
日付 種目

神谷　翔矢(2) 10.92(+0.3) 城　北斗(1) 10.94(+0.1) 堂坂　日向(3) 11.06(±0.0) 正木　春輝(2) 11.11(+0.3) 長田　士(1) 11.13(+0.3) 大久保　海(3) 11.21(+0.3)

山梨大学(山梨) 山梨学院大学(北海道) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(静岡)

渡邊　聖矢(3) 11.06(±0.0) 藤村　恒平(4) 11.13(+0.3)

山梨学院大学（山梨） 山梨学院大学(北海道)

城　北斗(1) 10.87(+0.6) 堂阪　日向(3) 10.93(+0.6) 長田　士(1) 10.97(+0.6) 正木　春輝(2) 11.08(+0.6) 大久保　海(3) 11.15(+0.6) 藤村　恒平(4) 11.19(+0.6) 中村　僚(4) 11.32(+0.9) 佐藤　悠斗(4) 11.37(+0.9)

山梨学院大学(北海道) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(静岡) 山梨学院大学(北海道) 山梨学院大学(山梨) 都留文科大学(山梨)

渡邊　聖矢(3) 22.03(-0.2) 城　北斗(1) 22.26(-0.4) 宮田　聖也(1) 22.27(-0.2) 堂阪　日向(3) 22.41(-0.4) 藤村　恒平(4) 22.65(-0.2) 五味　勇太(3) 23.44(-0.2) 多々良　圭祥1 25.22(-0.4)

山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(北海道) 山梨学院大学(愛知) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(北海道) 駿河台大学(山梨) 都留文科大学(山梨)

川路　武(4) 22.27(-0.4)

山梨学院大学(大阪)

遠藤　洸希(4) 49.97 日尾　悠人(3) 50.05 西川　翔茉(4) 51.62 笠原　昇真(2) 53.57 今井　雄紀(1) 55.16

駿河台大学(東京) 都留文科大学(富山) 駿河台大学(京都) 山梨学院高校（山梨） 都留文科大学(山梨)

前川　航陽(4) 2:03.53 楢島　佑亮(2) 2:06.37 安田　拓実(4) 2:10.13 中島　秀斗(3) 2:20.29 小川　拓真(1) 2:21.67 池上　空(1) 2:28.04

YGU.AC(山梨) YGU.AC(山梨) 梨大医陸(山梨) 山梨学院大学(宮崎) 山梨学院高校(山梨) 山梨学院高校(山梨)

志村　竜星(4) 山本　啓将(3) 上杉　翔太郎(1) 4:18.56 奥村　一貴(2) 高野　太陽(3) 内田　壮太(4)

YGU.AC(山梨) GR YGU.AC(山梨) YGU.AC(山梨) 山梨学院大学(富山) 山梨大学(山梨) 山梨大学(山梨)

志村　竜星(4) 井上　祐希(1) 杠　幹大(2) 上杉　翔太郎(1) 16:10.91 法月　陽斗(1) 古屋　渓将(2) 山本　啓将(3) 三原　杏太(2)

YGU.AC(山梨) 都留文科大学(山梨) 山梨大学(山梨) YGU.AC(山梨) 都留文科大学(山梨) 山梨大学(山梨) YGU.AC(山梨) YGU.AC(山梨)

平松　建吾(1) 19.29(+1.0)

都留文科大学(山梨)

長尾　行浩(3) 55.17 長倉　修斗(3) 55.91 飯野　隼斗(2) 57.22 東　佳吾(4) 58.34

山梨学院大学(山梨) 山梨大学(山梨) 山梨学院大学(山梨) 山梨大学(山梨)

駿河台大学 42.81 山梨学院大学B 42.92 都留文科大学 43.62

五味　勇太 (山梨) 加藤　大虎 (山梨) 佐藤　悠斗 (山梨)

遠藤　洸希 (東京) 鈴木　颯人 (愛知) 日尾　悠人 (富山)

松野　滉大 (山梨) 田中　翔大 (山梨) 磯部　晃太郎 (山梨)

西川　翔茉 (京都) 長尾　行浩 (山梨) 平松　建吾 (山梨)

駿河台大学 3.25.73

松野　滉大 (山梨)

池田　成輝 (神奈川)

遠藤　洸希 (東京)

西川　翔茉 (京都)

佐藤　遼(2) 1m85 長尾　行浩(3) 1m80 川越　春来(4) 1m75 宮澤　優斗(4) 1m70

長尾　行浩(3) 7m25(-0.3) 磯部　晃太郎(4) 7m14(+1.0) 神谷　翔矢(2) 6m92(+1.3) 田中　翔大(1) 6m76(-0.4) 鈴木　颯人(1) 6m36(+0.5) 加藤　大虎(3) 6m35(+1.2) 宮崎　太郎(3) 5m52(-0.5)

GR

横森 友朗 14m37(+0.5) 磯部　晃太郎(4) 12m65(±0.0) 境　宏真(3) 9m54(+0.3)

成澤　楽人(2) 11m31 原田　将希(2) 8m63

斉藤　廉(3) 36m78 迎　幸之輔(1) 35m92 高野　友斗(1) 34m45 成澤　楽人(2) 27m51 田口　祐貴(5) 19m46

田口　祐貴(5) 51m71 宮澤　優斗(4) 46m57 磯部　晃太郎(4) 44m85 小鹿　森平(2) 43m58 高野　友斗(1) 42m09 加藤　大虎(3) 36m31 中島　悠貴(1) 24m43

3位

大会名　第10回山梨県大学生陸上競技選手権大会

場所　やまびこ陸上競技場

日付　2021年10月31日（日）

1位 2位

31日

男子100m①

男子100m②

男子200m

男子400m

男子800m

男子1500m

男子110mH①

(1.067m)

男子400mH

(0.914m)

男子

4×100mR

男子

4×400mR

男子砲丸投

(7.26kg)

男子円盤投

(2.0kg)

4位 5位 6位 7位 8位

男子5000m
15:16.68 15:39.30 16:06.45 16:14.33 16:30.76 16:31.09

4:46.67

16:56.74

4:04.95 4:14.60 4:37.21 4:50.80

男子走幅跳
山梨学院大学(山梨) 都留文科大学(山梨) 山梨大学(山梨) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(愛知)

男子走高跳
山梨大学(山梨) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(宮崎) 山梨学院大学(長野)

山梨学院大学(山梨) 山梨学院中学(山梨)

男子三段跳
山梨ジャンパーズ(山梨) 都留文科大学(山梨) 山梨学院大学(山梨)

山梨大学(山梨) 山梨学院大学(長野)

山梨学院大学(東京) 山梨学院大学(東京) 山梨学院大学(山梨) 山梨大学(山梨) 昭和大学(東京)

山梨学院大学(山梨) 山梨大学(山梨)

男子やり投

(800g) 昭和大学(東京) 山梨学院大学(長野) 都留文科大学(山梨) 山梨学院大学(青森) 山梨学院大学(山梨)



日付 種目

青野 朱李(3) 12.16(+1.1) 佐々木 希ら里(3) 12.65(+0.6) 藤崎 ありす(2) 12.74(+0.6) 東海林 幸(1) 12.78(+1.1) 大野 梨里葵(2) 12.81(+0.6) 佐藤 美憂(3) 12.82(+0.6) 倉澤 綾(4) 12.88(+1.1) 帶金 莉子(1) 12.93(+1.1)

山梨学院大学（山形） =GR 山梨学院大学(愛知) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(長崎） 山梨学院大学(静岡) 山梨学院大学(山梨)

佐藤 美憂(3) 12.75(-0.3) 福元 日和(3) 12.91(-0.1) 倉澤 綾(4) 12.93(-0.3) 東海林 幸(1) 12.97(-0.3) 山内 さくら(3) 13.01(-0.1) 大野 梨里葵(2) 13.15(-0.3) 武田 杏(3) 13.27(-0.1) 毛利 来夢(1) 13.45(-0.1)

山梨学院大学(長崎) 山梨学院大学(宮崎) 山梨学院大学(静岡) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(山梨) 都留文科大学(山梨)

青野 朱李　(3) 24.86(-0.4) 佐藤 美憂(3) 26.55(-0.4) 福元 日和(3) 26.78(-0.4) 倉澤 綾(4) 26.81(-0.4) 佐々木 希ら里(3) 26.82(-0.4) 毛利 来夢(1) 27.66(-0.4) 原田 千華子(4) 29.45(-0.4)

山梨学院大学(山形) GR 山梨学院大学(長崎) 山梨学院大学(宮崎) 山梨学院大学(静岡) 山梨学院大学(愛知) 都留文科大学(山梨) 昭和大学(東京)

峯松 甘夏(3) 1:00.89 戸澤 瑠南(1) 1:01.49

山梨学院大学(埼玉) 山梨学院中学(山梨)

戸澤 瑠南(1) 2:29.00 大西 芽衣(1) 2:29.00 橘山 煌良(J2) 2:35.41

山梨学院中学(山梨) 都留文科大学(山梨)

加々美 青衣(J2) 5:25.04

大野 瑞奈(1) 14.28(+0.2) 三吉 南緒(3) 14.86(+0.2) 東海林 幸(1) 14.99(+0.2) 四村 かなで(3) 15.64(+0.2) 高須 鮎香(2) 16.55(+0.2)

山梨学院大学(埼玉) GR 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学（山梨） 山梨学院大学(愛知)

大野 瑞奈(1) 14.28(+0.4) 東海林 幸(1) 14.98(+0.4) 四村 かなで(3) 15.42(+0.4) 高須 鮎香(2) 17.03(+0.4)

山梨学院大学(埼玉) GR 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(愛知)

都留文科大学 52.15 昭和大学 59.72

稲垣 ひかる (山梨) 鈴木 悠佳 (東京)

渡辺 翔子 (山梨) 原田 知華子 (東京)

杓谷 帆乃香 (山梨) 大嶋 花菜 (東京)

毛利 来夢 (山梨) 梅田 百合菜 (東京)

山梨学院大学B 4:09.27 都留文科大学 4:20.72 山梨学院大学A 4:37.63

山内 さくら (山梨) 毛利 来夢 (山梨) 三吉 南緒 (山梨)

佐藤 美憂 (長崎) 渡辺 翔子 (山梨) 武田 杏 (山梨)

福元 日和 (宮崎) 杓谷 帆乃香 (山梨) 佐々木 希ら里 (愛知)

青野 朱李 (山形) 稲垣 ひかる (山梨) 峯松 甘夏 (埼玉)

萩原 莉子(3) 1m50 山田 真菜(2) 1m50 杓谷 帆乃香(1) 1m40

高須 鮎香(2) 5m27(+0.7) 大野 瑞奈(1) 5m26(+1.0) 阿部 璃音(1) 5m23(+0.7) 三吉 南緒(3) 4m93(-0.1) 依田 心優(1) 4m90(+0.4) 山田 真菜(2) 4m72(+0.6) 山寺 由乃(3) 4m52(-0.9) 沓掛 美麗(2) 4m31(+0.4)

稲垣 ひかる(1) 10m28(-0.6)

武田 遼(4) 9m13 阿部 月姫(2) 8m91 片野 湖梢(3) 7m33 小林 杏樹(2) 6m99

武田 遼(4) 34m03 萩原 恵里菜(1) 29m70 鈴木 悠佳(4) 25m67

片野 湖梢(3) 30m79 山田 真菜(2) 30m63 萩原 恵里菜(1) 26m33

山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(長野) 山梨大学(山梨)

山梨学院大学(宮崎) 山梨大学(山梨) 昭和大学(東京)

女子砲丸投

(4.0kg) 山梨学院大学(宮崎) 山梨学院大学(山梨) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(山梨)

山梨学院大学(長野) 山梨大学(山梨) 山梨学院高校(山梨)

女子三段跳
都留文科大学(山梨)

女子走幅跳
山梨学院大学(愛知) 山梨学院大学(埼玉) 山梨学院大学(山形) 山梨学院大学(山梨) 山梨大学(山梨)

女子100mH②

(0.838m)

女子

4×100mR

女子

4×400mR

女子走高跳
山梨学院大学(鹿児島) 山梨学院大学(長野) 都留文科大学(山梨)

GON SPORTS AC(山梨)

GON SPORTS AC(山梨)

女子1500m

4位 5位 6位 7位 8位

31日

女子100m①

女子100m②

女子200m

女子400m

女子100mH①

(0.838m)

女子800m

女子円盤投

(1.0kg)

女子やり投

(600g)

3位

大会名　第10回山梨県大学生陸上競技選手権大会

場所　やまびこ陸上競技場

日付　10月31日（日）

1位 2位



男子100m① 大会記録(GR)　10.50　鈴木 良法（山梨大学）2000年　・　市脇 久則（山梨学院大学）2001年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ｵｸﾞﾗ ﾔﾏﾄ 山梨
1 741 小柳　峻平 (2) 山梨学院高校 5 1 3360 小倉　和 (4) 山梨大学 6

ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｷ 宮崎 ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｾｲ 宮崎
2 3779 川越　春来 (4) 山梨学院大学 2 3780 川越　健生 (4) 山梨学院大学 3

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨
3 3797 村松　星哉 (2) 山梨学院大学 3 3 744 蘇我　涼介 (1) 山梨学院高校 5

ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨
4 3778 藤村　恒平 (4) 山梨学院大学 2 4 287 松野　滉大 (3) 駿河台大学 4

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨
5 239 土屋　拓斗 (4) 駿河台大学 5 3804 長田　士 (1) 山梨学院大学 2

ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ 北海道 ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 埼玉
6 3803 城　北斗 (1) 山梨学院大学 1 6 3798 正木　春輝 (2) 山梨学院大学 1

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨
7 3288 萩原　怜 山梨大AC 6 7 3939 横森 友朗 山梨ジャンパーズ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｷ 山梨 ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨
8 6054 渡邊　魁葵 (1) 山梨学院大学 4 8 3790 境　宏真 (3) 山梨学院大学 7

3組 4組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨
1 746 雨宮　暖杜 (1) 山梨学院高校 6 1 3776 中村　僚 (4) 山梨学院大学 3

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 長野 ｶﾐﾔ ｼｮｳﾔ 山梨
2 3788 西澤　雅志 (3) 山梨学院大学 7 2 3368 神谷　翔矢 (2) 山梨大学 1

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 東京 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 静岡
3 253 遠藤　洸希 (4) 駿河台大学 4 3 3787 大久保　海 (3) 山梨学院大学 2

ｵｵﾂｷ ｼｭｳﾄ 山梨 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨
4 3367 大槻　秀人 (3) 山梨大学 2 4 286 五味　勇太 (3) 駿河台大学 5

ﾄﾞｳｻｶ ﾋｭｳｶﾞ 埼玉 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨
5 3785 堂阪　日向 (3) 山梨学院大学 1 5 3795 坂本　壮平 (3) 山梨学院大学

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 山梨
6 3786 加藤　大虎 (3) 山梨学院大学 3 6 3-2121 佐藤　悠斗 (4) 都留文科大学 4

ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ 山梨
7 3-5729 若山　拓真 (1) 都留文科大学 8 7 747 深沢　虎太郎 (1) 山梨学院高校 7

ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾕｷﾀｹ ｱｷﾎ 静岡

8 3800 熊谷　大輝 (1) 山梨学院大学 5 8 5378 雪竹　陽歩 (1) 山梨学院大学 6

5組 6組 風力を入力→
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山口
1 3789 山岡　竜太朗 (3) 山梨学院大学 1

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知
2 3808 鈴木　颯人 (1) 山梨学院大学 3 2

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨
3 745 坂本　隆汰 (1) 山梨学院高校 3

ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 京都
4 236 西川　翔茉 (4) 駿河台大学 2 4

ﾐﾔﾀ ｾｲﾔ 愛知
5 5379 宮田　聖也 (1) 山梨学院大学 5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨
6 3793 渡邊　聖矢 (3) 山梨学院大学 1 6

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨
7 1422 佐々木　琥珀 (3) 山梨学院中学 4 7

ﾊﾅﾜ ｵｳﾏ 山梨
8 748 花輪　皇磨 (1) 山梨学院高校 5 8

総合順位

1 3368 神谷　翔矢 (2) 山梨大学(山梨) 10.92(+0.3)

2 3803 城　北斗 (1) 10.94(+0.1)

3 3785 堂坂　日向 (3) 山梨学院大学(埼玉) 11.06(±0.0)

3 3793 渡邊　聖矢 (3) 山梨学院大学（山梨） 11.06(±0.0)

5 3798 正木　春輝 (2) 山梨学院大学(埼玉) 11.11(+0.3)

6 3804 長田　士 (1) 山梨学院大学(山梨) 11.13(+0.3)

6 3778 藤村　恒平 (4) 11.13(+0.3)

8 3787 大久保　海 (3) 山梨学院大学(静岡) 11.21(+0.3)

山梨学院大学（北海道）

11.06

11.78

12.07

山梨学院大学（北海道）

DNS

11.38

DNS

記録 記録

DNS

11.50

12.99 12.59

11.56 12.12

(風:±0.0) 

11.49 11.69

11.06 DNS

11.49 11.43

11.73 10.92

11.55 11.21

11.76 12.77

(風:±0.0) (風:+0.3)

記録 記録

12.42 DNS

DNS 11.47

11.70 11.90

11.13 11.49

11.57 11.32

(風:+0.1) (風:+0.3)

記録 記録

12.07 12.31

DNS 11.13

10.94 11.11



男子100m② 大会記録(GR)　10.50　鈴木 良法（山梨大学）2000年　・　市脇 久則（山梨学院大学）2001年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位

ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知
1 3778 藤村　恒平 (4) 山梨学院大学 6 1 3808 鈴木　颯人 (1) 山梨学院大学

ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨
2 3804 長田　士 (1) 山梨学院大学 3 2 3786 加藤　大虎 (3) 山梨学院大学

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 山梨
3 3793 渡邊　聖矢 (3) 山梨学院大学 3 3-2121 佐藤　悠斗 (4) 都留文科大学 2

ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ 北海道 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨
4 3803 城　北斗 (1) 山梨学院大学 1 4 3776 中村　僚 (4) 山梨学院大学 1

ｶﾐﾔ ｼｮｳﾔ 山梨 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 京都
5 3368 神谷　翔矢 (2) 山梨大学 5 236 西川　翔茉 (4) 駿河台大学

ﾄﾞｳｻｶ ﾋｭｳｶﾞ 埼玉 ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｾｲ 宮崎
6 3785 堂阪　日向 (3) 山梨学院大学 2 6 3780 川越　健生 (4) 山梨学院大学 3

ﾏｻｷ ﾊﾙｷ 埼玉 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨
7 3798 正木　春輝 (2) 山梨学院大学 4 7 287 松野　滉大 (3) 駿河台大学

ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 静岡 ｵｵﾂｷ ｼｭｳﾄ 山梨
8 3787 大久保　海 (3) 山梨学院大学 5 8 3367 大槻　秀人 (3) 山梨大学 4

3組 4組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位

ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 山梨
1 744 蘇我　涼介 (1) 山梨学院高校 1 3-5729 若山　拓真 (1) 都留文科大学

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨
2 1422 佐々木　琥珀 (3) 山梨学院中学 2 2 3790 境　宏真 (3) 山梨学院大学 3

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ 山梨 ｵｸﾞﾗ ﾔﾏﾄ 山梨
3 746 雨宮　暖杜 (1) 山梨学院高校 3 3360 小倉　和 (4) 山梨大学 2

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 東京 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｷ 山梨
4 253 遠藤　洸希 (4) 駿河台大学 4 6054 渡邊　魁葵 (1) 山梨学院大学 1

ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾊﾅﾜ ｵｳﾏ 山梨
5 3800 熊谷　大輝 (1) 山梨学院大学 5 748 花輪　皇磨 (1) 山梨学院高校

ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨 ﾕｷﾀｹ ｱｷﾎ 静岡
6 286 五味　勇太 (3) 駿河台大学 6 5378 雪竹　陽歩 (1) 山梨学院大学

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 山梨
7 3797 村松　星哉 (2) 山梨学院大学 1 7 3288 萩原　怜 山梨大AC 4

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 長野 ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

8 3788 西澤　雅志 (3) 山梨学院大学 3 8 747 深沢　虎太郎 (1) 山梨学院高校

総合順位

1 3803 城　北斗 (1) 10.87(+0.6)

2 3785 堂阪　日向 (3) 山梨学院大学(埼玉) 10.93(+0.6)

3 3804 長田　士 (1) 山梨学院大学(山梨) 10.97(+0.6)

4 3798 正木　春輝 (2) 山梨学院大学(埼玉) 11.08(+0.6)

5 3787 大久保　海 (3) 山梨学院大学(静岡) 11.15(+0.6)

6 3778 藤村　恒平 (4) 11.19(+0.6)

7 3776 中村　僚 (4) 山梨学院大学(山梨) 11.32(+0.9)

8 3-2121 佐藤　悠斗 (4) 都留文科大学(山梨) 11.37(+0.9)

11.57 12.90

12.06 DNS

山梨学院大学(北海道)

山梨学院大学(北海道)

DNS 11.83

DNS DNS

DNS DNS

DNS DNS

11.77 12.80

DNS 12.48

11.15 11.50

(風:+0.6) (風:-0.2)

記録 記録

DNS DNS

10.93 11.50

11.08 DNS

10.97 DNS

DNS 11.37

10.87 11.32

(風:+0.6) (風:+0.9)

記録 記録

11.19 DNS



男子200m 大会記録(GR)　21.60　市脇 久則（山梨学院大学）2003年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨 ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨
3 286 五味　勇太 (3) 駿河台大学 4 3 3790 境　宏真 (3) 山梨学院大学 5

ｶﾜｼﾞ ﾀｹﾙ 大阪 ﾄﾞｳｻｶ ﾋｭｳｶﾞ 埼玉
4 3774 川路　武 (4) 山梨学院大学 2 4 3785 堂阪　日向 (3) 山梨学院大学 3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 山梨 ﾀﾀﾗ ｹｲｼｮｳ 山梨
5 3793 渡邊　聖矢 (3) 山梨学院大学 1 5 3-5727 多々良　圭祥 (1) 都留文科大学 4

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 山梨 ﾐﾔﾀ ｾｲﾔ 愛知
6 3-2121 佐藤　悠斗 (4) 都留文科大学 6 5379 宮田　聖也 (1) 山梨学院大学 2

ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道 ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ 北海道
7 3778 藤村　恒平 (4) 山梨学院大学 3 7 3803 城　北斗 (1) 山梨学院大学 1

8 8

総合順位

1 3793 渡邊　聖矢 (3) 22.03(-0.2)

2 3803 城　北斗 (1) 22.26(-0.4)

3 5379 宮田　聖也 (1) 山梨学院大学(愛知) 22.27(-0.2)

3 3774 川路　武 (4) 22.27(-0.4)

5 3785 堂阪　日向 (3) 22.41(-0.4)

6 3778 藤村　恒平 (4) 22.65(-0.2)

7 286 五味　勇太 (3) 駿河台大学（山梨） 23.44(-0.2)

8 3-5727 多々良　圭祥 (1) 25.22(-0.4)

男子400m 大会記録(GR)　48.20　市脇 久則（山梨学院大学）2003年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

ｲﾏｲ ﾕｳｷ 山梨
2 3-5898 今井　雄紀 (1) 都留文科大学 5 2

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 東京
3 253 遠藤　洸希 (4) 駿河台大学 1 3

ﾋｵ ﾕｳﾄ 富山
4 3-2124 日尾　悠人 (3) 都留文科大学 2 4

ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 京都
5 236 西川　翔茉 (4) 駿河台大学 3 5

ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨
6 3-2126 藤木　柊成 (2) 都留文科大学 6

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨
7 239 土屋　拓斗 (4) 駿河台大学 7

ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾏ 山梨
8 743 笠原　昇真 (2) 山梨学院高校 4 8

総合順位

1 253 遠藤　洸希 (4) 49.97

2 3-2124 日尾　悠人 (3) 50.05

3 236 西川　翔茉 (4) 51.62

4 743 笠原　昇真 (2) 53.57

5 3-5898 今井　雄紀 (1) 55.16

駿河台大学(京都)

山梨学院高校（山梨）

都留文科大学(山梨)

DNS

53.57

駿河台大学(東京)

都留文科大学(富山)

50.05

51.62

DNS

55.16

49.97

山梨学院大学(北海道)

都留文科大学（山梨）

記録 記録

山梨学院大学(山梨)

山梨学院大学(北海道)

山梨学院大学(大阪)

山梨学院大学(埼玉)

22.03 25.22

DQ 22.27

22.65 22.26

23.44 26.17

22.27 22.41

(風:-0.2) (風:-0.4)

記録 記録



男子800m 大会記録(GR)　1.55.61　渡辺 宏太（山梨大学）2018年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 山梨
2 3824 安田　拓実 (4) 梨大医陸 3 2

ﾅｶｼﾏ ｼｭｳﾄ 宮崎
3 3792 中島　秀斗 (3) 山梨学院大学 4 3

ﾏｴｶﾜ　ｺｳﾖｳ 山梨
4 3796 前川　航陽 (4) YGU.AC 1 4

ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｷ 富山
5 3810 奥村　一貴 (2) 山梨学院大学 5

ﾅﾗｼﾏ　ﾕｳｽｹ 山梨
6 3800 楢島　佑亮 (2) YGU.AC 2 6

ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 山梨
7 750 小川　拓真 (1) 山梨学院高校 5 7

ｲｹｶﾞﾐ ｿﾗ 山梨
8 752 池上　空 (1) 山梨学院高校 6 8

総合順位

1 3796 前川　航陽 (4) YGU.AC(山梨) 2:03.53

2 3800 楢島　佑亮 (2) YGU.AC(山梨) 2:06.37

3 3824 安田　拓実 (4) 梨大医陸(山梨) 2:10.13

4 3792 中島　秀斗 (3) 山梨学院大学(宮崎) 2:20.29

5 750 小川　拓真 (1) 山梨学院高校(山梨) 2:21.67

6 752 池上　空 (1) 山梨学院高校(山梨) 2:28.04

男子1500m 大会記録(GR)　4.11.12　前田 新太（山梨学院大学）2020年

1組 2組
ORD ナンバー 氏名 所属 順位 コメント ORD ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ｼﾑﾗ　ﾘｭｳｾｲ 山梨

1 3795 志村　竜星 (4) YGU.AC 1 GR 1

ﾔﾏﾓﾄ　ｹｲｽｹ 山梨
2 3780 山本　啓将 (3) YGU.AC 2 2

ｼﾗｽ ｺｳﾀ 山梨
3 751 白須　紘太 (1) 山梨学院高校 3

ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｷ 富山
4 3810 奥村　一貴 (2) 山梨学院大学 4 4

ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨
5 3361 内田　壮太 (4) 山梨大学 6 5

ｳｴｽｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨
6 3792 上杉　翔太郎 (1) YGU.AC 3 6

ﾀｶﾉ ﾀｲﾖｳ 山梨
7 3362 高野　太陽 (3) 山梨大学 5 7

総合順位

1 3795 志村　竜星 (4) YGU.AC(山梨) 4:04.95 GR

2 3780 山本　啓将 (3) YGU.AC(山梨) 4:14.60

3 3792 上杉　翔太郎 (1) YGU.AC(山梨) 4:18.56

4 3810 奥村　一貴 (2) 山梨学院大学(富山) 4:37.21

5 3362 高野　太陽 (3) 山梨大学(山梨) 4:46.67

6 3361 内田　壮太 (4) 山梨大学(山梨) 4:50.80

4:18.56

4:46.67

DNS

4:37.21

4:50.80

記録 記録

4:04.95

4:14.60

2:21.67

2:28.04

2:03.53

DNS

2:06.37

2:10.13

2:20.29

記録 記録



男子5000m 大会記録(GR)　15.07.30　平田 和也（山梨学院大学）2005年

1組 2組
ORD ナンバー 氏名 所属 順位 コメント ORD ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ｼﾑﾗ　ﾘｭｳｾｲ 山梨
1 3795 志村　竜星 (4) YGU.AC 1 1

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山梨
2 3-5152 井上　祐希 (1) 都留文科大学 2 2

ｳｴｽｷﾞ　ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨
3 3792 上杉　翔太郎 (1) YGU.AC 4 3

ﾔﾏﾓﾄ　ｹｲｽｹ 山梨
4 3780 山本　啓将 (3) YGU.AC 7 4

ｾｷ　ｱﾂｷ 山梨
5 3793 関　淳貴 (2) YGU.AC 5

ﾉﾘﾂﾞｷ ﾊﾙﾄ 山梨
6 3-5730 法月　陽斗 (1) 都留文科大学 5 6

ﾏｴｶﾜ　ｺｳﾖｳ 山梨
7 3796 前川　航陽 (4) YGU.AC 10 7

ﾐﾊﾗ　ｷｮｳﾀ 山梨
8 3797 三原　杏太 (2) YGU.AC 8 8

ﾅﾗｼﾏ　ﾕｳｽｹ 山梨
9 3800 楢島　佑亮 (2) YGU.AC 9 9

ﾄﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ 山梨
10 3296 鳥山　孝司 山梨大AC 12 10

ﾋﾗﾓﾄ ﾌｳｽｹ 山梨
11 3366 平本　風輔 (3) 山梨大学 11

ﾌﾙﾔ ｹｲｼｮｳ 山梨
12 3372 古屋　渓将 (2) 山梨大学 6 12

ﾕｽﾞﾘﾊ ﾐｷﾋﾛ 山梨
13 3369 杠　幹大 (2) 山梨大学 3 13

ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 富山
14 1455 落合　啓 Now Style 11 14

総合順位

1 3795 志村　竜星 (4) YGU.AC(山梨) 15:16.68

2 3-5152 井上　祐希 (1) 都留文科大学(山梨) 15:39.30

3 3369 杠　幹大 (2) 山梨大学(山梨) 16:06.45

4 3792 上杉　翔太郎 (1) YGU.AC(山梨) 16:10.91

5 3-5730 法月　陽斗 (1) 都留文科大学(山梨) 16:14.33

6 3372 古屋　渓将 (2) 山梨大学(山梨) 16:30.76

7 3780 山本　啓将 (3) YGU.AC(山梨) 16:31.09

8 3797 三原　杏太 (2) YGU.AC(山梨) 16:56.74

16:30.76

16:06.45

18:43.44

17:07.26

19:24.11

DNS

16:14.33

17:14.05

16:56.74

16:10.91

16:31.09

DNF

記録 記録

15:16.68

15:39.30



男子110mH① (1.067m) 大会記録(GR)　14.77　飯久保 明洋（国際武道大学）2017年

1組 2組 風力を入力→
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

3 3

ﾋﾗﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 山梨
4 3-5728 平松　建吾 (1) 都留文科大学 1 4

ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山口
5 3789 山岡　竜太朗 (3) 山梨学院大学 5

6 6

7 7

8 8

総合順位

1 3-5728 平松　建吾 (1) 都留文科大学(山梨) 19.29(+1.0)

男子110mH② (1.067m) 大会記録(GR)　14.77　飯久保 明洋（国際武道大学）2017年

1組 風力を入力→ 2組 風力を入力→
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

3 3

4 4

ﾋﾗﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 山梨
5 3-5728 平松　建吾 (1) 都留文科大学 5

6 6

7 7

8 8

DNS

記録 記録

DNS

19.29

(風:+1.0)

記録 記録



男子400mH (0.914m) 大会記録(GR)　52.31　渡辺 翔太（山梨学院大学）2018年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ﾋｶﾞｼ　ｹｲｺﾞ 山梨
3 3359 東　佳吾 (4) 山梨大学 3

ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 山梨
4 3782 長尾　行浩 (3) 山梨学院大学 4

ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀｸﾏ 茨城
5 481 藤浪　拓真 竜一クラブ 5

ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 山梨
6 3796 飯野　隼斗 (2) 山梨学院大学 6

ﾅｶﾞｸﾗ ｼｭｳﾄ 山梨
7 3365 長倉　修斗 (3) 山梨大学 7

8 8

総合順位

1 3782 長尾　行浩 (3) 山梨学院大学(山梨) 55.17

2 3365 長倉　修斗 (3) 山梨大学(山梨) 55.91

3 3796 飯野　隼斗 (2) 山梨学院大学(山梨) 57.22

4 3359 東　佳吾 (4) 山梨大学(山梨) 58.34

57.22

55.91

58.34

55.17

DQ

記録 記録



男子4×100mR 大会記録(GR)　41.60　鈴木・佐伯・鎌田・萩原（山梨大学）1990年

記録 記録 山梨学院大学B 記録 42.92

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ

(1) 3786 加藤　大虎 山梨

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

(2) 3808 鈴木　颯人 愛知

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ

(3) 3805 田中　翔大 山梨

ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ

(4) 3782 長尾　行浩 山梨

駿河台大学 記録 42.81 山梨学院大学A 記録 DQ 都留文科大学 記録 43.62

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ ﾐﾔﾀ ｾｲﾔ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

(1) 286 五味　勇太 山梨 (1) 5379 宮田　聖也 愛知 (1)
３－２１２１ 佐藤　悠斗 山梨

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ ﾋｵﾕｳﾄ

(2) 253 遠藤　洸希 東京 (2) 3787 大久保　海 静岡 (2)
３－２１２４ 日尾　悠人 富山

ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｲﾄｳ ﾘｸ ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ

(3) 287 松野　滉大 山梨 (3) 3791 伊藤　陸 長野 (3)
３－２１２０ 磯部　晃太郎 山梨

ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ ﾋﾗﾏﾂ ｹﾝｺﾞ

(4) 236 西川　翔茉 京都 (4) 3788 西澤　雅志 長野 (4)
３－５７２８ 平松　建吾 山梨

記録 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

総合順位

1 駿河台大学 ( 五味　勇太 ・ 遠藤　洸希 ・ 松野　滉大 ・ 西川　翔茉 ) 42.81

2 山梨学院大学B ( 加藤　大虎 ・ 鈴木　颯人 ・ 田中　翔大 ・ 長尾　行浩 ) 42.92

3 都留文科大学 ( 佐藤　悠斗 ・ 日尾　悠人 ・ 磯部　晃太郎 ・ 平松　建吾 ) 43.62

4レーン 5レーン 6レーン

7レーン 8レーン

1組
1レーン 2レーン 3レーン



男子4×400mR 大会記録(GR)　3.18.13　福島・岸本・大河原・橋本（山梨大学）2007年

記録 記録 山梨学院大学B 記録 DNS

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

都留文科大学 記録 DNS 山梨学院大学A 記録 DNS 駿河台大学 記録 3:25.73

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ

(1) 287 松野　滉大 山梨

ｲｹﾀﾞ ﾅﾙｷ

(2) 278 池田　成輝 神奈川

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ

(3) 253 遠藤　洸希 東京

ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ

(4) 236 西川　翔茉 京都

記録 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

総合順位

1 駿河台大学 ( 松野　滉大 ・ 池田　成輝 ・ 遠藤　洸希 ・ 西川　翔茉 ) 3:25.73

4レーン 5レーン 6レーン

7レーン 8レーン

1組
1レーン 2レーン 3レーン



男子走高跳 大会記録(GR)　2m00　川越 春来（山梨学院大学）2019年

ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山梨 － － － － ○ ○ ✕ ✕ ✕

佐藤　遼 (2) 山梨大学

ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 山梨 － － ○ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕

長尾　行浩 (3) 山梨学院大学

ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｷ 宮崎 － － － ✕ ○ ✕ ✕ ✕

川越　春来 (4) 山梨学院大学

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野 ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕

宮澤　優斗 (4) 山梨学院大学

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知

鈴木　颯人 (1) 山梨学院大学

ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨

土屋　俊貴 (2) 都留文科大学

男子走幅跳 大会記録(GR)　7m16　二宮 聡史（都留文科大学）2015年

ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 山梨 7m25

長尾　行浩 (3) 山梨学院大学 -0.3 1 GR

ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 7m14

磯部　晃太郎 (4) 都留文科大学 +1.0 2

ｶﾐﾔ ｼｮｳﾔ 山梨 6m92

神谷　翔矢 (2) 山梨大学 +1.3 3

ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨 6m76

田中　翔大 (1) 山梨学院大学 -0.4 4

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知 6m36

鈴木　颯人 (1) 山梨学院大学 +0.5 5

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 6m35

加藤　大虎 (3) 山梨学院大学 +1.2 6

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨 5m52

宮崎　太郎 (3) 山梨学院中学 -0.5 7

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 山梨

佐藤　悠斗 (4) 都留文科大学 DNS

ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨

土屋　俊貴 (2) 都留文科大学 DNS

ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山口

山岡　竜太朗 (3) 山梨学院大学 DNS

男子三段跳 大会記録(GR)　15m24　横森 友朗（山梨大学）2020年

ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 14m37

横森 友朗 山梨ジャンパーズ +0.5 1

ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 12m65

磯部　晃太郎 (4) 都留文科大学 ±0.0 2

ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨 9m54

境　宏真 (3) 山梨学院大学 +0.3 3

－ F

±0.0 ±0.0 

－ 12m65 － 12m65

2

－

2

F F 5m14

3 3939

2 3-2120

14m34 F 14m37 14m37

3

F － －

-0.3 +0.5 +0.5

1m70 4

7 3786

5 1423

5m80 6m29

-0.3 +0.3

5m95 6m29

4

－ F 6m35

1

－ － －

+0.3 +0.31 3790

F F 9m54 9m54

4回目 5回目 6回目 記録 順位 コメント試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

8 3789

4 3－2125

1 3－2121

6m31

-1.1 -1.1 +0.5 +1.3

-0.5 +0.3

-0.5 -0.5 +0.8

+1.2

F F 5m52 5m52

3 3808

F 5m63 － 5m63

3

－ 6m36

5

6m57 － －

-0.2 -0.4 -0.5 -0.4 +0.76 3805

6m69 6m76 6m48 6m76

6m80

+0.1 +0.1 -0.5 +1.3 +0.6

+1.0

2 3368

－ F 4m89 4m89

1

6m51 6m92

6

F 7m07 7m14

±0.0 ±0.0 +0.79 3-2120

7m03 F F 7m03

7m15 7m04

-0.1 -0.3 -0.3 +1.4 +0.6

順位 コメント

10 3782

7m03 7m25 － 7m25

7

－

3回
ベスト

トップ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目

1 3782 1m80 2

3 3808 DNS

4 3-2125 DNS

6 3779 1m75 3

5 3781

記録 順位 コメント
1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 ｍ

氏名 所属
1m60 1m65

2 3373 1m85 1

試順 ナンバー



男子砲丸投 (7.260kg) 　　大会記録(GR)　13m37　萩原 怜（山梨大学）2016年

ﾅﾘｻﾜ ｶﾞｸﾄ 山梨

成澤　楽人 (2) 山梨大学 11m31 1

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 長野

原田　将希 (2) 山梨学院大学 8m63 2

男子円盤投 (2.0kg) 　　大会記録(GR)　41m59　大池 優介（都留文科大学）2014年

ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 東京

斉藤　廉 (3) 山梨学院大学 36m78 1

ﾑｶｲ ｺｳﾉｽｹ 東京

迎　幸之輔 (1) 山梨学院大学 35m92 2

ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 山梨

高野　友斗 (1) 山梨学院大学 34m45 3

ﾅﾘｻﾜ ｶﾞｸﾄ 山梨

成澤　楽人 (2) 山梨大学 27m51 4

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 東京

田口　祐貴 (5) 昭和大学 19m46 5

男子やり投 (800g) 　　大会記録(GR)　55m54　宮澤 優斗（山梨学院大学）2020年

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 東京

田口　祐貴 (5) 昭和大学 51m71 1

ミヤザワ　ﾕｳﾄ 長野

宮澤　優斗 (4) 山梨学院大学 46m57 2

ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 山梨

磯部　晃太郎 (4) 都留文科大学 44m85 3

ｺｼｶ ｼﾝﾍﾟｲ 青森

小鹿　森平 (2) 山梨学院大学 43m58 4

ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 山梨

高野　友斗 (1) 山梨学院大学 42m09 5

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨

加藤　大虎 (3) 山梨学院大学 36m31 6

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨

中島　悠貴 (1) 山梨大学 24m43 7

○ 43m58

6 3781

1 3－2120

7 3799 42m52 ○ ○ 42m52 4 ○

46m57

44m85 － － 44m85 5 － － －

○ ○

27m03 27m5127m30

○ 51m71

19m46 17m21 17m96

25m60 25m60 2

34m45 34m02 33m49 34m45 3

○ ✕ 45m22 45m22 6

31m62

34m44 35m92 34m97

31m29

2 F F 6m52

✕ ○

2 ○ ○ 23m64 23m64 1 24m43 ○

○ ✕

3 3786 36m31 ○ ✕ 36m31 2 ✕

4 3809 41m10 ○ ○ 41m10 3 42m09

○5737

順位 コメント

5 1807 46m51 ○ ○ 46m51 7 ○

3回
ベスト

トップ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目

2 1807 ✕ ✕ 10m05 10m05 1

✕ ✕

4 3801 33m47 33m32 35m26 35m26 4

32m86 32m273 3809

1 3374 ✕ 24m36

記録 順位 コメント

5 3794 36m78 33m99 ✕ 36m78 5

3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

4回目 5回目 6回目試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目

1 10m24 10m70 10m67

2 3811 8m40 8m30 8m63 8m63

1 3374 10m85 11m31 11m15 11m31

4回目 5回目 6回目 記録 順位 コメント試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回

ベスト
トップ8
試順



女子100m① 大会記録(GR)　12.16　峯松 甘夏（山梨学院大学）2019年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎
1 10168 青野　朱李　 (3) 山梨学院大学 1 =GR 1 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学 4

ﾔﾏﾃﾞﾗ　ﾕﾉ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾐﾕｳ 山梨
2 10077 山寺　由乃 (3) 山梨大学 8 2 10612 依田　心優 (1) 山梨大学 8

ｵﾋﾞｶﾈ ﾘｺ 山梨 ｵｵﾉ ﾘﾘｱ 埼玉
3 10195 帶金　莉子 (1) 山梨学院大学 4 3 10189 大野　梨里葵 (2) 山梨学院大学 3

ｲﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ 静岡 ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 山梨
4 10194 今田　涼花 (1) 山梨学院大学 6 4 10182 武田　杏 (3) 山梨学院大学 6

ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 山梨
5 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学 5 5 10187 藤崎　ありす (2) 山梨学院大学 2

ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨 ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ 山梨
6 3-10773 毛利　来夢 (1) 都留文科大学 7 6 10181 山内　さくら (3) 山梨学院大学 5

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 神奈川
7 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学 2 7 3-9573 渡辺　翔子 (2) 都留文科大学 7

ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 静岡 ｻｻｷ ｷﾗﾘ 愛知

8 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学 3 8 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学 1

総合順位

1 10168 青野　朱李 (3) 山梨学院大学（山形） 12.16(+1.1) =GR

2 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学(愛知) 12.65(+0.6)

3 10187 藤崎　ありす (2) 山梨学院大学(山梨) 12.74(+0.6)

4 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学(山梨) 12.78(+1.1)

5 10189 大野　梨里葵 (2) 山梨学院大学(埼玉) 12.81(+0.6)

6 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学(長崎） 12.82(+0.6)

7 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学(静岡) 12.88(+1.1)

8 10195 帶金　莉子 (1) 山梨学院大学(山梨) 12.93(+1.1)

女子100m② 大会記録(GR)　12.16　峯松 甘夏（山梨学院大学）2019年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 静岡 ﾔﾏﾃﾞﾗ　ﾕﾉ 山梨
2 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学 2 2 10077 山寺　由乃 (3) 山梨大学 6

ｵｵﾉ ﾘﾘｱ 埼玉 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨
3 10189 大野　梨里葵 (2) 山梨学院大学 4 3 3-10773 毛利　来夢 (1) 都留文科大学 4

ｻｻｷ ｷﾗﾘ 愛知 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎
4 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学 4 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学 1

ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形 ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ 山梨

5 10168 青野　朱李　 (3) 山梨学院大学 5 10181 山内　さくら (3) 山梨学院大学 2

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 山梨
6 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学 3 6 10182 武田　杏 (3) 山梨学院大学 3

ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 神奈川

7 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学 1 7 3-9573 渡辺　翔子 (2) 都留文科大学 5

8 8

総合順位

1 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学(長崎) 12.75(-0.3)

2 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学(宮崎) 12.91(-0.1)

3 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学(静岡) 12.93(-0.3)

4 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学(山梨) 12.97(-0.3)

5 10181 山内　さくら (3) 山梨学院大学(山梨) 13.01(-0.1)

6 10189 大野　梨里葵 (2) 山梨学院大学(埼玉) 13.15(-0.3)

7 10182 武田　杏 (3) 山梨学院大学(山梨) 13.27(-0.1)

8 3-10773 毛利　来夢 (1) 都留文科大学(山梨) 13.45(-0.1)

(風:-0.3) (風:-0.1)

12.93 14.26

12.97 13.27

12.75 13.94

13.15 13.45

DNS 12.91

DNS 13.01

記録 記録

(風:+1.1) (風:+0.6)

記録 記録

12.16 12.82

12.88 12.65

13.04 12.74

13.20 12.96

12.78 13.74

13.81 13.89

12.93 12.81

13.08 13.07



女子200m 大会記録(GR)　25.71　堅田 悠希（都留文科大学）2017年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅｾ 青森
3 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学 2 3 10176 工藤　七星 (3) 山梨学院大学

ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形 ｻｻｷ ｷﾗﾘ 愛知
4 10168 青野　朱李　 (3) 山梨学院大学 1 GR 4 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学 1

ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎 ﾃﾝｼﾞﾝ ｱﾔﾈ 山梨
5 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学 3 5 10169 天神　綾音 (3) 山梨学院大学

ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨 ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶｺ 東京
6 3-10773 毛利　来夢 (1) 都留文科大学 5 6 4446 原田　千華子 (4) 昭和大学 2

ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 静岡 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 山梨
7 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学 4 7 10187 藤崎　ありす (2) 山梨学院大学

8 8

総合順位

1 10168 青野　朱李 (3) 山梨学院大学(山形) 24.86(-0.4) GR

2 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学(長崎) 26.55(-0.4)

3 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学(宮崎) 26.78(-0.4)

4 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学(静岡) 26.81(-0.4)

5 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学(愛知) 26.82(-0.4)

6 3-10773毛利　来夢 (1) 都留文科大学(山梨) 27.66(-0.4)

7 4446 原田　千華子 (4) 昭和大学(東京) 29.45(-0.4)

女子400m 大会記録(GR)　56.02　池嶋 祥子（都留文科大学）2013年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ 埼玉

3 10170 峯松　甘夏 (3) 山梨学院大学 1 3

ﾐｽﾞﾉ ｴﾐｶ 山梨
4 3-9572 水野　笑香 (2) 都留文科大学 4

ﾄｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨

5 1421 戸澤　瑠南 (1) 山梨学院中学 2 5

6 6

7 7

8 8

総合順位

1 10170 峯松　甘夏 (3) 山梨学院大学(埼玉) 1:00.89

2 1421 戸澤　瑠南 (1) 山梨学院中学(山梨) 1:01.49

DNS

1:01.49

1:00.89

記録 記録

26.78 DNS

27.66 29.45

26.81 DNS

26.55 DNS

24.86 26.82

(風:-0.4) (風:-0.4)

記録 記録



女子800m 大会記録(GR)　2.08.38　沖田 真理子（都留文科大学）2013年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨
2 1608 橘山　煌良 (J2) GON SPORTS AC 3 2

ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ 山梨
3 3705 戸谷　温海 山梨さえき 3

ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ 山梨
4 10172 山田　千詠 (3) 山梨学院大学 4

ﾄｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨
5 1421 戸澤　瑠南 (1) 山梨学院中学 1 5

ｵｵﾆｼ ﾒｲ 山梨
6 3-10772 大西　芽衣 (1) 都留文科大学 2 6

7 7

8 8

総合順位

1 1421 戸澤　瑠南 (1) 山梨学院中学(山梨) 2:20.05

2 3-10772 大西　芽衣 (1) 都留文科大学(山梨) 2:29.00

3 1608 橘山　煌良 (J2) 2:35.41

女子1500m 大会記録(GR)　4.57.31　石田 千明（都留文科大学）2015年

1組 2組
ORD ナンバー 氏名 所属 順位 コメント ORD ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ｲｹﾊﾞﾀ ﾊﾙｺ 石川

1 3-9571 池端　晴子 (2) 都留文科大学 1

ｶｶﾞﾐ ｱｵｲ 山梨

2 1609 加々美　青衣 (J2) GON SPORTS AC 1 2

総合順位

1 1609 加々美　青衣 (J2) 5:25.04

5:25.04

GON SPORTS AC(山梨)

GON SPORTS AC(山梨)

記録 記録

DNS

2:29.00

DNS

DNS

2:20.05

記録 記録

2:35.41



女子100mH① (0.838m) 大会記録(GR)　14.51　桑原 美月（都留文科大学）2013年

1組 2組 風力を入力→
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨
3 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学 3 3

ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 山梨
4 10171 四村　かなで (3) 山梨学院大学 4 4

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨
5 10175 三吉　南緒 (3) 山梨学院大学 2 5

ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知
6 10185 高須　鮎香 (2) 山梨学院大学 5 6

ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼玉
7 10196 大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学 1 GR 7

8 8

総合順位

1 10196 大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学(埼玉) 14.28(+0.2) GR

2 10175 三吉　南緒 (3) 山梨学院大学(山梨) 14.86(+0.2)

3 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学(山梨) 14.99(+0.2)

4 10171 四村　かなで (3) 山梨学院大学（山梨） 15.64(+0.2)

5 10185 高須　鮎香 (2) 山梨学院大学(愛知) 16.55(+0.2)

女子100mH② (0.838m) 大会記録(GR)　14.51　桑原 美月（都留文科大学）2013年

1組 2組 風力を入力→
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 山梨

3 10171 四村　かなで (3) 山梨学院大学 3 3

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

4 10175 三吉　南緒 (3) 山梨学院大学 4

ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼玉
5 10196 大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学 1 GR 5

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨

6 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学 2 6

ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知
7 10185 高須　鮎香 (2) 山梨学院大学 4 7

8 8

総合順位

1 10196 大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学(埼玉) 14.28(+0.4) GR

2 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学(山梨) 14.98(+0.4)

3 10171 四村　かなで (3) 山梨学院大学(山梨) 15.42(+0.4)

4 10185 高須　鮎香 (2) 山梨学院大学(愛知) 17.03(+0.4)

14.98

17.03

15.42

DNF

14.28

記録 記録

14.28

(風:+0.4)

15.64

14.86

16.55

14.99

(風:+0.2)

記録 記録



女子4×100mR 大会記録(GR)　47.81　西田・高橋・松山・竹山（都留文科大学）2010年

記録 記録 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

都留文科大学 記録 52.15 昭和大学 記録 59.72 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ

(1) 3-10715 稲垣　ひかる 山梨 (1) 4439 鈴木　悠佳 東京

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶｺ

(2) 3-9573 渡辺　翔子 山梨 (2) 4446 原田　知華子 東京

ｼｬｸﾔ ﾎﾉｶ ｵｵｼﾏ ﾊﾅ

(3) 3-10716 杓谷　帆乃香 山梨 (3) 4447 大嶋　花菜 東京

ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ ｳﾒﾀﾞ ﾕﾘﾅ

(4) 3-10773 毛利　来夢 山梨 (4) 4455 梅田　百合菜 東京

記録 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

1 都留文科大学 ( 水野　笑香 ・ 稲垣　ひかる ・ 杓谷　帆乃香 ・ 毛利　来夢 ) 52.15

2 昭和大学 ( 梅田　百合菜 ・ 大嶋　花菜 ・ 鈴木　悠佳 ・ 原田　知華子 ) 59.72

4レーン 5レーン 6レーン

7レーン 8レーン

1組
1レーン 2レーン 3レーン

総合順位



女子4×400mR 大会記録(GR)　3.47.81　北村・西田・竹山・鈴木（都留文科大学）2010年

記録 記録 山梨学院大学A 記録 4:37.63

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ﾐﾖｼ ﾅｵ

(１) 10175 三吉　南緒 山梨

ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ

(２) 10182 武田　杏 山梨

ｻｻｷ ｷﾗﾘ

(3) 10179 佐々木　希ら里 愛知

ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ

(４) 10170 峯松　甘夏 埼玉

都留文科大学 記録 4:20.72 山梨学院大学B 記録 4:09.27 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ

(１) 3-10773 毛利　来夢 山梨 (１) 10181 山内　さくら 山梨

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ ｻﾄｳ ﾐﾕｳ

(２) 3-9573 渡辺　翔子 山梨 (２) 10174 佐藤　美憂 長崎

ｼｬｸﾔ ﾎﾉｶ ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ

(３) 3-10716 杓谷　帆乃香 山梨 (３) 10177 福元　日和 宮崎

ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ ｱｵﾉ ｼｭﾘ

(4) 3-10715 稲垣　ひかる 山梨 (４) 10168 青野　朱李 山形

記録 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

1 山梨学院大学B ( 山内　さくら ・ 佐藤　美憂 ・ 福元　日和 ・ 青野　朱李 ) 4:09.27

2 都留文科大学 ( 毛利　来夢 ・ 渡辺　翔子 ・ 杓谷　帆乃香 ・ 稲垣　ひかる ) 4:20.72

3 山梨学院大学A ( 三吉　南緒 ・ 武田　杏 ・ 佐々木　希ら里 ・ 峯松　甘夏 ) 4:37.63

総合順位

4レーン 5レーン 6レーン

7レーン 8レーン

1組
1レーン 2レーン 3レーン



女子走高跳 大会記録(GR)　1m60　萩原 莉子（山梨学院大学）2020年

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 鹿児島 － ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕

萩原　莉子 (3) 山梨学院大学

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野 ✕ ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕

山田　真菜 (2) 山梨学院大学

ｼｬｸﾔ ﾎﾉｶ 山梨 ○ ✕ ✕ ✕

2 3-10716 杓谷　帆乃香 (1) 都留文科大学 1m40 3

女子走幅跳 大会記録(GR)　5m81　澤井 萌奈（山梨学院大学）2019年

ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知 5m27

高須　鮎香 (2) 山梨学院大学 +0.7 1

ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼玉 5m26

大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学 +1.0 2

ｱﾍﾞ  ﾘｵﾝ 山形 5m23

阿部　璃音 (1) 山梨学院大学 +0.7 3

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 4m93

三吉　南緒 (3) 山梨学院大学 -0.1 4

ﾖﾀﾞ ﾐﾕｳ 山梨 4m90

依田　心優 (1) 山梨大学 +0.4 5

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野 4m72

山田　真菜 (2) 山梨学院大学 +0.6 6

ﾔﾏﾃﾞﾗ　ﾕﾉ 山梨 4m52

山寺　由乃 (3) 山梨大学 -0.9 7

ｸﾂｶｹ ﾐﾚｲ 山梨 4m31

沓掛　美麗 (2) 山梨学院高校 +0.4 8

女子三段跳 大会記録(GR)　11m76　近藤 祐未（日本体育大学）2018年

ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ 山梨 10m28

稲垣　ひかる (1) 都留文科大学 -0.6 1

ｍ
試順 ナンバー 氏名 所属

1m40 1m45

3回
ベスト

トップ8
試順

4回目 5回目

1 10191

2 10196

1m50 2

3 10180 1m50 1

記録 順位 コメント
1m50 1m55 ｍ ｍ ｍ

6回目 記録 順位 コメント

8 10185

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目

1 10077

4

6 10191

5

3 10612

6

7 10175

4 10192

4m94 5m17

-0.2 ±0.0 +0.4

4m58 F 4m45

-0.1 ±0.0 

5m08 5m15 5m24

-0.4 -0.6 -0.5

1

4m95

-1.1

F 5m18

-0.1

2

3

8

7

4m77 4m83 4m93

-0.1 +0.1 -0.1

5m17

4m42 4m39 4m52

+0.2 -0.4 -0.9

4m59 4m86 F

-0.4 -0.2

4m52

-0.9

4m18

±0.0 

F F

+0.5 +1.0

－ －4m93

-0.1

4m86

-0.2

4m58

-0.1

5m18

-0.1

5m24

-0.5

5m17

-0.2

+1.0 +0.4

4m99 5m23 5m19

+1.0 +0.7 ±0.0 

5m27

+0.7

5m12 5m26 －

+0.9

4m64 4m63 4m72

－

4m83 4m90 4m73

-0.1 -0.4

-0.4 +0.6

4m03 4m31 4m15

-0.4 +0.9 +0.6

4m32 4m49 F

-0.7 +0.4 +0.9

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目

5 586 ±0.0 +0.3

F 4m18 4m16

記録 順位 コメント

1 3-10715

F 9m74 10m24 10m24

1

3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

4回目 5回目 6回目

10m28 9m96 10m20

-0.6 +0.8 +0.8 -0.6



女子砲丸投 (4.0kg) 　　大会記録(GR)　11m82　深澤 葉月（山梨学院大学）2018年

ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 宮崎

武田　遼 (4) 山梨学院大学 9m13 1

ｱﾍﾞ ﾂｷﾒ 山梨

阿部　月姫 (2) 山梨学院大学 8m91 2

ｶﾀﾉ ｺｽﾞｴ 埼玉

片野　湖梢 (3) 山梨学院大学 7m33 3

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨

小林　杏樹 (2) 山梨学院大学 6m99 4

女子円盤投 (1.0kg) 　　大会記録(GR)　37m85　土橋 めぐみ（都留文科大学）2003年

ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 宮崎

武田　遼 (4) 山梨学院大学 34m03 1

ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨

萩原　恵里菜 (1) 山梨大学 29m70 2

ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 東京

鈴木　悠佳 (4) 昭和大学 25m67 3

女子やり投 (600g) 　　大会記録(GR)　41m86　深澤 葉月（山梨学院大学）2017年

ｶﾀﾉ ｺｽﾞｴ 埼玉

片野　湖梢 (3) 山梨学院大学 30m79 1

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野

山田　真菜 (2) 山梨学院大学 30m63 2

ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨

萩原　恵里菜 (1) 山梨大学 26m33 3

ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾉ 山梨

589 小泉　璃乃 (1) 山梨学院高校 DNS

26m33

1

2 10613 ○ 25m66 ○ 25m66 1 ○ ○

○

3 10191 29m74 ✕ ○ 29m74 2 ○ ○ 30m63

4 10183 ✕ 26m70 ✕ 26m70 3 ○ 30m79

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 コメント

29m58

1 4439 ✕ 25m43 ✕ 25m43 1 ✕ 25m67 ✕

2 10613 ✕ 28m25 ✕ 28m25 2 29m70 ✕

4回目 5回目 6回目 記録 順位 コメント

3 10164 30m39 34m03 31m27 34m03 3 32m10 ✕ ✕

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

2 － － －

5m81 6m40 6m99 6m99 1 6m65 6m66 6m50

4 8m87 8m48 8m75

8m66 8m54 8m91 8m91 3 8m52 8m29 8m45

3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 コメント

2 10183

1 10190

6m89 7m33 7m17 7m33

4 10164

3 10186

8m49 8m40 9m13 9m13

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目



女子100m① 大会記録(GR)　12.16　峯松 甘夏（山梨学院大学）2019年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎
1 10168 青野　朱李　 (3) 山梨学院大学 1 =GR 1 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学 4

ﾔﾏﾃﾞﾗ　ﾕﾉ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾐﾕｳ 山梨
2 10077 山寺　由乃 (3) 山梨大学 8 2 10612 依田　心優 (1) 山梨大学 8

ｵﾋﾞｶﾈ ﾘｺ 山梨 ｵｵﾉ ﾘﾘｱ 埼玉
3 10195 帶金　莉子 (1) 山梨学院大学 4 3 10189 大野　梨里葵 (2) 山梨学院大学 3

ｲﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ 静岡 ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 山梨
4 10194 今田　涼花 (1) 山梨学院大学 6 4 10182 武田　杏 (3) 山梨学院大学 6

ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 山梨
5 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学 5 5 10187 藤崎　ありす (2) 山梨学院大学 2

ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨 ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ 山梨
6 3-10773 毛利　来夢 (1) 都留文科大学 7 6 10181 山内　さくら (3) 山梨学院大学 5

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 神奈川
7 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学 2 7 3-9573 渡辺　翔子 (2) 都留文科大学 7

ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 静岡 ｻｻｷ ｷﾗﾘ 愛知

8 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学 3 8 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学 1

総合順位

1 10168 青野　朱李 (3) 山梨学院大学（山形） 12.16(+1.1) =GR

2 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学(愛知) 12.65(+0.6)

3 10187 藤崎　ありす (2) 山梨学院大学(山梨) 12.74(+0.6)

4 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学(山梨) 12.78(+1.1)

5 10189 大野　梨里葵 (2) 山梨学院大学(埼玉) 12.81(+0.6)

6 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学(長崎） 12.82(+0.6)

7 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学(静岡) 12.88(+1.1)

8 10195 帶金　莉子 (1) 山梨学院大学(山梨) 12.93(+1.1)

女子100m② 大会記録(GR)　12.16　峯松 甘夏（山梨学院大学）2019年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 静岡 ﾔﾏﾃﾞﾗ　ﾕﾉ 山梨
2 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学 2 2 10077 山寺　由乃 (3) 山梨大学 6

ｵｵﾉ ﾘﾘｱ 埼玉 ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨
3 10189 大野　梨里葵 (2) 山梨学院大学 4 3 3-10773 毛利　来夢 (1) 都留文科大学 4

ｻｻｷ ｷﾗﾘ 愛知 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎
4 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学 4 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学 1

ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形 ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ 山梨

5 10168 青野　朱李　 (3) 山梨学院大学 5 10181 山内　さくら (3) 山梨学院大学 2

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 山梨
6 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学 3 6 10182 武田　杏 (3) 山梨学院大学 3

ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 神奈川

7 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学 1 7 3-9573 渡辺　翔子 (2) 都留文科大学 5

8 8

総合順位

1 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学(長崎) 12.75(-0.3)

2 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学(宮崎) 12.91(-0.1)

3 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学(静岡) 12.93(-0.3)

4 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学(山梨) 12.97(-0.3)

5 10181 山内　さくら (3) 山梨学院大学(山梨) 13.01(-0.1)

6 10189 大野　梨里葵 (2) 山梨学院大学(埼玉) 13.15(-0.3)

7 10182 武田　杏 (3) 山梨学院大学(山梨) 13.27(-0.1)

8 3-10773 毛利　来夢 (1) 都留文科大学(山梨) 13.45(-0.1)

(風:-0.3) (風:-0.1)

12.93 14.26

12.97 13.27

12.75 13.94

13.15 13.45

DNS 12.91

DNS 13.01

記録 記録

(風:+1.1) (風:+0.6)

記録 記録

12.16 12.82

12.88 12.65

13.04 12.74

13.20 12.96

12.78 13.74

13.81 13.89

12.93 12.81

13.08 13.07



女子200m 大会記録(GR)　25.71　堅田 悠希（都留文科大学）2017年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅｾ 青森
3 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学 2 3 10176 工藤　七星 (3) 山梨学院大学

ｱｵﾉ ｼｭﾘ 山形 ｻｻｷ ｷﾗﾘ 愛知
4 10168 青野　朱李　 (3) 山梨学院大学 1 GR 4 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学 1

ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎 ﾃﾝｼﾞﾝ ｱﾔﾈ 山梨
5 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学 3 5 10169 天神　綾音 (3) 山梨学院大学

ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ 山梨 ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶｺ 東京
6 3-10773 毛利　来夢 (1) 都留文科大学 5 6 4446 原田　千華子 (4) 昭和大学 2

ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 静岡 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 山梨
7 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学 4 7 10187 藤崎　ありす (2) 山梨学院大学

8 8

総合順位

1 10168 青野　朱李 (3) 山梨学院大学(山形) 24.86(-0.4) GR

2 10174 佐藤　美憂 (3) 山梨学院大学(長崎) 26.55(-0.4)

3 10177 福元　日和 (3) 山梨学院大学(宮崎) 26.78(-0.4)

4 10161 倉澤　綾 (4) 山梨学院大学(静岡) 26.81(-0.4)

5 10179 佐々木　希ら里 (3) 山梨学院大学(愛知) 26.82(-0.4)

6 3-10773毛利　来夢 (1) 都留文科大学(山梨) 27.66(-0.4)

7 4446 原田　千華子 (4) 昭和大学(東京) 29.45(-0.4)

女子400m 大会記録(GR)　56.02　池嶋 祥子（都留文科大学）2013年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ 埼玉

3 10170 峯松　甘夏 (3) 山梨学院大学 1 3

ﾐｽﾞﾉ ｴﾐｶ 山梨
4 3-9572 水野　笑香 (2) 都留文科大学 4

ﾄｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨

5 1421 戸澤　瑠南 (1) 山梨学院中学 2 5

6 6

7 7

8 8

総合順位

1 10170 峯松　甘夏 (3) 山梨学院大学(埼玉) 1:00.89

2 1421 戸澤　瑠南 (1) 山梨学院中学(山梨) 1:01.49

DNS

1:01.49

1:00.89

記録 記録

26.78 DNS

27.66 29.45

26.81 DNS

26.55 DNS

24.86 26.82

(風:-0.4) (風:-0.4)

記録 記録



女子800m 大会記録(GR)　2.08.38　沖田 真理子（都留文科大学）2013年

1組 2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨
2 1608 橘山　煌良 (J2) GON SPORTS AC 3 2

ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ 山梨
3 3705 戸谷　温海 山梨さえき 3

ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ 山梨
4 10172 山田　千詠 (3) 山梨学院大学 4

ﾄｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨
5 1421 戸澤　瑠南 (1) 山梨学院中学 1 5

ｵｵﾆｼ ﾒｲ 山梨
6 3-10772 大西　芽衣 (1) 都留文科大学 2 6

7 7

8 8

総合順位

1 1421 戸澤　瑠南 (1) 山梨学院中学(山梨) 2:20.05

2 3-10772 大西　芽衣 (1) 都留文科大学(山梨) 2:29.00

3 1608 橘山　煌良 (J2) 2:35.41

女子1500m 大会記録(GR)　4.57.31　石田 千明（都留文科大学）2015年

1組 2組
ORD ナンバー 氏名 所属 順位 コメント ORD ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

ｲｹﾊﾞﾀ ﾊﾙｺ 石川

1 3-9571 池端　晴子 (2) 都留文科大学 1

ｶｶﾞﾐ ｱｵｲ 山梨

2 1609 加々美　青衣 (J2) GON SPORTS AC 1 2

総合順位

1 1609 加々美　青衣 (J2) 5:25.04

5:25.04

GON SPORTS AC(山梨)

GON SPORTS AC(山梨)

記録 記録

DNS

2:29.00

DNS

DNS

2:20.05

記録 記録

2:35.41



女子100mH① (0.838m) 大会記録(GR)　14.51　桑原 美月（都留文科大学）2013年

1組 2組 風力を入力→
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨
3 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学 3 3

ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 山梨
4 10171 四村　かなで (3) 山梨学院大学 4 4

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨
5 10175 三吉　南緒 (3) 山梨学院大学 2 5

ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知
6 10185 高須　鮎香 (2) 山梨学院大学 5 6

ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼玉
7 10196 大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学 1 GR 7

8 8

総合順位

1 10196 大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学(埼玉) 14.28(+0.2) GR

2 10175 三吉　南緒 (3) 山梨学院大学(山梨) 14.86(+0.2)

3 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学(山梨) 14.99(+0.2)

4 10171 四村　かなで (3) 山梨学院大学（山梨） 15.64(+0.2)

5 10185 高須　鮎香 (2) 山梨学院大学(愛知) 16.55(+0.2)

女子100mH② (0.838m) 大会記録(GR)　14.51　桑原 美月（都留文科大学）2013年

1組 2組 風力を入力→
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント レーン ナンバー 氏名 所属 順位 コメント

1 1

2 2

ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 山梨

3 10171 四村　かなで (3) 山梨学院大学 3 3

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

4 10175 三吉　南緒 (3) 山梨学院大学 4

ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼玉
5 10196 大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学 1 GR 5

ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨

6 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学 2 6

ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知
7 10185 高須　鮎香 (2) 山梨学院大学 4 7

8 8

総合順位

1 10196 大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学(埼玉) 14.28(+0.4) GR

2 10197 東海林　幸 (1) 山梨学院大学(山梨) 14.98(+0.4)

3 10171 四村　かなで (3) 山梨学院大学(山梨) 15.42(+0.4)

4 10185 高須　鮎香 (2) 山梨学院大学(愛知) 17.03(+0.4)

14.98

17.03

15.42

DNF

14.28

記録 記録

14.28

(風:+0.4)

15.64

14.86

16.55

14.99

(風:+0.2)

記録 記録



女子4×100mR 大会記録(GR)　47.81　西田・高橋・松山・竹山（都留文科大学）2010年

記録 記録 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

都留文科大学 記録 52.15 昭和大学 記録 59.72 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ

(1) 3-10715 稲垣　ひかる 山梨 (1) 4439 鈴木　悠佳 東京

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ ﾊﾗﾀﾞ ﾁｶｺ

(2) 3-9573 渡辺　翔子 山梨 (2) 4446 原田　知華子 東京

ｼｬｸﾔ ﾎﾉｶ ｵｵｼﾏ ﾊﾅ

(3) 3-10716 杓谷　帆乃香 山梨 (3) 4447 大嶋　花菜 東京

ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ ｳﾒﾀﾞ ﾕﾘﾅ

(4) 3-10773 毛利　来夢 山梨 (4) 4455 梅田　百合菜 東京

記録 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

1 都留文科大学 ( 水野　笑香 ・ 稲垣　ひかる ・ 杓谷　帆乃香 ・ 毛利　来夢 ) 52.15

2 昭和大学 ( 梅田　百合菜 ・ 大嶋　花菜 ・ 鈴木　悠佳 ・ 原田　知華子 ) 59.72

4レーン 5レーン 6レーン

7レーン 8レーン

1組
1レーン 2レーン 3レーン

総合順位



女子4×400mR 大会記録(GR)　3.47.81　北村・西田・竹山・鈴木（都留文科大学）2010年

記録 記録 山梨学院大学A 記録 4:37.63

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ﾐﾖｼ ﾅｵ

(１) 10175 三吉　南緒 山梨

ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ

(２) 10182 武田　杏 山梨

ｻｻｷ ｷﾗﾘ

(3) 10179 佐々木　希ら里 愛知

ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ

(４) 10170 峯松　甘夏 埼玉

都留文科大学 記録 4:20.72 山梨学院大学B 記録 4:09.27 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

ﾓｳﾘ ﾗｲﾑ ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ

(１) 3-10773 毛利　来夢 山梨 (１) 10181 山内　さくら 山梨

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ ｻﾄｳ ﾐﾕｳ

(２) 3-9573 渡辺　翔子 山梨 (２) 10174 佐藤　美憂 長崎

ｼｬｸﾔ ﾎﾉｶ ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ

(３) 3-10716 杓谷　帆乃香 山梨 (３) 10177 福元　日和 宮崎

ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ ｱｵﾉ ｼｭﾘ

(4) 3-10715 稲垣　ひかる 山梨 (４) 10168 青野　朱李 山形

記録 記録

オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント オーダー ナンバー 氏名 所属陸協 コメント

1 山梨学院大学B ( 山内　さくら ・ 佐藤　美憂 ・ 福元　日和 ・ 青野　朱李 ) 4:09.27

2 都留文科大学 ( 毛利　来夢 ・ 渡辺　翔子 ・ 杓谷　帆乃香 ・ 稲垣　ひかる ) 4:20.72

3 山梨学院大学A ( 三吉　南緒 ・ 武田　杏 ・ 佐々木　希ら里 ・ 峯松　甘夏 ) 4:37.63

総合順位

4レーン 5レーン 6レーン

7レーン 8レーン

1組
1レーン 2レーン 3レーン



女子走高跳 大会記録(GR)　1m60　萩原 莉子（山梨学院大学）2020年

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 鹿児島 － ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕

萩原　莉子 (3) 山梨学院大学

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野 ✕ ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕

山田　真菜 (2) 山梨学院大学

ｼｬｸﾔ ﾎﾉｶ 山梨 ○ ✕ ✕ ✕

2 3-10716 杓谷　帆乃香 (1) 都留文科大学 1m40 3

女子走幅跳 大会記録(GR)　5m81　澤井 萌奈（山梨学院大学）2019年

ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知 5m27

高須　鮎香 (2) 山梨学院大学 +0.7 1

ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 埼玉 5m26

大野　瑞奈 (1) 山梨学院大学 +1.0 2

ｱﾍﾞ  ﾘｵﾝ 山形 5m23

阿部　璃音 (1) 山梨学院大学 +0.7 3

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 4m93

三吉　南緒 (3) 山梨学院大学 -0.1 4

ﾖﾀﾞ ﾐﾕｳ 山梨 4m90

依田　心優 (1) 山梨大学 +0.4 5

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野 4m72

山田　真菜 (2) 山梨学院大学 +0.6 6

ﾔﾏﾃﾞﾗ　ﾕﾉ 山梨 4m52

山寺　由乃 (3) 山梨大学 -0.9 7

ｸﾂｶｹ ﾐﾚｲ 山梨 4m31

沓掛　美麗 (2) 山梨学院高校 +0.4 8

女子三段跳 大会記録(GR)　11m76　近藤 祐未（日本体育大学）2018年

ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ 山梨 10m28

稲垣　ひかる (1) 都留文科大学 -0.6 1

ｍ
試順 ナンバー 氏名 所属

1m40 1m45

3回
ベスト

トップ8
試順

4回目 5回目

1 10191

2 10196

1m50 2

3 10180 1m50 1

記録 順位 コメント
1m50 1m55 ｍ ｍ ｍ

6回目 記録 順位 コメント

8 10185

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目

1 10077

4

6 10191

5

3 10612

6

7 10175

4 10192

4m94 5m17

-0.2 ±0.0 +0.4

4m58 F 4m45

-0.1 ±0.0 

5m08 5m15 5m24

-0.4 -0.6 -0.5

1

4m95

-1.1

F 5m18

-0.1

2

3

8

7

4m77 4m83 4m93

-0.1 +0.1 -0.1

5m17

4m42 4m39 4m52

+0.2 -0.4 -0.9

4m59 4m86 F

-0.4 -0.2

4m52

-0.9

4m18

±0.0 

F F

+0.5 +1.0

－ －4m93

-0.1

4m86

-0.2

4m58

-0.1

5m18

-0.1

5m24

-0.5

5m17

-0.2

+1.0 +0.4

4m99 5m23 5m19

+1.0 +0.7 ±0.0 

5m27

+0.7

5m12 5m26 －

+0.9

4m64 4m63 4m72

－

4m83 4m90 4m73

-0.1 -0.4

-0.4 +0.6

4m03 4m31 4m15

-0.4 +0.9 +0.6

4m32 4m49 F

-0.7 +0.4 +0.9

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目

5 586 ±0.0 +0.3

F 4m18 4m16

記録 順位 コメント

1 3-10715

F 9m74 10m24 10m24

1

3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

4回目 5回目 6回目

10m28 9m96 10m20

-0.6 +0.8 +0.8 -0.6



女子砲丸投 (4.0kg) 　　大会記録(GR)　11m82　深澤 葉月（山梨学院大学）2018年

ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 宮崎

武田　遼 (4) 山梨学院大学 9m13 1

ｱﾍﾞ ﾂｷﾒ 山梨

阿部　月姫 (2) 山梨学院大学 8m91 2

ｶﾀﾉ ｺｽﾞｴ 埼玉

片野　湖梢 (3) 山梨学院大学 7m33 3

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨

小林　杏樹 (2) 山梨学院大学 6m99 4

女子円盤投 (1.0kg) 　　大会記録(GR)　37m85　土橋 めぐみ（都留文科大学）2003年

ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 宮崎

武田　遼 (4) 山梨学院大学 34m03 1

ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨

萩原　恵里菜 (1) 山梨大学 29m70 2

ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 東京

鈴木　悠佳 (4) 昭和大学 25m67 3

女子やり投 (600g) 　　大会記録(GR)　41m86　深澤 葉月（山梨学院大学）2017年

ｶﾀﾉ ｺｽﾞｴ 埼玉

片野　湖梢 (3) 山梨学院大学 30m79 1

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野

山田　真菜 (2) 山梨学院大学 30m63 2

ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾘﾅ 山梨

萩原　恵里菜 (1) 山梨大学 26m33 3

ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾉ 山梨

589 小泉　璃乃 (1) 山梨学院高校 DNS

26m33

1

2 10613 ○ 25m66 ○ 25m66 1 ○ ○

○

3 10191 29m74 ✕ ○ 29m74 2 ○ ○ 30m63

4 10183 ✕ 26m70 ✕ 26m70 3 ○ 30m79

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 コメント

29m58

1 4439 ✕ 25m43 ✕ 25m43 1 ✕ 25m67 ✕

2 10613 ✕ 28m25 ✕ 28m25 2 29m70 ✕

4回目 5回目 6回目 記録 順位 コメント

3 10164 30m39 34m03 31m27 34m03 3 32m10 ✕ ✕

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

2 － － －

5m81 6m40 6m99 6m99 1 6m65 6m66 6m50

4 8m87 8m48 8m75

8m66 8m54 8m91 8m91 3 8m52 8m29 8m45

3回目
3回

ベスト
トップ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 コメント

2 10183

1 10190

6m89 7m33 7m17 7m33

4 10164

3 10186

8m49 8m40 9m13 9m13

試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目


