
山梨グランプリ２ｎd 【18150005】

山梨中銀スタジアム 【151010】 2018年9月2日（日）

日付 種目
増田　健吾(3) 10.67(+1.5) 岩下　千馬(3) 10.80(+1.5) 松野　滉大(3) 10.82(+1.5) 古川　剛正(3) 10.89(+1.6) 川路　武(1) 11.06(+0.7) 杉田　稜(2) 11.06(+1.5) 堀内　隼也(4) 11.07(+1.6) 荒井　基宏(1) 11.11(+1.5)
栃木・東学大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 佐賀・東学大 大阪・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大
野口　怜恩(3) 22.25(-0.5) 小幡　隆史(1) 22.61(-0.4) 中村　僚(1) 22.65(-0.4) 森　貫太朗(2) 22.69(-0.4) 古屋　皓大(2) 22.80(-0.4) 窪田　雄人(2) 22.81(-0.4) 村松　由翔(3) 22.87(-1.4) 藤村　恒平(1) 22.90(-0.5)
山梨・身延高 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・甲府昭和高 山梨・都留文科大 山梨・駿台甲府高 北海道・山梨学院大
羽田　虎太郎(2) 4:20.61 佐藤　優真(1) 4:22.98 成田　吉輝(1) 4:25.01 関本　諒(2) 4:25.25 柿木　孝介(2) 4:27.78 中込　大地(2) 4:28.69 森田　克馬(2) 4:30.56 船井　龍(1) 4:30.89
山梨・身延高 山梨・日大明誠高 山梨・日大明誠高 山梨・都留高 山梨・日大明誠高 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・甲府南高 山梨・甲府西高
飯久保　明洋(4) 14.65(-0.8) 久保田　　竜成(3) 14.92(-0.8) 高橋　亨光 15.55(-0.8) 竹田　浩輝(2) 15.86(-1.0) 石倉　翔(2) 15.96(-0.8) 藤木　大嗣(2) 16.35(-1.0) 鎌倉　裕朗(2) 16.54(-1.0) 中込　諒一(2) 16.58(-1.0)
山梨・国際武道大 神奈川・相洋高 山梨・身延AC 山梨・都留高 山梨・山梨学院大 山梨・都留高 山梨・甲府西高 山梨・巨摩高
小林　瞭(3) 56.13 橋爪　孔明(M1) 56.13 功刀　友貴(2) 57.50 中込　諒一(2) 57.62 小澤　明門(1) 1:00.43 加藤　仁(2) 1:00.59 望月　颯(1) 1:02.01 横井　康樹(2) 1:02.73
山梨・山梨学院大 山梨・山梨大 山梨・甲府西高 山梨・巨摩高 山梨・甲府西高 山梨・山梨学院高 山梨・身延高 山梨・甲府一高
駿台甲府高A 41.83 身延高 43.78 都留高A 43.87 甲府工高 43.95 巨摩高 44.01 甲府西高A 44.04 山梨学院高 44.56 都留興譲館高 44.80
岩下　千馬(3) 村松　星哉(2) 川村　清耶(2) 百田　國光(2) 中込　諒一(2) 石原　大勢(1) 大村　拓矢(2) 佐藤　豪(2)
松野　滉大(3) 珊瑚　龍之介(2) 金子　知樹(1) 飯島　郁(1) 村田　翔哉(2) 川手　拓朗(1) 久保田　輝(1) 永田　瑞季(2)
村松　由翔(3) 望月　颯(1) 藤木　大嗣(2) 樋口　祥哉(1) 名取　梓(1) 鎌倉　裕朗(2) 望月　陸渡(2) 小俣　蓮虎(2)
寺戸　翼(3) 田中　翔大(1) 藤本　功輝(2) 赤井　悠次郞(2) 秋山　拓朗(2) 功刀　友貴(2) 依田　柊哉(2) 渡邊　魁葵(1)
川越　春来(1) 1m95 佐藤　遼(2) 1m85 佐藤　一哉(3) 1m85 外川　巧 1m80 土屋　俊貴(2) 1m80 藤木　大嗣(2) 1m80 佐藤　豪(2) 1m70 中根　海(中2) 1m70
宮崎・山梨学院大 山梨・甲府南高 山梨・山梨陸協 山梨・山梨大学職員 山梨・都留高 山梨・都留高 山梨・都留興譲館高 山梨・早川陸上クラブ
加藤　真嵩(4) 4m20 小田切　優也(1) 4m00 飯野　隼斗(2) 3m60 樋口　祥哉(1) 3m50 井上　颯太(1) 3m10 鈴木　亮篤(2) 2m90 佐藤　蓮(1) 2m90
山梨・国際武道大 山梨・甲府西高 山梨・巨摩高 山梨・甲府工高 山梨・巨摩高 山梨・都留高 山梨・農林高

森永　翔(1) 2m90
山梨・甲府西高

小野　智哉(1) 6m34(+1.2) 池田　祐輔(1) 6m33(+1.0) 金子　知樹(1) 6m28(0.0) 栁澤　晋太郎(2) 6m27(0.0) 荻野　聖也(中3) 6m24(+0.9) 加藤　大虎(3) 6m22(0.0) 池島　清暉(1) 6m05(+0.7) 大柴　伶王(1) 6m02(+1.2)
山梨・巨摩高 山梨・日大明誠高 山梨・都留高 山梨・巨摩高 山梨・大国陸上 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府一高 山梨・韮崎高
鴨井　賢(1) 37m07 坂本　優(2) 36m35 小森　直吏(中3) 34m23 百田　國光(2) 32m97 田中　悠太(2) 32m53 鈴木　凜(1) 32m49 依田　柊哉(2) 31m71 髙野　友斗(1) 31m11
山梨・農林高 山梨・都留高 山梨・早川陸上クラブ 山梨・甲府工高 山梨・農林高 山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院高
村田　雅弥 37m52 高橋　克昌 33m57 久保田　尊士 30m12
山梨・早川陸上クラブ 山梨・ヤマオン 山梨・身延AC
佐々木　琥珀(6) 12.95(-0.4) 有井　謙成(6) 13.79(-0.4) 中村　扇大(5) 13.95(-0.4) 成川　倭士(6) 13.97(-0.4) 清水　陽翔(6) 14.13(+0.2) 高木　亮輔(6) 14.22(-0.4) 鮎沢　拓澄(6) 14.33(+0.3) 三村　ユウスケ(6) 14.34(+0.7)
山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・大国陸上 山梨・小笠原ＡＣ
佐野　未來(6) 3:13.72 名取　龍希(6) 3:18.77 高木　亮輔(6) 3:20.01 大久保　仁稀(6) 3:21.10 三井　瑞葵(6) 3:23.26 保々　遥斗(5) 3:28.30 望月　淳聖(6) 3:30.11 反田　雄一郎(5) 3:32.38
山梨・小笠原ＡＣ 山梨・大国陸上 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨・大国陸上 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上 山梨・中村塾
成川　倭士(6) 12.62(0.0) 浅井　惺流(6) 12.78(0.0) 有井　謙成(6) 12.93(0.0) 中澤　拓真(6) 13.41(0.0) 鍵山　昂志(6) 13.67(0.0) 中村　扇大(5) 13.68(0.0) 藤岡　凌久(6) 13.81(0.0) 三浦　悠太(6) 14.24(-1.7)
静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 山梨・NAC
小笠原ＡＣA 57.04 NACA 58.36 大国陸上A 58.55 北西陸上ｸﾗﾌﾞB 59.86 南アルプスＡＣA 59.88 大国陸上B 1:00.83 大国陸上C 1:01.35 一宮陸上スポ少A 1:03.38
永江　蓮(6) 古屋　温大(6) 原　稜太(5) 五味　琉生(5) 平林　塁任(6) 堀之内　咲(5) 三島　泰叶(4) 若月　清穏(6)
佐野　未來(6) 三浦　悠太(6) 名取　龍希(6) 佐々木　琥珀(6) 清水　陽翔(6) 大久保　仁稀(6) 菱山　維吹(5) 青山　耕典(6)
望月　大椰(6) 今住　天哉(6) 望月　淳聖(6) 宮崎　太郎(6) 穴水　龍進(6) 來山　拓磨(6) 石渡　千也(6) 武井　恵佑(5)
三村　ユウスケ(6) コナマイ　マサシ(6) 鮎沢　拓澄(6) 三澤　悠悟(2) 中込　翔太(6) 松永　晴督(6) 森本　敬士(5) 樋口　葵(5)
成川　倭士(6) 4m78(+0.3) 佐々木　琥珀(6) 4m77(+1.3) 浅井　惺流(6) 4m63(0.0) 鍵山　昂志(6) 4m46(0.0) 森山　遥斗(5) 4m35(+0.7) 永江　蓮(6) 4m31(+0.6) 藤岡　凌久(6) 4m09(+0.5) 山田　翔月(6) 4m06(+0.5)
静岡・千代田AC 山梨・北西陸上ｸﾗﾌﾞ 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 山梨・小笠原ＡＣ 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC

4位 5位 6位 7位 8位

2日 男子１００ｍ

2日 男子２００ｍ

2日 男子１５００ｍ

1位 2位 3位

2日 男子走高跳

2日 男子棒高跳

2日 男子１１０ｍH

2日 男子４００ｍH

2日 男子４×１００mR

2日 男子走幅跳

2日
高校男子円盤投

(1.75kg)

2日 一般男子円盤投(2.0kg)

2日 小学生男子１００ｍ

2日 小学生男子１０００ｍ

2日 小学生男子８０ｍＨ

2日 小学生男子4X100mR

2日 小学生男子走幅跳
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日付 種目 4位 5位 6位 7位 8位1位 2位 3位

高橋　みず紀(3) 12.32(-0.3) 古屋　日奈子(1) 12.41(-0.3) 前田　柚奈(1) 12.78(-0.3) 由井　綾音(2) 12.87(+0.3) 三吉　南緒(3) 12.95(+0.3) 福田　倭子(1) 13.00(-0.3) 中田　舞花(1) 13.02(-0.3) 水元　五月(1) 13.03(-0.3)
神奈川・相洋高 山梨・駿台甲府高 神奈川・山梨学院大 静岡・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院大 宮崎・山梨学院大
髙島　菜都美(3) 25.29(-1.5) 倉澤　綾(1) 25.95(-1.5) 原田　あかり(1) 26.19(-1.5) 由井　綾音(2) 26.68(-1.5) 並木　静香(2) 26.70(-1.5) 中村　遥香(2) 27.23(-1.0) 毛利　来夢(1) 27.25(-1.5) 石田　直子(1) 27.66(-1.0)
神奈川・相洋高 静岡・山梨学院大 静岡・山梨学院大 静岡・山梨学院大 千葉・山梨学院大 山梨・韮崎高 山梨・巨摩高 山梨・甲府西高
永石　笑璃(2) 5:22.33 佐野　鈴香(1) 5:33.42 渡辺　愛梨(2) 5:43.13 鶴田　亜耶(1) 5:49.84 田野口　美来(1) 5:54.36 志村　温奈(1) 5:59.22 中村　夢花(2) 6:00.82 奥脇　希羽(1) 6:01.72
山梨・日本航空高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・山梨高 山梨・甲府南高 山梨・吉田高 山梨・山梨高 山梨・都留高
東海林　幸(1) 15.37(-0.7) 牛山　亜実(1) 15.45(-0.7) 河野　弘江(1) 17.34(-0.7) 北島　夏姫(1) 18.15(-0.7)
山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高
三吉　南緒(3) 14.27(+1.2) 小林　里帆(3) 14.46(+1.2) 小林　美咲(1) 16.71(+1.2) 山岸　彩香(2) 17.13(+1.2) 鞍打　見春(2) 17.18(+1.2) 向山　ひかり(1) 17.25(-1.2) 渡邉　美亜(2) 17.42(-0.4) 清水　優花(2) 17.54(+1.2)
山梨・巨摩高 山梨・山梨学院大 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府西高 山梨・身延高 山梨・韮崎高 山梨・日大明誠高 山梨・韮崎高
清野　真帆(2) 1:06.38 長田　侑加(2) 1:06.49 清水　優花(2) 1:09.50 向山　ひかり(1) 1:11.41 大原　梨央(1) 1:11.85 小川　芽来(2) 1:15.65 川村　瑠華(2) 1:17.66 中平　安美(2) 1:18.07
千葉・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府南高 山梨・富士河口湖高 山梨・甲府南高
駿台甲府高 49.39 巨摩高A 50.79 甲府西高A 51.13 甲府昭和高 51.89 山梨学院高 52.56 都留高 52.75 甲府南高 52.82 巨摩高B 52.85
福田　倭子(1) 帶金　玲菜(2) 和光　紀佳(1) 池川　佳帆(1) 中村　美紀子(2) 小林　茜(1) 堀内　菜央(1) 井上　咲音(2)
古屋　日奈子(1) 東海林　幸(1) 山岸　彩香(2) 大原　梨央(1) 立澤　亜弥(1) 山﨑　るな(2) 村松　美穂(2) 河野　弘江(1)
小林　杏樹(2) 帶金　莉子(1) 窪田　光莉(1) 後藤　唯衣(1) 小林　杏実(1) 岩田　怜実(1) 辻　彩花(2) 斉藤　果音(1)
広瀬　七彩(1) 毛利　来夢(1) 石田　直子(1) 小林　美咲(1) 立澤　真弥(1) 髙部　彩音(2) 小川　芽来(2) 牛山　亜実(1)
東海林　幸(1) 1m64 田中　瑠々花(3) 1m58 山﨑　るな(2) 1m58 渡邉　美亜(2) 1m45 辻　彩花(2) 1m40 渡邉　芹奈(1) 1m40 井上　咲音(2) 1m40 遠藤　茅咲(2) 1m35
山梨・巨摩高 山梨・都留興譲館高 山梨・都留高 山梨・日大明誠高 山梨・甲府南高 山梨・吉田高 山梨・巨摩高 山梨・甲府城西高

河野　弘江(1) 1m35
山梨・巨摩高

三吉　里緒(1) 2m10 斉藤　果音(1) 2m00
山梨・巨摩高 山梨・巨摩高
古屋　日奈子(1) 5m59(-0.1) 小林　杏樹(2) 5m25(-1.4) 水元　五月(1) 5m18(-0.5) 伊藤　里紗 4m81(0.0) 今井　梨緒(2) 4m76(-0.1) 村松　美穂(2) 4m71(+0.2) 高島　愛理 4m64(-0.6) 辻　彩花(2) 4m61(-0.3)
山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 宮崎・山梨学院大 山梨・TYPE-R 山梨・北杜高 山梨・甲府南高 山梨・TYPE-R 山梨・甲府南高
深沢　萌絵(3) 34m30 村田　朋実 33m74 武田　遼(1) 31m88 今井　萌圭(1) 27m39 新田　千紘(1) 27m13 三井　陽麗(2) 25m37 有坂　月華(2) 25m31 鞍内　千種(中3) 24m36
山梨・身延高 山梨・早川陸上クラブ 宮崎・山梨学院大 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・山梨学院高 山梨・富士北稜高 山梨・早川陸上クラブ
小池　彩華(6) 14.50(-1.3) 岩野　巴南(6) 14.68(+1.0) 柳谷　百音(5) 14.87(+0.3) 中村　陽莉(6) 14.87(-1.5) 手塚　茉凛(6) 14.87(+1.0) 坂下　茉優(5) 14.94(-1.3) 平山　果歩(6) 15.01(-0.1) 松下　小夏(6) 15.02(-1.3)
山梨・アスとれJr 山梨・NAC 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・NAC 静岡・千代田AC 山梨・中村塾 静岡・千代田AC
西本　佑菜(6) 2:34.73 柳谷　百音(5) 2:36.09 荻原　実里(6) 2:40.71 水上　和沙(6) 2:40.82 赤澤　結衣(5) 2:45.60 三井　葉乃音(5) 2:45.73 妻木　恵恋(6) 2:46.37 小池　璃音(5) 2:46.72
山梨・中村塾 山梨・大国陸上 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・大国陸上 山梨・大国陸上 山梨・中村塾 山梨・大国陸上
松下　小夏(6) 13.05(-0.3) 坂下　茉優(5) 13.35(-0.3) 妻木　恵恋(6) 14.18(-0.1) 長田　和佳奈(6) 14.41(-0.3) 花村　日向(5) 14.49(-0.3) 山﨑　希穂(6) 15.29(-0.3) 小田切　和奏(6) 15.85(-0.1) 武井　美來(5) 16.22(-0.1)
静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 山梨・中村塾 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 山梨・中村塾 山梨・中村塾
NACA 57.18 大国陸上A 58.61 中村塾A 59.92 一宮陸上スポ少A 1:01.31 NACB 1:01.76 中村塾B 1:01.84 NACC 1:03.04 北西陸上ｸﾗﾌﾞA 1:03.30
野澤　亜矢(6) 小池　璃音(5) 西本　佑菜(6) 岩間　陽佳(6) 石原　のえる(6) 妻木　恵恋(6) 小林　のどか(6) 上野　妃来(5)
岩野　巴南(6) 三井　葉乃音(5) 平山　果歩(6) 荻原　実里(6) 小林　麻莉愛(6) 小田切　和奏(6) 志村　裕稀(6) 功刀　杏浬(5)
手塚　茉凛(6) 柳谷　百音(5) 武井　美來(5) 内田　香里奈(6) 小野　美来(6) 中楯　紗季(6) 河野　葵(6) 清水　咲希(5)
泉　こころ(6) 中村　陽莉(6) 岡　杏織(5) 水上　和沙(6) 清水　桃花(6) 丸山　穂乃(5) 土屋　欧羅(6) 三澤　怜奈(4)
萩原　千乃和(6) 4m52(+0.6) 松下　小夏(6) 4m40(+0.7) 坂下　茉優(5) 4m35(+1.1) 長田　和佳奈(6) 4m17(+2.0) 泉　こころ(6) 3m98(+0.1) 小池　彩華(6) 3m93(+1.8) 花村　日向(5) 3m93(+1.9) 丸山　穂乃(5) 3m88(+0.9)
山梨・山梨ジャンパーズ 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 静岡・千代田AC 山梨・NAC 山梨・アスとれJr 静岡・千代田AC 山梨・中村塾

凡例 

2日 女子１００ｍ

2日 女子２００ｍ

2日 女子１５００ｍ

2日 女子１００ｍYH

2日 女子走高跳

2日 女子棒高跳

2日 女子１００ｍH

2日 女子４００ｍH

2日 女子４×１００mR

2日 女子走幅跳

2日 女子円盤投

2日 小学生女子１００ｍ

2日 小学生女子走幅跳

2日 小学生女子８００ｍ

2日 小学生女子８０ｍＨ

2日 小学生女子４X１００ｍR



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月2日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　24組

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾏｻ 佐賀

1 5 3-1507 増田　健吾(3) 東学大 10.67 1 3 3-1518 古川　剛正(3) 東学大 10.89
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

2 7 533 岩下　千馬(3) 駿台甲府高 10.80 2 4 700 堀内　隼也(4) 山梨学院大 11.07
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

3 3 531 松野　滉大(3) 駿台甲府高 10.82 3 2 713 森　貫太朗(2) 山梨学院大 11.13
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨

4 2 712 杉田　稜(2) 山梨学院大 11.06 4 5 541 長田　士(1) 駿台甲府高 11.22
ｱﾗｲ ﾓﾄﾋﾛ 山梨 ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ 山梨

5 6 5285 荒井　基宏(1) 山梨学院大 11.11 5 1 3983 伴野　雄高 よっちゃばれAC 11.53
ｷｸﾁ ﾀｸﾏ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 山梨

6 4 711 菊地　拓磨(2) 山梨学院大 11.11 6 6 703 近藤　大聖(4) 山梨学院大 11.73
ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨 ｶﾏｸﾗ ﾌﾐﾔ 山梨

7 8 5282 小幡　隆史(1) 山梨学院大 11.15 7 333 鎌倉　郁弥(1) 身延高 DNS
ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

8 1 323 珊瑚　龍之介(2) 身延高 11.23 8 709 依田　侑大(2) 山梨学院大 DNS

3組 (風:+0.7) 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
ｶﾜｼﾞ ﾀｹﾙ 大阪 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾄ 山梨

1 2 5283 川路　武(1) 山梨学院大 11.06 1 6 197 古屋　皓大(2) 甲府昭和高 11.14
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

2 5 86 功刀　友貴(2) 甲府西高 11.25 2 8 5286 中村　僚(1) 山梨学院大 11.27
ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ｾﾄｸﾞﾁ ﾅｵﾏｻ 東京

3 1 156 済間　大誠(3) 甲府工高 11.40 3 2 0 瀬戸口　直雅 Palette 11.28
ﾔﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 千葉 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵﾄ 山梨

4 7 78 矢部　征芳 千葉陸協 11.46 4 7 25 小泉　直斗(2) 韮崎高 11.48
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾐﾔﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 埼玉

5 8 705 中村　和貴(3) 山梨学院大 11.47 5 4 1669 宮野　将一朗 尚美大AC 11.50
ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 山梨 ｶﾈｺ ﾄﾓｷ 山梨

6 6 547 福島　凜(1) 駿台甲府高 11.52 6 5 399 金子　知樹(1) 都留高 11.64
ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨 ﾋﾃﾞ ｴｲﾄ 山梨

3 534 五味　勇太(3) 駿台甲府高 DNS 7 1 714 秀　英門(2) 山梨学院大 11.69
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

4 4074 内田　智大 大明小学校教員 DNS 3 702 渡辺　翔太(4) 山梨学院大 DNS

5組 (風:+0.6) 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
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｷ 宮崎

1 3 601 木村　亮太(3) 東海大甲府高 11.42 1 4 5279 川越　春来(1) 山梨学院大 11.24
ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨 ﾅﾄﾘ ｱｽﾞｻ 山梨

2 4 151 三枝　昂太(3) 甲府工高 11.47 2 3 263 名取　梓(1) 巨摩高 11.52
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ｵｵﾜ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

3 7 536 寺戸　翼(3) 駿台甲府高 11.55 3 2 3446 大輪　亮雅 早川陸上クラブ 11.53
ﾄﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 山梨 ﾊﾔｻｶ ﾕｳｻｸ 神奈川

4 2 6137 戸塚　優斗(2) 山梨大 11.70 4 5 2055 早坂　優作(1) 相洋高 11.58
ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾓﾘ ｹﾝｽｹ 山梨

5 6 1881 飯田　一真(中3) TYPE-R 11.72 5 7 5 森　謙介(2) 北杜高 11.66
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｶｵﾙ 山梨

6 1 252 村田　翔哉(2) 巨摩高 11.73 6 6 165 飯島　郁(1) 甲府工高 11.66
ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾙ 山梨

7 8 582 大村　拓矢(2) 山梨学院高 11.76 7 8 593 久保田　輝(1) 山梨学院高 11.68
ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨

8 5 198 丸山　礼聖(2) 甲府昭和高 11.95 8 1 431 渡邊　聖矢(3) 都留興譲館高 11.85



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月2日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　24組

7組 (風:+1.3) 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
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾚｵﾝ 山梨

1 1 538 石田　光希(2) 駿台甲府高 11.42 1 3 535 澤登　怜音(3) 駿台甲府高 11.71
ﾆｲｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨

2 6 219 新島　零次(2) 農林高 11.53 2 5 3443 望月　亮輔 早川陸上クラブ 11.73
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｷ 山梨

3 3 3-5608 佐藤　　悠斗(1) 都留文科大 11.54 3 7 445 渡邊　魁葵(1) 都留興譲館高 11.76
ｶﾜﾃ ﾀｸﾛｳ 山梨 ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山梨

4 2 95 川手　拓朗(1) 甲府西高 11.60 4 2 585 依田　柊哉(2) 山梨学院高 11.85
ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨

5 4 162 百田　國光(2) 甲府工高 11.65 5 1 543 齊藤　翼(1) 駿台甲府高 11.86
ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝﾒｲ 山梨 ﾋｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 山梨

6 8 68 滝沢　俊明(2) 甲府一高 11.68 6 8 7 樋川　晴之(1) 北杜高 11.98
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 静岡

7 5 326 望月　真(2) 身延高 11.84 4 215 池田　直樹 山梨陸協 DNS
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 山梨

8 7 539 吉澤　大聖(2) 駿台甲府高 11.87 6 269 小林　瑞季(1) 巨摩高 DNS

9組 (風:+0.2) 10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
ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｵﾏﾀ ﾚﾝﾄ 山梨

1 8 435 永田　瑞季(2) 都留興譲館高 11.80 1 4 438 小俣　蓮虎(2) 都留興譲館高 11.73
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 山梨 ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ 山梨

2 5 461 坂本　康之介(2) 吉田高 11.85 2 1 301 塩原　汰一(2) 増穂商業高 11.82
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨

3 2 270 田原　和輝(1) 巨摩高 11.96 3 7 92 石原　大勢(1) 甲府西高 11.84
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾀ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨

4 3 548 安田　光汰(1) 駿台甲府高 12.01 4 2 164 樋口　祥哉(1) 甲府工高 12.13
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨

5 6 4024 田中　賢司 リコージャパン 12.03 5 8 598 山下　竜世(3) 東海大甲府高 12.28
ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨 ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨

6 4 179 岩崎　裕謙(2) 甲府城西高 12.08 3 492 大嶺　ゆうじ(3) 富士北稜高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨

1 3956 望月　勇人 syms DNS 5 504 堀内　涼介(2) 富士北稜高 DNS
ﾆｯﾄﾉ ﾂｶｻ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 山梨

7 181 入戸野　司(2) 甲府城西高 DNS 6 3955 望月　翔太 syms DNS

11組 (風:+1.2) 12組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ｼﾝ 山梨 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 山梨

1 4 98 伊藤　真心(1) 甲府西高 11.71 1 3 70 阿部　亮真(1) 甲府一高 11.96
ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 山梨

2 2 258 酒井　凌佑(2) 巨摩高 11.94 2 6 204 大久保　拓斗(1) 甲府昭和高 11.97
ｲｼﾊﾗ ﾗｲﾝ 山梨 ｱﾘﾉ ﾏｻﾙ 山梨

3 5 117 石原　来音(2) 甲府南高 11.94 3 1 203 有野　勝(1) 甲府昭和高 11.97
ｶﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 山梨

4 8 542 熊谷　大輝(1) 駿台甲府高 11.96 4 8 200 石原　大暉(2) 甲府昭和高 12.05
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 山梨 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 山梨

5 3 139 風間　優佑(2) 甲府東高 11.98 5 7 72 加藤　涼(1) 甲府一高 12.06
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｷ 山梨 ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨

6 6 260 深澤　広喜(2) 巨摩高 12.01 6 5 257 笠井　太陽(2) 巨摩高 12.08
ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾉｽｹ 山梨 ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 山梨

7 7 137 杉山　鷹之介(2) 甲府東高 12.06 7 4 216 大沢　仁(2) 農林高 12.22
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 山梨 ｵﾉ ﾀﾂﾔ 山梨

8 1 640 佐藤　結介(1) 日大明誠高 12.14 8 2 268 小野　達哉(1) 巨摩高 12.27



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月2日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　24組

13組 (風:+0.3) 14組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾐ 山梨 ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山梨

1 3 102 岡部　拓海(1) 甲府西高 11.71 1 2 457 加藤　真嵩(4) 国際武道大 11.88
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ 山梨

2 6 392 竹田　浩輝(2) 都留高 11.80 2 6 171 中山　敬介(1) 甲府工高 11.92
ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｹ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 山梨

3 5 515 鈴木　秀岳(1) 富士北稜高 12.08 3 4 669 藤原　竜斗(1) 韮崎工業高 12.18
ｺﾞﾐ ﾕｳｷ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｷ 山梨

4 4 118 五味　裕輝(2) 甲府南高 12.16 4 7 595 村松　靖季(1) 山梨学院高 12.22
ﾐｻﾜ ﾌﾐﾔ 山梨 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾀｸﾐ 山梨

5 2 141 三澤　史弥(2) 甲府東高 12.29 5 3 592 久保寺　巧(1) 山梨学院高 12.27
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾖｳ 山梨 ﾆｼﾑﾛ ｹｲﾄ 山梨

6 1 433 宮下　太陽(2) 都留興譲館高 12.38 6 8 447 西室　圭翔(1) 都留興譲館高 12.47
ｺｳﾉ ｶｹﾙ 山梨 ｶﾔﾇﾏ ｹｲｽｹ 山梨

7 503 河野　翔(2) 富士北稜高 DNS 1 442 萱沼　佳佑(2) 都留興譲館高 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼玉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 山梨

8 1310 山田　隆大 ＷＥＳＴ DNS 5 437 小林　迅人(2) 都留興譲館高 DNS

15組 (風:-0.2) 16組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

1 5 597 三神　勇大(3) 東海大甲府高 12.32 1 4 132 丸山　駿人(1) 甲府南高 12.12
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾔ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨

2 7 126 水谷　伶弥(2) 甲府南高 12.51 2 7 87 飯島　大喜(2) 甲府西高 12.28
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ 山梨 ｵｵｼﾊﾞ ﾚｵ 山梨

3 2 606 小林　拓夢(1) 東海大甲府高 12.54 3 3 40 大柴　伶王(1) 韮崎高 12.41
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾔ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ 山梨

4 4 177 青嶋　優弥(2) 甲府城西高 12.92 4 6 131 土屋　稜翔(1) 甲府南高 12.43
ﾋﾗｲﾜ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾏｴﾉ ｼｮｳｷ 山梨

1 699 平岩　隼(1) 日大明誠高 DNS 5 8 125 前野　翔紀(2) 甲府南高 12.48
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 山梨 ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛﾄ 山梨

3 440 杉本　健太(2) 都留興譲館高 DNS 6 5 506 渡部　弥人(2) 富士北稜高 12.76
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ 山梨 ｼﾂﾞｶ ﾘｮｳ 山梨

6 502 小林　真翔(2) 富士北稜高 DNS 1 645 志塚　凌(1) 日大明誠高 DNS
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨

8 161 藤井　佑成(2) 甲府工高 DNS 2 180 佐藤　翔太(2) 甲府城西高 DNS

17組 (風:+0.5) 18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
ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨

1 4 251 横内　峻(2) 巨摩高 12.06 1 5 166 丸山　友哉(1) 甲府工高 12.80
ｵｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 山梨 ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨

2 8 129 岡島　槙也(1) 甲府南高 12.45 2 7 3902 武藤　正一 TYPE-R 13.07
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 山梨 ﾎﾘｲ ﾀﾞｲﾔ 山梨

3 2 52 山本　歩夢(1) 韮崎工業高 12.66 3 4 54 堀井　大也(1) 韮崎工業高 13.08
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 山梨 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｷ 山梨

4 3 642 長谷川　勇気(1) 日大明誠高 12.80 4 2 55 田口　厚希(1) 韮崎工業高 13.25
ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾖｳﾀ 山梨

5 5 643 樋口　康平(1) 日大明誠高 12.82 5 3 123 野澤　陽太(2) 甲府南高 13.28
ﾊﾀﾉ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 山梨

6 6 441 幡野　大介(2) 都留興譲館高 12.83 6 8 694 山口　琳玖(1) 富士北稜高 13.40
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 山梨 ﾊﾅﾜ ﾀｲｶﾞ 山梨

7 1 510 田村　優弥(1) 富士北稜高 13.20 7 6 584 花輪　大河(2) 山梨学院高 13.46
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｷ 山梨

8 7 695 田中　遥人(1) 富士北稜高 13.21 8 1 509 渡辺　成基(1) 富士北稜高 13.64



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月2日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　24組

19組 (風:-0.5) 20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
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨

1 1 0 守山　遼馬 ゆめおりAC 11.91 1 3 246 進藤　大輝(3) 巨摩高 11.33
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 山梨 ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨

2 4 53 遠藤　佑輝(1) 韮崎工業高 12.79 2 8 604 馬目　滉(2) 東海大甲府高 12.24
ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ 山梨

3 3 170 西野　友翔(1) 甲府工高 13.13 3 5 51 藤原　世也(1) 韮崎工業高 12.29
ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨 ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 山梨

4 6 499 境　宏真(3) 富士北稜高 13.16 4 2 49 古屋　将大(2) 韮崎工業高 12.70
ｼﾉﾐﾔ ﾕｳﾘ 山梨 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 山梨

5 5 172 四ノ宮　悠理(1) 甲府工高 13.45 5 7 467 田邊　泰盛(2) 吉田高 12.95
ﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 山梨 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ 山梨

6 8 605 矢崎　拓哉(2) 東海大甲府高 13.56 4 482 大谷　健斗(1) 富士河口湖高 DNS
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 静岡 ﾅﾗ ﾋﾅﾄ 山梨

7 7 10239 高橋　空夢(中1) 千代田AC 13.72 6 423 奈良　日南人(1) 上野原高 DNS
ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

8 2 514 菅原　涼(1) 富士北稜高 15.63

21組 (風:-0.9) 22組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨

1 5 373 長沼　柊人(2) 山梨高 11.87 1 4 422 深澤　和樹(1) 上野原高 12.46
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 山梨

2 7 375 丸山　翔大(2) 山梨高 12.09 2 6 621 吉田　啓汰(2) 日本航空高 12.48
ｻﾄｳ ｺﾞｳ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾘﾝ 山梨

3 2 434 佐藤　豪(2) 都留興譲館高 12.12 3 7 610 土屋　凜(1) 東海大甲府高 12.74
ｲ ﾋｮﾝﾐﾝ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

4 8 619 イ　ヒョンミン(2) 日本航空高 12.38 4 3 469 堀内　淳平(1) 吉田高 12.95
ｲﾉｳｴ ﾀｸﾏ 山梨 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲ 山梨

4 443 井上　拓真(1) 都留興譲館高 DQ,FS 5 8 444 小笠原　精(1) 都留興譲館高 13.14
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾄ 山梨 ｵｻﾉ ｿｳ 山梨

3 483 川野　温人(1) 富士河口湖高 DNS 2 501 小佐野　颯(2) 富士北稜高 DNS
ｼﾗｽ ﾄﾜ 山梨 ｺﾒﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 山梨

6 432 白須　飛羽(2) 都留興譲館高 DNS 5 302 米田　ユウジ(1) 増穂商業高 DNS

23組 (風:+0.7) 24組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

1 7 484 渡邉　寛誉(1) 富士河口湖高 11.86 1 6 537 村松　由翔(3) 駿台甲府高 11.18
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 山梨

2 2 372 松村　知哉(2) 山梨高 12.00 2 7 596 今澤　友作(3) 東海大甲府高 12.02
ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨 ﾓﾘﾔ ﾕｳｽｹ 山梨

3 4 262 小野　智哉(1) 巨摩高 12.15 3 4 417 守屋　祐介(1) 上野原高 12.34
ﾓﾘﾓﾄ ｶﾞｸ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨

4 5 379 森本　学(2) 山梨高 12.75 4 5 371 古屋　勇侍(2) 山梨高 12.54
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 山梨 ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 山梨

5 3 421 佐藤　拓真(1) 上野原高 13.00 5 2 486 荒井　琢実(1) 富士河口湖高 12.60
ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨 ﾊﾟｯﾀﾗ ﾎﾞﾃﾞｨﾝ 山梨

6 6 1901 保坂　凛(中1) 早川陸上クラブ 13.02 6 8 620 パッタラ　ボディン(2) 日本航空高 12.83
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾗﾙ 山梨 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 山梨

7 8 463 鈴木　樹良瑠(2) 吉田高 13.24 3 668 石井　優人(1) 韮崎工業高 DNS



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート

男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993
山梨県高校記録(YHR)     10.44     寺本　元(都留高)                      1993 9月2日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木

1 3-1507 増田　健吾(3) 東学大 10.67 +1.5
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

2 533 岩下　千馬(3) 駿台甲府高 10.80 +1.5
ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

3 531 松野　滉大(3) 駿台甲府高 10.82 +1.5
ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾏｻ 佐賀

4 3-1518 古川　剛正(3) 東学大 10.89 +1.6
ｶﾜｼﾞ ﾀｹﾙ 大阪

5 5283 川路　武(1) 山梨学院大 11.06 +0.7
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 山梨

6 712 杉田　稜(2) 山梨学院大 11.06 +1.5
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨

7 700 堀内　隼也(4) 山梨学院大 11.07 +1.6
ｱﾗｲ ﾓﾄﾋﾛ 山梨

8 5285 荒井　基宏(1) 山梨学院大 11.11 +1.5



凡例  DNS:欠場

男子２００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007
山梨県高校記録(YHR)     21.50     入倉　俊樹(身延高)                    1986
山梨県高校記録(YHR)     21.50     堀越　勇介(都留高)                    1990 9月2日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

1組 (風:-0.5) 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
ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

1 3 322 野口　怜恩(3) 身延高 22.25 1 6 5282 小幡　隆史(1) 山梨学院大 22.61
ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

2 7 5514 藤村　恒平(1) 山梨学院大 22.90 2 4 5286 中村　僚(1) 山梨学院大 22.65
ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ 山梨 ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

3 1 3-3253 舩木　勇助(4) 都留文科大 23.15 3 1 713 森　貫太朗(2) 山梨学院大 22.69
ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾏｻ 佐賀 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾄ 山梨

4 6 3-1518 古川　剛正(3) 東学大 24.61 4 2 197 古屋　皓大(2) 甲府昭和高 22.80
ｶﾜｼﾞ ﾀｹﾙ 大阪 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

5 5 5283 川路　武(1) 山梨学院大 27.60 5 7 3-3255 窪田　雄人(2) 都留文科大 22.81
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 栃木 ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨

2 3-1507 増田　健吾(3) 東学大 DNS 6 5 541 長田　士(1) 駿台甲府高 23.06
ﾀｹｻﾞﾜ ﾘｸ 群馬 ﾋﾃﾞ ｴｲﾄ 山梨

4 3-1532 竹澤　陸(2) 東学大 DNS 7 8 714 秀　英門(2) 山梨学院大 23.71
ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 埼玉 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

8 3-1524 内田　将太(2) 東学大 DNS 3 534 五味　勇太(3) 駿台甲府高 DNS

3組 (風:-1.3) 4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
ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ 山梨 ｱﾗｲ ﾓﾄﾋﾛ 山梨

1 7 85 鎌倉　裕朗(2) 甲府西高 22.94 1 1 5285 荒井　基宏(1) 山梨学院大 22.98
ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵﾄ 山梨 ｻｲﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

2 3 25 小泉　直斗(2) 韮崎高 23.28 2 5 156 済間　大誠(3) 甲府工高 23.08
ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ﾆｲｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ 山梨

3 6 536 寺戸　翼(3) 駿台甲府高 23.34 3 4 219 新島　零次(2) 農林高 23.35
ﾓﾘ ｹﾝｽｹ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

4 8 5 森　謙介(2) 北杜高 23.40 4 6 6141 森實　高毅(M1) 山梨大 23.40
ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 山梨 ｼﾓﾀﾞ ﾘｸ 山梨

5 4 547 福島　凜(1) 駿台甲府高 23.45 5 8 630 霜田　陸(2) 日大明誠高 23.43
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｺｳﾀ 山梨

6 5 397 藤本　功輝(2) 都留高 23.48 6 7 151 三枝　昂太(3) 甲府工高 23.65
ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨

7 2 546 仲上　公賀(1) 駿台甲府高 23.58 7 2 431 渡邊　聖矢(3) 都留興譲館高 23.90
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 静岡

8 1 325 村松　星哉(2) 身延高 23.74 3 215 池田　直樹 山梨陸協 DNS

5組 (風:-0.4) 6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
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 山梨 ｳｽｲ ﾀﾂﾐ 山梨

1 3 538 石田　光希(2) 駿台甲府高 23.50 1 1 633 臼井　達海(2) 日大明誠高 24.38
ﾅﾄﾘ ｱｽﾞｻ 山梨 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 山梨

2 2 263 名取　梓(1) 巨摩高 23.71 2 8 72 加藤　涼(1) 甲府一高 24.58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｷ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨

3 8 445 渡邊　魁葵(1) 都留興譲館高 23.74 3 4 395 藤木　柊成(2) 都留高 24.61
ｵﾏﾀ ﾚﾝﾄ 山梨 ｲﾏｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 山梨

4 1 438 小俣　蓮虎(2) 都留興譲館高 23.91 4 3 596 今澤　友作(3) 東海大甲府高 24.76
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝ 山梨 ｱｾﾞﾁ ｶｲ 山梨

5 6 326 望月　真(2) 身延高 23.98 5 6 631 畔地　凱(2) 日大明誠高 24.87
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 山梨

6 7 545 鈴木　颯(1) 駿台甲府高 24.13 6 2 200 石原　大暉(2) 甲府昭和高 24.99
ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ 山梨 ｺｳﾉ ｶｹﾙ 山梨

7 5 388 川村　清耶(2) 都留高 24.36 7 7 503 河野　翔(2) 富士北稜高 25.03
ﾔｶﾞｻｷ ｼｭｳﾀ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 山梨

8 4 208 矢ヶ崎　秀太(3) 農林高 24.50 8 5 598 山下　竜世(3) 東海大甲府高 25.44



凡例  DNS:欠場

男子２００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007
山梨県高校記録(YHR)     21.50     入倉　俊樹(身延高)                    1986
山梨県高校記録(YHR)     21.50     堀越　勇介(都留高)                    1990 9月2日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

7組 (風:+0.1) 8組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾙ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 山梨

1 4 593 久保田　輝(1) 山梨学院高 23.73 1 4 92 石原　大勢(1) 甲府西高 24.50
ｶﾜﾃ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 山梨

2 3 95 川手　拓朗(1) 甲府西高 24.06 2 3 139 風間　優佑(2) 甲府東高 25.15
ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨

3 6 258 酒井　凌佑(2) 巨摩高 24.28 3 6 604 馬目　滉(2) 東海大甲府高 25.19
ｲﾄｳ ｼﾝ 山梨 ﾋﾗｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 山梨

4 8 98 伊藤　真心(1) 甲府西高 24.40 4 8 394 平井　丈次(2) 都留高 25.55
ｵｻﾞﾜ ﾐﾝﾄ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 山梨

5 5 94 小澤　明門(1) 甲府西高 24.90 5 5 637 坂本　大和(2) 日大明誠高 25.76
ﾐｻﾜ ﾌﾐﾔ 山梨 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨

6 2 141 三澤　史弥(2) 甲府東高 24.98 6 1 180 佐藤　翔太(2) 甲府城西高 26.47
ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾀｸﾐ 山梨 ｶｻｲ ﾀｲﾖｳ 山梨

7 7 592 久保寺　巧(1) 山梨学院高 25.27 2 257 笠井　太陽(2) 巨摩高 DNS
ｱｵｼﾏ ﾕｳﾔ 山梨 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺﾞ 山梨

8 1 177 青嶋　優弥(2) 甲府城西高 25.72 7 632 五十嵐　啓悟(2) 日大明誠高 DNS

9組 (風:-0.8) 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
ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳﾄ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 山梨

1 2 373 長沼　柊人(2) 山梨高 24.37 1 2 254 秋山　拓朗(2) 巨摩高 24.16
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 山梨

2 8 301 塩原　汰一(2) 増穂商業高 24.49 2 3 484 渡邉　寛誉(1) 富士河口湖高 24.34
ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝ 山梨 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 山梨

3 3 251 横内　峻(2) 巨摩高 25.09 3 1 372 松村　知哉(2) 山梨高 24.75
ﾆｼﾑﾛ ｹｲﾄ 山梨 ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 山梨

4 6 447 西室　圭翔(1) 都留興譲館高 26.06 4 5 216 大沢　仁(2) 農林高 24.79
ｶﾄｳ ｶｹﾙ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾉｽｹ 山梨

5 1 217 加藤　翔(2) 農林高 26.66 5 4 137 杉山　鷹之介(2) 甲府東高 24.95
ﾑﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 山梨 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 山梨

6 7 3902 武藤　正一 TYPE-R 26.77 6 7 621 吉田　啓汰(2) 日本航空高 26.13
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 山梨

4 401 山口　大星(1) 都留高 DNS 7 8 145 小林　晃大(1) 甲府東高 26.36
ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 山梨 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 山梨

5 635 澤田　尚輝(2) 日大明誠高 DNS 8 6 511 今泉　友人(1) 富士北稜高 26.96

11組 (風:-1.1) 12組 (風:-1.4)

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
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｸﾄ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

1 4 587 望月　陸渡(2) 山梨学院高 24.09 1 5 537 村松　由翔(3) 駿台甲府高 22.87
ｷｯﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 山梨

2 5 140 橘田　勇人(2) 甲府東高 24.62 2 4 246 進藤　大輝(3) 巨摩高 22.96
ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｹ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳｷ 山梨

3 2 515 鈴木　秀岳(1) 富士北稜高 25.27 3 7 118 五味　裕輝(2) 甲府南高 24.77
ｵｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 山梨 ｲ ﾋｮﾝﾐﾝ 山梨

4 3 129 岡島　槙也(1) 甲府南高 25.69 4 6 619 イ　ヒョンミン(2) 日本航空高 26.54
ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 山梨 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 山梨

5 6 371 古屋　勇侍(2) 山梨高 25.93 5 3 695 田中　遥人(1) 富士北稜高 28.18
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ 山梨

6 7 218 小林　俊也(2) 農林高 26.71 2 482 大谷　健斗(1) 富士河口湖高 DNS
ﾅﾗ ﾋﾅﾄ 山梨 ｺﾒﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 山梨

8 423 奈良　日南人(1) 上野原高 DNS 8 302 米田　ユウジ(1) 増穂商業高 DNS



凡例  DNS:欠場

男子２００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007
山梨県高校記録(YHR)     21.50     入倉　俊樹(身延高)                    1986
山梨県高校記録(YHR)     21.50     堀越　勇介(都留高)                    1990 9月2日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

13組 (風:-0.4) 14組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾋｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 山梨

1 3 601 木村　亮太(3) 東海大甲府高 24.28 1 6 7 樋川　晴之(1) 北杜高 24.57
ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾐ 山梨

2 2 435 永田　瑞季(2) 都留興譲館高 24.44 2 7 102 岡部　拓海(1) 甲府西高 24.94
ｺﾞﾄｳ ﾊﾝﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 山梨

3 4 460 後藤　帆翔(2) 吉田高 25.98 3 3 669 藤原　竜斗(1) 韮崎工業高 25.24
ﾏｴﾉ ｼｮｳｷ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨

4 5 125 前野　翔紀(2) 甲府南高 25.98 4 8 422 深澤　和樹(1) 上野原高 25.74
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨 ﾓﾘﾔ ﾕｳｽｹ 山梨

5 7 3395 中村　和博(3) 桃の郷ＡＣ 27.04 5 2 417 守屋　祐介(1) 上野原高 26.32
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 山梨 ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨

6 6 421 佐藤　拓真(1) 上野原高 27.63 6 4 1901 保坂　凛(中1) 早川陸上クラブ 26.64
ﾄｶﾞﾜ ﾙｷ 山梨 ｼﾉﾐﾔ ﾕｳﾘ 山梨

7 8 693 外川　瑠己(1) 富士北稜高 29.05 7 5 172 四ノ宮　悠理(1) 甲府工高 27.33

15組 (風:-1.4) 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

ﾅｶﾈ ｶｲ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

1 6 1902 中根　海(中2) 早川陸上クラブ 25.70 1 322 野口　怜恩(3) 身延高 22.25 -0.5
ﾌｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

2 2 51 藤原　世也(1) 韮崎工業高 25.94 2 5282 小幡　隆史(1) 山梨学院大 22.61 -0.4
ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

3 5 49 古屋　将大(2) 韮崎工業高 25.97 3 5286 中村　僚(1) 山梨学院大 22.65 -0.4
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾓﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

4 8 466 佐藤　大輔(2) 吉田高 26.21 4 713 森　貫太朗(2) 山梨学院大 22.69 -0.4
ﾉｻﾞﾜ ﾖｳﾀ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾄ 山梨

5 7 123 野澤　陽太(2) 甲府南高 26.90 5 197 古屋　皓大(2) 甲府昭和高 22.80 -0.4
ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

6 4 170 西野　友翔(1) 甲府工高 27.54 6 3-3255 窪田　雄人(2) 都留文科大 22.81 -0.4
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨

3 549 中島　凜太朗(1) 駿台甲府高 DNS 7 537 村松　由翔(3) 駿台甲府高 22.87 -1.4
ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道

8 5514 藤村　恒平(1) 山梨学院大 22.90 -0.5



凡例  DNS:欠場

男子１５００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          3:43.57   宮崎　秀規(山梨学院大)                1997
山梨県高校記録(YHR)     3:48.86   西山　令(山梨学院)                    2013 9月2日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 山梨

1 3 324 羽田　虎太郎(2) 身延高 4:20.61 1 11 644 佐藤　優真(1) 日大明誠高 4:22.98
ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨 ﾅﾘﾀ ﾖｼｷ 山梨

2 5 391 関本　諒(2) 都留高 4:25.25 2 13 641 成田　吉輝(1) 日大明誠高 4:25.01
ｶｷﾉｷ ｺｳｽｹ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨

3 6 634 柿木　孝介(2) 日大明誠高 4:27.78 3 9 1707 中込　大地(2) 南アルプスＡＣ 4:28.69
ﾌﾅｲ ﾘｭｳ 山梨 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山梨

4 11 99 船井　龍(1) 甲府西高 4:30.89 4 4 127 森田　克馬(2) 甲府南高 4:30.56
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾀｶ 山梨 ﾅﾗｼﾏ ﾕｳｽｹ 山梨

5 12 636 長島　雄貴(2) 日大明誠高 4:36.97 5 12 415 楢島　佑亮(2) 上野原高 4:31.62
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾊﾅﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨

6 10 403 藤森　瑠星(1) 都留高 4:38.96 6 6 124 花田　朋也(2) 甲府南高 4:31.75
ｵｸﾞﾛ ﾖｳﾀﾛｳ 山梨 ﾀｶﾔﾏ ｻｸ 山梨

7 1 398 小黒　陽太郎(1) 都留高 4:39.13 7 7 698 高山　朔(1) 日大明誠高 4:34.63
ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨 ﾅｶﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

8 4 88 小野　健太(2) 甲府西高 4:46.11 8 8 121 中野　皓平(2) 甲府南高 4:42.31
ｲｿﾍﾞ ﾀｸﾏ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾁ 山梨

9 8 400 磯邊　拓磨(1) 都留高 4:48.09 9 2 414 小林　魁智(2) 上野原高 4:59.51
ｺﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨

10 13 119 小森　太陽(2) 甲府南高 4:48.13 10 10 93 中島　悠貴(1) 甲府西高 5:19.90
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕﾑ 山梨 ｻﾀﾞｶﾈ ﾄﾓﾔ 山梨

11 14 329 望月　歩夢(1) 身延高 5:14.27 1 128 定金　朋哉(1) 甲府南高 DNS
ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾄ 山梨 ﾄｷﾀ ﾖｳｽｹ 山梨

12 7 330 川口　佳音(1) 身延高 5:21.35 3 142 常田　洋介(2) 甲府東高 DNS
ｼﾗﾄﾘ ﾊﾙｷ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 山梨

13 2 439 白鳥　晴基(2) 都留興譲館高 5:30.32 5 549 中島　凜太朗(1) 駿台甲府高 DNS
ｷﾑ ｿﾝﾌﾝ 山梨

9 100 金　成勲(1) 甲府西高 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD 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 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 山梨 ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨

1 1 376 加藤　大登(2) 山梨高 4:32.33 1 324 羽田　虎太郎(2) 身延高 4:20.61
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 山梨 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 山梨

2 7 436 安藤　豪瑠(2) 都留興譲館高 4:37.85 2 644 佐藤　優真(1) 日大明誠高 4:22.98
ｺﾊﾏ ﾄﾓｷ 山梨 ﾅﾘﾀ ﾖｼｷ 山梨

3 13 464 小濵　朋己(2) 吉田高 4:39.44 3 641 成田　吉輝(1) 日大明誠高 4:25.01
ｺﾓﾘ ﾋﾛｷ 山梨 ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨

4 6 609 小森　大輝(1) 東海大甲府高 4:47.35 4 391 関本　諒(2) 都留高 4:25.25
ﾖｺｾ ﾏｻｷ 山梨 ｶｷﾉｷ ｺｳｽｹ 山梨

5 10 418 横瀬　仁紀(1) 上野原高 4:52.17 5 634 柿木　孝介(2) 日大明誠高 4:27.78
ｶﾝﾅ ﾀﾛｳ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨

6 5 380 神奈　汰郎(2) 山梨高 4:52.78 6 1707 中込　大地(2) 南アルプスＡＣ 4:28.69
ｷﾀﾀﾆ ﾙｲ 山梨 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山梨

7 11 618 北谷　瑠偉(2) 日本航空高 4:54.34 7 127 森田　克馬(2) 甲府南高 4:30.56
ﾐﾔｼﾀ ｷｮｳﾉ 山梨 ﾌﾅｲ ﾘｭｳ 山梨

8 9 468 宮下　響乃(1) 吉田高 5:05.23 8 99 船井　龍(1) 甲府西高 4:30.89
ﾀｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 山梨

9 4 446 髙山　賢人(1) 都留興譲館高 5:39.53
ﾀｹｶﾜ ﾃﾝｾｲ 山梨

10 12 607 竹川　天晴(1) 東海大甲府高 5:59.44
ｱｲｻﾞﾜ ｿｳ 山梨

2 459 相澤　宗(2) 吉田高 DNS
ｵｸｱｷ ﾕｳﾏ 山梨

3 419 奥秋　祐午(1) 上野原高 DNS
ﾌﾅｷ ﾖｼｷ 山梨

8 416 舩木　喜基(2) 上野原高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 324 324 324 324

記録 1:10 2:20 2:56 3:31

ナンバー 641 641 641 641

記録 1:00 2:13 2:25 3:33

ナンバー 418 436 436 376

記録 1:13 2:30 3:06 3:40

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

 



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

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 9月2日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.8) 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
ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

1 5 550 飯久保　明洋(4) 国際武道大 14.65 1 4 392 竹田　浩輝(2) 都留高 15.86
ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 神奈川 ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ 山梨

2 3 2001 久保田　　竜成(3) 相洋高 14.92 2 2 396 藤木　大嗣(2) 都留高 16.35
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨 ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ 山梨

3 7 2945 高橋　亨光 身延AC 15.55 3 6 85 鎌倉　裕朗(2) 甲府西高 16.54
ｲｼｸﾗ ｶｹﾙ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

4 6 708 石倉　翔(2) 山梨学院大 15.96 4 7 256 中込　諒一(2) 巨摩高 16.58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 ｵﾉ ﾀﾂﾔ 山梨

2 702 渡辺　翔太(4) 山梨学院大 DNS 5 5 268 小野　達哉(1) 巨摩高 17.35
ﾏｴﾐﾂﾓﾘ ﾀｶｷ ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨

4 3-1520 前三盛　喬貴(3) 東学大 DNS 3 3951 市川　俊弥 syms DQ,T8

3組 (風:-1.4) 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

ｻﾉ ﾋﾅﾀ 山梨 ｲｲｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 山梨

1 4 261 佐野　飛向(2) 巨摩高 17.60 1 550 飯久保　明洋(4) 国際武道大 14.65 -0.8
ｳｴﾉ ｼｮｳﾏ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 神奈川

2 2 267 上野　翔真(1) 巨摩高 17.62 2 2001 久保田　　竜成(3) 相洋高 14.92 -0.8
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

3 6 253 栁澤　晋太郎(2) 巨摩高 17.70 3 2945 高橋　亨光 身延AC 15.55 -0.8
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

4 5 331 藤田　隼平(1) 身延高 18.56 4 392 竹田　浩輝(2) 都留高 15.86 -1.0
ｱﾘﾉ ﾏｻﾙ 山梨 ｲｼｸﾗ ｶｹﾙ 山梨

5 7 203 有野　勝(1) 甲府昭和高 19.49 5 708 石倉　翔(2) 山梨学院大 15.96 -0.8
ﾐｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ 山梨

3 597 三神　勇大(3) 東海大甲府高 DNS 6 396 藤木　大嗣(2) 都留高 16.35 -1.0
ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ 山梨

7 85 鎌倉　裕朗(2) 甲府西高 16.54 -1.0
ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

8 256 中込　諒一(2) 巨摩高 16.58 -1.0



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 9月2日 09:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 山梨

1 6 704 小林　瞭(3) 山梨学院大 56.13 1 1 335 望月　颯(1) 身延高 1:02.01
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨 ﾖｺｲ ｺｳｷ 山梨

2 5 6138 橋爪　孔明(M1) 山梨大 56.13 2 4 67 横井　康樹(2) 甲府一高 1:02.73
ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾔ 山梨

3 4 86 功刀　友貴(2) 甲府西高 57.50 3 2 126 水谷　伶弥(2) 甲府南高 1:02.83
ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨 ｶﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 山梨

4 7 256 中込　諒一(2) 巨摩高 57.62 4 3 542 熊谷　大輝(1) 駿台甲府高 1:03.69
ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨

1 504 堀内　涼介(2) 富士北稜高 DNS 5 7 87 飯島　大喜(2) 甲府西高 1:03.71
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾊﾀﾉ ｶﾝﾀ 山梨

2 437 小林　迅人(2) 都留興譲館高 DNS 6 6 259 幡野　貫太(2) 巨摩高 1:06.80
ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 岡山 ﾃﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 山梨

3 3-1577 ??田　京平(3) 東学大 DNS 7 8 334 手塚　翔太(1) 身延高 1:08.75
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ｶﾔﾇﾏ ｹｲｽｹ 山梨

8 3951 市川　俊弥 syms DNS 5 442 萱沼　佳佑(2) 都留興譲館高 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｻﾞﾜ ﾐﾝﾄ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

1 7 94 小澤　明門(1) 甲府西高 1:00.43 1 704 小林　瞭(3) 山梨学院大 56.13
ｶﾄｳ ｼﾞﾝ 山梨 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨

2 8 583 加藤　仁(2) 山梨学院高 1:00.59 2 6138 橋爪　孔明(M1) 山梨大 56.13
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 山梨

3 2 270 田原　和輝(1) 巨摩高 1:03.16 3 86 功刀　友貴(2) 甲府西高 57.50
ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 山梨

4 4 131 土屋　稜翔(1) 甲府南高 1:04.37 4 256 中込　諒一(2) 巨摩高 57.62
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾐﾝﾄ 山梨

5 6 374 佐藤　隼斗(2) 山梨高 1:04.39 5 94 小澤　明門(1) 甲府西高 1:00.43
ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨 ｶﾄｳ ｼﾞﾝ 山梨

6 5 229 梶原　凌(1) 農林高 1:05.74 6 583 加藤　仁(2) 山梨学院高 1:00.59
ｲﾉｳｴ ﾀｸﾏ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 山梨

7 3 443 井上　拓真(1) 都留興譲館高 1:08.80 7 335 望月　颯(1) 身延高 1:02.01
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 山梨 ﾖｺｲ ｺｳｷ 山梨

1 486 荒井　琢実(1) 富士河口湖高 DNS 8 67 横井　康樹(2) 甲府一高 1:02.73



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

男子４×１００mR
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 9月2日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 駿台甲府高A 533 岩下　千馬(3) ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ 41.83 1 7 都留高A 388 川村　清耶(2) ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾔ 43.87
531 松野　滉大(3) ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 399 金子　知樹(1) ｶﾈｺ ﾄﾓｷ
537 村松　由翔(3) ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 396 藤木　大嗣(2) ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ
536 寺戸　翼(3) ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 397 藤本　功輝(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ

2 4 身延高 325 村松　星哉(2) ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 43.78 2 3 甲府工高 162 百田　國光(2) ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 43.95
323 珊瑚　龍之介(2) ｻﾝｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 165 飯島　郁(1) ｲｲｼﾞﾏ ｶｵﾙ
335 望月　颯(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 164 樋口　祥哉(1) ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ
328 田中　翔大(1) ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 160 赤井　悠次郞(2) ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ

3 6 甲府昭和高 204 大久保　拓斗(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾄ 44.90 3 6 巨摩高 256 中込　諒一(2) ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 44.01
197 古屋　皓大(2) ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾄ 252 村田　翔哉(2) ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ
200 石原　大暉(2) ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 263 名取　梓(1) ﾅﾄﾘ ｱｽﾞｻ
198 丸山　礼聖(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲｾｲ 254 秋山　拓朗(2) ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

4 7 日大明誠高 638 池田　祐輔(1) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 45.84 4 2 甲府南高 120 佐藤　遼(2) ｻﾄｳ ﾘｮｳ 45.54
639 三枝　凌也(1) ｻｴｸﾞｻ ﾘｮｳﾔ 118 五味　裕輝(2) ｺﾞﾐ ﾕｳｷ
631 畔地　凱(2) ｱｾﾞﾁ ｶｲ 117 石原　来音(2) ｲｼﾊﾗ ﾗｲﾝ
630 霜田　陸(2) ｼﾓﾀﾞ ﾘｸ 130 小宮山　拓海(1) ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ

5 駿台甲府高B 541 長田　士(1) ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ DQ,R23 5 4 富士北稜高A 503 河野　翔(2) ｺｳﾉ ｶｹﾙ 46.68
546 仲上　公賀(1) ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 504 堀内　涼介(2) ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ
538 石田　光希(2) ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 515 鈴木　秀岳(1) ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｹ
547 福島　凜(1) ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 501 小佐野　颯(2) ｵｻﾉ ｿｳ

2 山梨学院大 DNS 6 8 山梨高 374 佐藤　隼斗(2) ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 47.04
371 古屋　勇侍(2) ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ
372 松村　知哉(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ
375 丸山　翔大(2) ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ

8 TYPE-R DNS 7 5 韮崎工業高A 50 仲澤　瑞季(2) ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 47.46
51 藤原　世也(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ
52 山本　歩夢(1) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ

669 藤原　竜斗(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾄ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 甲府西高A 92 石原　大勢(1) ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 44.04 1 4 都留高B 394 平井　丈次(2) ﾋﾗｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 46.74
95 川手　拓朗(1) ｶﾜﾃ ﾀｸﾛｳ 393 土屋　俊貴(2) ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ
85 鎌倉　裕朗(2) ｶﾏｸﾗ ﾋﾛｱｷ 392 竹田　浩輝(2) ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ
86 功刀　友貴(2) ｸﾇｷﾞ ﾕｳｷ 390 鈴木　亮篤(2) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ

2 3 山梨学院高 582 大村　拓矢(2) ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 44.56 2 5 甲府西高B 98 伊藤　真心(1) ｲﾄｳ ｼﾝ 46.96
593 久保田　輝(1) ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾙ 87 飯島　大喜(2) ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ
587 望月　陸渡(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｸﾄ 102 岡部　拓海(1) ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾐ
585 依田　柊哉(2) ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾔ 88 小野　健太(2) ｵﾉ ｹﾝﾀ

3 2 都留興譲館高 434 佐藤　豪(2) ｻﾄｳ ｺﾞｳ 44.80 3 3 韮崎工業高B 53 遠藤　佑輝(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 49.45
435 永田　瑞季(2) ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 54 堀井　大也(1) ﾎﾘｲ ﾀﾞｲﾔ
438 小俣　蓮虎(2) ｵﾏﾀ ﾚﾝﾄ 55 田口　厚希(1) ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｷ
445 渡邊　魁葵(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｷ 668 石井　優人(1) ｲｼｲ ﾕｳﾄ

4 6 上野原高 421 佐藤　拓真(1) ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 49.49 4 7 日本航空高 621 吉田　啓汰(2) ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 50.21
418 横瀬　仁紀(1) ﾖｺｾ ﾏｻｷ 619 イ　ヒョンミン(2) ｲ ﾋｮﾝﾐﾝ
422 深澤　和樹(1) ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞｷ 620 パッタラ　ボディン(2) ﾊﾟｯﾀﾗ ﾎﾞﾃﾞｨﾝ
417 守屋　祐介(1) ﾓﾘﾔ ﾕｳｽｹ 617 新海　大成(2) ｼﾝｶｲ ﾀｲｾｲ

5 甲府城西高 DNS 5 6 富士北稜高B 511 今泉　友人(1) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 50.67
694 山口　琳玖(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ
508 渡邊　哲(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂ
509 渡辺　成基(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｷ

7 農林高 DNS 8 早川陸上クラブ DNS

8 富士河口湖高 DNS



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

男子４×１００mR
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 9月2日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 41.83

2 43.78

3 43.87

4 43.95

5 44.01

6 44.04

7 44.56

8 44.80

山梨学院高 大村　拓矢(2) / 久保田　輝(1) / 望月　陸渡(2) / 依田　柊哉(2)

都留興譲館高 佐藤　豪(2) / 永田　瑞季(2) / 小俣　蓮虎(2) / 渡邊　魁葵(1)

甲府工高 百田　國光(2) / 飯島　郁(1) / 樋口　祥哉(1) / 赤井　悠次郞(2)

巨摩高 中込　諒一(2) / 村田　翔哉(2) / 名取　梓(1) / 秋山　拓朗(2)

甲府西高A 石原　大勢(1) / 川手　拓朗(1) / 鎌倉　裕朗(2) / 功刀　友貴(2)

駿台甲府高A 岩下　千馬(3) / 松野　滉大(3) / 村松　由翔(3) / 寺戸　翼(3)

身延高 村松　星哉(2) / 珊瑚　龍之介(2) / 望月　颯(1) / 田中　翔大(1)

都留高A 川村　清耶(2) / 金子　知樹(1) / 藤木　大嗣(2) / 藤本　功輝(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 9月2日 10:30 決　勝

決　勝　

ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｷ 宮崎 － － － － － － － －

1 22 5279 川越　春来(1) 山梨学院大 － ○ × × × 1m95
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山梨 － － － － ○ ○ × ○ ○

2 27 120 佐藤　遼(2) 甲府南高 × × × 1m85
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 山梨 － － － － － － － × ○

3 6 4065 佐藤　一哉(3) 山梨陸協 × × × 1m85
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 山梨 － － － － ○ ○ ○ × × ×

4 3 4016 外川　巧 山梨大学職員 1m80
ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨 － － － － ○ × ○ × ○ × × ×

5 13 393 土屋　俊貴(2) 都留高 1m80
ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼ 山梨 － － － － － － × × ○ × × ×

6 8 396 藤木　大嗣(2) 都留高 1m80
ｻﾄｳ ｺﾞｳ 山梨 － － － × ○ ○ － － －

7 19 434 佐藤　豪(2) 都留興譲館高 － r 1m70
ﾅｶﾈ ｶｲ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

8 12 1902 中根　海(中2) 早川陸上クラブ 1m70
ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 東京 － － － ○ × × ○ × × ×

9 25 200 織田　侑希 法大II部 1m70
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾄｳｲ 山梨 － － ○ ○ × × ×

10 7 544 澤登　柊衣(1) 駿台甲府高 1m65
ﾔﾏｶﾐ ﾋﾛﾐｷ 山梨 ○ ○ ○ ○ × × ×

10 10 420 山上　寛幹(1) 上野原高 1m65
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 山梨 － － ○ × ○ × × ×

12 11 166 丸山　友哉(1) 甲府工高 1m65
ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

13 4 229 梶原　凌(1) 農林高 1m65
ﾆｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 山梨 － － ○ × × ○ × × ×

13 16 603 西澤　大和(2) 東海大甲府高 1m65
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵﾙ 山梨 － － ○ × × ○ r

13 20 165 飯島　郁(1) 甲府工高 1m65
ｼﾗｽ ﾕｳﾀ 山梨 ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

16 9 462 白須　優大(2) 吉田高 1m65
ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ 山梨 － － × ○ × × ×

17 5 171 中山　敬介(1) 甲府工高 1m60
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

17 17 594 中島　凜(1) 山梨学院高 1m60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂ 山梨 × ○ × ○ × × ×

19 18 508 渡邊　哲(1) 富士北稜高 1m55
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 山梨 × ○ × × ×

20 14 377 内藤　亮輔(1) 山梨高 1m50
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 山梨 × × ○ × × ×

21 26 668 石井　優人(1) 韮崎工業高 1m50
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾚｵﾝ 山梨 － － － － － － － －

1 535 澤登　怜音(3) 駿台甲府高 － r NM
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲ 山梨 × × ×

21 444 小笠原　精(1) 都留興譲館高 NM
ｱﾏﾉ ﾘｮｳﾔ 山梨

2 465 天野　綾也(2) 吉田高 DNS
ｲｿﾉ ｱｲﾏ 山梨

15 264 磯野　愛磨(1) 巨摩高 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨

23 69 近藤　雄汰郎(2) 甲府一高 DNS
ｳﾐﾉ ﾏｻﾄ 山梨

24 136 海野　聖翔(2) 甲府東高 DNS

1m70
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m50

1m90

1m75 1m80 1m85
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m55

1m95

1m60

2m00

1m65



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 9月2日 09:30 決　勝

決　勝　

ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山梨 － － － － － － － －

1 10 457 加藤　真嵩(4) 国際武道大 － － － × ○ － ○ － × × × 4m20
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾔ 山梨 － － － － － － ○ －

2 6 97 小田切　優也(1) 甲府西高 ○ － ○ × ○ × × × 4m00
ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 山梨 － － － － － － － × ○

3 16 247 飯野　隼斗(2) 巨摩高 － × × × 3m60
ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨 － － － － ○ ○ × × ○ × × ×

4 15 164 樋口　祥哉(1) 甲府工高 3m50
ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 山梨 － － ○ ○ ○ × × ×

5 9 271 井上　颯太(1) 巨摩高 3m10
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄｸ 山梨 － － － ○ × × ×

6 11 390 鈴木　亮篤(2) 都留高 2m90
ｻﾄｳ ﾚﾝ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ×

7 1 230 佐藤　蓮(1) 農林高 2m90
ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｮｳ 山梨 － － － × ○ × × ×

7 4 96 森永　翔(1) 甲府西高 2m90
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山梨 × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

9 17 120 佐藤　遼(2) 甲府南高 2m90
ｵｻﾞﾜ ﾗｲ 山梨 － － ○ × × ×

10 2 283 小澤　黎(1) 白根高 2m70
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 － ○ × × ×

11 7 3292 相原　樹 山梨大AC 2m50
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 山梨 ○ ○ × × ×

11 8 694 山口　琳玖(1) 富士北稜高 2m50
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 山梨 ○ ○ × × ×

11 12 50 仲澤　瑞季(2) 韮崎工業高 2m50
ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨 × ○ ○ × × ×

14 13 130 小宮山　拓海(1) 甲府南高 2m50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂ 山梨 ○ × ○ × × ×

15 3 508 渡邊　哲(1) 富士北稜高 2m50
ｺﾏｲ ﾕｳｷ 山梨 ○ × × ×

16 14 101 駒井　優貴(1) 甲府西高 2m30
ｱｵｷ ﾀｴｷ 山梨 － － － － × × ×

5 176 青木　妙樹(2) 甲府城西高 NM

3m60

4m40
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m10

4m10

3m30

4m20

3m50

4m30

2m50

3m80

2m70

3m90

2m90

4m00
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m30

3m70



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(ＫＥＮ　ＡＣ)              1996
山梨県高校記録(YHR)     7m34      山下　　黎(駿台甲府高)                2014 9月2日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉ ﾄﾓﾔ 山梨 6m34 6m23 × 6m34 8 6m28 6m08 × 6m34
1 39 262 小野　智哉(1) 巨摩高 +1.2 0.0 +1.2 0.0 +0.5 +1.2

ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 山梨 5m53 6m33 4m67 6m33 7 5m70 5m64 5m93 6m33
2 8 638 池田　祐輔(1) 日大明誠高 +0.4 +1.0 0.0 +1.0 0.0 +0.5 +0.4 +1.0

ｶﾈｺ ﾄﾓｷ 山梨 × 6m15 2m96 6m15 3 6m08 6m04 6m28 6m28
3 26 399 金子　知樹(1) 都留高 +1.2 +0.7 +1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 6m16 5m88 6m03 6m16 4 6m27 6m10 5m61 6m27
4 18 253 栁澤　晋太郎(2) 巨摩高 +0.9 0.0 +0.3 +0.9 0.0 +0.4 +0.4 0.0

ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 6m24 6m01 4m62 6m24 6 × 6m04 × 6m24
5 34 1633 荻野　聖也(中3) 大国陸上 +0.9 0.0 +0.2 +0.9 +0.3 +0.9

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 5m71 － 6m22 6m22 5 － × － 6m22
6 27 532 加藤　大虎(3) 駿台甲府高 +1.1 0.0 0.0 0.0

ｲｹｼﾏ ｷﾖﾃﾙ 山梨 × × 6m05 6m05 2 5m87 × × 6m05
7 2 71 池島　清暉(1) 甲府一高 +0.7 +0.7 -0.4 +0.7

ｵｵｼﾊﾞ ﾚｵ 山梨 6m02 4m35 × 6m02 1 × × × 6m02
8 28 40 大柴　伶王(1) 韮崎高 +1.2 +0.5 +1.2 +1.2

ｱﾘﾉ ﾏｻﾙ 山梨 5m86 6m00 5m77 6m00 6m00
9 5 203 有野　勝(1) 甲府昭和高 +1.0 +1.3 +0.3 +1.3 +1.3

ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 5m99 5m69 5m92 5m99 5m99
10 16 250 加藤　翔(2) 巨摩高 +0.9 +1.0 +0.2 +0.9 +0.9

ｷｯﾀ ﾊﾔﾄ 山梨 5m88 5m94 5m95 5m95 5m95
11 9 140 橘田　勇人(2) 甲府東高 0.0 +0.6 +0.2 +0.2 +0.2

ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 山梨 5m91 5m85 r 5m91 5m91
12 35 590 髙野　友斗(1) 山梨学院高 +1.1 +0.4 +1.1 +1.1

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨 5m60 5m85 5m84 5m85 5m85
13 4 328 田中　翔大(1) 身延高 +1.1 +1.1 +0.7 +1.1 +1.1

ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ 山梨 5m85 5m56 5m62 5m85 5m85
14 36 179 岩崎　裕謙(2) 甲府城西高 +0.9 +0.4 -0.5 +0.9 +0.9

ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾔ 山梨 × × 5m76 5m76 5m76
15 14 252 村田　翔哉(2) 巨摩高 +0.1 +0.1 +0.1

ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 山梨 5m65 5m53 5m60 5m65 5m65
16 42 130 小宮山　拓海(1) 甲府南高 +0.9 +1.1 -1.2 +0.9 +0.9

ﾊﾀﾉ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 5m59 5m62 5m44 5m62 5m62
17 1 441 幡野　大介(2) 都留興譲館高 0.0 +1.2 +1.3 +1.2 +1.2

ﾋｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 山梨 5m62 4m09 × 5m62 5m62
18 15 7 樋川　晴之(1) 北杜高 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7

ｲｼﾊﾗ ﾗｲﾝ 山梨 × 5m49 5m46 5m49 5m49
19 20 117 石原　来音(2) 甲府南高 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾀ 山梨 5m38 5m14 5m06 5m38 5m38
20 25 548 安田　光汰(1) 駿台甲府高 +1.4 +0.6 +0.5 +1.4 +1.4

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 5m37 r 5m37 5m37
21 23 132 丸山　駿人(1) 甲府南高 +1.0 +1.0 +1.0

ﾊﾟｯﾀﾗ ﾎﾞﾃﾞｨﾝ 山梨 5m09 4m92 4m55 5m09 5m09
22 32 620 パッタラ　ボディン(2) 日本航空高 +1.3 +0.8 0.0 +1.3 +1.3

ｶﾄｳ ｶｹﾙ 山梨 4m70 4m84 5m02 5m02 5m02
23 11 217 加藤　翔(2) 農林高 +1.6 +0.3 0.0 0.0 0.0

ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 × 5m00 × 5m00 5m00
24 38 506 渡部　弥人(2) 富士北稜高 +1.0 +1.0 +1.0

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 山梨 × × 4m91 4m91 4m91
25 43 145 小林　晃大(1) 甲府東高 -0.7 -0.7 -0.7

ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾖｳ 山梨 4m43 4m64 4m72 4m72 4m72
26 19 433 宮下　太陽(2) 都留興譲館高 +1.1 +1.0 +0.6 +0.6 +0.6

ﾄｶﾞﾜ ﾙｷ 山梨 4m03 3m91 4m43 4m43 4m43
27 21 693 外川　瑠己(1) 富士北稜高 +1.3 +1.0 0.0 0.0 0.0

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 山梨 × 4m35 4m31 4m35 4m35
28 33 511 今泉　友人(1) 富士北稜高 +0.9 -0.4 +0.9 +0.9

ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｷ 山梨 × × 4m27 4m27 4m27
29 3 260 深澤　広喜(2) 巨摩高 +0.9 +0.9 +0.9

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨 3m44 － － 3m44 3m44
30 7 93 中島　悠貴(1) 甲府西高 +1.1 +1.1 +1.1

ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 × × －
22 249 半田　誠志郎(2) 巨摩高 NM

ｵｵﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 山梨

6 492 大嶺　ゆうじ(3) 富士北稜高 DNS
ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 山梨

10 582 大村　拓矢(2) 山梨学院高 DNS
ｲﾁﾉｾ ｼｮｳﾀ 山梨

12 602 一瀬　翔大(3) 東海大甲府高 DNS



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

男子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(ＫＥＮ　ＡＣ)              1996
山梨県高校記録(YHR)     7m34      山下　　黎(駿台甲府高)                2014 9月2日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 山梨

13 440 杉本　健太(2) 都留興譲館高 DNS
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨

17 161 藤井　佑成(2) 甲府工高 DNS
ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ 山梨

24 482 大谷　健斗(1) 富士河口湖高 DNS
ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞｷ 山梨

29 422 深澤　和樹(1) 上野原高 DNS
ｼﾗｽ ﾄﾜ 山梨

30 432 白須　飛羽(2) 都留興譲館高 DNS
ｱﾏﾉ ﾘｮｳﾔ 山梨

31 465 天野　綾也(2) 吉田高 DNS
ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨

37 160 赤井　悠次郞(2) 甲府工高 DNS
ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｾｲ 宮崎

40 5280 川越　健生(1) 山梨学院大 DNS
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 静岡

41 10239 高橋　空夢(中1) 千代田AC DNS



凡例  DNS:欠場

高校男子円盤投(1.75kg)
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県高校記録(YHR)     48m76     前田  匡蔵(山梨学院高)                2017 9月2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

ｶﾓｲ ｹﾝ 山梨

1 7 228 鴨井　賢(1) 農林高 34m19 35m01 33m66 35m01 8 36m70 36m34 37m07 37m07
ｻｶﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 山梨

2 17 389 坂本　優(2) 都留高 34m00 34m44 34m61 34m61 7 35m72 33m85 36m35 36m35
ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 山梨

3 19 1903 小森　直吏(中3) 早川陸上クラブ 29m70 31m09 31m02 31m09 2 34m23 × 30m54 34m23
ﾓﾓﾀ ｸﾆﾐﾂ 山梨

4 8 162 百田　國光(2) 甲府工高 × 28m59 32m97 32m97 6 × － × 32m97
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨

5 15 212 田中　悠太(2) 農林高 31m13 × 32m39 32m39 4 32m53 × × 32m53
ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 山梨

6 18 589 鈴木　凜(1) 山梨学院高 25m27 32m49 × 32m49 5 × 30m49 26m21 32m49
ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山梨

7 12 585 依田　柊哉(2) 山梨学院高 × × 31m71 31m71 3 × － × 31m71
ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 山梨

8 1 590 髙野　友斗(1) 山梨学院高 30m43 × × 30m43 1 31m11 × × 31m11
ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

9 2 215 石山　大悟(2) 農林高 28m73 28m74 29m10 29m10 29m10
ﾐﾂｲ ｹﾞﾝ 山梨

10 24 91 三井　玄(2) 甲府西高 27m04 × 24m99 27m04 27m04
ﾉｻﾞｵ ｼﾞﾝ 山梨

11 16 327 野竿　陣(1) 身延高 × 25m63 × 25m63 25m63
ﾅﾘｻﾜ ｶﾞｸﾄ 山梨

12 21 122 成澤　楽人(2) 甲府南高 25m09 × 25m41 25m41 25m41
ｵｵﾑﾗ ｹﾝｽｹ 山梨

13 14 157 大村　健介(2) 甲府工高 22m80 24m55 21m76 24m55 24m55
ﾓﾁﾂﾞｷ ｽﾊﾞﾙ 山梨

14 4 666 望月　昴(1) 身延高 24m31 24m00 23m01 24m31 24m31
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

15 6 375 丸山　翔大(2) 山梨高 × 23m49 × 23m49 23m49
ｵｵｶﾝﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 山梨

16 22 402 大神田　修司(1) 都留高 21m12 20m80 23m28 23m28 23m28
ｼﾝｶｲ ﾀｲｾｲ 山梨

17 9 617 新海　大成(2) 日本航空高 × 20m49 × 20m49 20m49
ｿｼ ｺｳｽｹ 山梨

18 20 169 曽雌　洸佑(1) 甲府工高 × 18m72 19m85 19m85 19m85
ｷｸｼﾏ ﾁﾋﾛ 山梨

19 23 378 菊島　智博(1) 山梨高 19m40 17m83 19m26 19m40 19m40
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

20 13 331 藤田　隼平(1) 身延高 16m32 18m22 19m32 19m32 19m32
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｷ 山梨

21 3 509 渡辺　成基(1) 富士北稜高 × 19m15 × 19m15 19m15
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 山梨

22 10 510 田村　優弥(1) 富士北稜高 19m08 × 17m77 19m08 19m08
ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨

23 25 514 菅原　涼(1) 富士北稜高 × 11m38 10m13 11m38 11m38
ｵｻﾉ ｿｳ 山梨

5 501 小佐野　颯(2) 富士北稜高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 山梨

11 332 小林　真(1) 身延高 DNS



凡例  DNS:欠場

一般男子円盤投(2.0kg)
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          55m06     前田  裕孝(甲府工高教)                1986 9月2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

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾔ 山梨

1 4 3444 村田　雅弥 早川陸上クラブ 37m01 37m52 35m26 37m52 3 37m46 36m05 × 37m52
ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾏｻ 山梨

2 1 4048 高橋　克昌 ヤマオン × 33m34 33m57 33m57 2 × × 33m52 33m57
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

3 2 2941 久保田　尊士 身延AC 28m70 29m84 30m12 30m12 1 × × × 30m12
ｵﾋﾞ ﾐﾂﾉﾘ 山梨

3 3289 小尾　光則 山梨大AC DNS



凡例  DNS:欠場

小学生男子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991 9月2日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

1組 (風:-0.4) 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
ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 静岡

1 4 85 佐々木　琥珀(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 12.95 1 4 0 中澤　拓真(6) 千代田AC 14.39
ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山梨 ｲﾉｳｴ ｻｶｷ 山梨

2 6 84 有井　謙成(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 13.79 2 6 735 井上　榊(6) 桃の郷ＡＣ 14.66
ﾅｶﾑﾗ ｾｵ 静岡 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 静岡

3 5 0 中村　扇大(5) 千代田AC 13.95 3 3 0 森山　遥斗(5) 千代田AC 15.02
ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 静岡 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｸ 静岡

4 3 0 成川　倭士(6) 千代田AC 13.97 4 5 0 藤岡　凌久(6) 千代田AC 15.09
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 静岡

5 8 79 高木　亮輔(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14.22 5 8 0 山田　翔月(6) 千代田AC 15.57
ｱｻｲ ｾｲﾗ 静岡 ｳﾝﾉ ﾊﾔﾄ 静岡

6 7 0 浅井　惺流(6) 千代田AC 14.39 6 1 0 海野　颯人(5) 千代田AC 15.73
ｱｵﾔﾏ ｺｳｽｹ 山梨 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 静岡

7 2 352 青山　耕典(6) 一宮陸上スポ少 14.50 7 7 0 川原　陽貴(5) 千代田AC 15.90
ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｼ 静岡 ﾌｶｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

8 1 0 鍵山　昂志(6) 千代田AC 14.81 8 2 362 深澤　智博(4) 一宮陸上スポ少 16.47

3組 (風:+0.2) 4組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 山梨

1 5 361 樋口　葵(5) 一宮陸上スポ少 16.10 1 2 360 丸山　哲平(5) 一宮陸上スポ少 16.95
ﾜｶﾂｷ ｼｵﾝ 山梨 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

2 4 351 若月　清穏(6) 一宮陸上スポ少 16.38 2 5 854 田邉　大悟(5) チーム塩山 16.99
ｱﾒﾐﾔ ｼｭｳﾏ 山梨 ｶｻﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨

3 2 365 雨宮　脩真(3) 一宮陸上スポ少 16.48 3 4 354 風間　康佑(5) 一宮陸上スポ少 17.21
ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 ﾌｸﾀ ﾞｼｮｳﾀ 山梨

4 3 852 鶴田　大翔(5) チーム塩山 16.51 4 7 853 福田　将太(5) チーム塩山 17.35
ﾅｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ 山梨

5 1 366 内藤　昴(3) 一宮陸上スポ少 16.52 5 6 358 近藤　拓音(5) 一宮陸上スポ少 17.46
ﾀｹｲ ｹｲｽｹ 山梨 ｺｳﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨

6 8 353 武井　恵佑(5) 一宮陸上スポ少 16.60 6 8 363 神戸　大輝(4) 一宮陸上スポ少 17.48
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾝ 山梨 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 静岡

7 7 364 渡辺　龍心(3) 一宮陸上スポ少 17.78 7 1 0 松澤　登梧(3) 千代田AC 17.53
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 静岡 ｶﾂﾏﾀ ｱﾕﾑ 山梨

6 0 松澤　公佑(5) 千代田AC DNS 8 3 861 勝俣　歩(4) チーム塩山 17.53

5組 (風:-0.5) 6組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｺﾀﾛｳ 山梨

1 6 371 松本　凰成(3) 一宮陸上スポ少 17.31 1 1 356 堀内　胡太朗(5) 一宮陸上スポ少 19.06
ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾝ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 山梨

2 8 865 安部　勇信(3) チーム塩山 17.48 2 3 368 野沢　悠哉(3) 一宮陸上スポ少 19.43
ﾅﾐｷ ﾔｸﾓ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 山梨

3 3 375 並木　八雲(2) 一宮陸上スポ少 18.26 3 4 359 野沢　将真(5) 一宮陸上スポ少 19.92
ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｳｷ 山梨

4 1 377 小幡　勇人(2) 一宮陸上スポ少 18.73 4 8 379 杉山　桜希(2) 一宮陸上スポ少 20.50
ｲﾜﾏ ﾙｵﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

5 2 370 岩間　琉恩(3) 一宮陸上スポ少 19.32 5 5 357 渡辺　航平(5) 一宮陸上スポ少 20.79
ｵｻﾀﾞ ｼﾞｮｳ 山梨 ﾋﾛｾ ﾐﾂﾅﾘ 山梨

6 4 378 長田　丈(2) 一宮陸上スポ少 19.54 6 2 381 広瀬　三成(1) 一宮陸上スポ少 21.60
ｲﾁﾉｾ ﾀｲﾁ 山梨 ｱﾙｶﾞ ｲｯｾｲ 山梨

7 5 374 一ノ瀬　太一(2) 一宮陸上スポ少 19.90 7 6 382 有賀　一晟(1) 一宮陸上スポ少 21.62
ｵｶﾍﾞ ﾚﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾏ 山梨

8 7 376 岡部　蓮(2) 一宮陸上スポ少 20.53 8 7 380 渡辺　爽馬(1) 一宮陸上スポ少 27.20



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

山梨県小学記録(YSR)     12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991 9月2日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

7組 (風:+0.6) 8組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾙﾀﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ 山梨

1 7 862 鶴田　勇翔(3) チーム塩山 17.32 1 1 188 永江　蓮(6) 小笠原ＡＣ 14.97
ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 静岡 ｺｳﾉ ｱﾓﾝ 山梨

2 4 0 長田　裕真(4) 千代田AC 17.75 2 8 504 河野　亜門(5) NAC 15.56
ｶｷﾞﾔﾏ ｹｲｼ 静岡 ﾔﾅｲ ﾘｮｳﾏ 山梨

3 2 0 鍵山　佳志(2) 千代田AC 18.08 3 2 501 谷内　涼馬(5) NAC 16.75
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾜﾀﾙ 山梨

4 6 373 雨宮　陽琉(2) 一宮陸上スポ少 18.10 4 3 866 勝俣　航(2) チーム塩山 18.09
ｾｷｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 山梨 ﾑｶﾜ ｹｲﾄ 山梨

5 1 355 関口　快晴(5) 一宮陸上スポ少 19.14 5 5 863 武川　佳矢(3) チーム塩山 18.63
ﾐﾔﾊﾗ ｵｵｿﾗ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 山梨

6 3 383 宮原　大空(1) 一宮陸上スポ少 20.56 6 4 369 鈴木　陽介(3) 一宮陸上スポ少 19.26
ﾌﾙﾔ ｶﾅﾊﾙ 山梨 ﾊﾅﾑﾗ ｵｱﾄ 静岡

7 8 367 古屋　奏晴(3) 一宮陸上スポ少 21.47 7 6 0 花村　碧大(1) 千代田AC 19.40
ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｸ 山梨 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 山梨

5 372 前島　里駈(2) 一宮陸上スポ少 DNS 8 7 721 水谷　優介(2) YRC 19.48

9組 (風:+0.2) 10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
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨

1 2 274 清水　陽翔(6) 南アルプスＡＣ 14.13 1 8 505 長田　一晟(5) NAC 16.83
ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 山梨 ﾄｷﾜ ｵｳｽｹ 山梨

2 8 496 三浦　悠太(6) NAC 14.41 2 5 211 常盤　欧佑(5) 小笠原ＡＣ 16.86
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨 ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

3 7 87 宮崎　太郎(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14.95 3 4 257 保々　遥斗(5) 南アルプスＡＣ 17.21
ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ 山梨 ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ 山梨

4 5 497 今住　天哉(6) NAC 15.00 4 1 201 春日　一吹(5) 小笠原ＡＣ 17.38
ﾀｸｻｶﾞﾜ ｱｷ 山梨 ﾐﾂｲ ﾎﾀﾙ 山梨

5 4 107 田草川　陽(6) 中村塾 15.66 5 3 194 三井　蛍(4) 小笠原ＡＣ 17.93
ｻｸﾗﾀﾞ ｱｵﾄ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

6 6 272 桜田　碧叶(4) 南アルプスＡＣ 16.10 6 7 195 坂本　　知優(4) 小笠原ＡＣ 17.96
ｶﾄｳ ｵｳｽｹ 山梨 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 山梨

7 1 215 加藤　央祐(6) 小笠原ＡＣ 16.66 2 452 森口　陽太(5) GON SPO AC DNS
ｵｼﾔﾏ ｴｲﾀ 山梨 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 山梨

8 3 503 押山　瑛太(5) NAC 16.90 6 506 高野　那津樹(5) NAC DNS

11組 (風:-0.9) 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
ｻﾉ ﾐﾗｲ 山梨 ｺﾅﾏｲ ﾏｻｼ 山梨

1 5 219 佐野　未來(6) 小笠原ＡＣ 14.52 1 6 498 コナマイ　マサシ(6) NAC 14.99
ｵﾉ ﾕｳﾏ 山梨 ﾜｶｵ ﾘｭｳﾔ 山梨

2 6 286 小野　悠馬(5) 南アルプスＡＣ 15.50 2 5 267 若尾　龍弥(6) 南アルプスＡＣ 16.15
ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾐﾂｲ ﾐｽﾞｷ 山梨

3 3 275 中込　翔太(6) 南アルプスＡＣ 15.78 3 1 297 三井　瑞葵(6) 南アルプスＡＣ 16.62
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

4 7 213 渡辺　悠太(6) 小笠原ＡＣ 16.31 4 2 181 清水　俊平(5) 小笠原ＡＣ 16.70
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ 山梨

5 2 205 前田　湊斗(4) 小笠原ＡＣ 17.19 5 3 295 中島　　　蒼(3) 南アルプスＡＣ 17.09
ｲｲﾓﾘ ﾖｳﾀ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 山梨

6 4 502 飯盛　耀太(5) NAC 17.57 6 4 216 遠藤　比奈太(4) 小笠原ＡＣ 17.39
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｼﾝﾉｽｹ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾕﾀ 山梨

7 1 282 澤登　慎之輔(2) 南アルプスＡＣ 17.88 7 7 217 遠藤　那由太(4) 小笠原ＡＣ 17.92
ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ 山梨 ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

8 8 296 宮原　　　心(2) 南アルプスＡＣ 18.64 8 8 255 飯田　隼平(3) 南アルプスＡＣ 18.69



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

山梨県小学記録(YSR)     12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991 9月2日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

13組 (風:+0.7) 14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
ﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山梨 ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨

1 7 218 三村　ユウスケ(6) 小笠原ＡＣ 14.34 1 4 62 五味　琉生(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14.78
ﾔﾅｲ ﾕｳｲﾁ 山梨 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 1 500 谷内　優一(6) NAC 14.66 2 7 3 原　稜太(5) 大国陸上 14.94
ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨

3 2 21 増井　悠雅(5) 大国陸上 15.31 3 2 123 野沢　俊介(4) 中村塾 15.15
ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 山梨

4 5 24 堀之内　咲(5) 大国陸上 15.35 4 3 14 森本　敬士(5) 大国陸上 15.66
ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾋﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 山梨

5 3 124 野沢　亮介(4) 中村塾 15.79 5 6 132 廣瀬　凌輔(4) 中村塾 15.87
ｸﾜﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

6 4 268 桑本　虎太郎(6) 南アルプスＡＣ 15.92 6 1 22 羽田　大輝(5) 大国陸上 16.76
ｱﾅﾐｽﾞ ﾘｭｳｼﾝ 山梨 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨

7 6 298 穴水　龍進(6) 南アルプスＡＣ 16.03 7 5 27 馬場　天啓(4) 大国陸上 17.01
ｵｷﾞﾉ ﾋﾅﾀ 山梨 ﾖﾅｶﾞ ｼｭﾝｾｲ 山梨

8 8 289 荻野　陽向(6) 南アルプスＡＣ 17.60 8 8 135 代永　峻聖(3) 中村塾 19.38

15組 (風:+0.3) 16組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 山梨 ﾊﾔｼ ﾄﾜ 山梨

1 1 20 鮎沢　拓澄(6) 大国陸上 14.33 1 4 119 林　永久(5) 中村塾 14.65
ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ 山梨 ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨

2 7 31 名取　龍希(6) 大国陸上 14.95 2 7 11 菱山　維吹(5) 大国陸上 15.24
ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｷ 山梨

3 4 273 小野　悠介(6) 南アルプスＡＣ 15.31 3 3 29 大久保　仁稀(6) 大国陸上 15.73
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 山梨

4 5 7 望月　淳聖(6) 大国陸上 15.48 4 5 12 遠藤　瑠偉(5) 大国陸上 16.45
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ 山梨 ﾊﾅﾜ ｿｳﾏ 山梨

5 8 214 望月　大椰(6) 小笠原ＡＣ 15.50 5 8 451 花輪　奏磨(5) GON SPO AC 16.78
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲﾄ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 山梨

6 2 258 平林　塁任(6) 南アルプスＡＣ 15.54 6 1 28 山口　颯斗(5) 大国陸上 16.98
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ 山梨

7 3 4 松永　晴督(6) 大国陸上 15.68 7 2 277 宮原　　　蓮(6) 南アルプスＡＣ 18.78
ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾘｷ 山梨

8 6 136 北井　真正(3) 中村塾 17.59 8 6 61 清水　りき(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 18.84

17組 (風:-0.4) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｼﾏ ﾀｲﾄ 山梨 ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨

1 3 1 三島　泰叶(4) 大国陸上 15.30 1 85 佐々木　琥珀(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 12.95 -0.4
ｷﾀﾔﾏ ﾀｸﾏ 山梨 ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山梨

2 1 8 來山　拓磨(6) 大国陸上 15.82 2 84 有井　謙成(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 13.79 -0.4
ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｾｵ 静岡

3 5 253 岡田　達哉(6) 南アルプスＡＣ 16.16 3 0 中村　扇大(5) 千代田AC 13.95 -0.4
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｸ 山梨 ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 静岡

4 4 106 荻原　陸(6) 中村塾 16.43 4 0 成川　倭士(6) 千代田AC 13.97 -0.4
ｲｼｻﾞｷ ｾﾅ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

5 6 130 石崎　聖那(3) 中村塾 16.44 5 274 清水　陽翔(6) 南アルプスＡＣ 14.13 +0.2
ｷｸｼﾏ ﾋﾛﾑ 山梨 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

6 2 1015 菊島　大夢(3) 中村塾 17.10 6 79 高木　亮輔(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14.22 -0.4
ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨 ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 山梨

7 7 72 三澤　悠悟(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.21 7 20 鮎沢　拓澄(6) 大国陸上 14.33 +0.3
ﾋﾗﾔﾏ ｾﾞﾝ 山梨 ﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山梨

8 8 140 平山　　　前(3) 中村塾 17.86 8 218 三村　ユウスケ(6) 小笠原ＡＣ 14.34 +0.7



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

山梨県小学記録(YSR)     2:54.37   望月　満帆(大国陸上クラブ)            2013 9月2日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｻﾉ ﾐﾗｲ 山梨

1 3 79 高木　亮輔(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:20.01 1 22 219 佐野　未來(6) 小笠原ＡＣ 3:13.72
ｱｵﾔﾏ ｺｳｽｹ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨

2 20 352 青山　耕典(6) 一宮陸上スポ少 3:33.50 2 20 7 望月　淳聖(6) 大国陸上 3:30.11
ﾜｶﾂｷ ｼｵﾝ 山梨 ｿｯﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山梨

3 16 351 若月　清穏(6) 一宮陸上スポ少 3:43.24 3 2 116 反田　雄一郎(5) 中村塾 3:32.38
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙ 山梨 ｷﾀﾔﾏ ﾀｸﾏ 山梨

4 21 373 雨宮　陽琉(2) 一宮陸上スポ少 3:46.39 4 4 8 來山　拓磨(6) 大国陸上 3:40.93
ｶﾂﾏﾀ ｱﾕﾑ 山梨 ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨

5 4 861 勝俣　歩(4) チーム塩山 3:55.18 5 1 62 五味　琉生(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:58.58
ﾂﾙﾀﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾐﾂｲ ﾎﾀﾙ 山梨

6 1 862 鶴田　勇翔(3) チーム塩山 3:57.13 6 21 194 三井　蛍(4) 小笠原ＡＣ 4:01.73
ｱﾒﾐﾔ ｼｭｳﾏ 山梨 ｵｷﾞﾉ ﾋﾅﾀ 山梨

7 8 365 雨宮　脩真(3) 一宮陸上スポ少 3:58.33 7 6 289 荻野　陽向(6) 南アルプスＡＣ 4:09.69
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾝ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨

8 17 364 渡辺　龍心(3) 一宮陸上スポ少 3:58.56 8 8 22 羽田　大輝(5) 大国陸上 4:13.21
ﾀｹｲ ｹｲｽｹ 山梨 ｲﾜﾏ ﾙｵﾝ 山梨

9 12 353 武井　恵佑(5) 一宮陸上スポ少 3:58.68 9 3 370 岩間　琉恩(3) 一宮陸上スポ少 4:20.54
ﾅｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 山梨 ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨

10 2 366 内藤　昴(3) 一宮陸上スポ少 4:01.30 10 14 72 三澤　悠悟(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:21.79
ｺｳﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾜﾀﾙ 山梨

11 5 363 神戸　大輝(4) 一宮陸上スポ少 4:01.37 11 11 866 勝俣　航(2) チーム塩山 4:25.86
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾓﾔ 山梨

12 19 362 深澤　智博(4) 一宮陸上スポ少 4:01.86 12 18 256 中込　友也(5) 南アルプスＡＣ 4:27.16
ﾎﾝﾏ ｿｳﾀﾛｳ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 山梨

13 7 859 本間　颯太郎(4) チーム塩山 4:05.73 13 15 360 丸山　哲平(5) 一宮陸上スポ少 4:28.09
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ 山梨 ﾅﾐｷ ﾔｸﾓ 山梨

14 13 358 近藤　拓音(5) 一宮陸上スポ少 4:17.36 14 19 375 並木　八雲(2) 一宮陸上スポ少 4:31.43
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ 山梨 ﾌﾙﾔ ｶﾅﾊﾙ 山梨

15 11 371 松本　凰成(3) 一宮陸上スポ少 4:18.81 15 17 367 古屋　奏晴(3) 一宮陸上スポ少 5:10.95
ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ｲﾁﾉｾ ﾀｲﾁ 山梨

16 10 377 小幡　勇人(2) 一宮陸上スポ少 4:24.14 16 16 374 一ノ瀬　太一(2) 一宮陸上スポ少 5:16.03
ﾎﾘｳﾁ ｺﾀﾛｳ 山梨 ｶｻﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨

17 15 356 堀内　胡太朗(5) 一宮陸上スポ少 4:27.07 17 13 354 風間　康佑(5) 一宮陸上スポ少 5:18.39
ﾋｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 山梨

18 18 361 樋口　葵(5) 一宮陸上スポ少 4:30.34 18 5 359 野沢　将真(5) 一宮陸上スポ少 5:23.86
ｾｷｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 山梨 ｵｶﾍﾞ ﾚﾝ 山梨

19 6 355 関口　快晴(5) 一宮陸上スポ少 4:34.77 19 7 376 岡部　蓮(2) 一宮陸上スポ少 5:32.81
ｵｻﾀﾞ ｼﾞｮｳ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 山梨

20 22 378 長田　丈(2) 一宮陸上スポ少 4:39.37 20 9 368 野沢　悠哉(3) 一宮陸上スポ少 5:36.00
ｽｷﾞﾔﾏ ｵｳｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

21 14 379 杉山　桜希(2) 一宮陸上スポ少 4:52.52 21 10 357 渡辺　航平(5) 一宮陸上スポ少 5:36.55
ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｸ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 山梨

9 372 前島　里駈(2) 一宮陸上スポ少 DNS 12 369 鈴木　陽介(3) 一宮陸上スポ少 DNS



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

山梨県小学記録(YSR)     2:54.37   望月　満帆(大国陸上クラブ)            2013 9月2日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組 タイムレース上位8位
順位 ORD 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ 山梨 ｻﾉ ﾐﾗｲ 山梨

1 7 31 名取　龍希(6) 大国陸上 3:18.77 1 219 佐野　未來(6) 小笠原ＡＣ 3:13.72
ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｷ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ 山梨

2 12 29 大久保　仁稀(6) 大国陸上 3:21.10 2 31 名取　龍希(6) 大国陸上 3:18.77
ﾐﾂｲ ﾐｽﾞｷ 山梨 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 3 297 三井　瑞葵(6) 南アルプスＡＣ 3:23.26 3 79 高木　亮輔(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:20.01
ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｷ 山梨

4 1 257 保々　遥斗(5) 南アルプスＡＣ 3:28.30 4 29 大久保　仁稀(6) 大国陸上 3:21.10
ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 ﾐﾂｲ ﾐｽﾞｷ 山梨

5 2 85 佐々木　琥珀(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:34.01 5 297 三井　瑞葵(6) 南アルプスＡＣ 3:23.26
ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

6 14 3 原　稜太(5) 大国陸上 3:37.03 6 257 保々　遥斗(5) 南アルプスＡＣ 3:28.30
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 山梨

7 19 195 坂本　　知優(4) 小笠原ＡＣ 3:45.26 7 7 望月　淳聖(6) 大国陸上 3:30.11
ﾋﾗﾉ ｼﾝ 山梨 ｿｯﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山梨

8 11 115 平野　心(5) 中村塾 3:46.26 8 116 反田　雄一郎(5) 中村塾 3:32.38
ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 山梨

9 17 12 遠藤　瑠偉(5) 大国陸上 3:48.68
ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨

10 10 24 堀之内　咲(5) 大国陸上 3:56.97
ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ 山梨

11 8 277 宮原　　　蓮(6) 南アルプスＡＣ 4:00.32
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｼﾝﾉｽｹ 山梨

12 5 282 澤登　慎之輔(2) 南アルプスＡＣ 4:08.16
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨

13 9 87 宮崎　太郎(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:09.10
ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ 山梨

14 6 136 北井　真正(3) 中村塾 4:09.11
ﾖﾅｶﾞ ｼｭﾝｾｲ 山梨

15 15 135 代永　峻聖(3) 中村塾 4:09.60
ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ 山梨

16 13 296 宮原　　　心(2) 南アルプスＡＣ 4:13.60
ｲｼｲ ｴｲｻｸ 山梨

17 4 88 石井　栄作(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:43.74
ｼﾐｽﾞ ﾘｷ 山梨

18 18 61 清水　りき(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:45.31
ﾋﾗﾉ   ｻｸ 山梨

19 21 1008 平野　朔(2) 中村塾 4:46.78
ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山梨

16 84 有井　謙成(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ DNS
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

20 4 松永　晴督(6) 大国陸上 DNS
ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 山梨

22 5 石渡　千也(6) 大国陸上 DNS

ラップ表 400m 800m

ナンバー 79 79

記録 1:13 2:38

ナンバー 214 214

記録 1:09 2:35

ナンバー 29 29

記録 1:18 2:40

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

 



凡例  DNS:欠場

小学生男子８０ｍＨ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     12.33     小林　修太郎(大月AC)                  2007 9月2日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:0.0) 2組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 静岡 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山梨

1 4 0 成川　倭士(6) 千代田AC 12.62 1 8 273 小野　悠介(6) 南アルプスＡＣ 14.27
ｱｻｲ ｾｲﾗ 静岡 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 静岡

2 6 0 浅井　惺流(6) 千代田AC 12.78 2 4 0 山田　翔月(6) 千代田AC 14.38
ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山梨 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 静岡

3 8 84 有井　謙成(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 12.93 3 5 0 川原　陽貴(5) 千代田AC 14.61
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 静岡 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 静岡

4 5 0 中澤　拓真(6) 千代田AC 13.41 4 6 0 森山　遥斗(5) 千代田AC 15.15
ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｼ 静岡 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨

5 3 0 鍵山　昂志(6) 千代田AC 13.67 5 2 124 野沢　亮介(4) 中村塾 17.90
ﾅｶﾑﾗ ｾｵ 静岡 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 静岡

6 7 0 中村　扇大(5) 千代田AC 13.68 6 7 0 長田　裕真(4) 千代田AC 18.74
ﾌｼﾞｵｶ ﾘｸ 静岡 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 静岡

7 2 0 藤岡　凌久(6) 千代田AC 13.81 1 0 松澤　登梧(3) 千代田AC DNS
ｳﾝﾉ ﾊﾔﾄ 静岡 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 静岡

8 1 0 海野　颯人(5) 千代田AC 14.57 3 0 松澤　公佑(5) 千代田AC DNS

3組 (風:-1.7) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 山梨 ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 静岡

1 5 496 三浦　悠太(6) NAC 14.24 1 0 成川　倭士(6) 千代田AC 12.62 0.0
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｱｻｲ ｾｲﾗ 静岡

2 8 274 清水　陽翔(6) 南アルプスＡＣ 14.36 2 0 浅井　惺流(6) 千代田AC 12.78 0.0
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲﾄ 山梨 ｱﾘｲ ｹﾝｾｲ 山梨

3 6 258 平林　塁任(6) 南アルプスＡＣ 16.40 3 84 有井　謙成(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 12.93 0.0
ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 静岡

4 7 123 野沢　俊介(4) 中村塾 16.81 4 0 中澤　拓真(6) 千代田AC 13.41 0.0
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｼ 静岡

5 4 181 清水　俊平(5) 小笠原ＡＣ 18.20 5 0 鍵山　昂志(6) 千代田AC 13.67 0.0
ｱﾅﾐｽﾞ ﾘｭｳｼﾝ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｾｵ 静岡

6 3 298 穴水　龍進(6) 南アルプスＡＣ 19.17 6 0 中村　扇大(5) 千代田AC 13.68 0.0
ﾄｷﾜ ｵｳｽｹ 山梨 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｸ 静岡

7 2 211 常盤　欧佑(5) 小笠原ＡＣ 19.62 7 0 藤岡　凌久(6) 千代田AC 13.81 0.0
ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 山梨

8 496 三浦　悠太(6) NAC 14.24 -1.7



凡例  DNS:欠場

小学男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     50.60     雨宮・天野・北浦・小林(峡東クラブ)    1992 9月2日 16:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 大国陸上A 3 原　稜太(5) ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 58.55 1 8 小笠原ＡＣA 188 永江　蓮(6) ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ 57.04
31 名取　龍希(6) ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ 219 佐野　未來(6) ｻﾉ ﾐﾗｲ
7 望月　淳聖(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 214 望月　大椰(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ
20 鮎沢　拓澄(6) ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 218 三村　ユウスケ(6) ﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ

2 5 南アルプスＡＣA 258 平林　塁任(6) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲﾄ 59.88 2 5 大国陸上C 1 三島　泰叶(4) ﾐｼﾏ ﾀｲﾄ 1:01.35

274 清水　陽翔(6) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 11 菱山　維吹(5) ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ
298 穴水　龍進(6) ｱﾅﾐｽﾞ ﾘｭｳｼﾝ 5 石渡　千也(6) ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾔ
275 中込　翔太(6) ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 14 森本　敬士(5) ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ

3 4 NACB 501 谷内　涼馬(5) ﾔﾅｲ ﾘｮｳﾏ 1:03.96 3 4 南アルプスＡＣB 286 小野　悠馬(5) ｵﾉ ﾕｳﾏ 1:03.68

502 飯盛　耀太(5) ｲｲﾓﾘ ﾖｳﾀ 273 小野　悠介(6) ｵﾉ ﾕｳｽｹ
503 押山　瑛太(5) ｵｼﾔﾏ ｴｲﾀ 253 岡田　達哉(6) ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ
504 河野　亜門(5) ｺｳﾉ ｱﾓﾝ 297 三井　瑞葵(6) ﾐﾂｲ ﾐｽﾞｷ

4 2 大国陸上D 22 羽田　大輝(5) ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 1:03.97 4 3 一宮陸上スポ少B 354 風間　康佑(5) ｶｻﾞﾏ ｺｳｽｹ 1:13.06

21 増井　悠雅(5) ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ 355 関口　快晴(5) ｾｷｸﾞﾁ ｶｲｾｲ
28 山口　颯斗(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 358 近藤　拓音(5) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ
12 遠藤　瑠偉(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 362 深澤　智博(4) ﾌｶｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ

5 6 小笠原ＡＣB 201 春日　一吹(5) ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ 1:05.03 5 7 一宮陸上スポ少C 356 堀内　胡太朗(5) ﾎﾘｳﾁ ｺﾀﾛｳ 1:19.15

181 清水　俊平(5) ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 357 渡辺　航平(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ
215 加藤　央祐(6) ｶﾄｳ ｵｳｽｹ 359 野沢　将真(5) ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ
213 渡辺　悠太(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 360 丸山　哲平(5) ﾏﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

6 8 一宮陸上スポ少D 364 渡辺　龍心(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾝ 1:07.69 6 北西陸上ｸﾗﾌﾞA DNS
365 雨宮　脩真(3) ｱﾒﾐﾔ ｼｭｳﾏ
366 内藤　昴(3) ﾅｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ
363 神戸　大輝(4) ｺｳﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

7 3 南アルプスＡＣD 255 飯田　隼平(3) ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 1:09.42

295 中島　　　蒼(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ
277 宮原　　　蓮(6) ﾐﾔﾊﾗ ﾚﾝ
257 保々　遥斗(5) ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 NACA 493 古屋　温大(6) ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾄ 58.36
496 三浦　悠太(6) ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ
497 今住　天哉(6) ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ
498 コナマイ　マサシ(6) ｺﾅﾏｲ ﾏｻｼ

2 8 北西陸上ｸﾗﾌﾞB 62 五味　琉生(5) ｺﾞﾐ ﾙｲ 59.86
85 佐々木　琥珀(6) ｻｻｷ ｺﾊｸ
87 宮崎　太郎(6) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ
72 三澤　悠悟(2) ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ

3 7 大国陸上B 24 堀之内　咲(5) ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 1:00.83

29 大久保　仁稀(6) ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｷ
8 來山　拓磨(6) ｷﾀﾔﾏ ﾀｸﾏ
4 松永　晴督(6) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ

4 4 一宮陸上スポ少A 351 若月　清穏(6) ﾜｶﾂｷ ｼｵﾝ 1:03.38

352 青山　耕典(6) ｱｵﾔﾏ ｺｳｽｹ
353 武井　恵佑(5) ﾀｹｲ ｹｲｽｹ
361 樋口　葵(5) ﾋｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ

5 5 南アルプスＡＣC 272 桜田　碧叶(4) ｻｸﾗﾀﾞ ｱｵﾄ 1:05.17

267 若尾　龍弥(6) ﾜｶｵ ﾘｭｳﾔ
289 荻野　陽向(6) ｵｷﾞﾉ ﾋﾅﾀ
268 桑本　虎太郎(6) ｸﾜﾓﾄ ｺﾀﾛｳ

6 3 小笠原ＡＣC 195 坂本　　知優(4) ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 1:07.98

211 常盤　欧佑(5) ﾄｷﾜ ｵｳｽｹ
194 三井　蛍(4) ﾐﾂｲ ﾎﾀﾙ
205 前田　湊斗(4) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ



凡例  DNS:欠場

小学男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     50.60     雨宮・天野・北浦・小林(峡東クラブ)    1992 9月2日 16:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 57.04

2 58.36

3 58.55

4 59.86

5 59.88

6 1:00.83

7 1:01.35

8 1:03.38

小笠原ＡＣA 永江　蓮(6) / 佐野　未來(6) / 望月　大椰(6) / 三村　ユウスケ(6)

NACA 古屋　温大(6) / 三浦　悠太(6) / 今住　天哉(6) / コナマイ　マサシ(6)

大国陸上A 原　稜太(5) / 名取　龍希(6) / 望月　淳聖(6) / 鮎沢　拓澄(6)

大国陸上C 三島　泰叶(4) / 菱山　維吹(5) / 石渡　千也(6) / 森本　敬士(5)

一宮陸上スポ少A 若月　清穏(6) / 青山　耕典(6) / 武井　恵佑(5) / 樋口　葵(5)

北西陸上ｸﾗﾌﾞB 五味　琉生(5) / 佐々木　琥珀(6) / 宮崎　太郎(6) / 三澤　悠悟(2)

南アルプスＡＣA 平林　塁任(6) / 清水　陽翔(6) / 穴水　龍進(6) / 中込　翔太(6)

大国陸上B 堀之内　咲(5) / 大久保　仁稀(6) / 來山　拓磨(6) / 松永　晴督(6)



凡例  DNS:欠場

小学生男子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     5m39      秋山　哲一(増穂南小)                  1992
山梨県小学記録(YSR)     5m39      内尾　将吾(四方津小)                  1998 9月2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

ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 静岡 × 4m78 × 4m78
1 54 0 成川　倭士(6) 千代田AC +0.3 +0.3

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 4m57 4m46 4m77 4m77
2 52 85 佐々木　琥珀(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +1.8 +1.0 +1.3 +1.3

ｱｻｲ ｾｲﾗ 静岡 4m32 4m38 4m63 4m63
3 22 0 浅井　惺流(6) 千代田AC +1.2 +0.1 0.0 0.0

ｶｷﾞﾔﾏ ｺｳｼ 静岡 4m46 4m45 4m39 4m46
4 53 0 鍵山　昂志(6) 千代田AC 0.0 0.0 +1.7 0.0

ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 静岡 4m35 4m14 4m31 4m35
5 19 0 森山　遥斗(5) 千代田AC +0.7 +0.1 0.0 +0.7

ﾅｶﾞｴ ﾚﾝ 山梨 4m31 × × 4m31
6 48 188 永江　蓮(6) 小笠原ＡＣ +0.6 +0.6

ﾌｼﾞｵｶ ﾘｸ 静岡 4m09 4m06 × 4m09
7 29 0 藤岡　凌久(6) 千代田AC +0.5 +0.3 +0.5

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 静岡 3m73 4m06 3m33 4m06
8 28 0 山田　翔月(6) 千代田AC +0.1 +0.5 +0.3 +0.5

ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 静岡 × 3m90 4m05 4m05
9 23 0 川原　陽貴(5) 千代田AC +0.5 +0.7 +0.7

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 静岡 3m87 × 4m05 4m05
10 33 0 中澤　拓真(6) 千代田AC +0.5 +1.0 +1.0

ｳﾝﾉ ﾊﾔﾄ 静岡 3m94 3m87 3m84 3m94
11 7 0 海野　颯人(5) 千代田AC +0.3 +0.5 +0.4 +0.3

ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ 山梨 3m90 3m86 × 3m90
12 8 497 今住　天哉(6) NAC +0.2 +1.0 +0.2

ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾄ 山梨 3m68 3m85 3m65 3m85
13 6 493 古屋　温大(6) NAC 0.0 +0.2 -1.1 +0.2

ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨 3m81 3m70 3m75 3m81
14 9 123 野沢　俊介(4) 中村塾 0.0 +0.7 +0.6 0.0

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨 3m79 3m59 3m71 3m79
15 26 87 宮崎　太郎(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.1 +0.5 0.0 +0.1

ｲﾉｳｴ ｻｶｷ 山梨 × × 3m79 3m79
16 35 735 井上　榊(6) 桃の郷ＡＣ 0.0 0.0

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨 3m68 3m75 × 3m75
17 40 275 中込　翔太(6) 南アルプスＡＣ +0.6 +1.0 +1.0

ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 3m72 2m80 × 3m72
18 14 124 野沢　亮介(4) 中村塾 +0.3 +0.8 +0.3

ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨 3m64 3m41 3m52 3m64
19 47 11 菱山　維吹(5) 大国陸上 +1.5 +0.6 +0.4 +1.5

ﾅｶﾑﾗ ｾｵ 静岡 3m58 3m59 2m93 3m59
20 24 0 中村　扇大(5) 千代田AC +0.6 +0.6 0.0 +0.6

ﾋﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 山梨 3m26 3m58 3m28 3m58
21 17 132 廣瀬　凌輔(4) 中村塾 +0.6 +0.5 0.0 +0.5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山梨 3m51 3m31 3m20 3m51
22 13 213 渡辺　悠太(6) 小笠原ＡＣ +0.7 +0.9 +0.5 +0.7

ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨 3m49 × × 3m49
23 1 3 原　稜太(5) 大国陸上 -0.7 -0.7

ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ 山梨 3m46 3m30 3m36 3m46
24 37 499 鈴木　翔利(6) NAC +0.2 +1.0 0.0 +0.2

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ 山梨 3m37 3m34 3m42 3m42
25 42 214 望月　大椰(6) 小笠原ＡＣ +1.1 +1.0 +0.4 +0.4

ﾎﾘﾉｳﾁ ｻｸ 山梨 3m35 3m36 × 3m36
26 27 24 堀之内　咲(5) 大国陸上 +1.2 +0.7 +0.7

ﾄｷﾜ ｵｳｽｹ 山梨 3m36 3m20 3m05 3m36
27 2 211 常盤　欧佑(5) 小笠原ＡＣ -0.2 +0.4 0.0 -0.2

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 3m31 2m93 3m09 3m31
28 4 181 清水　俊平(5) 小笠原ＡＣ -0.1 0.0 -0.3 -0.1

ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 3m04 3m14 3m29 3m29
29 50 852 鶴田　大翔(5) チーム塩山 +0.5 +0.8 +1.3 +1.3

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 山梨 3m27 3m25 3m16 3m27
30 55 28 山口　颯斗(5) 大国陸上 0.0 0.0 +1.2 0.0

ﾊﾅﾜ ｿｳﾏ 山梨 3m02 3m25 2m97 3m25
31 43 451 花輪　奏磨(5) GON SPO AC +0.5 +0.6 +1.5 +0.6

ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 山梨 × × 3m25 3m25
32 12 14 森本　敬士(5) 大国陸上 0.0 0.0

ﾐｼﾏ ﾀｲﾄ 山梨 2m88 3m08 3m18 3m18
33 56 1 三島　泰叶(4) 大国陸上 0.0 +0.4 +0.3 +0.3

ﾊﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨 3m10 3m07 3m12 3m12
34 30 22 羽田　大輝(5) 大国陸上 +0.5 +0.7 +1.1 +1.1



凡例  DNS:欠場

小学生男子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     5m39      秋山　哲一(増穂南小)                  1992
山梨県小学記録(YSR)     5m39      内尾　将吾(四方津小)                  1998 9月2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

ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨 3m02 2m91 3m12 3m12
35 46 72 三澤　悠悟(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.4 +0.3 0.0 0.0

ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾝ 山梨 3m01 3m12 3m00 3m12
36 31 865 安部　勇信(3) チーム塩山 +0.4 +1.3 +1.1 +1.3

ｸﾜﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 山梨 3m12 3m00 2m95 3m12
37 51 268 桑本　虎太郎(6) 南アルプスＡＣ +0.8 +0.4 +0.6 +0.8

ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 山梨 3m02 × 3m11 3m11
38 25 253 岡田　達哉(6) 南アルプスＡＣ 0.0 +0.9 +0.9

ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 静岡 2m88 2m96 3m07 3m07
39 38 0 長田　裕真(4) 千代田AC +0.4 +1.1 +1.3 +1.3

ｶﾄｳ ｵｳｽｹ 山梨 3m06 2m84 2m92 3m06
40 3 215 加藤　央祐(6) 小笠原ＡＣ +0.1 -0.4 -0.8 +0.1

ｷﾀｲ ｼﾝｾｲ 山梨 2m90 × 2m99 2m99
41 32 136 北井　真正(3) 中村塾 +0.8 +1.1 +1.1

ｶﾜｻｷ ﾋｭｳｶﾞ 山梨 2m73 2m78 2m89 2m89
42 15 851 川崎　日向(5) チーム塩山 0.0 +0.4 +0.4 +0.4

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 静岡 2m88 2m86 2m74 2m88
43 18 0 松澤　登梧(3) 千代田AC +0.1 +0.2 +0.5 +0.1

ｲｼｻﾞｷ ｾﾅ 山梨 2m54 2m50 2m88 2m88
44 44 130 石崎　聖那(3) 中村塾 +0.5 +0.2 +0.2 +0.2

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ 山梨 2m86 × 2m82 2m86
45 11 295 中島　　　蒼(3) 南アルプスＡＣ +0.5 +0.4 +0.5

ｶﾂﾏﾀ ｱﾕﾑ 山梨 2m86 2m43 2m54 2m86
46 5 861 勝俣　歩(4) チーム塩山 -0.1 +1.0 0.0 -0.1

ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ 山梨 2m79 × × 2m79
47 16 201 春日　一吹(5) 小笠原ＡＣ +0.4 +0.4

ﾜｶｵ ﾘｭｳﾔ 山梨 2m69 2m68 2m77 2m77
48 41 267 若尾　龍弥(6) 南アルプスＡＣ +0.7 0.0 0.0 0.0

ﾋﾗﾔﾏ ｾﾞﾝ 山梨 2m51 × 2m67 2m67
49 20 140 平山　　　前(3) 中村塾 +0.7 +0.8 +0.8

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 山梨 2m53 × 2m51 2m53
50 21 721 水谷　優介(2) YRC +1.0 0.0 +1.0

ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾓﾔ 山梨 2m47 2m21 × 2m47
51 39 256 中込　友也(5) 南アルプスＡＣ +0.7 +0.6 +0.7

ｶﾂﾏﾀ ﾜﾀﾙ 山梨 × × 2m38 2m38
52 49 866 勝俣　航(2) チーム塩山 +0.4 +0.4

ｲｼｲ ｴｲｻｸ 山梨 2m22 2m18 2m37 2m37
53 36 88 石井　栄作(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.4 +1.5 +1.1 +1.1

ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 2m15 × 2m29 2m29
54 45 255 飯田　隼平(3) 南アルプスＡＣ +0.8 +1.3 +1.3

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 静岡

10 0 松澤　公佑(5) 千代田AC DNS
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 山梨

34 452 森口　陽太(5) GON SPO AC 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
山梨県高校記録(YHR)     11.96     中田　舞花(身延高)                    2017 9月2日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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
ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 神奈川 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

1 3 2009 高橋　みず紀(3) 相洋高 12.32 1 6 7153 由井　綾音(2) 山梨学院大 12.87
ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

2 5 371 古屋　日奈子(1) 駿台甲府高 12.41 2 3 160 三吉　南緒(3) 巨摩高 12.95
ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ 神奈川 ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉

3 4 7157 前田　柚奈(1) 山梨学院大 12.78 3 4 7152 並木　静香(2) 山梨学院大 13.16
ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 山梨

4 8 370 福田　倭子(1) 駿台甲府高 13.00 4 5 39 中村　遥香(2) 韮崎高 13.25
ﾅｶﾀﾞ ﾏｲｶ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾉ 山梨

5 6 7158 中田　舞花(1) 山梨学院大 13.02 5 1 364 若杉　彩乃(3) 駿台甲府高 13.34
ﾐｽﾞﾓﾄ ｻﾂｷ 宮崎 ｲｼﾀﾞ ﾅｵｺ 山梨

6 2 8575 水元　五月(1) 山梨学院大 13.03 6 2 85 石田　直子(1) 甲府西高 13.51
ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 山梨 ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡

7 1 369 広瀬　七彩(1) 駿台甲府高 13.09 7 8 7155 塚本　美紗希(2) 山梨学院大 13.77
ｻﾝｺﾞ ﾅﾎ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ 山梨

7 215 珊瑚　菜帆(1) 身延高 DNS 7 168 中込　未奈美(1) 巨摩高 DNS

3組 (風:-0.6) 4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
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨 ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨

1 6 83 窪田　光莉(1) 甲府西高 13.43 1 3 1893 塩谷　花音(中2) TYPE-R 13.39
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨 ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨

2 5 100 村松　美穂(2) 甲府南高 13.46 2 4 84 和光　紀佳(1) 甲府西高 13.60
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨 ﾊﾀﾞ ｻｱﾔ 山梨

3 4 176 毛利　来夢(1) 巨摩高 13.47 3 1 472 羽田　紗彩(1) 都留興譲館高 13.64
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 山梨 ｲｼｶﾜ ｸﾙﾐ 山梨

4 7 144 後藤　唯衣(1) 甲府昭和高 13.53 4 5 3926 石川　久琉美(高1) TYPE-R 13.87
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 東京 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 山梨

5 2 3-8068 鈴木　悠香(2) 都留文科大 13.74 5 8 1887 村松　苺華(中1) TYPE-R 14.01
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 山梨 ｲﾏｲ ﾘｵ 山梨

6 3 307 渡邊　麗奈(1) 吉田高 13.78 6 6 6 今井　梨緒(2) 北杜高 14.10
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ 山梨 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｷﾎ 山梨

7 1 402 中村　美紀子(2) 山梨学院高 13.94 7 7 86 髙見澤　希帆(1) 甲府西高 14.35
ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｻ 山梨 ｷﾖﾊﾗ ﾐｶ 山梨

8 8 1896 杉山　璃紗(中3) TYPE-R 14.24 2 4067 清原　美香 m&m DNS

5組 (風:+1.3) 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
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵ 山梨

1 1 477 小林　茜(1) 都留高 13.56 1 5 104 堀内　菜央(1) 甲府南高 14.11
ﾀｶﾍﾞ ｱﾔﾈ 山梨 ｳｴｽｷﾞ ﾕｳ 山梨

2 6 269 髙部　彩音(2) 都留高 13.86 2 4 276 上杉　侑(1) 都留高 14.27
ｲｹｶﾞﾜ ｶﾎ 山梨 ｸﾏｻｶ ﾘﾝ 山梨

3 7 137 池川　佳帆(1) 甲府昭和高 13.98 3 3 293 熊坂　凜(1) 都留興譲館高 14.31
ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 山梨 ﾀﾅｶ ｹｲｺ 山梨

4 3 1892 田口　紗羽(中2) TYPE-R 14.01 4 6 87 田中　敬子(1) 甲府西高 14.31
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 山梨 ｲﾜﾀ ﾚﾐ 山梨

5 4 295 鈴木　杏也実(1) 都留興譲館高 14.11 5 8 273 岩田　怜実(1) 都留高 14.32
ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨 ｺｳﾉ ﾘｺ 山梨

6 8 66 萩原　恵里菜(1) 甲府一高 14.13 6 7 103 河野　莉子(1) 甲府南高 14.50
ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 ﾀｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 山梨

7 2 3935 伊藤　里菜(中1) 山梨ジャンパーズ 14.26 7 1 332 髙村　夏月(2) 富士北稜高 14.67
ｻｻﾓﾄ ﾏｺﾄ 山梨 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨

8 5 1884 笹本　真琴(中3) TYPE-R 14.56 8 2 1890 白倉　歩実(中2) TYPE-R 14.98



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
山梨県高校記録(YHR)     11.96     中田　舞花(身延高)                    2017 9月2日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 (風:-0.4) 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
ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 山梨 ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨

1 1 3391 樫山　結 桃の郷ＡＣ 13.08 1 6 404 立澤　亜弥(1) 山梨学院高 13.73
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 山梨 ﾌﾅｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ 山梨

2 7 60 中村　真麻(2) 甲府一高 14.33 2 4 275 舟久保　穏玖(1) 都留高 14.32
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ 山梨 ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨

3 8 43 藤原　みなみ(1) 韮崎高 14.44 3 2 97 金丸　瑞季(2) 甲府南高 14.38
ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ 山梨 ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ 山梨

4 4 290 天野　小春(1) 都留興譲館高 14.54 4 8 403 三井　陽麗(2) 山梨学院高 14.71
ﾀﾅｶ ｱｲｺ 山梨 ｱﾏﾉ ﾒｸﾞ 山梨

5 3 88 田中　愛子(1) 甲府西高 14.63 5 3 291 天野　恵来(1) 都留興譲館高 15.43
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾘﾅ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ﾐｸ 山梨

6 5 12 藤原　莉奈(1) 北杜高 14.87 6 7 448 安田　美紅(1) 富士河口湖高 15.61
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 山梨 ﾐｳﾗ ﾌﾕ 山梨

7 2 340 渡邊　玲那(1) 富士北稜高 15.27 1 319 三浦　芙優(2) 富士河口湖高 DNS
ｺｼﾐｽﾞ ﾕﾗ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 山梨

6 1891 輿水　優来(中2) TYPE-R DNS 5 294 清水　桃湖(1) 都留興譲館高 DNS

9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

ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 神奈川

1 2 405 立澤　真弥(1) 山梨学院高 13.20 1 2009 高橋　みず紀(3) 相洋高 12.32 -0.3
ｵﾋﾞｶﾈ ﾘｺ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨

2 3 164 帶金　莉子(1) 巨摩高 13.26 2 371 古屋　日奈子(1) 駿台甲府高 12.41 -0.3
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ 神奈川

3 6 1761 永坂　莉羅(2) 桃の郷ＡＣ 14.14 3 7157 前田　柚奈(1) 山梨学院大 12.78 -0.3
ｲﾃﾞ ｲﾏﾘ 山梨 ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

4 5 303 井出　伊万梨(2) 吉田高 14.22 4 7153 由井　綾音(2) 山梨学院大 12.87 +0.3
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾐ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

5 4 406 小林　杏実(1) 山梨学院高 14.55 5 160 三吉　南緒(3) 巨摩高 12.95 +0.3
ﾐｳﾗ ﾘｺ 山梨 ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 山梨

6 8 324 三浦　莉子(1) 富士河口湖高 15.54 6 370 福田　倭子(1) 駿台甲府高 13.00 -0.3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 山梨 ﾅｶﾀﾞ ﾏｲｶ 山梨

1 870 小林　夢依(5) 身延AC DNS 7 7158 中田　舞花(1) 山梨学院大 13.02 -0.3
ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 ﾐｽﾞﾓﾄ ｻﾂｷ 宮崎

7 1627 菱山　那柚(中2) 大国陸上 DNS 8 8575 水元　五月(1) 山梨学院大 13.03 -0.3



凡例  DNS:欠場

女子２００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          24.19     齊藤　莉奈(山梨学院大)                2018
山梨県高校記録(YHR)     24.80     中田　舞花(身延高)                    2017 9月2日 13:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-1.5) 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
ﾀｶｼﾏ ﾅﾂﾐ 神奈川 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 山梨

1 3 2044 髙島　菜都美(3) 相洋高 25.29 1 6 39 中村　遥香(2) 韮崎高 27.23
ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 静岡 ｲｼﾀﾞ ﾅｵｺ 山梨

2 4 8571 倉澤　綾(1) 山梨学院大 25.95 2 4 85 石田　直子(1) 甲府西高 27.66
ﾊﾗﾀﾞ ｱｶﾘ 静岡 ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 山梨

3 5 8574 原田　あかり(1) 山梨学院大 26.19 3 3 83 窪田　光莉(1) 甲府西高 27.95
ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡 ﾊﾀﾞ ｻｱﾔ 山梨

4 2 7153 由井　綾音(2) 山梨学院大 26.68 4 2 472 羽田　紗彩(1) 都留興譲館高 28.11
ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉 ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 山梨

5 6 7152 並木　静香(2) 山梨学院大 26.70 5 8 214 横山　葵(1) 身延高 28.16
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ 山梨

6 7 176 毛利　来夢(1) 巨摩高 27.25 6 7 402 中村　美紀子(2) 山梨学院高 28.32
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷｺ 滋賀 ﾀｶｷﾞ ﾐｷ 山梨

8 8572 水谷　陽子(1) 山梨学院大 DNS 7 5 149 高木　美希(2) 農林高 28.56

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
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨 ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ 山梨

1 4 96 小川　芽来(2) 甲府南高 28.58 1 6 362 飯田　萌楓(3) 駿台甲府高 28.01
ﾎﾘｳﾁ ﾅｵ 山梨 ｲﾏｲ ﾘｵ 山梨

2 8 104 堀内　菜央(1) 甲府南高 28.87 2 5 6 今井　梨緒(2) 北杜高 28.99
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｵ 山梨 ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

3 6 174 萩原　海青(1) 巨摩高 29.00 3 7 99 中平　安美(2) 甲府南高 30.51
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾘﾅ 山梨

4 5 43 藤原　みなみ(1) 韮崎高 29.43 4 3 12 藤原　莉奈(1) 北杜高 31.66
ｸﾏｻｶ ﾘﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 山梨

5 7 293 熊坂　凜(1) 都留興譲館高 29.78 5 8 340 渡邊　玲那(1) 富士北稜高 32.78
ﾀｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 山梨 ﾐｳﾗ ﾌﾕ 山梨

6 3 332 髙村　夏月(2) 富士北稜高 31.00 4 319 三浦　芙優(2) 富士河口湖高 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

ﾀｶｼﾏ ﾅﾂﾐ 神奈川

1 2044 髙島　菜都美(3) 相洋高 25.29 -1.5
ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 静岡

2 8571 倉澤　綾(1) 山梨学院大 25.95 -1.5
ﾊﾗﾀﾞ ｱｶﾘ 静岡

3 8574 原田　あかり(1) 山梨学院大 26.19 -1.5
ﾕｲ ｱﾔﾈ 静岡

4 7153 由井　綾音(2) 山梨学院大 26.68 -1.5
ﾅﾐｷ ｼｽﾞｶ 千葉

5 7152 並木　静香(2) 山梨学院大 26.70 -1.5
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 山梨

6 39 中村　遥香(2) 韮崎高 27.23 -1.0
ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨

7 176 毛利　来夢(1) 巨摩高 27.25 -1.5
ｲｼﾀﾞ ﾅｵｺ 山梨

8 85 石田　直子(1) 甲府西高 27.66 -1.0



凡例  DNS:欠場

女子１５００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          4:16.37   飯野　摩耶(東京農業大)                2014
山梨県高校記録(YHR)     4:18.20   小笠原　朱理(山梨学院高)              2016 9月2日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
順位 ORD 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｲｼ ｴﾐﾘ 山梨 ﾅｶﾞｲｼ ｴﾐﾘ 山梨

1 9 416 永石　笑璃(2) 日本航空高 5:22.33 1 416 永石　笑璃(2) 日本航空高 5:22.33
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 山梨 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 山梨

2 7 216 佐野　鈴香(1) 身延高 5:33.42 2 216 佐野　鈴香(1) 身延高 5:33.42
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 山梨

3 3 213 渡辺　愛梨(2) 身延高 5:43.13 3 213 渡辺　愛梨(2) 身延高 5:43.13
ﾂﾙﾀﾞ ｱﾔ 山梨 ﾂﾙﾀﾞ ｱﾔ 山梨

4 12 257 鶴田　亜耶(1) 山梨高 5:49.84 4 257 鶴田　亜耶(1) 山梨高 5:49.84
ﾀﾉｸﾞﾁ ﾐｸ 山梨 ﾀﾉｸﾞﾁ ﾐｸ 山梨

5 6 105 田野口　美来(1) 甲府南高 5:54.36 5 105 田野口　美来(1) 甲府南高 5:54.36
ｼﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 ｼﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨

6 1 312 志村　温奈(1) 吉田高 5:59.22 6 312 志村　温奈(1) 吉田高 5:59.22
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ 山梨

7 4 253 中村　夢花(2) 山梨高 6:00.82 7 253 中村　夢花(2) 山梨高 6:00.82
ｵｸﾜｷ ﾉﾉﾊ 山梨 ｵｸﾜｷ ﾉﾉﾊ 山梨

8 11 277 奥脇　希羽(1) 都留高 6:01.72 8 277 奥脇　希羽(1) 都留高 6:01.72
ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 山梨

9 5 190 阿部　水咲(1) 白根高 6:08.39
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｱ 山梨

10 10 310 渡邊　璃々亜(1) 吉田高 6:12.31
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾅﾐ 山梨

11 8 274 杉本　愛実(1) 都留高 6:17.90
ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾈ 山梨

2 1636 赤澤　美音(中1) 大国陸上 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 416 416 416 416

記録 1:16 2:46 3:31 4:15
ﾀｲﾑﾚｰｽ

 



凡例  DNS:欠場

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)     13.89     三吉　南緒(巨摩高)                    2016 9月2日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:-0.7) 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

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨

1 2 166 東海林　幸(1) 巨摩高 15.37 1 166 東海林　幸(1) 巨摩高 15.37 -0.7
ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 山梨 ｳｼﾔﾏ ｱﾐ 山梨

2 5 169 牛山　亜実(1) 巨摩高 15.45 2 169 牛山　亜実(1) 巨摩高 15.45 -0.7
ｺｳﾉ ﾋﾛｴ 山梨 ｺｳﾉ ﾋﾛｴ 山梨

3 7 175 河野　弘江(1) 巨摩高 17.34 3 175 河野　弘江(1) 巨摩高 17.34 -0.7
ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 山梨 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 山梨

4 4 165 北島　夏姫(1) 巨摩高 18.15 4 165 北島　夏姫(1) 巨摩高 18.15 -0.7
ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾅﾐ 山梨

3 168 中込　未奈美(1) 巨摩高 DNS
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨

6 171 斉藤　果音(1) 巨摩高 DNS



凡例  DNS:欠場

女子１００ｍH
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          13.76     大神田　南海(都留文科大)              2017
山梨県高校記録(YHR)     13.87     三吉　南緒(巨摩高)                    2017 9月2日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.2) 2組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ﾑｺｳﾔﾏ ﾋｶﾘ 山梨

1 2 160 三吉　南緒(3) 巨摩高 14.27 1 6 42 向山　ひかり(1) 韮崎高 17.25
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ﾋﾅ 山梨

2 5 7137 小林　里帆(3) 山梨学院大 14.46 2 3 63 横森　ひな(2) 甲府一高 17.76
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨

3 7 136 小林　美咲(1) 甲府昭和高 16.71 3 5 272 山﨑　るな(2) 都留高 17.84
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ 山梨 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 山梨

4 3 82 山岸　彩香(2) 甲府西高 17.13 4 7 295 鈴木　杏也実(1) 都留興譲館高 18.77
ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨 ｱﾏﾉ ﾒｸﾞ 山梨

5 6 209 鞍打　見春(2) 身延高 17.18 5 1 291 天野　恵来(1) 都留興譲館高 21.01
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 山梨

6 1 33 清水　優花(2) 韮崎高 17.54 6 2 268 新藤　千尋(2) 都留高 21.52
ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 山梨

4 367 西村　わかな(2) 駿台甲府高 DNS 4 289 渡邉　梨緒(2) 都留興譲館高 DNS

3組 (風:-0.4) 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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｱ 山梨 ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

1 3 429 渡邉　美亜(2) 日大明誠高 17.42 1 160 三吉　南緒(3) 巨摩高 14.27 +1.2
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨

2 2 251 手塚　結菜(2) 山梨高 19.15 2 7137 小林　里帆(3) 山梨学院大 14.46 +1.2
ｱﾏﾉ ｺﾊﾙ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 山梨

3 6 290 天野　小春(1) 都留興譲館高 19.16 3 136 小林　美咲(1) 甲府昭和高 16.71 +1.2
ｶﾂﾏﾀ ﾓｴ 山梨 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ 山梨

4 5 325 勝俣　萌(1) 富士河口湖高 19.84 4 82 山岸　彩香(2) 甲府西高 17.13 +1.2
ｶﾜﾑﾗ ﾙﾅ 山梨 ｸﾗｳﾁ ﾐﾊﾙ 山梨

5 7 321 川村　瑠華(2) 富士河口湖高 20.17 5 209 鞍打　見春(2) 身延高 17.18 +1.2
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 山梨 ﾑｺｳﾔﾏ ﾋｶﾘ 山梨

4 252 鈴木　瑠菜(2) 山梨高 DNS 6 42 向山　ひかり(1) 韮崎高 17.25 -1.2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｱ 山梨

7 429 渡邉　美亜(2) 日大明誠高 17.42 -0.4
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨

8 33 清水　優花(2) 韮崎高 17.54 +1.2



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 9月2日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｾｲﾉ ﾏﾎ 千葉 ｵｵﾊﾗ ﾘｵ 山梨

1 3 7150 清野　真帆(2) 山梨学院大 1:06.38 1 5 139 大原　梨央(1) 甲府昭和高 1:11.85
ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨 ｶﾜﾑﾗ ﾙﾅ 山梨

2 5 7154 長田　侑加(2) 山梨学院大 1:06.49 2 6 321 川村　瑠華(2) 富士河口湖高 1:17.66
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨 ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

3 4 33 清水　優花(2) 韮崎高 1:09.50 3 4 99 中平　安美(2) 甲府南高 1:18.07
ﾑｺｳﾔﾏ ﾋｶﾘ 山梨 ｺｳﾉ ﾘｺ 山梨

4 6 42 向山　ひかり(1) 韮崎高 1:11.41 4 7 103 河野　莉子(1) 甲府南高 1:18.26
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨 ｶｻｲ ｼｭﾄ 山梨

5 7 96 小川　芽来(2) 甲府南高 1:15.65 5 3 81 葛西　朱桃(2) 甲府西高 1:18.60

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

ｾｲﾉ ﾏﾎ 千葉

1 7150 清野　真帆(2) 山梨学院大 1:06.38
ｵｻﾀﾞ ﾕｳｶ 山梨

2 7154 長田　侑加(2) 山梨学院大 1:06.49
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 山梨

3 33 清水　優花(2) 韮崎高 1:09.50
ﾑｺｳﾔﾏ ﾋｶﾘ 山梨

4 42 向山　ひかり(1) 韮崎高 1:11.41
ｵｵﾊﾗ ﾘｵ 山梨

5 139 大原　梨央(1) 甲府昭和高 1:11.85
ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 山梨

6 96 小川　芽来(2) 甲府南高 1:15.65
ｶﾜﾑﾗ ﾙﾅ 山梨

7 321 川村　瑠華(2) 富士河口湖高 1:17.66
ﾅｶﾋﾗ ｱﾐ 山梨

8 99 中平　安美(2) 甲府南高 1:18.07



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 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

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)          46.52     廣瀬・松本・斉藤・中田(山梨選抜)      2017
山梨県高校記録(YHR)     47.25     福田・山口・古屋・岩浅(駿台甲府高)    2018 9月2日 16:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 駿台甲府高 370 福田　倭子(1) ﾌｸﾀﾞ ﾜｺ 49.39 1 6 山梨学院高 402 中村　美紀子(2) ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ 52.56
371 古屋　日奈子(1) ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 404 立澤　亜弥(1) ﾀﾂｻﾞﾜ ｱﾔ
366 小林　杏樹(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 406 小林　杏実(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾐ
369 広瀬　七彩(1) ﾋﾛｾ ﾅﾅｻ 405 立澤　真弥(1) ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏﾔ

2 3 甲府昭和高 137 池川　佳帆(1) ｲｹｶﾞﾜ ｶﾎ 51.89 2 3 甲府南高 104 堀内　菜央(1) ﾎﾘｳﾁ ﾅｵ 52.82
139 大原　梨央(1) ｵｵﾊﾗ ﾘｵ 100 村松　美穂(2) ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ
144 後藤　唯衣(1) ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 98 辻　彩花(2) ﾂｼﾞ ｱﾔｶ
136 小林　美咲(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 96 小川　芽来(2) ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞ

3 5 TYPE-RB 1887 村松　苺華(中1) ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 53.11 3 7 巨摩高B 161 井上　咲音(2) ｲﾉｳｴ ｻﾄ 52.85
1896 杉山　璃紗(中3) ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｻ 175 河野　弘江(1) ｺｳﾉ ﾋﾛｴ
1884 笹本　真琴(中3) ｻｻﾓﾄ ﾏｺﾄ 171 斉藤　果音(1) ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ
1893 塩谷　花音(中2) ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 169 牛山　亜実(1) ｳｼﾔﾏ ｱﾐ

2 山梨学院大 DNS 4 4 都留興譲館高 293 熊坂　凜(1) ｸﾏｻｶ ﾘﾝ 54.56
472 羽田　紗彩(1) ﾊﾀﾞ ｻｱﾔ
291 天野　恵来(1) ｱﾏﾉ ﾒｸﾞ
295 鈴木　杏也実(1) ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ

4 韮崎高 DNS 5 8 甲府一高 60 中村　真麻(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 55.22
66 萩原　恵里菜(1) ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ
61 二宮　優衣(2) ﾆﾉﾐﾔ ﾕｲ
63 横森　ひな(2) ﾖｺﾓﾘ ﾋﾅ

7 TYPE-RA DNS 6 5 吉田高 302 渡辺　侑希(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 55.44
303 井出　伊万梨(2) ｲﾃﾞ ｲﾏﾘ
308 渡邉　芹奈(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾘﾅ
307 渡邊　麗奈(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ

8 身延高 DNS 2 甲府西高B 86 髙見澤　希帆(1) ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｷﾎ DQ,R34

79 緒方　里帆(2) ｵｶﾞﾀ ﾘﾎ
88 田中　愛子(1) ﾀﾅｶ ｱｲｺ
87 田中　敬子(1) ﾀﾅｶ ｹｲｺ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 巨摩高A 162 帶金　玲菜(2) ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 50.79
166 東海林　幸(1) ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ
164 帶金　莉子(1) ｵﾋﾞｶﾈ ﾘｺ
176 毛利　来夢(1) ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ

2 5 甲府西高A 84 和光　紀佳(1) ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 51.13
82 山岸　彩香(2) ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ
83 窪田　光莉(1) ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ
85 石田　直子(1) ｲｼﾀﾞ ﾅｵｺ

3 4 都留高 477 小林　茜(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 52.75
272 山﨑　るな(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ
273 岩田　怜実(1) ｲﾜﾀ ﾚﾐ
269 髙部　彩音(2) ﾀｶﾍﾞ ｱﾔﾈ

4 8 富士河口湖高 321 川村　瑠華(2) ｶﾜﾑﾗ ﾙﾅ 55.97
322 町田　結(1) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ
320 小林　萌夏(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ
325 勝俣　萌(1) ｶﾂﾏﾀ ﾓｴ

5 3 富士北稜高 332 髙村　夏月(2) ﾀｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 59.70
340 渡邊　玲那(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ
339 堀内　麻瑚(1) ﾎﾘｳﾁ ﾏｺ
334 小俣　美月(2) ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ

7 白根高 190 阿部　水咲(1) ｱﾍﾞ ﾐｻｷ DQ,R34

187 遠藤　綺(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔ
188 田中　紗梨(2) ﾀﾅｶ ｻﾘ
189 坂東　彩菜(1) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ



凡例  DNS:欠場 DQ:失格 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

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)          46.52     廣瀬・松本・斉藤・中田(山梨選抜)      2017
山梨県高校記録(YHR)     47.25     福田・山口・古屋・岩浅(駿台甲府高)    2018 9月2日 16:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 49.39

2 50.79

3 51.13

4 51.89

5 52.56

6 52.75

7 52.82

8 52.85

駿台甲府高 福田　倭子(1) / 古屋　日奈子(1) / 小林　杏樹(2) / 広瀬　七彩(1)

巨摩高A 帶金　玲菜(2) / 東海林　幸(1) / 帶金　莉子(1) / 毛利　来夢(1)

甲府西高A 和光　紀佳(1) / 山岸　彩香(2) / 窪田　光莉(1) / 石田　直子(1)

甲府南高 堀内　菜央(1) / 村松　美穂(2) / 辻　彩花(2) / 小川　芽来(2)

巨摩高B 井上　咲音(2) / 河野　弘江(1) / 斉藤　果音(1) / 牛山　亜実(1)

甲府昭和高 池川　佳帆(1) / 大原　梨央(1) / 後藤　唯衣(1) / 小林　美咲(1)

山梨学院高 中村　美紀子(2) / 立澤　亜弥(1) / 小林　杏実(1) / 立澤　真弥(1)

都留高 小林　茜(1) / 山﨑　るな(2) / 岩田　怜実(1) / 髙部　彩音(2)



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

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 9月2日 13:30 決　勝

決　勝　

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 － － － － × ○ ○ ○ ○

1 13 166 東海林　幸(1) 巨摩高 ○ × ○ × × × 1m64
ﾀﾅｶ ﾙﾙｶ 山梨 － － － － － ○ × ○ ○

2 8 286 田中　瑠々花(3) 都留興譲館高 × × × 1m58
ﾔﾏｻﾞｷ ﾙﾅ 山梨 － － － － ○ ○ ○ × ○

3 2 272 山﨑　るな(2) 都留高 × × × 1m58
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｱ 山梨 － － ○ × ○ ○ × × ×

4 14 429 渡邉　美亜(2) 日大明誠高 1m45
ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 ○ ○ ○ ○ × × ×

5 7 98 辻　彩花(2) 甲府南高 1m40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾘﾅ 山梨 × ○ ○ ○ ○ × × ×

6 18 308 渡邉　芹奈(1) 吉田高 1m40
ｲﾉｳｴ ｻﾄ 山梨 － － ○ × × ○ × × ×

7 10 161 井上　咲音(2) 巨摩高 1m40
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｻｷ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

8 12 116 遠藤　茅咲(2) 甲府城西高 1m35
ｺｳﾉ ﾋﾛｴ 山梨 － － ○ × × ×

8 16 175 河野　弘江(1) 巨摩高 1m35
ｵｸﾜｷ ｶｺ 山梨 ○ × × ○ ○ × × ×

10 5 305 奥脇　香子(2) 吉田高 1m35
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ 山梨 ○ × ○ × ○ × × ×

11 6 322 町田　結(1) 富士河口湖高 1m35
ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ 山梨 － × ○ × × ×

12 1 334 小俣　美月(2) 富士北稜高 1m30
ｱﾍﾞ ｱｵｲ 山梨 ○ × ○ × × ×

12 4 280 阿部　蒼生(1) 都留高 1m30
ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 山梨 × ○ × × ×

14 11 165 北島　夏姫(1) 巨摩高 1m25
ｶﾝﾉ ﾏﾖ 山梨 × × ×

3 278 菅野　真世(1) 都留高 NM
ﾅｶﾞｻｷ ﾓﾓｶ 宮崎 － － － － － r

17 7139 長崎　百華(2) 山梨学院大 NM
ｶｻｲ ﾋﾅ 山梨

9 45 河西　姫奈(1) 韮崎高 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝ 山梨

15 134 大久保　凜(2) 甲府昭和高 DNS

1m50 1m55 1m58
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m30

1m64

1m35

1m67

1m40 1m45
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

1m61



凡例  NM:記録なし

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 9月2日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 ○ ○ × × ×

1 1 172 三吉　里緒(1) 巨摩高 2m10
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨 × × ○ × × ×

2 3 171 斉藤　果音(1) 巨摩高 2m00
ｵﾏﾀ ﾐﾂﾞｷ 山梨 × × ×

2 334 小俣　美月(2) 富士北稜高 NM
ﾎﾘｳﾁ ﾏｺ 山梨 × × ×

4 339 堀内　麻瑚(1) 富士北稜高 NM

2m10 2m20
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          6m07      山口　華枝(駿台甲府高)                2017
山梨県高校記録(YHR)     6m07      山口　華枝(駿台甲府高)                2017 9月2日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙﾔ ﾋﾅｺ 山梨 5m59 × 5m49 5m59 8 5m47 × × 5m59
1 34 371 古屋　日奈子(1) 駿台甲府高 -0.1 0.0 -0.1 -1.7 -0.1

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨 4m72 4m62 4m47 4m72 5 5m03 5m09 5m25 5m25
2 26 366 小林　杏樹(2) 駿台甲府高 -1.5 -0.6 -0.7 -1.5 -0.5 -0.3 -1.4 -1.4

ﾐｽﾞﾓﾄ ｻﾂｷ 宮崎 × 5m01 × 5m01 7 5m13 5m18 × 5m18
3 12 8575 水元　五月(1) 山梨学院大 -1.0 -1.0 -0.8 -0.5 -0.5

ｲﾄｳ ﾘｻ 山梨 4m72 4m57 4m81 4m81 6 4m62 4m49 4m59 4m81
4 24 3922 伊藤　里紗 TYPE-R -0.3 -0.6 0.0 0.0 -0.1 -0.6 -1.5 0.0

ｲﾏｲ ﾘｵ 山梨 4m60 4m52 4m68 4m68 3 × 4m76 4m72 4m76
5 22 6 今井　梨緒(2) 北杜高 -0.3 -0.4 +0.1 +0.1 -0.1 -0.3 -0.1

ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 山梨 4m71 4m35 4m16 4m71 4 － － － 4m71
6 9 100 村松　美穂(2) 甲府南高 +0.2 +0.2 -1.0 +0.2 +0.2

ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ 山梨 4m40 × 4m59 4m59 1 4m56 × 4m64 4m64
7 20 3925 高島　愛理 TYPE-R 0.0 +0.1 +0.1 -0.5 -0.6 -0.6

ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 4m61 4m58 4m58 4m61 2 － 4m42 4m10 4m61
8 1 98 辻　彩花(2) 甲府南高 -0.3 -0.9 0.0 -0.3 -1.5 -0.5 -0.3

ｶﾂﾏﾀ ﾓｴ 山梨 4m36 4m57 4m30 4m57 4m57
9 5 325 勝俣　萌(1) 富士河口湖高 0.0 -0.7 -0.4 -0.7 -0.7

ｶﾈﾏﾙ ﾐｽﾞｷ 山梨 × × 4m51 4m51 4m51
10 25 97 金丸　瑞季(2) 甲府南高 +0.2 +0.2 +0.2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 山梨 4m24 4m44 4m02 4m44 4m44
11 35 307 渡邊　麗奈(1) 吉田高 -1.6 0.0 -0.6 0.0 0.0

ﾊﾅﾀﾞ ｺﾊﾙ 山梨 4m26 4m38 4m19 4m38 4m38
12 8 271 花田　小春(2) 都留高 0.0 -1.3 -0.9 -1.3 -1.3

ｷｸﾁ ﾘｺ 山梨 4m37 × 4m23 4m37 4m37
13 16 135 菊池　梨湖(2) 甲府昭和高 +0.8 +1.0 +0.8 +0.8

ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 山梨 － 4m35 4m16 4m35 4m35
14 27 171 斉藤　果音(1) 巨摩高 -0.2 +0.1 -0.2 -0.2

ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 山梨 4m08 4m21 4m33 4m33 4m33
15 15 38 清水　莉奈(2) 韮崎高 +0.5 -1.9 -0.4 -0.4 -0.4

ﾌﾅｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ 山梨 4m24 4m30 4m22 4m30 4m30
16 10 275 舟久保　穏玖(1) 都留高 0.0 -0.6 -1.0 -0.6 -0.6

ｵﾋﾞｶﾈ ﾘｺ 山梨 3m95 3m93 4m19 4m19 4m19
17 31 164 帶金　莉子(1) 巨摩高 -0.7 -0.1 0.0 0.0 0.0

ﾜｺｳ ﾉﾘｶ 山梨 4m00 3m96 3m91 4m00 4m00
18 14 84 和光　紀佳(1) 甲府西高 +0.5 -0.9 +1.1 +0.5 +0.5

ｱｲｻﾞﾜ ﾂｶｻ 山梨 3m92 3m92 3m91 3m92 3m92
19 23 279 相澤　つかさ(1) 都留高 -0.3 -0.3 0.0 -0.3 -0.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 山梨 3m81 3m88 3m83 3m88 3m88
20 6 142 渡邊　真生(1) 甲府昭和高 -0.7 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3

ﾏｼﾀ ﾕｷ 山梨 3m83 3m74 3m86 3m86 3m86
21 3 151 間下　友希(1) 農林高 -0.3 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 山梨 3m68 3m50 3m56 3m68 3m68
22 17 140 鈴木　ひより(1) 甲府昭和高 +0.7 -1.6 0.0 +0.7 +0.7

ｻｲﾄｳ ｸﾙﾐ 山梨 3m68 × × 3m68 3m68
23 28 304 齊藤　胡桃(2) 吉田高 -1.9 -1.9 -1.9

ｵｶﾓﾄ ﾐﾙ 山梨 3m53 3m42 3m40 3m53 3m53
24 30 476 岡本　実留(1) 都留高 -0.9 -0.2 -0.3 -0.9 -0.9

ｵｻﾀﾞ ﾐﾎ 山梨 × 3m06 2m83 3m06 3m06
25 18 143 長田　美峰(1) 甲府昭和高 -1.2 +0.5 -1.2 -1.2

ﾋﾗｲ ｶﾎ 山梨 2m72 2m41 2m25 2m72 2m72
26 2 254 平井　香帆(2) 山梨高 -0.6 0.0 -1.0 -0.6 -0.6

ｵﾋﾞｶﾈ ﾚｲﾅ 山梨 × × ×
11 162 帶金　玲菜(2) 巨摩高 NM

ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 × × ×
19 1761 永坂　莉羅(2) 桃の郷ＡＣ NM

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 山梨 × × ×
21 302 渡辺　侑希(2) 吉田高 NM

ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 × × ×
33 1627 菱山　那柚(中2) 大国陸上 NM

ｲｼｸﾞﾛ ﾒﾐ 山梨

4 101 石黒　萌美(1) 甲府南高 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 山梨

7 294 清水　桃湖(1) 都留興譲館高 DNS
ﾆｼﾑﾗ ﾜｶﾅ 山梨

13 367 西村　わかな(2) 駿台甲府高 DNS
ｱｲﾊﾗ ﾁｴ 山梨

29 3932 相原　千枝 山梨ジャンパーズ DNS



凡例  DNS:欠場 NM:記録なし

女子走幅跳
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          6m07      山口　華枝(駿台甲府高)                2017
山梨県高校記録(YHR)     6m07      山口　華枝(駿台甲府高)                2017 9月2日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｻｲ ﾋﾅ 山梨

32 45 河西　姫奈(1) 韮崎高 DNS



凡例  NM:記録なし

女子円盤投
審 判 長：小俣　宏記
記録主任：小宮　和之

山梨県記録(YR)          44m86     吉野　トヨ子(教育庁)                  1952
山梨県高校記録(YHR)     38m90     望月　志津(身延高)                    1984 9月2日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｶｻﾜ ﾓｴ 山梨

1 19 206 深沢　萌絵(3) 身延高 × × 31m69 31m69 7 34m30 30m74 × 34m30
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐ 山梨

2 23 3445 村田　朋実 早川陸上クラブ 32m94 × × 32m94 8 33m19 33m74 32m03 33m74
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 宮崎

3 1 8576 武田　遼(1) 山梨学院大 × × 28m64 28m64 6 29m87 × 31m88 31m88
ｲﾏｲ ﾓｴｶ 山梨

4 7 218 今井　萌圭(1) 身延高 25m86 27m39 27m34 27m39 5 25m50 × 25m24 27m39
ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ 山梨

5 9 217 新田　千紘(1) 身延高 26m35 27m13 26m98 27m13 4 × × 19m87 27m13
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ 山梨

6 16 403 三井　陽麗(2) 山梨学院高 25m37 21m97 24m60 25m37 3 24m33 25m10 18m73 25m37
ｱﾘｻｶ ﾂｷｶ 山梨

7 5 335 有坂　月華(2) 富士北稜高 24m83 23m70 23m99 24m83 2 22m69 25m31 24m31 25m31
ｸﾗｳﾁ ﾁｸﾞｻ 山梨

8 3 1906 鞍内　千種(中3) 早川陸上クラブ 20m28 23m96 24m34 24m34 1 × 24m36 × 24m36
ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨

9 18 3281 衣川　沙希 山梨大AC 24m25 21m57 × 24m25 24m25
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 山梨

10 4 210 丹澤　美海(2) 身延高 23m36 23m09 24m17 24m17 24m17
ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨

11 17 66 萩原　恵里菜(1) 甲府一高 23m56 22m10 16m22 23m56 23m56
ｱｶｲｹ ｷｷﾅ 山梨

12 8 201 赤池　希々菜(1) 増穂商業高 22m41 20m63 × 22m41 22m41
ｵｵｷ ﾐﾕ 山梨

13 6 148 大木　桜有(2) 農林高 20m73 × 21m74 21m74 21m74
ｵｵﾉ ﾏｱﾔ 山梨

14 14 417 大野　真綾(2) 日本航空高 20m44 × 21m11 21m11 21m11
ﾅｶﾞﾀ ｻｸﾗ 山梨

15 15 147 永田　櫻(2) 農林高 19m74 × 19m40 19m74 19m74
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 山梨

16 10 270 田中　理帆(2) 都留高 × 19m46 × 19m46 19m46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 山梨

17 2 331 渡邉　琴音(2) 富士北稜高 × 18m36 17m89 18m36 18m36
ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 山梨

18 21 52 伊藤　真琴(1) 韮崎工業高 18m22 18m27 17m72 18m27 18m27
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 山梨

19 20 320 小林　萌夏(2) 富士河口湖高 14m98 15m48 15m68 15m68 15m68
ﾅｶﾀﾞ ｻｴ 山梨

20 12 102 中田　紗愛(1) 甲府南高 14m62 13m66 13m82 14m62 14m62
ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ 山梨

21 13 292 荒井　涼花(1) 都留興譲館高 11m64 14m35 13m59 14m35 14m35
ｶｼﾜｷﾞ ｱｲﾅ 山梨

22 22 337 柏木　愛菜(1) 富士北稜高 13m16 12m43 14m16 14m16 14m16
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾉﾘ 山梨

11 333 堀内　南徳(2) 富士北稜高 r NM



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

山梨県小学記録(YSR)     13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月2日 09:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

1組 (風:-1.3) 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
ｺｲｹ ｲﾛﾊ 山梨 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｶﾘ 山梨

1 3 0 小池　彩華(6) アスとれJr 14.50 1 4 721 水谷　明里(6) YRC 16.30
ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静岡 ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾅ 山梨

2 4 0 坂下　茉優(5) 千代田AC 14.94 2 3 352 内田　香里奈(6) 一宮陸上スポ少 16.38
ﾏﾂｼﾀ ｺﾅﾂ 静岡 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾕ 山梨

3 6 0 松下　小夏(6) 千代田AC 15.02 3 5 853 土橋　美結(6) チーム塩山 16.83
ﾐｽﾞｶﾐ ｶｽﾞｻ 山梨 ｻﾉ ﾓﾓｶ 静岡

4 5 355 水上　和沙(6) 一宮陸上スポ少 15.22 4 7 0 佐野　百花(4) 千代田AC 16.93
ﾅｶﾞﾀ ﾜｶﾅ 静岡 ﾔﾏｷ ﾏﾙﾘ 静岡

5 2 0 長田　和佳奈(6) 千代田AC 15.23 5 2 0 八巻　まるり(4) 千代田AC 17.04
ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾉﾘ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨

6 8 353 荻原　実里(6) 一宮陸上スポ少 15.58 6 6 357 深澤　礼乃(5) 一宮陸上スポ少 17.17
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 静岡 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 山梨

7 7 0 花村　日向(5) 千代田AC 15.81 7 8 855 中村　千香(5) チーム塩山 17.21
ｲﾜﾏ ﾊﾙｶ 山梨 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓｶ 山梨

8 1 351 岩間　陽佳(6) 一宮陸上スポ少 16.60 8 1 354 小笠原　朋華(6) 一宮陸上スポ少 17.59

3組 (風:+0.6) 4組 (風:-1.4)

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
ﾌｼﾞｵｶ ﾚﾅ 静岡 ｱﾒﾐﾔ ｻﾜｶ 山梨

1 4 0 藤岡　怜那(4) 千代田AC 17.11 1 2 367 雨宮　沙和佳(2) 一宮陸上スポ少 18.60
ﾋﾛｾ ﾘｵﾅ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｺﾊﾙ 山梨

2 2 857 廣瀬　理央菜(5) チーム塩山 17.15 2 1 364 堀内　こはる(3) 一宮陸上スポ少 19.09
ﾔﾏｷ ｻﾅ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 山梨

3 7 856 八巻　紗奈(5) チーム塩山 17.20 3 7 368 高橋　舞桜(2) 一宮陸上スポ少 19.53
ｲﾜﾏ ｱｷﾊ 山梨 ｵｷﾞﾊﾗ ｱﾐ 山梨

4 6 358 岩間　陽葉(5) 一宮陸上スポ少 17.40 4 5 361 荻原　亜実(4) 一宮陸上スポ少 20.30
ﾓﾘ ｱｲｶ 山梨 ｲｽﾞﾐ ﾕｳ 山梨

5 8 356 森　愛華(6) 一宮陸上スポ少 17.59 5 8 365 和泉　有(3) 一宮陸上スポ少 20.81
ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ 山梨 ｺｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 山梨

6 5 362 益田　亜弥(4) 一宮陸上スポ少 18.55 6 4 366 越山　結衣(3) 一宮陸上スポ少 20.82
ﾌﾙﾔ ﾕｲ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ 山梨

7 1 372 古屋　心結(1) 一宮陸上スポ少 23.44 7 6 370 中村　小百合(2) 一宮陸上スポ少 21.14
ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ 山梨 ｾｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 山梨

3 373 齋藤　愛奈(1) 一宮陸上スポ少 DNS 8 3 371 関口　あさひ(1) 一宮陸上スポ少 23.45

5組 (風:+0.1) 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
ｺｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾓﾓｶ 山梨

1 1 359 越山　京香(5) 一宮陸上スポ少 16.91 1 1 501 清水　桃花(6) NAC 15.45
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 山梨 ﾂﾁﾔ ｵｳﾗ 山梨

2 5 360 中島　萌花(5) 一宮陸上スポ少 17.47 2 5 505 土屋　欧羅(6) NAC 16.08
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾅ 山梨 ｵﾉ ﾅﾅﾐ 山梨

3 6 859 吉田　唯乃(4) チーム塩山 18.32 3 4 204 小野　七海(6) 小笠原ＡＣ 17.17
ﾋﾛｾ ﾒｲ 山梨 ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨

4 8 861 廣瀬　萌衣(3) チーム塩山 18.40 4 3 121 北井　真潤(4) 中村塾 17.44
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ 山梨 ﾜｶﾀ ﾕﾗ 山梨

5 2 122 荻原　　　凜(4) 中村塾 18.90 5 6 289 若田　結良(4) 南アルプスＡＣ 17.73
ｼﾏﾑﾗ ﾒｲ 山梨 ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨

6 3 363 島村　芽依(3) 一宮陸上スポ少 19.00 6 8 78 高木　夏菜子(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 18.30
ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 山梨 ｻﾄｳ ｶｴﾗ 山梨

7 7 369 近藤　菜音(2) 一宮陸上スポ少 19.38 7 7 126 佐藤　楓空(4) 中村塾 18.77
ｻｴｸﾞｻ ﾐﾉﾘ 山梨 ﾓﾘ ｱﾏﾈ 山梨

8 4 862 三枝　みのり(3) チーム塩山 20.94 2 286 森　　　天音(4) 南アルプスＡＣ DNS



凡例  DNS:欠場

小学生女子１００ｍ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月2日 09:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

7組 (風:-1.0) 8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
ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ 山梨 ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 山梨

1 5 62 功刀　杏浬(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.83 1 5 103 西本　佑菜(6) 中村塾 15.46
ﾐﾂｲ ﾋﾗﾘ 山梨 ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨

2 2 451 三井　陽里(5) GON SPO AC 16.64 2 7 111 武井　美來(5) 中村塾 16.11
ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨 ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨

3 7 76 清水　咲希(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.68 3 8 70 三澤　怜奈(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.57
ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ 山梨 ｸﾎﾞ ｱﾐ 山梨

4 4 1 赤澤　結衣(5) 大国陸上 17.12 4 2 63 久保　亜実(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.36
ﾊﾔｼ ﾕﾗ 山梨 ｲｼﾀ ｺｺﾛ 山梨

5 1 130 林　優良(3) 中村塾 17.67 5 6 74 井下　心愛(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 19.75
ｺﾞﾄｳ ﾕﾒﾅ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾎﾉｶ 山梨

6 3 127 後藤　夢奈(4) 中村塾 17.80 6 3 124 村松　穂香(4) 中村塾 20.22
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲﾗ 山梨 ｲｼｻﾞｷ ﾘﾅ 山梨

7 8 136 近藤　愛羅(3) 中村塾 18.33 7 1 134 石崎　莉奈(3) 中村塾 20.58
ｲｼｻﾞｷ ﾕﾅ 山梨 ﾀｶｷﾞ ﾘﾅ 山梨

8 6 133 石崎　結奈(3) 中村塾 18.54 8 4 67 高木　里菜(1) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 23.57

9組 (風:-1.5) 10組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ 山梨 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨

1 4 3 中村　陽莉(6) 大国陸上 14.87 1 4 105 平山　果歩(6) 中村塾 15.01
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

2 8 4 三井　葉乃音(5) 大国陸上 15.46 2 3 81 秋山　悠佳(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.48
ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨 ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨

3 5 101 妻木　恵恋(6) 中村塾 15.78 3 1 90 上野　妃来(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.88
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾉﾉ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨

4 6 5 丹沢　埜乃(4) 大国陸上 16.33 4 8 109 丸山　穂乃(5) 中村塾 16.14
ﾖﾅｶﾞ ﾕｱ 山梨 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾜｶﾅ 山梨

5 2 110 代永　結愛(5) 中村塾 16.70 5 2 104 小田切　和奏(6) 中村塾 16.25
ｸﾎﾞ ﾐｵ 山梨 ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

6 3 71 久保　実央(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 19.42 6 7 2 小池　璃音(5) 大国陸上 16.74
ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾏﾅ 山梨

7 1 75 向山　心実(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 19.84 7 5 277 中込　真愛(3) 南アルプスＡＣ 17.86
ｲﾀｸｽ ﾎﾉｶ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲ 山梨

8 7 65 板楠　穂乃香(1) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 20.84 8 6 106 村松　舞(6) 中村塾 18.11

11組 (風:0.0) 12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
ﾏｴﾀﾞ ｻﾅ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ 山梨

1 8 205 前田　紗菜(6) 小笠原ＡＣ 16.03 1 4 270 小笠原　瑶(6) 南アルプスＡＣ 15.31
ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾐﾂｲ ﾘﾅ 山梨

2 1 189 井上　みなみ(5) 小笠原ＡＣ 16.25 2 1 198 三井　莉菜(6) 小笠原ＡＣ 15.52
ﾆｼﾅ ｷｸ 山梨 ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨

3 6 203 仁科　希來(3) 小笠原ＡＣ 16.57 3 2 287 川窪　希実(6) 南アルプスＡＣ 15.77
ｸﾗﾁ ｵﾄﾊ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｺｺ 山梨

4 5 282 倉地　音羽(3) 南アルプスＡＣ 16.81 4 8 197 村松　瑚子(6) 小笠原ＡＣ 16.62
ﾅｶｺﾞﾐ ｱﾔｶ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾛ 山梨

5 4 195 中込　絢佳(4) 小笠原ＡＣ 17.49 5 6 281 中島　　　想(6) 南アルプスＡＣ 16.83
ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾝ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨

6 7 290 長澤　　　杏(2) 南アルプスＡＣ 19.03 6 5 13 石原　琴梨(5) 大国陸上 18.08
ｲﾁｶﾜ ﾏﾎ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｷ 山梨

7 2 262 市川　舞帆(4) 南アルプスＡＣ 19.37 7 3 15 小林　京叶(5) 大国陸上 18.75
ｻﾄｳ ﾊﾝﾅ 山梨 ﾀｹｲ ﾘﾉ 山梨

8 3 139 佐藤　羽花(2) 中村塾 19.75 8 7 138 武井　璃乃(2) 中村塾 20.29



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

山梨県小学記録(YSR)     13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月2日 09:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

13組 (風:+0.2) 14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
ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ 山梨 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨

1 7 294 亀田　菜未(5) 南アルプスＡＣ 15.23 1 1 7 柳谷　百音(5) 大国陸上 14.87
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 山梨 ｱｵﾔｷﾞ ｱﾔｶ 山梨

2 2 502 小林　のどか(6) NAC 16.35 2 7 508 青栁　彩夏(5) NAC 15.62
ﾌｸﾀﾞ ｱｶﾘ 山梨 ｼﾑﾗ ﾕｳｷ 山梨

3 4 506 福田　朱里(6) NAC 16.46 3 2 503 志村　裕稀(6) NAC 15.65
ｺｳﾉ ｱｵｲ 山梨 ｺｲｹ ｲﾛﾊ 山梨

4 6 504 河野　葵(6) NAC 16.52 4 3 268 小池　彩華(5) 南アルプスＡＣ 16.29
ｶｻｲ ﾉﾉﾊ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨

5 5 292 河西　埜乃葉(5) 南アルプスＡＣ 16.54 5 8 12 橘山　煌良(5) 大国陸上 16.85
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺﾊﾅ 山梨 ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ 山梨

6 3 265 東條　小華(6) 南アルプスＡＣ 17.45 6 4 6 岸本　沙絢(5) 大国陸上 17.55
ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾝ 山梨 ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾏﾅ 山梨

7 1 257 宮原　　　凜(4) 南アルプスＡＣ 17.79 7 6 120 田草川　真奈(4) 中村塾 21.26
ｾｷ ｺﾄﾈ 山梨 ｻﾀｹ ﾐﾂｷ 山梨

8 8 17 関　琴音(4) 大国陸上 19.23 5 507 佐竹　美月(6) NAC DNS

15組 (風:+1.0) 16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
ｲﾜﾉ ﾊﾅ 山梨 ｵﾉ ﾐｸ 山梨

1 6 495 岩野　巴南(6) NAC 14.68 1 7 500 小野　美来(6) NAC 15.35
ﾃﾂﾞｶ ﾏﾘﾝ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ 山梨

2 2 496 手塚　茉凛(6) NAC 14.87 2 3 499 小林　麻莉愛(6) NAC 15.67
ﾉｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ 山梨

3 4 494 野澤　亜矢(6) NAC 15.22 3 2 118 近藤　琉菜(5) 中村塾 15.72
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ 山梨 ｵｶ ｱﾝﾘ 山梨

4 8 509 丸山　菜々子(5) NAC 17.48 4 6 119 岡　杏織(5) 中村塾 15.73
ﾅﾄﾘ ｻﾁ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾉｴﾙ 山梨

5 7 11 名取　咲幸(5) 大国陸上 18.12 5 5 498 石原　のえる(6) NAC 16.68
ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 山梨

6 5 190 井上　わかな(3) 小笠原ＡＣ 18.37 6 1 870 小林　夢依(5) 身延AC 17.31
ﾂｶﾊﾗ ﾕﾒｶ 山梨 ｷﾂﾔﾏ ﾙﾅ 山梨

7 3 191 塚原　夢夏(3) 小笠原ＡＣ 19.39 7 4 8 橘山　瑠南(3) 大国陸上 17.40
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ 山梨 ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ 山梨

8 1 202 望月　心結(2) 小笠原ＡＣ 20.30 8 8 201 井上　かなえ(2) 小笠原ＡＣ 21.33

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

ｺｲｹ ｲﾛﾊ 山梨

1 0 小池　彩華(6) アスとれJr 14.50 -1.3
ｲﾜﾉ ﾊﾅ 山梨

2 495 岩野　巴南(6) NAC 14.68 +1.0
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨

3 7 柳谷　百音(5) 大国陸上 14.87 +0.3
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ 山梨

4 3 中村　陽莉(6) 大国陸上 14.87 -1.5
ﾃﾂﾞｶ ﾏﾘﾝ 山梨

5 496 手塚　茉凛(6) NAC 14.87 +1.0
ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静岡

6 0 坂下　茉優(5) 千代田AC 14.94 -1.3
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨

7 105 平山　果歩(6) 中村塾 15.01 -0.1
ﾏﾂｼﾀ ｺﾅﾂ 静岡

8 0 松下　小夏(6) 千代田AC 15.02 -1.3



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

山梨県小学記録(YSR)     2:24.65   有泉　千佳(大国陸上クラブ)            2003 9月2日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾉﾘ 山梨 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ 山梨

1 7 353 荻原　実里(6) 一宮陸上スポ少 2:40.71 1 4 1 赤澤　結衣(5) 大国陸上 2:45.60
ﾐｽﾞｶﾐ ｶｽﾞｻ 山梨 ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨

2 13 355 水上　和沙(6) 一宮陸上スポ少 2:40.82 2 5 101 妻木　恵恋(6) 中村塾 2:46.37
ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾅ 山梨 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾜｶﾅ 山梨

3 11 352 内田　香里奈(6) 一宮陸上スポ少 2:52.17 3 3 104 小田切　和奏(6) 中村塾 2:56.21
ﾄｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨 ｺｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 山梨

4 14 0 戸澤　瑠南(4) アスとれJr 2:52.46 4 14 359 越山　京香(5) 一宮陸上スポ少 3:09.94
ｲﾜﾏ ﾊﾙｶ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ 山梨

5 15 351 岩間　陽佳(6) 一宮陸上スポ少 2:55.06 5 1 62 功刀　杏浬(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:10.39
ｼﾗｲ ﾐｱﾘ 静岡 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 山梨

6 8 0 白井　美愛莉(4) 千代田AC 2:55.57 6 15 360 中島　萌花(5) 一宮陸上スポ少 3:13.18
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 山梨 ﾄｳｼﾞｮｳ ｺﾊﾅ 山梨

7 12 855 中村　千香(5) チーム塩山 2:59.92 7 2 265 東條　小華(6) 南アルプスＡＣ 3:23.28
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓｶ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｻﾜｶ 山梨

8 10 354 小笠原　朋華(6) 一宮陸上スポ少 3:00.97 8 9 367 雨宮　沙和佳(2) 一宮陸上スポ少 3:27.65
ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾎ 静岡 ｼﾏﾑﾗ ﾒｲ 山梨

9 9 0 山﨑　希穂(6) 千代田AC 3:02.72 9 6 363 島村　芽依(3) 一宮陸上スポ少 3:35.92
ﾓﾘ ｱｲｶ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ 山梨

10 4 356 森　愛華(6) 一宮陸上スポ少 3:17.77 10 11 370 中村　小百合(2) 一宮陸上スポ少 3:46.85
ﾑｶﾜ ｶﾉ 山梨 ｵｷﾞﾊﾗ ｱﾐ 山梨

11 6 858 武川　佳乃(5) チーム塩山 3:24.81 11 7 361 荻原　亜実(4) 一宮陸上スポ少 3:49.55
ｲﾜﾏ ｱｷﾊ 山梨 ｲｽﾞﾐ ﾕｳ 山梨

12 3 358 岩間　陽葉(5) 一宮陸上スポ少 3:26.61 12 10 365 和泉　有(3) 一宮陸上スポ少 3:59.84
ﾎﾘｳﾁ ｺﾊﾙ 山梨 ｺｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 山梨

13 1 364 堀内　こはる(3) 一宮陸上スポ少 3:29.60 13 12 366 越山　結衣(3) 一宮陸上スポ少 4:00.65
ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 山梨

14 5 362 益田　亜弥(4) 一宮陸上スポ少 3:35.25 8 369 近藤　菜音(2) 一宮陸上スポ少 DNS
ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 山梨

15 2 357 深澤　礼乃(5) 一宮陸上スポ少 3:36.09 13 368 高橋　舞桜(2) 一宮陸上スポ少 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

ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨 ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 山梨

1 3 12 橘山　煌良(5) 大国陸上 2:52.33 1 6 103 西本　佑菜(6) 中村塾 2:34.73
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾛ 山梨 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨

2 11 281 中島　　　想(6) 南アルプスＡＣ 3:01.38 2 14 7 柳谷　百音(5) 大国陸上 2:36.09
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ 山梨 ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨

3 2 270 小笠原　瑶(6) 南アルプスＡＣ 3:01.44 3 5 4 三井　葉乃音(5) 大国陸上 2:45.73
ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ 山梨 ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

4 10 6 岸本　沙絢(5) 大国陸上 3:02.58 4 12 2 小池　璃音(5) 大国陸上 2:46.72
ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ 山梨

5 15 76 清水　咲希(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:05.55 5 8 3 中村　陽莉(6) 大国陸上 2:47.07
ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨 ﾅｶﾀﾞﾃ ｻｷ 山梨

6 12 121 北井　真潤(4) 中村塾 3:07.91 6 3 102 中楯　紗季(6) 中村塾 2:47.96
ｷﾂﾔﾏ ﾙﾅ 山梨 ｶｻｲ ﾉﾉﾊ 山梨

7 7 8 橘山　瑠南(3) 大国陸上 3:10.45 7 13 292 河西　埜乃葉(5) 南アルプスＡＣ 2:56.16
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

8 1 502 小林　のどか(6) NAC 3:11.05 8 2 81 秋山　悠佳(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 2:57.28
ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾘｵ 山梨

9 6 70 三澤　怜奈(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:15.33 9 4 196 矢﨑　莉央(6) 小笠原ＡＣ 3:00.02
ｲﾁｶﾜ ﾏﾎ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨

10 9 262 市川　舞帆(4) 南アルプスＡＣ 3:15.98 10 15 253 小笠原　羚(5) 南アルプスＡＣ 3:05.13
ﾅﾄﾘ ｻﾁ 山梨 ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨

11 14 11 名取　咲幸(5) 大国陸上 3:17.17 11 7 90 上野　妃来(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:15.29
ｲｼﾊﾗ ｺﾄﾘ 山梨 ｲｼﾀ ｺｺﾛ 山梨

12 5 13 石原　琴梨(5) 大国陸上 3:18.83 12 11 74 井下　心愛(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:29.80
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ 山梨 ｸﾎﾞ ｱﾐ 山梨

13 8 122 荻原　　　凜(4) 中村塾 3:20.11 13 9 63 久保　亜実(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:29.96
ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｷ 山梨

14 4 78 高木　夏菜子(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:39.77 14 10 15 小林　京叶(5) 大国陸上 3:29.97
ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ 山梨

15 13 75 向山　心実(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:48.45



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

山梨県小学記録(YSR)     2:24.65   有泉　千佳(大国陸上クラブ)            2003 9月2日 14:20 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

ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 山梨

1 103 西本　佑菜(6) 中村塾 2:34.73
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 山梨

2 7 柳谷　百音(5) 大国陸上 2:36.09
ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾉﾘ 山梨

3 353 荻原　実里(6) 一宮陸上スポ少 2:40.71
ﾐｽﾞｶﾐ ｶｽﾞｻ 山梨

4 355 水上　和沙(6) 一宮陸上スポ少 2:40.82
ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ 山梨

5 1 赤澤　結衣(5) 大国陸上 2:45.60
ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨

6 4 三井　葉乃音(5) 大国陸上 2:45.73
ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨

7 101 妻木　恵恋(6) 中村塾 2:46.37
ｺｲｹ ﾘｵ 山梨

8 2 小池　璃音(5) 大国陸上 2:46.72

ラップ表 400m

ナンバー 355

記録 1:20

ナンバー 101

記録 1:17

ナンバー 76

記録 1:25

ナンバー 103

記録 1:15

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

 



小学生女子８０ｍＨ
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     13.03     丸山　星乃(小笠原AC)                  2017 9月2日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.3) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｼﾀ ｺﾅﾂ 静岡 ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨

1 4 0 松下　小夏(6) 千代田AC 13.05 1 2 101 妻木　恵恋(6) 中村塾 14.18
ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静岡 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾜｶﾅ 山梨

2 6 0 坂下　茉優(5) 千代田AC 13.35 2 8 104 小田切　和奏(6) 中村塾 15.85
ﾅｶﾞﾀ ﾜｶﾅ 静岡 ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨

3 5 0 長田　和佳奈(6) 千代田AC 14.41 3 6 111 武井　美來(5) 中村塾 16.22
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 静岡 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

4 3 0 花村　日向(5) 千代田AC 14.49 4 1 81 秋山　悠佳(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.42
ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾎ 静岡 ｼﾗｲ ﾐｱﾘ 静岡

5 7 0 山﨑　希穂(6) 千代田AC 15.29 5 3 0 白井　美愛莉(4) 千代田AC 17.66
ﾔﾏｷ ﾏﾙﾘ 静岡 ﾌｼﾞｵｶ ﾚﾅ 静岡

6 1 0 八巻　まるり(4) 千代田AC 17.49 6 5 0 藤岡　怜那(4) 千代田AC 17.90
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾕ 山梨 ﾖﾅｶﾞ ﾕｱ 山梨

7 8 853 土橋　美結(6) チーム塩山 17.56 7 4 110 代永　結愛(5) 中村塾 18.82
ｻﾉ ﾓﾓｶ 静岡 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 山梨

8 2 0 佐野　百花(4) 千代田AC 18.09 8 7 253 小笠原　羚(5) 南アルプスＡＣ 19.08

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

ﾏﾂｼﾀ ｺﾅﾂ 静岡

1 0 松下　小夏(6) 千代田AC 13.05 -0.3
ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静岡

2 0 坂下　茉優(5) 千代田AC 13.35 -0.3
ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨

3 101 妻木　恵恋(6) 中村塾 14.18 -0.1
ﾅｶﾞﾀ ﾜｶﾅ 静岡

4 0 長田　和佳奈(6) 千代田AC 14.41 -0.3
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 静岡

5 0 花村　日向(5) 千代田AC 14.49 -0.3
ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾎ 静岡

6 0 山﨑　希穂(6) 千代田AC 15.29 -0.3
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾜｶﾅ 山梨

7 104 小田切　和奏(6) 中村塾 15.85 -0.1
ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨

8 111 武井　美來(5) 中村塾 16.22 -0.1



小学生女子４×１００ｍR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     53.94     小林・志村・岡野・中澤(大国陸上クラブ)2005 9月2日 15:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 大国陸上A 2 小池　璃音(5) ｺｲｹ ﾘｵ 58.61 1 3 中村塾A 103 西本　佑菜(6) ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 59.92
4 三井　葉乃音(5) ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 105 平山　果歩(6) ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ
7 柳谷　百音(5) ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓﾈ 111 武井　美來(5) ﾀｹｲ ﾐｸ
3 中村　陽莉(6) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ 119 岡　杏織(5) ｵｶ ｱﾝﾘ

2 5 NACB 498 石原　のえる(6) ｲｼﾊﾗ ﾉｴﾙ 1:01.76 2 5 NACC 502 小林　のどか(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 1:03.04

499 小林　麻莉愛(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ 503 志村　裕稀(6) ｼﾑﾗ ﾕｳｷ
500 小野　美来(6) ｵﾉ ﾐｸ 504 河野　葵(6) ｺｳﾉ ｱｵｲ
501 清水　桃花(6) ｼﾐｽﾞ ﾓﾓｶ 505 土屋　欧羅(6) ﾂﾁﾔ ｵｳﾗ

3 7 中村塾B 101 妻木　恵恋(6) ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 1:01.84 3 8 小笠原ＡＣB 195 中込　絢佳(4) ﾅｶｺﾞﾐ ｱﾔｶ 1:05.31

104 小田切　和奏(6) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾜｶﾅ 189 井上　みなみ(5) ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾐ
102 中楯　紗季(6) ﾅｶﾀﾞﾃ ｻｷ 203 仁科　希來(3) ﾆｼﾅ ｷｸ
109 丸山　穂乃(5) ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 198 三井　莉菜(6) ﾐﾂｲ ﾘﾅ

4 2 北西陸上ｸﾗﾌﾞA 90 上野　妃来(5) ｳｴﾉ ｷﾗ 1:03.30 4 7 南アルプスＡＣA 281 中島　　　想(6) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾛ 1:06.10

62 功刀　杏浬(5) ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ 270 小笠原　瑶(6) ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾖｳ
76 清水　咲希(5) ｼﾐｽﾞ ｻｷ 265 東條　小華(6) ﾄｳｼﾞｮｳ ｺﾊﾅ
70 三澤　怜奈(4) ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 287 川窪　希実(6) ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ

5 4 一宮陸上スポ少B 358 岩間　陽葉(5) ｲﾜﾏ ｱｷﾊ 1:09.59 5 6 北西陸上ｸﾗﾌﾞB 81 秋山　悠佳(6) ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 1:10.16

357 深澤　礼乃(5) ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 63 久保　亜実(5) ｸﾎﾞ ｱﾐ
354 小笠原　朋華(6) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓｶ 78 高木　夏菜子(4) ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ
356 森　愛華(6) ﾓﾘ ｱｲｶ 74 井下　心愛(4) ｲｼﾀ ｺｺﾛ

6 3 南アルプスＡＣC 282 倉地　音羽(3) ｸﾗﾁ ｵﾄﾊ 1:11.89 6 4 一宮陸上スポ少C 359 越山　京香(5) ｺｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 1:11.16

257 宮原　　　凜(4) ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾝ 360 中島　萌花(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ
289 若田　結良(4) ﾜｶﾀ ﾕﾗ 361 荻原　亜実(4) ｵｷﾞﾊﾗ ｱﾐ
262 市川　舞帆(4) ｲﾁｶﾜ ﾏﾎ 362 益田　亜弥(4) ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ

7 6 小笠原ＡＣC 202 望月　心結(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ 1:19.33

201 井上　かなえ(2) ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ
190 井上　わかな(3) ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ
191 塚原　夢夏(3) ﾂｶﾊﾗ ﾕﾒｶ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 NACA 494 野澤　亜矢(6) ﾉｻﾞﾜ ｱﾔ 57.18
495 岩野　巴南(6) ｲﾜﾉ ﾊﾅ
496 手塚　茉凛(6) ﾃﾂﾞｶ ﾏﾘﾝ
497 泉　こころ(6) ｲｽﾞﾐ ｺｺﾛ

2 8 一宮陸上スポ少A 351 岩間　陽佳(6) ｲﾜﾏ ﾊﾙｶ 1:01.31

353 荻原　実里(6) ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾉﾘ
352 内田　香里奈(6) ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾅ
355 水上　和沙(6) ﾐｽﾞｶﾐ ｶｽﾞｻ

3 7 南アルプスＡＣB 253 小笠原　羚(5) ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾚｲ 1:03.75

294 亀田　菜未(5) ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ
268 小池　彩華(5) ｺｲｹ ｲﾛﾊ
292 河西　埜乃葉(5) ｶｻｲ ﾉﾉﾊ

4 4 小笠原ＡＣA 197 村松　瑚子(6) ﾑﾗﾏﾂ ｺｺ 1:03.85

204 小野　七海(6) ｵﾉ ﾅﾅﾐ
196 矢﨑　莉央(6) ﾔｻﾞｷ ﾘｵ
205 前田　紗菜(6) ﾏｴﾀﾞ ｻﾅ

5 5 大国陸上B 12 橘山　煌良(5) ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 1:06.03

5 丹沢　埜乃(4) ﾀﾝｻﾞﾜ ﾉﾉ
1 赤澤　結衣(5) ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ
6 岸本　沙絢(5) ｷｼﾓﾄ ｻｱﾔ

6 6 中村塾C 110 代永　結愛(5) ﾖﾅｶﾞ ﾕｱ 1:06.30

118 近藤　琉菜(5) ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ
121 北井　真潤(4) ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ
106 村松　舞(6) ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲ



小学生女子４×１００ｍR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小宮　和之

山梨県小学記録(YSR)     53.94     小林・志村・岡野・中澤(大国陸上クラブ)2005 9月2日 15:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 57.18

2 58.61

3 59.92

4 1:01.31

5 1:01.76

6 1:01.84

7 1:03.04

8 1:03.30

NACA 野澤　亜矢(6) / 岩野　巴南(6) / 手塚　茉凛(6) / 泉　こころ(6)

大国陸上A 小池　璃音(5) / 三井　葉乃音(5) / 柳谷　百音(5) / 中村　陽莉(6)

中村塾A 西本　佑菜(6) / 平山　果歩(6) / 武井　美來(5) / 岡　杏織(5)

NACC 小林　のどか(6) / 志村　裕稀(6) / 河野　葵(6) / 土屋　欧羅(6)

北西陸上ｸﾗﾌﾞA 上野　妃来(5) / 功刀　杏浬(5) / 清水　咲希(5) / 三澤　怜奈(4)

一宮陸上スポ少A 岩間　陽佳(6) / 荻原　実里(6) / 内田　香里奈(6) / 水上　和沙(6)

NACB 石原　のえる(6) / 小林　麻莉愛(6) / 小野　美来(6) / 清水　桃花(6)

中村塾B 妻木　恵恋(6) / 小田切　和奏(6) / 中楯　紗季(6) / 丸山　穂乃(5)



凡例  DNS:欠場 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

山梨県小学記録(YSR)     5m05      荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月2日 11:00 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

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾉﾜ 山梨 4m52 4m40 4m15 4m52
1 17 704 萩原　千乃和(6) 山梨ジャンパーズ +0.6 +1.3 0.0 +0.6

ﾏﾂｼﾀ ｺﾅﾂ 静岡 × 4m40 4m35 4m40
2 50 0 松下　小夏(6) 千代田AC +0.7 +1.1 +0.7

ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 静岡 4m24 4m00 4m35 4m35
3 25 0 坂下　茉優(5) 千代田AC 0.0 0.0 +1.1 +1.1

ﾅｶﾞﾀ ﾜｶﾅ 静岡 4m12 × 4m17 4m17
4 6 0 長田　和佳奈(6) 千代田AC -0.8 +2.0 +2.0

ｲｽﾞﾐ ｺｺﾛ 山梨 3m62 3m89 3m98 3m98
5 15 497 泉　こころ(6) NAC +0.7 +1.7 +0.1 +0.1

ｺｲｹ ｲﾛﾊ 山梨 3m83 3m84 3m93 3m93
6 47 0 小池　彩華(6) アスとれJr +1.8 +1.5 +1.8 +1.8

ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 静岡 3m93 3m82 × 3m93
7 53 0 花村　日向(5) 千代田AC +1.9 +1.1 +1.9

ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 3m81 3m88 3m70 3m88
8 35 109 丸山　穂乃(5) 中村塾 +0.3 +0.9 +0.6 +0.9

ﾅｶﾀﾞﾃ ｻｷ 山梨 3m75 3m87 3m79 3m87
9 18 102 中楯　紗季(6) 中村塾 +0.6 +0.4 +0.1 +0.4

ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨 × 3m78 × 3m78
10 38 105 平山　果歩(6) 中村塾 +1.1 +1.1

ｼﾐｽﾞ ﾓﾓｶ 山梨 3m71 3m22 3m60 3m71
11 22 501 清水　桃花(6) NAC 0.0 0.0 +0.9 0.0

ｺｲｹ ｲﾛﾊ 山梨 3m66 × 3m69 3m69
12 36 268 小池　彩華(5) 南アルプスＡＣ 0.0 +0.7 +0.7

ｲﾉｳｴ ﾐﾅﾐ 山梨 3m60 3m29 3m51 3m60
13 31 189 井上　みなみ(5) 小笠原ＡＣ 0.0 +0.4 -0.1 0.0

ﾔﾏｷ ﾏﾙﾘ 静岡 3m48 3m58 3m34 3m58
14 8 0 八巻　まるり(4) 千代田AC -0.7 +1.0 +1.4 +1.0

ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨 3m37 3m38 3m52 3m52
15 49 4 三井　葉乃音(5) 大国陸上 +1.1 +1.6 +1.2 +1.2

ﾌｼﾞｵｶ ﾚﾅ 静岡 3m41 3m31 3m49 3m49
16 54 0 藤岡　怜那(4) 千代田AC +1.9 +0.9 +1.2 +1.2

ｸﾇｷﾞ ｱﾝﾘ 山梨 3m46 3m02 × 3m46
17 32 62 功刀　杏浬(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 +0.2 0.0

ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾎ 静岡 3m45 × 3m32 3m45
18 46 0 山﨑　希穂(6) 千代田AC +2.0 +1.2 +2.0

ﾐｻﾜ ﾚｲﾅ 山梨 3m40 × × 3m40
19 21 70 三澤　怜奈(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.3 +0.3

ｳｴﾉ ｷﾗ 山梨 2m98 3m39 × 3m39
20 51 90 上野　妃来(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +1.2 +1.1 +1.1

ｼﾑﾗ ﾕｳｷ 山梨 3m23 3m35 3m16 3m35
21 55 503 志村　裕稀(6) NAC +2.0 +1.5 0.0 +1.5

ｶﾜｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨 3m34 3m23 3m22 3m34
22 9 287 川窪　希実(6) 南アルプスＡＣ -0.4 +1.2 +1.3 -0.4

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾕ 山梨 3m33 × × 3m33
23 5 853 土橋　美結(6) チーム塩山 -0.8 -0.8

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ 山梨 3m13 3m31 3m29 3m31
24 16 509 丸山　菜々子(5) NAC +0.5 +1.2 +0.8 +1.2

ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ 山梨 3m20 3m26 3m05 3m26
25 2 294 亀田　菜未(5) 南アルプスＡＣ -1.0 +1.9 +0.9 +1.9

ﾋﾛｾ ﾘｵﾅ 山梨 3m22 2m94 3m03 3m22
26 3 857 廣瀬　理央菜(5) チーム塩山 -1.0 +1.5 +1.2 -1.0

ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 山梨 3m20 3m21 3m17 3m21
27 14 855 中村　千香(5) チーム塩山 +0.6 +1.2 +1.3 +1.2

ｼﾗｲ ﾐｱﾘ 静岡 2m68 2m83 3m19 3m19
28 12 0 白井　美愛莉(4) 千代田AC +0.8 +1.7 +1.4 +1.4

ﾐﾂｲ ﾋﾗﾘ 山梨 2m65 × 3m18 3m18
29 10 451 三井　陽里(5) GON SPO AC -0.4 +0.7 +0.7

ｻﾉ ﾓﾓｶ 静岡 2m92 3m05 3m11 3m11
30 45 0 佐野　百花(4) 千代田AC +0.2 +2.0 +0.7 +0.7

ｵﾉ ﾐｸ 山梨 × × 3m11 3m11
31 43 500 小野　美来(6) NAC +1.1 +1.1

ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲ 山梨 3m10 × × 3m10
32 29 106 村松　舞(6) 中村塾 0.0 0.0

ﾆｼﾅ ｷｸ 山梨 3m02 3m05 3m08 3m08
33 24 203 仁科　希來(3) 小笠原ＡＣ 0.0 -0.1 -0.5 -0.5

ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾝ 山梨 2m95 × 3m05 3m05
34 4 257 宮原　　　凜(4) 南アルプスＡＣ -0.8 +1.4 +1.4



凡例  DNS:欠場 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

山梨県小学記録(YSR)     5m05      荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995 9月2日 11:00 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

ｵｶ ｱﾝﾘ 山梨 × 3m04 × 3m04
35 11 119 岡　杏織(5) 中村塾 +0.8 +0.8

ﾔﾏｷ ｻﾅ 山梨 2m86 2m69 2m62 2m86
36 26 856 八巻　紗奈(5) チーム塩山 +0.4 +1.1 +0.7 +0.4

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｶﾘ 山梨 × × 2m86 2m86
37 37 721 水谷　明里(6) YRC +0.5 +0.5

ﾖｼﾀﾞ ﾕﾅ 山梨 2m80 2m55 2m78 2m80
38 40 859 吉田　唯乃(4) チーム塩山 +1.4 +1.6 +0.6 +1.4

ﾋﾛｾ ﾒｲ 山梨 2m72 2m76 2m38 2m76
39 48 861 廣瀬　萌衣(3) チーム塩山 +1.4 +0.8 +1.4 +0.8

ﾜｶﾀ ﾕﾗ 山梨 2m71 2m57 2m55 2m71
40 33 289 若田　結良(4) 南アルプスＡＣ +0.1 +0.5 +0.8 +0.1

ﾑﾗﾏﾂ ﾎﾉｶ 山梨 2m56 2m63 2m47 2m63
41 1 124 村松　穂香(4) 中村塾 -0.5 +1.2 +0.7 +1.2

ｺﾊﾞﾔｼ ｷｷ 山梨 × 2m60 2m29 2m60
42 27 15 小林　京叶(5) 大国陸上 +0.4 +0.4 +0.4

ｲｼｻﾞｷ ﾕﾅ 山梨 2m57 2m05 2m35 2m57
43 42 133 石崎　結奈(3) 中村塾 +1.7 +1.5 +0.5 +1.7

ｸﾗﾁ ｵﾄﾊ 山梨 2m25 2m46 2m43 2m46
44 20 282 倉地　音羽(3) 南アルプスＡＣ +0.2 0.0 +0.1 0.0

ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾝ 山梨 2m30 2m31 2m46 2m46
45 28 290 長澤　　　杏(2) 南アルプスＡＣ +0.5 +0.2 +0.4 +0.4

ﾅｶｺﾞﾐ ﾏﾅ 山梨 2m32 × 2m44 2m44
46 41 277 中込　真愛(3) 南アルプスＡＣ -0.5 +0.9 +0.9

ﾑｺｳﾔﾏ ｺｺﾐ 山梨 × 2m32 × 2m32
47 19 75 向山　心実(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.5 +0.5

ｻｴｸﾞｻ ﾐﾉﾘ 山梨 × 2m31 2m30 2m31
48 34 862 三枝　みのり(3) チーム塩山 +1.1 +0.6 +1.1

ﾀｶｷﾞ ｶﾅｺ 山梨 2m21 × 2m20 2m21
49 7 78 高木　夏菜子(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ -0.8 +0.9 -0.8

ｲｼｻﾞｷ ﾘﾅ 山梨 2m05 2m11 × 2m11
50 52 134 石崎　莉奈(3) 中村塾 +1.2 +1.1 +1.1

ｲﾀｸｽ ﾎﾉｶ 山梨 2m05 × × 2m05
51 23 65 板楠　穂乃香(1) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0.0 0.0

ｸﾎﾞ ﾐｵ 山梨 × × ×
30 71 久保　実央(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ NM

ﾓﾘ ｱﾏﾈ 山梨

13 286 森　　　天音(4) 南アルプスＡＣ DNS
ｲｼﾊﾗ ﾉｴﾙ 山梨

39 498 石原　のえる(6) NAC DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ 山梨

44 499 小林　麻莉愛(6) NAC DNS
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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 小俣　宏記
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)
2018/09/02 09:00 曇 24.5 78.0 東北東 0.5

10:00 曇 26.0 76.0 北東 0.6
11:00 曇 25.5 84.0 東北東 0.8
12:00 曇 26.5 70.0 南 1.0
13:00 曇 26.0 69.0 南南西 1.4
14:00 曇 26.0 73.0 南南西 0.7
15:00 曇 26.0 73.0 西南西 0.6
16:00 曇 26.5 66.0 南南西 1.2
17:02 雨 25.0 84.0 南南西 0.5

測定場所
競技場
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