) 都留文科大 13.34 4 6 7203 太田　麻香(2) 山梨学院大 12.91
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 東京 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

5 4 8712 鈴木　悠香(1) 都留文科大 13.45 5 2 7180 長田　侑香(1) 山梨学院大 12.92
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

6 2 94 澤登　美怜(2) 巨摩高 13.50 6 8 7181 由井　綾音(1) 山梨学院大 13.24
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨 ｶﾜｲ ｻｷ 山梨

1 367 福田　倭子(3) 白根巨摩中 DNS 1 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 DNS
ﾋｶﾞ ｶﾂﾞｷ 千葉 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 山梨

6 7187 比嘉　和希(1) 山梨学院大 DNS 3 8743 水野　佑香(1) 山梨大 DNS

11組 (風:+0.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉

1 4 7191 田中　陽夏莉(1) 山梨学院大 12.22 1 7191 田中　陽夏莉(1) 山梨学院大 12.22 +0.6
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨 ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨

2 3 146 中田　舞花(3) 身延高 12.28 2 146 中田　舞花(3) 身延高 12.28 +0.6
ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉 ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉

3 5 7193 芝田　望笑(1) 山梨学院大 12.33 3 7193 芝田　望笑(1) 山梨学院大 12.33 +0.6
ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

4 7 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 12.87 4 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 12.68 +1.2
ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

5 8 8557 塚本　美紗希(1) 山梨学院大 13.04 5 500 広瀬　七彩(3) 塩山中 12.77 -1.1
ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾖ 長崎 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

1 8222 林田　小葉(4) 都留文科大 DNS 6 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 12.79 -1.1
ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ 大阪 ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉

2 7190 戸谷　温海(1) 山梨学院大 DNS 7 7182 並木　静香(1) 山梨学院大 12.79 -1.1
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 静岡 ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪

6 8223 松本　沙耶子(4) 都留文科大 DNS 8 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 12.87 +0.6



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った

女子100m　２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:+0.7) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｼﾐｽﾞ ﾕﾗ 山梨 ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾝ 山梨

1 8 1891 輿水　優来(1) TYPE-R 14.14 1 7 368 青柳　琳(3) 白根巨摩中 14.43
ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ 山梨 ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨

2 7 364 山本　汐栞(3) 白根巨摩中 14.21 2 2 1627 菱山　那柚(中1) 大国陸上クラブ 14.71
ｵﾀｷﾞﾘ ﾅﾅｶ 山梨 ﾋﾗｻﾜ ﾓﾓｶ 山梨

3 5 379 小田切　菜々花(1) 白根巨摩中 14.67 3 6 372 平沢　桃花(1) 白根巨摩中 15.23
ｳﾒｽﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨

2 7183 梅津　泉希(1) 山梨学院大 DNS 5 1890 白倉　歩実(1) TYPE-R DQ,T2

ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾅ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾏｵ 山梨

3 370 金丸　優奈(2) 白根巨摩中 DNS 3 371 名執　真生(1) 白根巨摩中 DNS
ｺﾏｲ ﾊﾙｶ 山梨 ｶﾜｻｷ ﾘﾅ 山梨

4 3393 駒井　はるか(高1) 桃の郷ＡＣ DNS 4 93 川崎　里奈(2) 巨摩高 DNS
ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨 ｲﾉｳｴ ｻﾄ 山梨

6 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 DNS 8 97 井上　咲音(1) 巨摩高 DNS

3組 (風:+1.1) 4組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｲﾉ ﾏﾎ 千葉 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨

1 6 7184 清野　真帆(1) 山梨学院大 13.74 1 4 373 東海林　幸(3) 白根巨摩中 13.23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉｶ 山梨 ｱﾅﾐｽﾞ ﾘﾉﾝ 山梨

2 4 366 渡邊　希佳(2) 白根巨摩中 14.09 2 7 361 穴水　梨音(1) 白根巨摩中 14.98
ﾌｶｻﾜ ﾘｺ 山梨 ｱｶｲｹ ｷｷﾅ 山梨

3 3 377 深澤　理心(2) 白根巨摩中 14.54 3 2 371 赤池　希々菜(3) 白根巨摩中 15.26
ｶﾜｻｷ ｱｲｶ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾏﾎ 山梨

4 5 376 川﨑　愛果(2) 白根巨摩中 14.70 4 6 377 坂本　真穂(1) 白根巨摩中 16.03
ｱｶｵ ﾌｳｶ 山梨 ｱｶｲｹ ｻｷ 山梨

5 8 369 赤尾　風香(2) 白根巨摩中 15.09 5 3 374 赤池　咲希(1) 白根巨摩中 16.05
ﾖﾀﾞ ﾐﾂｷ 山梨 ｺｸﾌﾞﾝ ﾓﾓｶ 山梨

2 379 依田　光絹(2) 白根巨摩中 DNS 5 7201 国分　桃香(2) 山梨学院大 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 ﾑﾗｺｼ ﾏｵ 山梨

7 7185 渡辺　瑠理(1) 山梨学院大 DNS 8 375 村越　麻緒(2) 白根巨摩中 DNS

5組 (風:+0.8) 6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
ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 山梨 ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨

1 4 1889 長澤　るい(中1) TYPE-R 14.89 1 2 141 鞍打　見春(1) 身延高 13.96
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾘﾝ 山梨

2 8 487 竹内　里緒(3) 塩山中 15.25 2 4 436 望月　夏鈴(2) 甲西中 14.39
ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾐ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｲﾁｶ 山梨

3 5 481 平山　花純(1) 塩山中 15.28 3 7 448 石原　一花(2) 甲西中 14.44
ｻｷﾀ ﾕｳﾅ 山梨 ﾓﾘ ｺﾄﾈ 山梨

4 7 491 崎田　優奈(2) 塩山中 15.50 4 6 442 森　琴音(2) 甲西中 14.52
ｵｵﾂｶ ｻｱﾔ 神奈川 ﾎｼﾅ ﾅﾅﾐ 山梨

2 7194 大塚　紗彩(1) 山梨学院大 DNS 5 8 482 保科　菜奈美(1) 塩山中 14.76
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾊ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨

3 450 内藤　優羽(2) 甲西中 DNS 6 3 1761 永坂　莉羅(中1) 桃の郷ＡＣ 14.99
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｷ 山梨 ｶﾜｺﾞﾒ ﾋｶﾙ 山梨

6 446 中沢　真己(2) 甲西中 DNS 5 99 河込　ひかる(1) 巨摩高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った

女子100m　２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:+0.5) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

1 3 98 帶金　玲菜(1) 巨摩高 13.78 1 1 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 12.86
ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨

2 8 485 城山　愛衣(1) 塩山中 13.95 2 3 512 雨宮　珠麻(3) 駿台甲府高 12.96
ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ 山梨

3 6 447 田辺　彩(2) 甲西中 14.07 3 6 361 中込　未奈美(3) 白根巨摩中 13.28
ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨

4 7 483 八巻　一紗(2) 塩山中 14.13 4 7 484 窪田　光莉(3) 塩山中 13.29
ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾔﾈ 山梨 ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 山梨

5 5 486 土橋　彩音(1) 塩山中 14.39 5 4 372 牛山　亜実(3) 白根巨摩中 13.37
ｷﾖﾊﾗ ﾐﾕ 山梨 ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨

6 2 490 清原　美優(3) 塩山中 14.42 6 2 497 和光　紀佳(2) 塩山中 13.54
ﾌｼﾐ ｺﾉｶ 山梨 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

4 374 伏見　紅ノ香(2) 白根巨摩中 DNS 7 5 444 毛利　来夢(3) 甲西中 13.72
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

8 96 三吉　南緒(2) 巨摩高 DNS

9組 (風:+1.6) 10組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

1 7 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 12.69 1 2 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 12.61
ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

2 2 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 12.85 2 5 500 広瀬　七彩(3) 塩山中 12.64
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨 ｵｵﾀ ｱｻｶ 千葉

3 5 367 福田　倭子(3) 白根巨摩中 13.05 3 1 7203 太田　麻香(2) 山梨学院大 12.85
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉 ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉

4 6 7200 中島　未貴(2) 山梨学院大 13.17 4 8 7182 並木　静香(1) 山梨学院大 12.86
ｲｼｲ ﾕﾘﾅ 広島 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

5 4 8215 石井　佑里菜(4) 都留文科大 13.29 5 4 7180 長田　侑香(1) 山梨学院大 12.90
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 東京 ｶﾜｲ ｻｷ 山梨

6 1 8712 鈴木　悠香(1) 都留文科大 13.46 3 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 DNS
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾐﾚｲ 山梨 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

3 94 澤登　美怜(2) 巨摩高 DNS 6 7181 由井　綾音(1) 山梨学院大 DNS
ﾋｶﾞ ｶﾂﾞｷ 千葉 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 山梨

8 7187 比嘉　和希(1) 山梨学院大 DNS 7 8743 水野　佑香(1) 山梨大 DNS

11組 (風:+0.9) 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

ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉 ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉

1 1 7193 芝田　望笑(1) 山梨学院大 12.26 1 7193 芝田　望笑(1) 山梨学院大 12.26 +0.9
ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉

2 8 7191 田中　陽夏莉(1) 山梨学院大 12.29 2 7191 田中　陽夏莉(1) 山梨学院大 12.29 +0.9
ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡 ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨

3 4 8557 塚本　美紗希(1) 山梨学院大 13.05 3 871 珊瑚　菜帆(3) 南部中 12.61 +0.4
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ 静岡 ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨

2 8223 松本　沙耶子(4) 都留文科大 DNS 4 500 広瀬　七彩(3) 塩山中 12.64 +0.4
ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ 大阪 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

3 7190 戸谷　温海(1) 山梨学院大 DNS 5 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 12.69 +1.6
ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾖ 長崎 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

5 8222 林田　小葉(4) 都留文科大 DNS 6 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 12.85 +1.6
ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪 ｵｵﾀ ｱｻｶ 千葉

6 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 DNS 7 7203 太田　麻香(2) 山梨学院大 12.85 +0.4
ﾅｶﾀ ﾏｲｶ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

7 146 中田　舞花(3) 身延高 DNS 8 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 12.86 +0.2



凡例  DNS:欠場

女子200m　１本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            22.88     福島　千里(北海道ハイテクAC)          2016
山梨県記録(YR)          24.31     長倉　由佳(都留文科大職員)            2010 7月1日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-0.1) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 山梨 ｾｲﾉ ﾏﾎ 千葉

1 5 372 牛山　亜実(3) 白根巨摩中 27.75 1 4 7184 清野　真帆(1) 山梨学院大 28.15
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 山梨

2 8 214 山﨑　るな(1) 都留高 28.22 2 3 213 小林　由果(2) 都留高 29.06
ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ 山梨

3 6 217 竹田　彩乃(2) 都留高 28.92 3 7 361 中込　未奈美(3) 白根巨摩中 29.44
ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ 山梨

4 2 1627 菱山　那柚(中1) 大国陸上クラブ 30.83 4 5 215 鈴木　有沙(2) 都留高 30.50
ﾑﾗｺｼ ﾏｵ 山梨 ﾀｶﾍﾞ ｱﾔﾈ 山梨

5 3 375 村越　麻緒(2) 白根巨摩中 30.99 5 8 200 髙部　彩音(1) 都留高 31.59
ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 山梨 ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾅ 山梨

6 4 202 新藤　千尋(1) 都留高 34.25 2 370 金丸　優奈(2) 白根巨摩中 DNS
ｳﾒｽﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉 ｺｸﾌﾞﾝ ﾓﾓｶ 山梨

7 7183 梅津　泉希(1) 山梨学院大 DNS 6 7201 国分　桃香(2) 山梨学院大 DNS

3組 (風:+0.5) 4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
ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

1 5 216 高尾　夏鈴(2) 都留高 28.29 1 8 7180 長田　侑香(1) 山梨学院大 26.65
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉｶ 山梨 ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨

2 6 366 渡邊　希佳(2) 白根巨摩中 29.50 2 1 367 福田　倭子(3) 白根巨摩中 27.02
ｲｿﾍﾞ ﾙﾐｶ 山梨 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨

3 2 212 磯部　ルミカ(2) 都留高 30.45 3 6 373 東海林　幸(3) 白根巨摩中 27.06
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨 ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

4 7 198 前田　優衣(2) 都留高 31.45 4 7 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 27.56
ﾔﾏﾅｶ ｱｲﾅ 山梨 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

5 1 446 山中　愛菜(2) 甲西中 32.24 5 3 7181 由井　綾音(1) 山梨学院大 27.61
ﾊﾅﾀﾞ ｺﾊﾙ 山梨 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

6 8 201 花田　小春(1) 都留高 34.28 6 4 444 毛利　来夢(3) 甲西中 28.09
ｵｵﾂｶ ｻｱﾔ 神奈川 ﾊﾀ ﾕｽﾞﾊ 山梨

3 7194 大塚　紗彩(1) 山梨学院大 DNS 7 5 437 畑　柚葉(2) 甲西中 32.57
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

4 7185 渡辺　瑠理(1) 山梨学院大 DNS 2 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 DNS

5組 (風:+0.8) 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

ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉 ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉

1 2 7193 芝田　望笑(1) 山梨学院大 25.23 1 7193 芝田　望笑(1) 山梨学院大 25.23 +0.8
ｶﾜｲ ｻｷ 山梨 ｶﾜｲ ｻｷ 山梨

2 3 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 25.88 2 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 25.88 +0.8
ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉 ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉

3 1 7182 並木　静香(1) 山梨学院大 25.96 3 7182 並木　静香(1) 山梨学院大 25.96 +0.8
ｲｹﾔﾏ ﾁｶ 愛知 ｲｹﾔﾏ ﾁｶ 愛知

4 8 8229 池山　知佳(2) 都留文科大 26.03 4 8229 池山　知佳(2) 都留文科大 26.03 +0.8
ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪 ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪

5 5 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 26.11 5 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 26.11 +0.8
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

6 6 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 26.91 6 7180 長田　侑香(1) 山梨学院大 26.65 +1.0
ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

7 7 8557 塚本　美紗希(1) 山梨学院大 27.60 7 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 26.91 +0.8
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 山梨 ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨

4 8743 水野　佑香(1) 山梨大 DNS 8 367 福田　倭子(3) 白根巨摩中 27.02 +1.0



凡例  DNS:欠場

女子200m　２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-0.3) 2組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨 ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 山梨

1 2 216 高尾　夏鈴(2) 都留高 28.21 1 3 372 牛山　亜実(3) 白根巨摩中 27.94
ｲｿﾍﾞ ﾙﾐｶ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨

2 3 212 磯部　ルミカ(2) 都留高 30.84 2 5 214 山﨑　るな(1) 都留高 28.72
ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨

3 4 1627 菱山　那柚(中1) 大国陸上クラブ 31.05 3 2 217 竹田　彩乃(2) 都留高 29.07
ﾀｶﾍﾞ ｱﾔﾈ 山梨 ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ 山梨

4 6 200 髙部　彩音(1) 都留高 32.42 4 7 215 鈴木　有沙(2) 都留高 30.57
ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾅ 山梨 ﾑﾗｺｼ ﾏｵ 山梨

5 370 金丸　優奈(2) 白根巨摩中 DNS 5 6 375 村越　麻緒(2) 白根巨摩中 31.05
ﾊﾅﾀﾞ ｺﾊﾙ 山梨 ｺｸﾌﾞﾝ ﾓﾓｶ 山梨

7 201 花田　小春(1) 都留高 DNS 4 7201 国分　桃香(2) 山梨学院大 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾘ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉｶ 山梨

8 7185 渡辺　瑠理(1) 山梨学院大 DNS 8 366 渡邊　希佳(2) 白根巨摩中 DNS

3組 (風:+0.5) 4組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｲﾉ ﾏﾎ 千葉 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

1 5 7184 清野　真帆(1) 山梨学院大 27.73 1 2 7180 長田　侑香(1) 山梨学院大 26.93
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 山梨 ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨

2 6 213 小林　由果(2) 都留高 28.69 2 4 367 福田　倭子(3) 白根巨摩中 27.17
ﾔﾏﾅｶ ｱｲﾅ 山梨 ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

3 7 446 山中　愛菜(2) 甲西中 31.52 3 7 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 27.64
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 山梨 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

4 4 198 前田　優衣(2) 都留高 31.61 4 5 444 毛利　来夢(3) 甲西中 28.75
ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 山梨 ﾊﾀ ﾕｽﾞﾊ 山梨

5 1 202 新藤　千尋(1) 都留高 34.87 5 6 437 畑　柚葉(2) 甲西中 32.95
ｳﾒｽﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

2 7183 梅津　泉希(1) 山梨学院大 DNS 1 7181 由井　綾音(1) 山梨学院大 DNS
ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ 山梨 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨

3 361 中込　未奈美(3) 白根巨摩中 DNS 3 373 東海林　幸(3) 白根巨摩中 DNS
ｵｵﾂｶ ｻｱﾔ 神奈川 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

8 7194 大塚　紗彩(1) 山梨学院大 DNS 8 519 若杉　彩乃(2) 駿台甲府高 DNS

5組 (風:+0.9) 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

ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉 ｼﾊﾞﾀ ﾉｴ 埼玉

1 5 7193 芝田　望笑(1) 山梨学院大 24.99 1 7193 芝田　望笑(1) 山梨学院大 24.99 +0.9
ｶﾜｲ ｻｷ 山梨 ｶﾜｲ ｻｷ 山梨

2 7 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 25.60 2 7198 川合　早紀(2) 山梨学院大 25.60 +0.9
ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉 ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉

3 3 7182 並木　静香(1) 山梨学院大 25.75 3 7182 並木　静香(1) 山梨学院大 25.75 +0.9
ｲｹﾔﾏ ﾁｶ 愛知 ｲｹﾔﾏ ﾁｶ 愛知

4 6 8229 池山　知佳(2) 都留文科大 26.06 4 8229 池山　知佳(2) 都留文科大 26.06 +0.9
ﾄﾀﾆ ﾕｳﾐ 大阪 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

1 7189 戸谷　湧海(1) 山梨学院大 DNS 5 7180 長田　侑香(1) 山梨学院大 26.93 +0.9
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ 山梨 ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨

2 8743 水野　佑香(1) 山梨大 DNS 6 367 福田　倭子(3) 白根巨摩中 27.17 +0.9
ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡 ｳﾅｷﾞｲｹ ｺﾄﾐ 山梨

4 8557 塚本　美紗希(1) 山梨学院大 DNS 7 7199 鰻池　琴美(2) 山梨学院大 27.64 +0.9
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ｾｲﾉ ﾏﾎ 千葉

8 493 古屋　日奈子(3) 塩山中 DNS 8 7184 清野　真帆(1) 山梨学院大 27.73 +0.5



凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権

女子100mH(0.840m)１本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

日本記録(NR)            13.00     金沢　イボンヌ(佐田建設)              2000
山梨県記録(YR)          13.76     大神田　南海(都留文科大)              2017 7月1日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉

1 5 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 14.79 1 2 7191 田中　陽夏莉(1) 山梨学院大 14.05
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 4 273 宮澤　希(3) 伊那北高 14.81 2 4 96 三吉　南緒(2) 巨摩高 14.35
ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉

3 7 141 鞍打　見春(1) 身延高 17.90 3 6 7200 中島　未貴(2) 山梨学院大 14.55
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨

4 6 182 鈴木　瑠菜(1) 山梨高 19.74 4 7 7197 小林　里帆(2) 山梨学院大 14.69
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 山梨 ｵｵﾀ ｱｻｶ 千葉

2 181 手塚　結菜(1) 山梨高 DNF 5 5 7203 太田　麻香(2) 山梨学院大 14.72
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ﾋｶﾞ ｶﾂﾞｷ 千葉

3 92 相原　咲良(2) 巨摩高 DNS 3 7187 比嘉　和希(1) 山梨学院大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉

1 7191 田中　陽夏莉(1) 山梨学院大 14.05 +1.0
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 96 三吉　南緒(2) 巨摩高 14.35 +1.0
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉

3 7200 中島　未貴(2) 山梨学院大 14.55 +1.0
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨

4 7197 小林　里帆(2) 山梨学院大 14.69 +1.0
ｵｵﾀ ｱｻｶ 千葉

5 7203 太田　麻香(2) 山梨学院大 14.72 +1.0
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

6 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 14.79 +0.3
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野

7 273 宮澤　希(3) 伊那北高 14.81 +0.3
ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨

8 141 鞍打　見春(1) 身延高 17.90 +0.3



凡例  DNS:欠場

女子100mH(0.840m)２本目
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

7月1日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉

1 4 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 14.39 1 4 7191 田中　陽夏莉(1) 山梨学院大 13.84
ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉

2 3 141 鞍打　見春(1) 身延高 17.86 2 2 7200 中島　未貴(2) 山梨学院大 14.22
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 山梨 ｵｵﾀ ｱｻｶ 千葉

3 7 181 手塚　結菜(1) 山梨高 19.77 3 6 7203 太田　麻香(2) 山梨学院大 14.41
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨

4 2 182 鈴木　瑠菜(1) 山梨高 24.25 4 3 7197 小林　里帆(2) 山梨学院大 14.50
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 ﾋｶﾞ ｶﾂﾞｷ 千葉

5 92 相原　咲良(2) 巨摩高 DNS 5 7187 比嘉　和希(1) 山梨学院大 DNS
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

6 273 宮澤　希(3) 伊那北高 DNS 7 96 三吉　南緒(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

ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 埼玉

1 7191 田中　陽夏莉(1) 山梨学院大 13.84 +1.8
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉

2 7200 中島　未貴(2) 山梨学院大 14.22 +1.8
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨

3 3392 村上　史奈 桃の郷ＡＣ 14.39 +0.5
ｵｵﾀ ｱｻｶ 千葉

4 7203 太田　麻香(2) 山梨学院大 14.41 +1.8
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨

5 7197 小林　里帆(2) 山梨学院大 14.50 +1.8
ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨

6 141 鞍打　見春(1) 身延高 17.86 +0.5
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 山梨

7 181 手塚　結菜(1) 山梨高 19.77 +0.5
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 山梨

8 182 鈴木　瑠菜(1) 山梨高 24.25 +0.5



小学女子ｼﾞｬﾍﾞリックﾎﾞｰﾙ
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県小学生記録(YSR)   38m82     平井　夏央(大国東小陸上クラブ)        2016 7月1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

ｻｶｼﾀ ｱﾔｶ 山梨

1 2 653 坂下　絢香(4) TYPE-R 30m38 29m42 30m49 30m49 29m17 22m88 24m36 30m49
ｾｷ ｸﾚﾊ 山梨

2 1 22 関　紅葉(5) 大国陸上クラブ × 28m46 23m31 28m46 26m28 25m57 × 28m46
ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

3 3 21 羽田　結稀(6) 大国陸上クラブ 27m67 25m70 22m16 27m67 26m27 24m00 27m37 27m67
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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
投てき審判長 小俣　宏記 招集所審判長 野澤　一貴

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2017/07/01 09:30 雨 23.5 91.0 北東 0.1

10:00 晴 23.5 91.0 南東 0.1
11:00 曇 25.0 88.0 北 0.1
12:00 曇 25.0 84.0 北東 0.1
13:00 曇 26.0 80.0 北北東 0.4
14:00 晴 27.0 73.0 西南西 0.4
15:00 曇 26.5 77.0 南南西 0.2
16:00 曇 26.5 80.0 南 1.1
16:06 曇 26.5 80.0 南南西 0.9

測定場所
競技場


	2017風スプリント　総合
	一般高校
	小学生ジャベリックボール

	01m100m1本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	02m100m2honnme
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	03m200m1本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	04m200m2本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	05m110mh1本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	06m110mh2本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	07m小学生男子ジャベリックボール
	R6_1組

	08w100m1本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	09w100m2本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	10w200m1本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	11w200m2本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	12w100mh1本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	13w100mh2本目
	6-9-2 リザルトリスト（トラック２列）

	14w小学生ジャベリックボール
	R6_1組

	99コンディションリスト
	11-1-1 コンディションリスト




