
日付 種目
平井　凜空(3) 16:01.55 大額　夢士(2) 18:27.66 井上　奏音(2) 18:45.31 小山田　吏旺(2) 18:57.57 渡邊　隼斗(2) 20:06.62 堀　優太(2) 20:32.07 五ヶ谷　峻(2) 21:11.78 荒井　要輔(3) 21:34.46

山梨・富士北稜高 山梨・富士北稜高 山梨・甲府昭和高 山梨・都留興譲館高 山梨・富士北稜高 山梨・白根高 山梨・甲府昭和高 山梨・富士北稜高

安藤　裕志(2) 3m80 中嶋　洸介(3) 3m60 大場　琢磨(2) 2m80

山梨・甲府工高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高

田邊　太一(2) 35.90 西村　卓(3) 35.98 宮川　玲(3) 36.01 野村　伊吹(3) 36.02 蘇我　俊介(3) 36.13 仲野　堅亮(2) 36.85 金丸　滉佑(2) 37.13 奥山　隼(2) 38.51

山梨・都留高 山梨・都留興譲館高 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院高 山梨・都留興譲館高 山梨・身延高 山梨・都留高

内堀　勇(1) 9:03.22 荻原　悠生(1) 9:34.87 須﨑　稜介(1) 9:46.34 望月　玲佑(1) 9:47.83 沢登　一心(1) 10:13.66 竹内　幸穂(1) 10:29.90 髙橋　光太(1) 10:31.58 堀内　新(1) 10:32.41

山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・韮崎工高 山梨・甲府南高 山梨・都留高

足立　蒼河(1) 6m60(+2.1) 松野　　亙我(1) 6m00(+3.5) 長谷川　湧汰(1) 6m00(+1.2) 中込　志弥(1) 5m74(+2.0) 島田　大輝(1) 5m73(+1.1) 佐々木　琥珀(3) 5m71(+0.2) 中澤　惺(1) 5m62(+0.3) 中村　郁斗(1) 5m40(+1.2)

山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院中 山梨・甲府工高 山梨・甲府昭和高

亀井　翔(1) 14m44 草場　孜温(1) 13m17 佐野　聖斗(1) 9m26 小田切　哲平(1) 8m53 天川　陽晴(1) 8m44 新井　朔葉(1) 8m22 稲﨑　大智(1) 6m87

山梨・上野原高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・甲府城西高 山梨・甲府東高 山梨・韮崎工高 山梨・甲府東高

石原　秀星(3) 14.14 小林　竜士朗(2) 14.57 内藤　恭祐(2) 14.65 林　知広(3) 15.12 依田　來人(2) 15.33 井上　顕翔(2) 15.63 長谷川　湧汰(1) 15.96 石川　晴翔(1) 16.03

山梨・巨摩高 山梨・甲府西高 山梨・都留高 山梨・駿台甲府 山梨・巨摩高 山梨・富士北稜 山梨・甲府南高 山梨・青洲高

井上　祐希(1) 16:08.59

山梨・都留文科大

平松　建吾(1) 17.22

山梨・都留文科大
磯部　晃太郎(4) 7m33(+2.4) 横森　友朗 7m07(+1.3) 浅利　拓 7m02(+1.7) 神谷　翔矢(2) 6m90(+1.3) 赤井　悠次郞 6m58(+1.1) 村松　裕也 6m04(+1.1) 飯野　隼斗(2) 6m03(+1.4) 近藤　晃弘 6m02(+1.6)
山梨・都留文科大 公認7m25(+1.2) 山梨・山梨ジャンパーズ 山梨・山梨陸協 山梨・山梨大 山梨・甲府工業AC 埼玉・ＭＰＪ 山梨・山梨学院大 山梨・KENNY

須田　裕太郎 15m88 久保田　尊士 11m29 成澤　楽人(2) 10m35

東京・国士舘クラブ 山梨・身延AC 山梨・山梨大

鈴木　凜(1) 67m89 百田　國光 51m21 中島　悠貴(1) 33m36

山梨・九州共立大 山梨・甲府工業AC 山梨・山梨大

野澤　啓佑 34.29 山本　武(M1) 35.00 長倉　脩斗(3) 35.37 村松　裕也 35.87 大柴　流空(1) 35.92

山梨・ミズノ YSR 山梨・愛知教育大 山梨・山梨大 埼玉・ＭＰＪ 山梨・中央大

樋口　実桜(2) 5m43(+1.7) 萩原　けい奈(3) 5m34(+0.8) 土屋　ゆい(3) 5m33(+0.4) 永坂　莉羅(2) 5m22(+1.8) 河西　彩音(2) 4m82(+1.7) 阿部　雪乃(2) 4m77(+0.9) 沓掛　美麗(2) 4m56(+2.3) 土橋　彩音(2) 4m54(+1.3)

山梨・都留高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院高 山梨・青洲高 山梨・都留高 山梨・山梨学院高 公認4m50(+1.4) 山梨・山梨高

堀部　優衣(3) 40.80 市川　真也子(3) 42.08 小川　莉世(2) 42.64 廣瀬　麻耶(3) 43.08 佐久間　咲来(2) 43.86 五味　奈々(3) 43.94 影山　麻禮(2) 44.22 浦濱　佳代(2) 44.38

山梨・韮崎高 YHSR 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・甲府南高

丸山　星乃(1) 15.39 落合　倫(1) 15.48 杉井　咲心(1) 16.53 有泉　咲希(1) 16.77 高家　華(1) 17.67 長田　春栞(1) 17.82 髙橋　沙由那(1) 17.89 木内　美吹(1) 19.42

山梨・甲府昭和高 山梨・韮崎高 山梨・甲府南高 山梨・甲府南高 山梨・日大明誠高 山梨・都留高 山梨・都留興譲館高 山梨・青洲高

丸山　星乃(1) 5m09(+1.8) 脇坂　早也(1) 5m04(+1.4) 熊野　楓彩(1) 4m77(+1.7) 萩原　千乃和(3) 4m68(+2.0) 金丸　彩乃(1) 4m64(+1.2) 田中　柚衣(1) 4m53(+1.6) 河西　穂那美(1) 4m48(+1.9) 白倉　寧々(1) 4m40(+1.5)

山梨・甲府昭和高 山梨・都留高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨ジャンパーズ 山梨・甲府一高 山梨・甲府西高 山梨・甲府東高 山梨・甲府南高

尾形　葵衣(1) 7m61 羽田　結稀(1) 7m30 小林　紘寧(1) 5m27 山本　ゆう(1) 5m21

山梨・上野原高 山梨・甲府西高 山梨・甲府昭和高 山梨・身延高
加藤　瑛怜那(2) 22:55.21

山梨・都留興譲館高

村松　優衣(3) 29m94 名執　真生(2) 28m59 宮下　結衣(3) 26m52 八巻　一紗(3) 25m86 原田　瑠夏(1) 24m45 小泉　璃乃(1) 24m07 遠藤　心陽(1) 21m73 吉中　ひかり(1) 19m65

山梨・白根高 山梨・巨摩高 山梨・富士北稜高 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府城西高 山梨・山梨学院高 山梨・身延高 山梨・身延高

三吉　南緒(3) 14.25 小林　里帆 14.47 四村　かなで(3) 15.39

山梨・山梨学院大 山梨・KENNY 山梨・山梨学院大

南　葵(2) 2m60 田中　黎(2) 2m40 河野　仁美(2) 2m00

山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高

剱持　早紀 5m69(+0.8) 近藤　祐未 5m57(+1.0) 小林　杏樹(2) 5m46(+1.8) 相原　千枝 5m37(+1.4) 依田　心優(1) 4m97(+1.9) 山寺　由乃(3) 4m82(+2.8) 澤井　萌奈(4) 5m82(+1.4) 高須　鮎香(2) 5m57(+0.1)

山梨・長谷川体育施設 山梨・KENNY 山梨・山梨学院大 山梨・山梨ジャンパーズ 山梨・山梨大 山梨・山梨大 公認4m73(+1.7) 愛知・山梨学院大 愛知・山梨学院大

深澤　葉月 38m60 萩原　恵里菜(1) 33m61 片野　湖梢(3) 38m27

山梨・GON SPO AC 山梨・山梨大 埼玉・山梨学院大

比嘉　和希 40.64 藤崎　ありす(2) 40.89 山田　千詠(3) 42.38

山梨・富士山の銘水 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大
凡例  YHSR:山梨県高校最高記録 YSR:山梨県最高記録

10日 成年女子　やり投(600g)

10日 成年女子　３００ｍ

10日
成年女子　１００ｍＨ

(0.840m)風：+0.2

10日 女子　棒高跳

10日 成年女子　走幅跳

10日
少年女子Ｂ　砲丸投

(4.000kg)

10日
少年女子共通　３０００ｍ

W

10日
少年女子共通　やり投

(600g)

10日 少年女子Ａ　３００ｍ

10日
少年女子Ｂ　１００ｍＨ

(0.840m)風：+1.6

10日 少年女子Ｂ　走幅跳

10日 成年男子　やり投(800g)

10日 成年男子　３００ｍ

10日 少年女子Ａ　走幅跳

10日
成年男子　１１０ｍＨ

(1.067m)風：+1.5

10日 成年男子　走幅跳

10日
成年男子　砲丸投

(7.260kg)

10日
少年男子共通１１０ｍＨ

(0.990m)風：+2.4

10日 成年男子　５０００ｍ

10日 少年男子Ｂ　３０００ｍ

10日 少年男子Ｂ　走幅跳

10日
少年男子Ｂ　砲丸投

(5.000kg)

8位

10日 少年男子Ａ　５０００ｍ

10日 少年男子Ａ　棒高跳

10日 少年男子Ａ　３００ｍ
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