
1 広瀬　三成 小５ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 1 雨宮　陽琉　 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
2 有賀　一晟 小５ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 2 古屋　佑樹 小5 南アルプスAC 山梨
3 菊池　柊吾 小２ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 3 村松　樹 6 ISｼﾞｭﾆｱ 長野
4 古川　将 4 大国陸上クラブ 山梨 4 山本　湧心 6 木島小学校 長野
5 山本　凌聖 2 木島小学校 長野 5 佃　陸登 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
6 小池　英翔 小２ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 6 反田　慶二郎 小4 中村塾 山梨
7 益田　琉亜 小３ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 7 鎮目　凪 小５ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
8 三枝　一葉 小5 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 8 上杉　詩温 6 大国陸上クラブ 山梨
9 小林　颯人 小6 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 9 小峰　凰雅 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨

10 芦澤　由基 小５ 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨
11 長田　丈 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨

1 菊池　柚葉 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 1 熊谷　莉子 6 ISｼﾞｭﾆｱ 長野
2 樋口　陽葵 小4 中村塾 山梨 2 雨宮　凛 6 大国陸上クラブ 山梨
3 網倉　優花 小6 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 3 近藤　菜音 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
4 雨宮　朋花 小３ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 4 中村　小百合 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
5 佐藤　希笑 小３ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 5 雨宮　沙和佳 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
6 雨宮　花菜　 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 6 荻原　怜禾 小6 おぎはら 山梨
7 雨宮　琉花 小4 中村塾 山梨 7 荻原　才來 小4 おぎはら 山梨
8 中山　柚乃 小5 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 8 小山　柊花 小5 腰越JSC 長野
9 秦　詩織 小6 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 9 上沼　真代 小５ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
10 鈴木　那奈 小6 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 10 ヴィール　恵 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
11 小山　凜花 小2 腰越JSC 長野 11 樋口　椎捺 小6 中村塾 山梨
12 松木　帆愛 小2 諏訪ＦＡ 長野
13 小池　百花 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨

1 雨宮　紗良 3 塩山中学校 山梨 1 遠藤　華 3 白根巨摩中 山梨
2 井上　凛 1 高森中学校 長野 2 大西　芽依 2 都留文科大学 山梨
3 飯塚　さちな 中1 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 3 久保田　優花 1 都留文科大学 山梨
4 清水　嶺 3 白根巨摩中 山梨 4 松圡　歩 高２ 笛吹高校 山梨
5 山本　莉愛來 2 白根巨摩中 山梨 5 池端　晴子 3 都留文科大学 山梨
6 島村　芽依 中１ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 6 古林　なな花 1 高森中学校 長野
7 樋口　寧音 1 塩山中学校 山梨 7 宮脇　悠莉 1 高森中学校 長野
8 8 橘山 瑠南 1 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨

9 9

1 田端　泰成 高1 韮崎高校 山梨 1 深澤　智博 中２ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
2 島田　恵吾 中村塾 山梨 2 堀之内　咲 3 大国陸上クラブ 山梨
3 島田　啓介 中2 中村塾 山梨 3 松村　奏音 1 東海大諏訪高 長野
4 飯野　陽斗 2 白根巨摩中 山梨 4 内藤　陽己 高2 甲府昭和高校 山梨
5 杉本　拓海 1 塩山中学校 山梨 5 穂坂　琉太朗 高2 甲府昭和高校 山梨
6 雨宮　直樹 中村塾 山梨 6 牧野　友哉 高2 青洲高校 山梨
7 7 荻原　秀侑 中2 おぎはら 山梨
8 8 片山　寛隆 中3 双葉中学校 山梨

一般男子８００ｍ　１組 一般男子８００ｍ　２組

小学生男子１０００ｍ　１組 小学生男子１０００ｍ　２組

一般女子８００ｍ　２組

小学生女子８００ｍ　１組 小学生女子８００ｍ　２組

一般女子８００ｍ　１組



1 髙野　太陽 4 山梨大学 山梨 1 渡邉　空羅 高２ 笛吹高校 山梨
2 原　稜太 3 大国陸上クラブ 山梨 2 牧田　蒼斗 大5 信州大学 長野
3 山野　颯也 3 双葉中学校 山梨 3 渡邊　瑞希 高１ 笛吹高校 山梨
4 安坂 充瑠 高1 松商学園高校 長野 4 百瀬　柾宏 中3 堀金中学校 長野
5 奥原 悠月 高2 松商学園高校 長野 5 中澤　京聖 2 東海大諏訪高 長野
6 倉嶋　優太 一般 ｺﾄﾋﾗ工業 長野 6
7 野村　翔 埼玉陸協 埼玉 7
8 8

1 神山　侑花 高１ 巨摩高校 山梨 1 青沼　麗后 3 山梨学院C2C 山梨
2 飯澤　花歩 1 ISｼﾞｭﾆｱ 長野 2 丹澤　夏実 高２ 巨摩高校 山梨
3 大村　和 高1 都市大塩尻高校 長野 3 塩澤　はな 高２ 巨摩高校 山梨
4 長田　茉絢 高1 甲府城西高校 山梨 4 新津 今日華 高3 山梨農林高校 山梨
5 武川　もか 高1 甲府城西高校 山梨 5 小笠原　瑶 高1 韮崎高校 山梨
6 市口　和香奈 3 白根巨摩中 山梨 6 鶴田　美優 高2 韮崎高校 山梨
7 水野　眞子 1 ISｼﾞｭﾆｱ 長野 7 中村　千香 3 塩山中学校 山梨
8 城取　真帆 3 白根巨摩中 山梨 8 北村　奏良 高３ 笛吹高校 山梨
9 勝俣　蒼空 高3 富士北稜高校 山梨 9 小野　小姫 高３ 笛吹高校 山梨
10 平山　千裕 高1 甲府昭和高校 山梨 10 矢野 紫帆可 高1 山梨農林高校 山梨
11 山口 陽葉里 高1 山梨農林高校 山梨 11 関口　莉緒 高２ 笛吹高校 山梨
12 大森　七々恵 高1 山梨農林高校 山梨 12 市橋　柚花 高１ 巨摩高校 山梨
13 今福　瑠菜 高1 山梨農林高校 山梨 13 後藤　朱里 1 ISｼﾞｭﾆｱ 長野
14 小林　令奈 高1 山梨農林高校 山梨 14 益田　亜弥 2 塩山中学校 山梨
15 前田　唯夏 高2 甲府昭和高校 山梨 15 風間　杏奈 高１ 笛吹高校 山梨
16 16 大久保　凛乃 高１ 笛吹高校 山梨
17 17 池田　こころ 3 塩山中学校 山梨
18 18 橘山　煌良 3 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨

19 大崎　美希 1 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨

1 鳥海　倖生 1 高森中学校 長野 1 昌武　裕真 3 山梨学院高校 山梨
2 筒井　陽　 1 飯田高陵中学校 長野 2 嶋田　暢喜 3 山梨学院高校 山梨
3 野村　一馬 1 ISｼﾞｭﾆｱ 長野 3 河野　大海 3 山梨学院高校 山梨
4 代田　真二 1 ISｼﾞｭﾆｱ 長野 4 中島　遥翔 高２ 巨摩高校 山梨
5 堀内　颯人 1 長野俊英高校 長野 5 森田　雄翔 中2 都留第二中学校 山梨
6 上小澤　柊吾 高1 富士北稜高校 山梨 6 鈴木　大心 高１ 北杜高等学校

7 堀内　昂弥 高1 富士北稜高校 山梨 7 青木海斗 高2 北杜高等学校 山梨
8 若山　暖人 高1 富士北稜高校 山梨 8 青木　章太郎 高2 北杜高等学校 山梨
9 廣井　凱人 高2 富士北稜高校 山梨 9 川上　颯大 高1 松商学園高校 長野
10 本島　岳 1 高森中学校 長野 10 小山　魁璃 高1 松商学園高校 長野
11 近藤　拓音 中３ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 11 上野 咲久哉 大4 YGU.AC 山梨
12 保坂　拓登 高2 甲府昭和高校 山梨 12 金子　晟也 一般 松本自衛隊 長野
13 飯島　明斗 高2 甲府昭和高校 山梨 13 武藤　瑛太 1 塩山中学校 山梨
14 西澤　幸太 一般 松本自衛隊 長野 14 宮内　達矢 3 高森中学校 長野
15 雨宮　脩真 中1 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 15 鶴田　勇翔 1 塩山中学校 山梨
16 三澤　祐仁 1 伊那市立西箕輪中学校 長野 16 齊藤　翼 高1 韮崎高校 山梨
17 嵯峨　遼太朗 中1 八代陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 17 反田　雄一郎 中3 駿台甲府中学校 山梨
18 山中　遥介 1 富士学苑中学校 山梨 18 矢花　博貴 一般 松本自衛隊 長野
19 橋爪　京葵 1 緑ヶ丘中学校 長野 19
20 北井　真正 中1 中村塾 山梨 20
21 ヴィール　穏歩 中２ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 21
22 林　新大 中3 駿台甲府中学校 山梨 22
23 村松　光 高１ 北杜高等学校 山梨

一般男子８００ｍ　３組 一般男子８００ｍ　４組

一般女子１５００ｍ　１組 一般女子１５００ｍ　２組

一般男子１５００ｍ　１組 一般男子１５００ｍ　２組



1 髙木　駿太 3 山梨学院大学 福岡 1 萩原　美優 3 山梨学院高校 山梨
2 加藤　大成 3 山梨学院大学 愛知 2 松田　有加 2 本庄第一高校 埼玉
3 小池　直幸 1 山梨大学 山梨 3 青木里央菜 2 本庄第一高校 埼玉
4 湯本　樹 富士山の銘水 山梨 4 坂元　唯花 中3 辰野中学校 長野
5 芹澤　昭紀 富士山の銘水 山梨 5 加藤みなみ 2 本庄第一高校 埼玉
6 八鍬　拓斗 1 山梨学院大学 山形 6 黒田　彩乃 3 本庄第一高校 埼玉
7 寺西　満輝 1 山梨学院大学 千葉 7 高木　妃菜 3 本庄第一高校 埼玉
8 室井　一真 2 山梨学院大学 宮城 8 渡邊　美咲 高2 富士北稜高校 山梨
9 山田　蒼志郎 3 山梨学院大学 愛媛 9 荒川　礼奈 1 都留文科大学 福島
10 松浦　太郎 3 山梨学院大学 山形 10 松田 ひとみ 高2 山梨農林高校 山梨
11 中村　優希 ＩＮＡＦＲＳ　 長野 11
12 坪井　海門 富士山の銘水 山梨 12
13 猿田　創汰 中3 堀金中学校 長野 13
14 林　幸史郎 3 東海大諏訪高 長野 14
15 清水　雄太 韮崎市陸上競技協会 山梨 15
16 埴原　佳祐 高2 韮崎高校 山梨 16
17 楢島 佑亮 大3 YGU.AC 山梨 17
18 中澤　大夢 2 長野俊英高校 長野 18
19 向山　汐音 高3 韮崎高校 山梨 19
20 上杉 翔太郎 大2 YGU.AC 山梨 20
21 米田　拓海 山梨学院大学 富山 21
22 22

1 中込　愛大 3 白根巨摩中 山梨 1 藤満　優樹 中2 赤穂中学校 長野
2 内田　晴 3 白根巨摩中 山梨 2 芦澤　由都 3 塩山中学校 山梨
3 清水　颯 中2 南アルプスAC 山梨 3 石橋　　健 2 甲府第一高校 山梨
4 中込　友也 中3 南アルプスAC 山梨 4 山中　渓太朗 3 富士学苑高校 山梨
5 小川　悠吏 3 塩山中学校 山梨 5 大森　伊知朗 3 富士学苑高校 山梨
6 内田　明日翔 高1 甲府工業高校 山梨 6 池上　誠 コセレン 山梨
7 鈴木 龍翔 高1 山梨農林高校 山梨 7 西澤　惟定 2 茅野東部中学校 長野
8 島村　春樹 2 甲府第一高校 山梨 8 滝澤　秀斗 中2 赤穂中学校 長野
9 鈴木　柊斗 2 甲府第一高校 山梨 9 入谷　星穏 中3 赤穂中学校 長野
10 渡邊　隼斗 高3 富士北稜高校 山梨 10 小林　紀貴 2 甲府工業高校 山梨
11 名取　俊 富士北稜高校教員 山梨 11 石山　輝 2 山梨学院高校 山梨
12 石川 勝大 高1 山梨農林高校 山梨 12 山本　朝輝 3 豊丘中学校 長野
13 三井 瑞葵 高1 山梨農林高校 山梨 13 藤橋　太郎 高１ 笛吹高校 山梨
14 若林 駿 高1 山梨農林高校 山梨 14 藤橋　一郎 高１ 笛吹高校 山梨
15 竹原 颯佑 高1 山梨農林高校 山梨 15 野村　翔大 高１ 笛吹高校 山梨
16 橋本　創平 1 高森中学校 長野 16 渋谷　悠斗 中3 赤穂中学校 長野
17 本間　颯太郎 2 勝沼中学校 山梨 17 牧内　宇龍 2 喬木中学校 長野
18 前田　弥久仁 1 富士学苑高校 山梨 18 藤木　悠平 中野市陸協 長野
19 小宮山　岳大 1 富士学苑高校 山梨 19 深澤　飛翔 高１ 巨摩高校 山梨
20 加藤　優満 1 富士学苑高校 山梨 20 遠山　哩史 3 富士学苑中学校 山梨
21 臼井　太一 1 富士学苑高校 山梨 21 河西 玲弥 高1 山梨農林高校 山梨
22 春日　衛 3 富士学苑高校 山梨 22 相川　明広 2 甲府第一高校 山梨
23 青木　康祐 3 富士学苑高校 山梨 23 奈良 和典 甲斐市陸協 山梨
24 守屋　恭三郎 富士吉田陸協 山梨 24 保坂　和志 2 甲府工業高校 山梨
25 牛山　介翔 3 茅野東部中学校 長野 25 淺川　悠月 3 茅野東部中学校 長野
26 三澤紀夫 上伊那陸上競技会 長野県 26 井沼　佑樹 中1 赤穂中学校 長野
27 代永　峻聖 中1 中村塾 山梨 27 岩松　昂 2 甲府工業高校 山梨
28 28 殿岡　優生 2 甲府工業高校 山梨
29 29 天野　晴斗 高１ 笛吹高校 山梨
30 30 原　樹 高1 甲府工業高校 山梨

31 田畑　憲悟 山梨

一般男子３０００ｍ　１組 一般男子３０００ｍ　２組

一般男子１５００ｍ　３組 一般女子３０００ｍ　１組



1 中込　大地 高３ 巨摩高校 山梨 1 牛山　純一 シティランナー 長野
2 井上　満喜 高１ 笛吹高校 山梨 2 高梨　良介 トーハツ 長野
3 森　一真 高２ 笛吹高校 山梨 3 黒木 瞬 甲斐市陸協 山梨
4 田中　龍之介 高2 甲府昭和高校 山梨 4 仁科　利弥 飯伊陸上競技協 長野
5 早川　隆輝 高３ 笛吹高校 山梨 5 前田 新太 3 Utility M 山梨
6 有泉　英冴 3 甲府工業高校 山梨 6 早野　吉信 飯伊陸上競技協 長野
7 法月　陽斗 2 都留文科大学 山梨 7 内堀　柊 高３ 巨摩高校 山梨
8 志村 悠平 甲斐市陸協 山梨 8 須崎　康聖 高３ 巨摩高校 山梨
9 望月　健太 コセレン 山梨 9 依田　航太郎 小諸市陸協 長野
10 須崎　凌介 高２ 巨摩高校 山梨 10 村松　福太郎 高２ 巨摩高校 山梨
11 望月　淳聖 高１ 巨摩高校 山梨 11 小野　凌河 高３ 巨摩高校 山梨
12 大堀　陽士 高１ 巨摩高校 山梨 12 名取　龍希 高１ 笛吹高校 山梨
13 熊谷　駿汰 3 ISｼﾞｭﾆｱ 長野 13 渡邊　蹴斗 高１ 笛吹高校 山梨
14 石原　颯太 2 山梨学院高校 山梨 14 地場　智也 高３ 笛吹高校 山梨
15 橘田　響 3 大国陸上クラブ 山梨 15 江澤 聖悟 高2 松商学園高校 長野
16 木下　陽真人 中3 堀金中学校 長野 16 水野 琉斗 高2 松商学園高校 長野
17 伊藤　大生 一般 ｺﾄﾋﾗ工業 長野 17 石上　真吾 見次クラブ 静岡
18 小山　祐太 一般 ｺﾄﾋﾗ工業 長野 18 上条 統也 高1 松商学園高校 長野
19 矢澤　颯介 中2 赤穂中学校 長野 19 樋口　正晃 RUN JOY 長野
20 北野　広大 高２ 笛吹高校 山梨 20 下島　凌空 中3 赤穂中学校 長野
21 関 淳貴 大3 YGU.AC 山梨 21 西澤　洋務 茅野市陸協 長野
22 清水　應佑 中3 赤穂中学校 長野 22 本多　巧樹 1 山梨学院高校 山梨

23 玉木　輝 中3 赤穂中学校 長野 23 南澤　道大 1 山梨学院高校 山梨

24 矢花　海空 中2 堀金中学校 長野
25 中森　崇介 3 都留文科大学 山梨
26 保々　拓斗 2 甲府工業高校 山梨
27 星谷　龍良 1 山梨学院高校 山梨

1 南　貴之 甲州市駅伝チーム 山梨 1 村田　然 高2 韮崎高校 山梨
2 髙木　亮輔 高1 韮崎高校 山梨 2 鈴木　創太 3 東海大諏訪高 長野
3 大久保　仁稀 高1 韮崎高校 山梨 3 鈴木　丈太 大6 信州大学 長野
4 青木　学 中野市陸協 長野 4 細野 貴寛 甲斐市陸協 山梨
5 岡　利哉 中野市陸協 長野 5 山上　剛史 トヨタ材技AC 静岡
6 石原　飛佳 コセレン 山梨 6 山中嶋　秀和 トヨタ材技AC 静岡
7 押田　龍 高2 身延高校 山梨 7 柳澤　瑞樹 一般 上田陸協 長野
8 酒井 翔 高2 山梨農林高校 山梨 8 小林　敏明 一般 上田陸協 長野
9 中込 凌雅 高2 山梨農林高校 山梨 9 伊藤　紅羽 3 東海大諏訪高 長野
10 山﨑　壮志郎 高3 韮崎高校 山梨 10 大崎　聖太郎 3 山学ﾄﾗｲｱﾙ 山梨
11 松木 一 高3 山梨農林高校 山梨 11 星野　隆彦 甲州市駅伝チーム 山梨
12 渡辺　優樹 癒しの森ＡＣ 長野 12 清水　康生 高3 韮崎高校 山梨
13 羽川　英一 茅野市陸協 長野 13 佐藤　優太郎 1 山学ﾄﾗｲｱﾙ 宮城
14 中込 吏涼 大1 YGU.AC 山梨 14 若林　亮太 コセレン 山梨
15 平野 勇輝 大1 YGU.AC 山梨 15 鈴木　昌幸 ＩＮＡＦＲＳ　 長野
16 宮川 蓮乃 大1 YGU.AC 山梨 16 伊藤　康孝 ＩＮＡＦＲＳ　 長野
17 清水　健郎 中野市陸協 長野 17 木村 陽 甲斐市陸協 山梨
18 小松　真優 高２ 高遠高校 長野 18 石下　良行 一般 大月陸恊 山梨
19 渡邊　渓人 高3 富士北稜高校 山梨 19 根津　一夫 コセレン 山梨
20 辻 陽登 高2 山梨農林高校 山梨 20 大村　一 癒しの森ＡＣ 長野
21 小松　晃人 癒しの森ＡＣ 長野 21 窪田　伶真 2 東海大諏訪高 長野
22 藤原謙信 高2 北杜高等学校 山梨 22 関　崇行 中高陸協 長野
23 兼子 凌輔 高2 山梨農林高校 山梨 23 小林汰介 諏訪市陸協 長野
24 冨永　大輔 高3 豊科高校 長野 24 浅川 大樹 甲斐市陸協 山梨
25 梨本 春旗 高3 山梨農林高校 山梨 25 松久　哲治 一般 腰越JSC 長野
26 渡邉　颯斗 高2 富士北稜高校 山梨 26 代田　貴嗣 飯伊陸上競技協 長野
27 曽我　琉世 2 長野俊英高校 長野 27 星 正幸 甲斐市陸協 山梨
28 古屋　侑大 一般 山梨市駅伝部 山梨

1 ジェームス　ムトゥク 1 山梨学院大学 山梨
2 渡邉　莉玖 2 山梨学院高校 山梨
3 加藤 直人 埼玉陸協 埼玉
4 井上　祐希 2 都留文科大学 山梨
5 伊藤　　駿 3 山梨学院高校 山梨
6 望月　瑠希哉 3 山梨学院高校 山梨
7 甘利　大祐 一般 ｺﾄﾋﾗ工業 長野
8 河内　優 3 山学ﾄﾗｲｱﾙ 山梨
9 大峡　翔太 須坂市陸協 長野
10 齋藤　拓弥 一般 松本自衛隊 長野
11 野口　翔太 2 山梨学院高校 山梨
12 湯本　樹 富士山の銘水 山梨
13 坪井　海門 富士山の銘水 山梨
14 芹澤　昭紀 富士山の銘水 山梨
15 友井　悠人 諏訪市陸協 長野
16 伊藤　洸介 飯伊陸上競技協 長野
17 岡戸　優虎 2 山梨学院高校 山梨
18 渡邊　大雅 2 山梨学院高校 山梨
19 本名　萩 1 山学ﾄﾗｲｱﾙ 福島
20 山本　蒼天 飯伊陸上競技協 長野
21 原　謙二郎 飯伊陸上競技協 長野
22 小長谷　祥治 長野市陸協 長野
23 奧原　謙一 ＩＮＡＦＲＳ　 長野
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