
”日清食品カップ”山梨県小学生陸上競技交流大会

ＪＩＴリサイクルインクスタジアム 2022年6月26日（日）

日付 種目

堀内 斗貴(3) 15.90(-0.5) 斉藤 日(3) 16.38(-0.5) 太田 大翔(3) 16.46(-1.5) 桑原 佑(3) 17.23(-0.2) 澤邊 太一(3) 17.26(-1.8) 土屋 碧生(3) 17.40(-3.0) 上村 真世(3) 17.51(-1.8) 望月 海利(2) 17.66(-3.0)

南アルプスＡＣ 小笠原ＡＣ 山城小 北杜ＫＣ 南アルプスＡＣ 小笠原ＡＣ 南アルプスＡＣ 甲斐ACJr

石原 星也(3) 3:36.35 藤森 太陽(3) 3:50.05 小田切 佑磨(3) 3:52.26 藤森 葵斗(3) 3:55.09 武井 洸青(2) 4:02.10 岩間 葵(2) 4:11.70 奈良村 亮(3) 4:23.68 小池 英翔(2) 4:33.41

北西陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ 甲斐ACJr 南アルプスＡＣ チーム塩山 一宮陸上スポ少 甲斐ACJr 一宮陸上スポ少

今村 志維(3) 3m48(+1.1) 長澤 宏都(3) 3m02(+2.1) 守屋 奏(3) 2m72(+1.3) 深沢 奏叶(3) 2m55(+2.3)

中村塾 チーム塩山 公認3m00(+1.6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 富士川陸上クラブ 公認記録なし

松木 智之(4) 15.35(-1.0) 遠藤 拓真(4) 15.74(-2.1) 池田 遼太郎(4) 15.93(-1.4) 花倉 隆翔(4) 15.98(-1.0) 平澤 史脩(4) 16.09(-1.0) 田中 隆盛(4) 16.11(-1.0) 岡田 地広(4) 16.48(-1.4) 手塚 煌野(4) 16.60(-0.8)

駿台陸上クラブ 大国陸上 フリースタイル 南アルプスＡＣ 駿台陸上 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上 北杜ＫＣ
反田 慶二郎(4) 3:27.91 小峰 凰雅(4) 3:28.30 望月 素良(4) 3:32.96 天野 瑛士郎(4) 3:34.32 塚越 陽(4) 3:52.96 出羽 隼(4) 3:53.51 安部 帆琉(4) 3:58.62 相馬 一葵(4) 4:14.80

中村塾 一宮陸上スポ少 フリースタイル 桃太郎SC オンリーワン 北杜ＫＣ 富士川陸上クラブ 桃太郎SC

鈴木 智晴(4) 3m27(+2.1) 長田 陸叶(4) 3m01(+0.9) 青野 聖(4) 2m86(+1.0) 福田 伊織(4) 2m81(+0.5) 古川 将(4) 2m77(+0.9)

チーム塩山 公認3m15(+0.5) 大国陸上 桃太郎SC 大国陸上 大国陸上

古屋 佑樹(5) 13.85 遠藤 靖治(5) 13.95 岡 大登(5) 15.01 浅利 來矢(5) 15.02 市川 星七(5) 15.47 樋川 がく(5) 15.59 齋藤 仁(5) 15.60 堀込 悠真(5) 15.69

南アルプスＡＣ 大国陸上 桃太郎SC 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ TYPE-R NAC 中村塾

井上 翔琉(5) 3:16.53 佐野 佑河(5) 3:26.26 鎮目 凪(5) 3:31.90 田口 侑典(5) 3:31.95 小澤 大真(5) 3:53.36 中島 陸玖(5) 3:56.56 髙橋 悠希(5) 3:57.48 長田 祐太朗(5) 4:00.03

甲斐ACJr 富士川陸上クラブ 一宮陸上スポ少 北西陸上ｸﾗﾌﾞ オンリーワン オンリーワン 駿台陸上クラブ 北杜ＫＣ

藤田 琉司(5) 3m78(+2.6) 内田 啓太(5) 3m66(+2.3) 窪田 健斗(5) 3m43(+1.6) 斉藤 友翔(5) 3m12(+2.2) 伊藤 歩翔(5) 3m01(+2.3) 遠藤 星那(5) 2m87(+2.4)

大国陸上 公認3m58(+1.7) 中村塾 公認3m59(+1.6) 大国陸上 富士川陸上クラブ 公認3m08(+1.3) 富士川陸上クラブ 公認2m82(+1.2) 小笠原ＡＣ 公認2m67(+1.7)

中田 幹太郎(6) 13.74 清水 壽泰(6) 13.90 岡田 舟右(6) 14.47 宮本 源太郎(6) 14.65 岩間 稀一(6) 14.68 北山 晴己(6) 14.73 小田 莉久(6) 14.73 小野寺 瑠生(6) 14.84

大国陸上 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上 フリースタイル NAC GON SPO AC 小笠原ＡＣ 富士ＡＣ

雨宮 陽琉(6) 3:10.26 村上 晴哉(6) 3:17.59 清水 創一(6) 3:27.10 仲沢 遥希(6) 3:30.71 長田 丈(6) 3:44.72 外川 蒼(6) 3:49.36 清水 礼生(6) 3:57.70 古屋 海音(6) 3:58.27

一宮陸上スポ少 北西陸上ｸﾗﾌﾞ フリースタイル 一宮陸上スポ少 一宮陸上スポ少 富士吉田ＪＡＣ 桃太郎SC チーム塩山

水谷 優介(6) 4m11(+2.5) 芦澤 祐紀(6) 4m02(+2.7) 出雲 快人(6) 3m87(+1.5) 山寺 優輝(6) 3m79(+1.2) 鈴木 栄翔(6) 3m65(+1.4) 岡田 昂大(6) 3m64(+1.3) 佐久間 大晴(6) 3m07(+1.8) 滝沢 厚也(6) 3m04(+2.6)

YRC 公認3m91(+0.5) 富士川陸上クラブ 公認3m86(+1.8) 大国陸上 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 富士川陸上クラブ 大国陸上 富士川陸上クラブ 富士川陸上クラブ 公認3m01(+0.9)

出場者なし

出場者なし

フリースタイルA 57.24 大国陸上A 58.29 TYPE-RA 1:00.14 中村塾A 1:00.79 駿台陸上クラブA 1:01.48 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 1:01.82 大国陸上B 1:02.54 富士川陸上クラブA 1:03.73

宮本 源太郎(6) 上杉 詩温(6) 樋川 がく(5) 雨宮 一翔(5) 伊藤 希翔(5) 三澤 悠悟(6) ホンナ アルビン(5) 佐野 佑河(5)

清水 創一(6) 出雲 快人(6) 野中 寛朗(6) 和田 翼(6) 古川 蛍(4) 宮澤 那連(6) 藤田 琉司(5) 渡邊 琥珀(5)

小野 裕輝(6) 遠藤 拓真(4) 丸山 出(5) 今村 志希(5) 鶴田 響(6) 村田 颯亮(5) 岡田 地広(4) 鈴木 栄翔(6)

小川 倉史(6) 上林 敬人(6) 岩崎 貫太(5) 伊丹 勇人(6) 古川 暖(6) 山寺 優輝(6) 岡田 昂大(6) 秋山 甲斐斗(6)

斉藤 全(6) 32m91 鶴田 響(6) 31m48 深澤 甲太朗(5) 29m64 名執 悠(5) 20m96 降矢 龍(4) 19m05

小笠原ＡＣ 駿台陸上クラブ フリースタイル フリースタイル 駿台陸上クラブ

鈴木 宏武(6) 2370点 三澤 悠悟(6) 2051点 加藤 大輝(6) 1480点 市川 歩夢(5) 164点

桃太郎SC GR,YSR 北西陸上ｸﾗﾌﾞ GR,YSR NAC 早川陸上クラブ

上林 敬人(6) 1758点 雨宮 一翔(5) 1634点 河西 亜義斗(6) 1604点 今村 志希(5) 1407点 村田 颯亮(5) 1283点 宮原 心(6) 1280点 芦澤 惟詠里(6) 1265点 渡部 瑛空(5) 1218点

大国陸上 中村塾 GON SPO AC 中村塾 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ フリースタイル フリースタイル

凡例  YSR:山梨県小学生記録、GR:大会記録、NM:記録なし

26日 6年男子走幅跳

26日
共通男子80mH

風：

26日 5年男子走幅跳

26日
全国6年男子100m

風：-1.1

26日 6年男子1000m

26日 4年男子走幅跳

26日
全国5年男子100m

風：-1.0

26日 5年男子1000m

3m03(+2.1)-29m61 3m70(+1.3)-20m26 3m05(+2.2)-28m44 2m86(+1.3)-28m74

26日 3年以下男子100m

18.59(-1.8)-NM

4m06(+2.0)-38m79

26日 全国男子コンバインドB

3m93(+1.5)-34m44 3m74(+1.2)-35m57 3m85(+2.5)-24m43

8位

26日 共通男子4X100mR

26日 共通男子ジャベボール投

12.55(-1.8)-1m42

26日 全国男子コンバインドA

13.60(-1.8)-1m30 15.93(-1.8)-1m15

1位 2位 3位

3年以下男子1000m

3年以下男子走幅跳

4年男子100m

4年男子1000m

4位 5位 6位 7位

26日 共通男子走高跳

26日

26日

26日

26日



”日清食品カップ”山梨県小学生陸上競技交流大会

ＪＩＴリサイクルインクスタジアム 2022年6月26日（日）

日付 種目

廣瀬 妃衣(3) 15.66(-2.0) 玉川 四月季(3) 17.37(-2.3) 古郡 日陽(3) 17.46(-3.4) 平賀 愛菜(3) 17.54(-2.3) 山下 みなみ(3) 18.03(-3.4) 星野 稀咲(3) 18.05(-2.9) 堀井 咲弥(3) 18.12(-2.0) 丸山 叶(3) 18.21(-2.9)

中村塾 GR 中村塾 小笠原ＡＣ チーム平賀 富士川陸上クラブ 富士川陸上クラブ 一宮陸上スポ少 TYPE-R

雨宮 朋花(3) 3:02.99 深沢 緒心(3) 3:12.25 佐藤 希笑(3) 3:12.62 鶴田 結依菜(2) 3:13.06 青木 椛(2) 3:24.32 村松 こま子(3) 3:27.67 梶山 佳歩(3) 3:28.73 寺崎 知紗(2) 3:36.74

一宮陸上スポ少 富士川陸上クラブ 一宮陸上スポ少 チーム塩山 チーム塩山 富士川陸上クラブ 南アルプスＡＣ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

龍川 來波(3) 3m81(+1.8) 三澤 凜奈(3) 2m84(+1.1)

中村塾 GR 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

安藤 みのり(4) 15.94(-1.5) 田口 璃子(4) 16.04(-1.5) 荻野 桜(4) 16.11(-1.5) 保坂 優芽(4) 16.15(-1.5) 笹本 百乃(4) 16.27(-1.5) 雨宮 花菜(4) 16.28(-0.6) 雨宮 彩芽(4) 16.37(-0.6)

山梨ジャンパーズ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 駿台陸上クラブ 身延AC 大国陸上 一宮陸上スポ少 中村塾
久保田 莉乃(4) 16.11(-1.2)

大国陸上

荻原 才來(4) 2:51.01 樋口 陽葵(4) 3:02.04 内藤 嘉乃(4) 3:13.87 橋爪 美侑(4) 3:15.18 雨宮 琉花(4) 3:16.00 小池 百花(4) 3:22.87 菊池 柚葉(4) 3:26.78 雨宮 明日奈(4) 3:27.06

おぎはら 中村塾 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 駿台陸上クラブ 中村塾 一宮陸上スポ少 一宮陸上スポ少 中村塾

野澤 実咲(4) 3m31(+1.6) 三島 きずな(4) 3m22(+1.9) 野中 彩晴(4) 2m78(+0.1) 早川 紅葵(4) 2m70(+1.3) 土橋 葵(4) 2m57(+1.1)

大国陸上 NAC NAC 南アルプスＡＣ NAC

澤邊 ゆかり(5) 15.27 古屋 璃佳(5) 15.35 小澤 美月(5) 15.65 三枝 芽生(5) 16.00 平野 れいか(5) 16.14 三森 柚香(5) 16.17 星合 綺叶(5) 16.39 杉山 ちなつ(5) 16.65

南アルプスＡＣ 駿台陸上クラブ フリースタイル チーム塩山 小笠原ＡＣ 中村塾 NAC NAC
望月 陽茉莉(5) 2:43.06 滝沢 穂乃佳(5) 2:54.40 上沼 真代(5) 2:57.21 相澤 ひかり(5) 3:00.81 小笠原 夕夏(5) 3:01.00 相山 遥香(5) 3:06.26 一瀬 さくら(5) 3:16.13

甲斐ACJr フリースタイル 一宮陸上スポ少 フリースタイル 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 甲斐ACJr 駿台陸上クラブ
髙橋 明日香(5) 3m68(+2.1) 古屋 結里(5) 3m29(+3.3) 齋藤 文香(5) 3m16(+0.7) 笹本 雅(5) 3m08(+1.6)

NAC 公認3m57(+1.4) チーム塩山 公認3m28(+1.8) 大国陸上 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

武田 紗葉(6) 14.56 向山 李依(6) 14.83 井出 早栄(6) 14.96 山下 明音(6) 15.02 佐野 そら(6) 15.04 金丸 琴実(6) 15.37 高山 未蘭(6) 15.43 今田 満莉奈(6) 15.61

大国陸上 チーム塩山 大国陸上 GON SPO AC 栄小 小笠原ＡＣ GON SPO AC 小笠原ＡＣ

荻原 怜禾(6) 2:43.11 三枝 愛菜(6) 2:43.23 中村 小百合(6) 2:44.80 雨宮 沙和佳(6) 2:45.36 遠藤 日奈子(6) 2:51.06 秋山 音花(6) 2:53.88 中澤 花音(6) 2:53.94 中山 美雨(6) 2:56.55

おぎはら チーム塩山 一宮陸上スポ少 一宮陸上スポ少 フリースタイル 富士川陸上クラブ 甲斐ACJr チーム塩山

野中 瑶稀(6) 3m47(+1.5) 笠原 心愛(6) 3m44(+2.1) 井上 かなえ(6) 3m34(+2.0) 志村 湖々奈(6) 3m33(+1.5) 池上 果穂(6) 3m20(+1.7)

NAC NAC 公認3m41(+1.6) 小笠原ＡＣ 桃太郎SC NAC

渡辺 向葵(6) 18.14

富士吉田ＪＡＣ
駿台陸上クラブA 1:00.29 大国陸上A 1:00.49 チーム塩山 1:00.99 小笠原ＡＣA 1:01.50 甲斐ACJr 1:02.07 フリースタイルA 1:02.15 一宮陸上スポ少A 1:05.09 中村塾 1:05.54

古屋 璃佳(5) 太滝 結心(5) 鈴木 萌花(6) 小林 すみれ(6) 中澤 花音(6) 増澤 咲(6) 上沼 真代(5) 雨宮 彩芽(4)

手塚 霞(6) 雨宮 凛(6) 向山 李依(6) 斉木 心花(6) 竹井 陽葵(6) 小澤 美月(5) ヴィール 恵(6) 廣瀬 姫乃(5)

片瀬 陽花(6) 清水 優心(6) 三枝 愛菜(6) 髙野 彩心(6) 相山 遥香(5) 遠藤 日奈子(6) 雨宮 花菜(4) 樋口 陽葵(4)

降矢 結(6) 藤田 ひまり(6) 三枝 芽生(5) 今田 満莉奈(6) 望月 陽茉莉(5) 芦澤 和奏(6) 中村 小百合(6) 雨宮 琉花(4)

望月 理央(6) 1m10

桃太郎SC
小林 すみれ(6) 30m01 石原 環(5) 16m39

小笠原ＡＣ フリースタイル

鈴木 萌花(6) 1517点 雨宮 莉奈(6) 1485点 大村 鈴々音(6) 1417点 古谷 穂乃香(6) 1275点 三部 紗楽(5) 1181点 北川 礼(6) 1125点 深沢 麻凛(5) 714点

チーム塩山 中村塾 桃太郎SC 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 早川陸上クラブ 富士吉田ＪＡＣ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

廣瀬 姫乃(5) 1682点 雨宮 凛(6) 1495点 小倉 緒珠(5) 1487点 藤田 ひまり(6) 1371点 清水 優心(6) 1327点 芦澤 和奏(6) 1321点 太滝 結心(5) 1278点 石井 さくら(6) 1170点

中村塾 大国陸上 中村塾 大国陸上 大国陸上 フリースタイル 大国陸上 南アルプスＡＣ

大国陸上A 55.10 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 57.22 小笠原ＡＣ 57.59 NAC 58.35 南アルプスＡＣ 1:00.11 中村塾 1:00.61

井出 早栄(6) 村上 晴哉(6) 河西 凜音(6) 佐藤 夏姫(6) 澤邊 ゆかり(5) 芹田 直輝(6)

武田 紗葉(6) 古谷 穂乃香(6) 小田 莉久(6) 岩間 稀一(6) 古屋 佑樹(5) 雨宮 悠斗(6)

中田 幹太郎(6) 清水 壽泰(6) 望月 心結(6) 小林 瑠那(6) 宮原 心(6) 雨宮 莉奈(6)

遠藤 靖治(5) 内藤 綾乃(6) 金丸 琴実(6) 加藤 大輝(6) 石井 さくら(6) 三森 柚香(5)

GON SPO AC 57.22

北山 晴己(6)

武井 晴(6)

山下 明音(6)

高山 未蘭(6)
凡例  GR:大会記録

8位

26日 6年女子走幅跳

26日 全国混合4X100mR

1位 2位 3位 4位 5位

26日 5年女子走幅跳

26日
全国6年女子100m

風：-2.2

26日 6年女子800m

26日 4年女子走幅跳

26日
全国5年女子100m

風：-1.6

26日 5年女子800m

26日 4年女子100m

26日 4年女子800m

6位 7位

3m32(+0.9)-20m06

26日 3年以下女子100m

26日 3年以下女子800m

26日 3年以下女子走幅跳

26日 全国女子コンバインドB

4m19(+1.4)-24m03 3m50(+1.3)-33m16 3m95(-0.1)-21m28 3m60(+0.8)-23m92

16.30(-1.3)-1m15 17.13(-1.3)-1m15 17.68(-1.3)-1m15 18.01(-1.3)-1m15 19.06(-1.3)-0m95

4m31(+1.3)-31m58 3m46(+1.3)-25m55 3m56(+0.3)-22m08

26日 共通女子ジャベボール投

16.25(-1.3)-1m23

26日 全国女子コンバインドA

16.24(-1.3)-1m20

26日
共通女子80mH

風：-1.3

26日 共通女子4X100mR

26日 共通女子走高跳



3年以下男子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 15.49     野沢 俊介(山梨・中村塾)              2017 6月26日 14:04 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 7組

1組 (風:-3.0) 2組 (風:-3.6)

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

ﾂﾁﾔ ｱｵｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ

1 4 35 土屋 碧生(3) 小笠原ＡＣ 17.40 1 8 83 渡邊 琉海(3) 南アルプスＡＣ 17.96

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲﾘ ｻｴｸﾞｻ ｼｭﾝﾀ

2 3 248 望月 海利(2) 甲斐ACJr 17.66 2 6 247 三枝 隼太(3) 甲斐ACJr 18.71

ｻｻﾓﾄ ｱｵﾊﾞ ﾏﾂｻﾞｷ ｲﾁﾊ

3 8 89 笹本 碧葉(3) 南アルプスＡＣ 17.70 3 5 14 松崎 一葉(3) 中村塾 18.79

ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ ｲｼﾊﾗ ﾃﾙ

4 5 158 堀内 陽仁(2) 北杜ＫＣ 18.40 4 7 232 石原 光(3) オンリーワン 19.62

ｻﾄｳ ﾄｳﾘ ｱｷﾔﾏ ｴｲﾄ

5 2 13 佐藤 統理(2) 中村塾 18.46 5 3 210 秋山 瑛斗(3) 富士川陸上クラブ 19.95

ｼﾗｶﾜ ｶｽﾞﾄ ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

6 7 91 白川 和杜(3) 南アルプスＡＣ 19.35 6 4 32 尾崎 晴士(3) 小笠原ＡＣ 19.96

ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾏｻ ﾀｶﾉ ﾌﾐﾔ

7 6 234 田中 秀昌(2) オンリーワン 23.83 7 2 162 鷹野 史弥(1) 北杜ＫＣ 20.54

3組 (風:-1.5) 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

ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｽｸ

1 6 17 太田 大翔(3) 山城小 16.46 1 8 159 桑原 佑(3) 北杜ＫＣ 17.23

ｸﾙﾏﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂｲ ﾄｼｷ

2 3 182 車谷 怜祐(3) TYPE-R 17.67 2 3 68 松井 利樹(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.96

ｻｸﾗﾀﾞ ﾌﾐﾔ ｱｲｶﾜ ﾋﾛﾄ

3 7 30 櫻田 文哉(2) 小笠原ＡＣ 18.02 3 2 250 相川 大虎(1) 甲斐ACJr 18.11

ﾋﾗｶﾞ ﾏｺﾄ ｴﾝﾔ ｿｳｲﾁ

4 2 183 平賀 誠惇(2) チーム平賀 18.99 4 5 181 塩谷 宗一(3) TYPE-R 19.21

ｱﾕｶﾜ ﾊﾙﾄ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｾｲ

5 1 27 鮎川 遥人(2) 小笠原ＡＣ 20.74 5 7 90 川口 航生(2) 南アルプスＡＣ 19.66

ｵﾀｷﾞﾘ ﾔﾏﾄ ｻｶﾓﾄ ｲｸﾏ

6 4 92 小田切 大和(3) 南アルプスＡＣ 21.98 6 4 29 坂本 生真(2) 小笠原ＡＣ 19.93

ｵﾀｷﾞﾘ ｶｹﾙ ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕﾑ

7 8 94 小田切 翔(1) 南アルプスＡＣ 22.20 7 6 197 望月 歩夢(3) 早川陸上クラブ 21.00

ｱﾅｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

8 5 249 穴澤 大智(2) 甲斐ACJr 22.26

5組 (風:-1.2) 6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

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ｻﾜﾍﾞ ﾀｲﾁ

1 6 34 鈴木 健太郎(3) 小笠原ＡＣ 18.36 1 2 88 澤邊 太一(3) 南アルプスＡＣ 17.26

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ ｶﾐﾑﾗ ｼｾｲ

2 4 245 望月 陽稀(3) 甲斐ACJr 18.88 2 7 87 上村 真世(3) 南アルプスＡＣ 17.51

ﾐﾅｶﾞﾜ ｶｲ ﾀﾃﾜｷ ﾔｽﾖｼ

3 7 85 皆川 可偉(2) 南アルプスＡＣ 19.24 3 5 154 帯刀 康嘉(3) フリースタイル 17.68

ｲｽﾞﾐ ﾄｳﾔ ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾔ

4 3 233 和泉 柊哉(3) オンリーワン 20.64 4 8 246 小澤 夏也(3) 甲斐ACJr 18.90

ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｼﾄ ｱﾒﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ

5 5 86 西島 義人(2) 南アルプスＡＣ 20.82 5 6 67 雨宮 龍成(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 19.80

ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾄ ｵｻﾀﾞ ｱｻﾋ

6 2 124 若月 拓人(3) 大国陸上 20.85 6 4 161 長田 朝陽(1) 北杜ＫＣ 20.56

ｱﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ

7 8 251 穴澤 勇人(1) 甲斐ACJr 23.67 7 3 31 鈴木 清治(2) 小笠原ＡＣ 22.24



3年以下男子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 15.49     野沢 俊介(山梨・中村塾)              2017 6月26日 14:04 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 7組

7組 (風:-0.5) 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

ﾎﾘｳﾁ ﾄｷ ﾎﾘｳﾁ ﾄｷ

1 2 82 堀内 斗貴(3) 南アルプスＡＣ 15.90 1 82 堀内 斗貴(3) 南アルプスＡＣ 15.90 -0.5

ｻｲﾄｳ ﾊﾙ ｻｲﾄｳ ﾊﾙ

2 4 33 斉藤 日(3) 小笠原ＡＣ 16.38 2 33 斉藤 日(3) 小笠原ＡＣ 16.38 -0.5

ｺﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ

3 3 160 小林 晴杜(3) 北杜ＫＣ 18.94 3 17 太田 大翔(3) 山城小 16.46 -1.5

ﾅﾄﾘ ﾀｶｼ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｽｸ

4 8 84 名取 貴志(2) 南アルプスＡＣ 19.27 4 159 桑原 佑(3) 北杜ＫＣ 17.23 -0.2

ｲﾀﾐ ﾋﾅﾀ ｻﾜﾍﾞ ﾀｲﾁ

5 1 15 伊丹 陽汰(2) 中村塾 19.60 5 88 澤邊 太一(3) 南アルプスＡＣ 17.26 -1.8

ｵｶﾍﾞ ｿｳﾀﾛｳ ﾂﾁﾔ ｱｵｲ

6 5 28 岡部 蒼太郎(2) 小笠原ＡＣ 20.81 6 35 土屋 碧生(3) 小笠原ＡＣ 17.40 -3.0

ｵﾀｷﾞﾘ ﾀｹﾙ ｶﾐﾑﾗ ｼｾｲ

7 6 93 小田切 岳(1) 南アルプスＡＣ 21.33 7 87 上村 真世(3) 南アルプスＡＣ 17.51 -1.8

ﾋﾉﾊﾗ ｼｮｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲﾘ

8 7 252 日野原 翔(1) 甲斐ACJr 21.64 8 248 望月 海利(2) 甲斐ACJr 17.66 -3.0



3年以下男子1000m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)               3:33.73     雨宮 陽琉(山梨・一宮陸上スポ少)      2019 6月26日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2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

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾖｳ ｲｼﾊﾗ ｾﾅ

1 1 96 藤森 太陽(3) 南アルプスＡＣ 3:50.05 1 4 69 石原 星也(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:36.35

ﾀｹｲ ｺｳｾｲ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾏ

2 5 54 武井 洸青(2) チーム塩山 4:02.10 2 1 254 小田切 佑磨(3) 甲斐ACJr 3:52.26

ﾅﾗﾑﾗ ｱｷﾗ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｵﾄ

3 6 253 奈良村 亮(3) 甲斐ACJr 4:23.68 3 5 95 藤森 葵斗(3) 南アルプスＡＣ 3:55.09

ｺｲｹ ｴｲﾄ ｲﾜﾏ ｱｵｲ

4 8 47 小池 英翔(2) 一宮陸上スポ少 4:33.41 4 2 48 岩間 葵(2) 一宮陸上スポ少 4:11.70

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾀﾊﾞ ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｿﾞｳ

5 7 137 渡辺 歩多馬(3) 富士吉田ＪＡＣ 4:42.34 5 6 49 堀内 宥蔵(2) 一宮陸上スポ少 4:49.06

ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀﾛｳ

6 2 256 中澤 快斗(1) 甲斐ACJr 4:53.96 6 8 257 菅原 蒼虎朗(1) 菅原ＡＣ 4:49.99

ﾏｽﾀﾞ ﾙｱ ｷｸﾁ ｼｭｳｺﾞ

7 4 45 益田 琉亜(3) 一宮陸上スポ少 5:04.57 7 7 46 菊池 柊吾(2) 一宮陸上スポ少 4:59.19

ﾅｶｺﾞﾐ ｿﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾔ

3 255 中込 昊(3) 甲斐ACJr DQ,T3 8 3 138 渡辺 聡也(2) 富士吉田ＪＡＣ 5:17.03

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

ｲｼﾊﾗ ｾﾅ

1 69 石原 星也(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:36.35
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾖｳ

2 96 藤森 太陽(3) 南アルプスＡＣ 3:50.05
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾏ

3 254 小田切 佑磨(3) 甲斐ACJr 3:52.26
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｵﾄ

4 95 藤森 葵斗(3) 南アルプスＡＣ 3:55.09
ﾀｹｲ ｺｳｾｲ

5 54 武井 洸青(2) チーム塩山 4:02.10
ｲﾜﾏ ｱｵｲ

6 48 岩間 葵(2) 一宮陸上スポ少 4:11.70
ﾅﾗﾑﾗ ｱｷﾗ

7 253 奈良村 亮(3) 甲斐ACJr 4:23.68
ｺｲｹ ｴｲﾄ

8 47 小池 英翔(2) 一宮陸上スポ少 4:33.41

凡例  DQ:失格 T3:(TR17.3.2)縁石のうえ、内側ﾗｲﾝ上またはその内側を走った



3年以下男子走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  3m51     野沢 亮介(山梨・中村塾)              2017 6月26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

ｲﾏﾑﾗ ｼｲ 3m48 3m07 3m14 3m48

1 4 16 今村 志維(3) 中村塾 +1.1 +0.4 +0.7 +1.1
ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ 3m00 2m96 3m02 3m02

2 3 55 長澤 宏都(3) チーム塩山 +1.6 +2.2 +2.1 +2.1
ﾓﾘﾔ ｶﾅﾃﾞ × 2m72 × 2m72

3 1 70 守屋 奏(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +1.3 +1.3
ﾌｶｻﾜ ｶﾅﾄ × 2m55 × 2m55

4 2 211 深沢 奏叶(3) 富士川陸上クラブ +2.3 +2.3



4年男子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 14.55     望月 玲佑(大国ク)                    2015 6月26日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 4組

1組 (風:-2.1) 2組 (風:-0.8)

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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ ﾃｽﾞｶ ｺｳﾔ

1 1 108 遠藤 拓真(4) 大国陸上 15.74 1 3 155 手塚 煌野(4) 北杜ＫＣ 16.60

ｺｽｹﾞ ｺｳｾｲ ﾕﾌﾞﾈ ｺｳﾀ

2 4 194 小菅 凰生(4) 早川陸上クラブ 16.96 2 6 235 湯舟 功大(4) 甲斐ACJr 17.00

ﾌﾙｶﾜ ﾎﾄ ｸﾇｷﾞ ｿｳｴｲ

3 6 97 古川 蛍(4) 駿台陸上クラブ 17.05 3 4 163 功刀 蒼瑛(4) NAC 17.28

ｵﾉ ｾｲｴｲ ｷｳﾁ ﾘｭｳｲﾁ

4 8 198 小野 聖瑛(4) 富士川陸上クラブ 17.28 4 2 193 木内 竜一(4) 早川陸上クラブ 17.66

ｶｻｲ ｲﾂｷ ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ

5 7 73 河西 一熙(4) 南アルプスＡＣ 18.02 5 7 19 横山 紘人(4) 小笠原ＡＣ 17.68

ｷｸｼﾏ ｺｳｾ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ

6 2 1 菊島 光世(4) 中村塾 18.11 6 8 74 川口 蒼生(4) 南アルプスＡＣ 18.26

ｱﾒﾐﾔ ｶｴﾃﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾄ

7 5 164 雨宮 楓(4) NAC 18.29 7 5 128 渡辺 陽斗(4) 富士吉田ＪＡＣ 21.45

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ

3 217 小林 玲(4) オンリーワン DNS

3組 (風:-1.4) 4組 (風:-1.0)

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

ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾏﾂｷ ﾄﾓﾕｷ

1 6 139 池田 遼太郎(4) フリースタイル 15.93 1 2 98 松木 智之(4) 駿台陸上クラブ 15.35

ｵｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ ﾊﾅｸﾗ ﾘｭｳﾄ

2 8 107 岡田 地広(4) 大国陸上 16.48 2 7 71 花倉 隆翔(4) 南アルプスＡＣ 15.98

ｼﾗﾄﾘ ﾙｷ ﾋﾗｻﾜ ｼﾕｳ

3 2 165 白鳥 瑠生(4) NAC 17.36 3 4 125 平澤 史脩(4) 駿台陸上 16.09

ﾖｼﾑﾗ   ｿｳﾏ ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ

4 4 2 吉村 颯真(4) 中村塾 17.42 4 5 56 田中 隆盛(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.11

ｷｸｼﾏ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾀ ｲﾂｷ

5 5 216 菊島 瑞稀(4) オンリーワン 17.48 5 6 140 太田 樹希(4) フリースタイル 17.28

ﾔｽﾄﾐ ｱｻﾋ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ

6 7 126 安富 朝日(4) 富士吉田ＪＡＣ 17.55 6 3 18 齊藤 駿太(4) 小笠原ＡＣ 17.98

ｵｵｲｼ ﾄｱ ｱｻｶﾜ ﾀﾂﾔ

7 1 184 大石 透碧(4) 桃太郎SC 18.67 7 8 215 浅川 達哉(4) オンリーワン 18.60

ﾀﾅｶ ﾘｭｳｷ ﾀｶﾊｼ ｶﾑｲ

3 72 田中 龍希(4) 南アルプスＡＣ DNS 1 127 高橋 可夢偉(4) 富士吉田ＪＡＣ 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

ﾏﾂｷ ﾄﾓﾕｷ

1 98 松木 智之(4) 駿台陸上クラブ 15.35 -1.0
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ

2 108 遠藤 拓真(4) 大国陸上 15.74 -2.1
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 139 池田 遼太郎(4) フリースタイル 15.93 -1.4
ﾊﾅｸﾗ ﾘｭｳﾄ

4 71 花倉 隆翔(4) 南アルプスＡＣ 15.98 -1.0
ﾋﾗｻﾜ ｼﾕｳ

5 125 平澤 史脩(4) 駿台陸上 16.09 -1.0
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ

6 56 田中 隆盛(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.11 -1.0
ｵｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ

7 107 岡田 地広(4) 大国陸上 16.48 -1.4
ﾃｽﾞｶ ｺｳﾔ

8 155 手塚 煌野(4) 北杜ＫＣ 16.60 -0.8

凡例  DNS:欠場



4年男子1000m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)               3:19.09     石原 颯太(大国ク)                    2015 6月26日 12:15 決 勝

決 勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿｯﾀ ｹｲｼﾞﾛｳ

1 1 8 反田 慶二郎(4) 中村塾 3:27.91

ｺﾐﾈ ｵｳｶﾞ

2 5 38 小峰 凰雅(4) 一宮陸上スポ少 3:28.30

ﾓﾁﾂﾞｷ ｿﾗ

3 9 148 望月 素良(4) フリースタイル 3:32.96

ｱﾏﾉ ｴｲｼﾞﾛｳ

4 3 187 天野 瑛士郎(4) 桃太郎SC 3:34.32

ﾂｶｺﾞｼ ﾊﾙ

5 6 227 塚越 陽(4) オンリーワン 3:52.96

ﾃﾞﾜ ﾊﾔﾄ

6 10 156 出羽 隼(4) 北杜ＫＣ 3:53.51

ｱﾍﾞ ﾎﾙﾝ

7 8 202 安部 帆琉(4) 富士川陸上クラブ 3:58.62

ｿｳﾏ ｲﾂｷ

8 7 188 相馬 一葵(4) 桃太郎SC 4:14.80

ｵｸﾔﾏ ﾕﾉﾝ

9 4 9 奥山 友暖(4) 中村塾 4:25.77

ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｸ

10 2 201 中込 龍空(4) 富士川陸上クラブ 5:03.89



4年男子走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  3m87     進藤 翼 (大国ク)                  2007 6月26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

ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 3m27 3m09 3m15 3m27

1 2 53 鈴木 智晴(4) チーム塩山 +2.1 +1.9 +0.5 +2.1
ｵｻﾀﾞ ﾘﾄ 2m84 2m95 3m01 3m01

2 1 115 長田 陸叶(4) 大国陸上 +0.9 +1.7 +0.9 +0.9
ｱｵﾉ ｼｮｳ 2m78 2m86 2m74 2m86

3 6 191 青野 聖(4) 桃太郎SC +1.3 +1.0 0.0 +1.0
ﾌｸﾀﾞ ｲｵﾘ × 2m66 2m81 2m81

4 5 117 福田 伊織(4) 大国陸上 -0.4 +0.5 +0.5
ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ × 2m77 2m57 2m77

5 3 116 古川 将(4) 大国陸上 +0.9 +1.8 +0.9
ｲﾁﾉｾ ﾘｸﾄ

4 173 一瀬 陸人(4) NAC DNS

凡例  DNS:欠場



全国5年男子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 10:20 予 選

大会記録(GR)                 13.65     珊瑚 龍之介(富河ク)                  2012 6月26日 13:05 決 勝

予 選 5組0着＋8

1組 (風:-1.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ

1 8 110 遠藤 靖治(5) 大国陸上 14.03 q 1 6 166 齋藤 仁(5) NAC 15.32 q

ｱｻﾘ ﾗｲﾔ ﾋﾗｲ ｹｲﾀ

2 7 58 浅利 來矢(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.07 q 2 3 237 平井 啓太(5) 甲斐ACJr 16.22

ｲﾁｶﾜ ｾﾅ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾀｲﾗ

3 3 76 市川 星七(5) 南アルプスＡＣ 15.22 q 3 4 36 宮原 大空(5) 一宮陸上スポ少 16.58

ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾓﾘﾔ ｺｺﾛ

4 5 50 安部 春之介(5) チーム塩山 17.52 4 8 57 守屋 心(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.63

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳｾｲ ｲｼｶﾜ ﾋﾅﾀ

5 4 220 小柳 竜誠(5) オンリーワン 17.83 5 7 81 石川 陽太(5) 南アルプスＡＣ 18.03

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾂﾞﾙ ｼﾐｽﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ

6 178 丸山 出(5) TYPE-R DNS 6 5 222 清水 慶治郎(5) オンリーワン 18.43

3組 (風:-1.1) 4組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ

1 8 75 古屋 佑樹(5) 南アルプスＡＣ 13.99 q 1 6 111 ホンナ アルビン(5) 大国陸上 15.61

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏ ｺｳﾉ ﾃｯﾍﾟｲ

2 3 3 堀込 悠真(5) 中村塾 15.42 q 2 7 143 河野 鉄平(5) フリースタイル 16.22

ｲﾄｳ ｷﾗ ﾃﾂﾞｶ ｿｳｷ

3 2 99 伊藤 希翔(5) 駿台陸上クラブ 15.62 3 3 236 手塚 蒼己(5) 甲斐ACJr 16.30

ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ ｳﾁﾀﾞ ﾐﾅﾄ

4 5 179 岩崎 貫太(5) TYPE-R 16.01 4 8 219 内田 湊士(5) オンリーワン 16.92

ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊｸ

5 7 141 深澤 彩斗(5) フリースタイル 16.58 5 4 199 渡邊 琥珀(5) 富士川陸上クラブ 16.93

ｵｵﾖﾘ ｿｳﾀ ｵｼﾔﾏ ﾀｹﾙ

6 6 109 大寄 蒼太(5) 大国陸上 17.15 6 5 167 押山 丈翔(5) NAC 18.05

ｸｽﾉｷ ﾋﾛｷ

7 4 221 楠 宙樹(5) オンリーワン 17.67

5組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶ ﾀﾞｲﾄ

1 2 185 岡 大登(5) 桃太郎SC 14.82 q

ﾋｶﾜ ｶﾞｸ

2 6 177 樋川 がく(5) TYPE-R 15.19 q

ｱｼｶﾜ ﾋﾅﾀ

3 4 20 芦川 陽向(5) 小笠原ＡＣ 15.43

ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ

4 3 223 中村 榮利(5) オンリーワン 16.12

ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾋﾛ

5 5 142 宮下 尚大(5) フリースタイル 17.48

ｲｹﾀﾞ ｱｵﾄ

6 7 168 池田 蒼翔(5) NAC 18.66

ｵｻﾞﾜ ﾘｵﾝ

7 8 218 小澤 李音(5) オンリーワン 20.36

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



全国5年男子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 10:20 予 選

大会記録(GR)                 13.65     珊瑚 龍之介(富河ク)                  2012 6月26日 13:05 決 勝

決 勝

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ

1 4 75 古屋 佑樹(5) 南アルプスＡＣ 13.85

ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ

2 5 110 遠藤 靖治(5) 大国陸上 13.95

ｵｶ ﾀﾞｲﾄ

3 3 185 岡 大登(5) 桃太郎SC 15.01

ｱｻﾘ ﾗｲﾔ

4 6 58 浅利 來矢(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.02

ｲﾁｶﾜ ｾﾅ

5 8 76 市川 星七(5) 南アルプスＡＣ 15.47

ﾋｶﾜ ｶﾞｸ

6 7 177 樋川 がく(5) TYPE-R 15.59

ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ

7 1 166 齋藤 仁(5) NAC 15.60

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏ

8 2 3 堀込 悠真(5) 中村塾 15.69

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



5年男子1000m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)               3:11.82     望月 満帆(大国ク)                    2011 6月26日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2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

ｼｽﾞﾒ ﾅｷﾞ ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ

1 5 40 鎮目 凪(5) 一宮陸上スポ少 3:31.90 1 6 242 井上 翔琉(5) 甲斐ACJr 3:16.53

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ ｻﾉ ﾕｳｶﾞ

2 1 61 田口 侑典(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:31.95 2 4 203 佐野 佑河(5) 富士川陸上クラブ 3:26.26

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾏ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ

3 2 228 小澤 大真(5) オンリーワン 3:53.36 3 5 229 中島 陸玖(5) オンリーワン 3:56.56

ﾋﾉﾊﾗ ｼｭﾝ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ

4 3 243 日野原 俊(5) 甲斐ACJr 4:02.42 4 3 102 髙橋 悠希(5) 駿台陸上クラブ 3:57.48

ﾔﾏﾅｶ ｼﾞﾝ ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

5 7 103 山中 仁(5) 駿台陸上クラブ 4:11.15 5 1 157 長田 祐太朗(5) 北杜ＫＣ 4:00.03

ﾋﾛｾ ﾐﾂﾅﾘ ﾅｶｼﾏ ﾊﾔﾄ

6 6 41 広瀬 三成(5) 一宮陸上スポ少 4:33.85 6 7 62 中島 颯人(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4:00.48

ｽｷﾞｳﾗ ﾘｸ ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ

4 131 椙浦 理琥(5) 富士吉田ＪＡＣ DNS 7 2 39 仲沢 陽向(5) 一宮陸上スポ少 4:05.04

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

ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ

1 242 井上 翔琉(5) 甲斐ACJr 3:16.53
ｻﾉ ﾕｳｶﾞ

2 203 佐野 佑河(5) 富士川陸上クラブ 3:26.26
ｼｽﾞﾒ ﾅｷﾞ

3 40 鎮目 凪(5) 一宮陸上スポ少 3:31.90
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ

4 61 田口 侑典(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:31.95
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾏ

5 228 小澤 大真(5) オンリーワン 3:53.36
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ

6 229 中島 陸玖(5) オンリーワン 3:56.56
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ

7 102 髙橋 悠希(5) 駿台陸上クラブ 3:57.48
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

8 157 長田 祐太朗(5) 北杜ＫＣ 4:00.03

凡例  DNS:欠場



5年男子走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  4m22     小林    良(大国)                      1989 6月26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

ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 3m78 3m58 3m78 6 3m55 3m52 3m74 3m78

1 1 118 藤田 琉司(5) 大国陸上 +2.6 +1.7 +2.6 +2.1 +3.4 +3.0 +2.6
ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 3m59 3m50 3m59 5 3m23 × 3m66 3m66

2 4 10 内田 啓太(5) 中村塾 +1.6 +1.3 +1.6 +1.8 +2.3 +2.3
ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ × 3m43 3m43 4 × 3m17 3m27 3m43

3 5 119 窪田 健斗(5) 大国陸上 +1.6 +1.6 +3.6 +2.1 +1.6
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 3m04 3m08 3m08 3 3m12 3m07 3m10 3m12

4 6 204 斉藤 友翔(5) 富士川陸上クラブ +1.9 +1.3 +1.3 +2.2 +2.9 +2.6 +2.2
ｲﾄｳ ｱﾙﾄ 3m01 × 3m01 2 2m82 2m74 2m60 3m01

5 3 205 伊藤 歩翔(5) 富士川陸上クラブ +2.3 +2.3 +1.2 +2.5 +2.3 +2.3
ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾅ × 2m67 2m67 1 2m36 × 2m87 2m87

6 7 25 遠藤 星那(5) 小笠原ＡＣ +1.7 +1.7 +1.2 +2.4 +2.4
ﾀｶﾊﾏ ﾐﾗｲ × ×

2 174 髙濵 未來(5) NAC NM

凡例  NM:記録なし



全国6年男子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  12.6     天野  直仁(峡東ク)                    1992

大会記録(GR)                 12.65     珊瑚 龍之介(富河ク)                  2013 6月26日 09:45 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        12.29     佐々木 琥珀(北西陸上)                2019 6月26日 12:55 決 勝

予 選 7組0着＋8

1組 (風:+1.2) 2組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｽｹ

1 8 112 中田 幹太郎(6) 大国陸上 13.43 q 1 3 113 岡田 舟右(6) 大国陸上 13.98 q

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾙｲ ｶｻｲ ﾘｵ

2 7 258 小野寺 瑠生(6) 富士ＡＣ 14.51 q 2 6 22 河西 凜音(6) 小笠原ＡＣ 14.72

ｵﾀﾞ ﾘｸ ｱｷﾔﾏ ｶｲﾄ

3 4 21 小田 莉久(6) 小笠原ＡＣ 14.61 q 3 4 200 秋山 甲斐斗(6) 富士川陸上クラブ 14.89

ｲﾉｳｴ ﾏｵ ﾌﾙﾔ ﾊﾙ

4 5 240 井上 真生(6) 甲斐ACJr 15.79 4 8 101 古川 暖(6) 駿台陸上クラブ 14.90

ｷｯﾀ ﾕｳﾏ ｱﾒﾐﾔ  ﾕｳﾄ

5 3 171 橘田 由真(6) NAC 16.92 5 7 4 雨宮 悠斗(6) 中村塾 15.03

ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋﾛ

6 6 225 清水 光希(6) オンリーワン 19.87 6 5 226 田中 晴啓(6) オンリーワン 17.79

3組 (風:-0.9) 4組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾜﾏ ｷｲﾁ ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙｷ

1 6 169 岩間 稀一(6) NAC 14.61 q 1 2 212 北山 晴己(6) GON SPO AC 14.39 q

ﾀｹｲ ﾊﾙ ｳｴｽｷﾞ ｼｵﾝ

2 7 213 武井 晴(6) GON SPO AC 14.65 2 8 114 上杉 詩温(6) 大国陸上 14.88

ﾜﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸﾄ

3 5 7 和田 翼(6) 中村塾 15.04 3 5 77 村松 莉久斗(6) 南アルプスＡＣ 15.83

ﾎｻｶ ﾕｳｼﾝ ｻﾉ ｶｲｴﾝ

4 8 79 保坂 悠新(6) 南アルプスＡＣ 16.29 4 7 224 佐野 快延(6) オンリーワン 15.97

ｻｲﾄｳ ｴｲﾀ ﾔｽﾄﾐ ｼﾝﾁｭｳ

5 3 238 斎藤 栄一汰(6) 甲斐ACJr 16.49 5 6 130 安富 真宙(6) 富士吉田ＪＡＣ 16.32

ﾔﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ ﾌｷﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

6 4 24 柳邊 千紘(6) 小笠原ＡＣ 17.14 6 3 147 吹野 純平(6) フリースタイル 16.84

ﾂｸﾀﾞ ﾘｸﾄ

4 37 佃 陸登(6) 一宮陸上スポ少 DNS

5組 (風:+1.4) 6組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶﾞﾜ ｿｳｼ ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ

1 3 144 小川 倉史(6) フリースタイル 15.09 1 3 60 清水 壽泰(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 13.94 q

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂ ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

2 7 59 宮澤 那連(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.45 2 4 145 宮本 源太郎(6) フリースタイル 14.57 q

ｲﾀﾐ ﾕｳﾄ ﾓﾄｶﾄﾞ ｶｲｶ

3 8 6 伊丹 勇人(6) 中村塾 16.07 3 5 129 本門 快夏(6) 富士吉田ＪＡＣ 15.13

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｼﾝ ﾉﾅｶ ﾋﾛｱｷ

4 4 23 沢登 祐心(6) 小笠原ＡＣ 16.42 4 6 180 野中 寛朗(6) TYPE-R 15.25

ﾅｶｺﾞﾐ ｱｻﾋ ｾﾘﾀ ﾅｵｷ

5 5 239 中込 旭(6) 甲斐ACJr 16.77 5 8 5 芹田 直輝(6) 中村塾 15.30

ﾅﾄﾘ ﾏｻｷ ｵｻﾞﾜ ﾑｳﾄ

6 6 78 名取 正樹(6) 南アルプスＡＣ 16.93 6 7 172 小澤 夢叶(6) NAC 16.51

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(TR17.3.1)他のﾚｰﾝに入った q:記録による通過者



全国6年男子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  12.6     天野  直仁(峡東ク)                    1992

大会記録(GR)                 12.65     珊瑚 龍之介(富河ク)                  2013 6月26日 09:45 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        12.29     佐々木 琥珀(北西陸上)                2019 6月26日 12:55 決 勝

予 選 7組0着＋8

7組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｿｻﾞﾜ ｵｳ

1 7 195 遅澤 央(6) 早川陸上クラブ 15.48

ｵｻﾞﾜ ﾖｳﾀ

2 6 241 小澤 陽太(6) 甲斐ACJr 16.23

ｵﾉ ﾋﾛｷ

3 5 146 小野 裕輝(6) フリースタイル 16.24

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｷ

4 8 186 今泉 斗希(6) 桃太郎SC 16.79

ｶﾜﾃ ﾕｳﾀﾛｳ

5 3 170 川手 悠太郎(6) NAC 17.05

ﾀﾁｶﾜ ｸﾗﾉｽｹ

4 100 立川 蔵之介(6) 駿台陸上クラブ DQ,T2

決 勝

(風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ

1 3 112 中田 幹太郎(6) 大国陸上 13.74

ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ

2 4 60 清水 壽泰(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 13.90

ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｽｹ

3 6 113 岡田 舟右(6) 大国陸上 14.47

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

4 7 145 宮本 源太郎(6) フリースタイル 14.65

ｲﾜﾏ ｷｲﾁ

5 1 169 岩間 稀一(6) NAC 14.68

ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙｷ

6 5 212 北山 晴己(6) GON SPO AC 14.73

ｵﾀﾞ ﾘｸ

7 2 21 小田 莉久(6) 小笠原ＡＣ 14.73

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾙｲ

8 8 258 小野寺 瑠生(6) 富士ＡＣ 14.84

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(TR17.3.1)他のﾚｰﾝに入った q:記録による通過者



6年男子1000m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)               2:58.37     深沢 優(八幡ク)                    2006

山梨県小学生記録(YSR)      2:54.37     望月 満帆(大国ク)                    2012 6月26日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2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

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙ ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾔ

1 6 42 雨宮 陽琉(6) 一宮陸上スポ少 3:10.26 1 3 63 村上 晴哉(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:17.59

ｼﾐｽﾞ ｿｳｲﾁ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ

2 7 149 清水 創一(6) フリースタイル 3:27.10 2 2 44 仲沢 遥希(6) 一宮陸上スポ少 3:30.71

ｵｻﾀﾞ ｼﾞｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾏﾂ

3 3 43 長田 丈(6) 一宮陸上スポ少 3:44.72 3 7 134 小林 橙末(6) 富士吉田ＪＡＣ 3:58.30

ﾄｶﾞﾜ ｿｳ ﾜﾁ ｻﾄﾔ

4 5 132 外川 蒼(6) 富士吉田ＪＡＣ 3:49.36 4 5 231 和知 慧哉(6) オンリーワン 4:04.63

ｼﾐｽﾞ ﾚｵ ﾕﾌﾞﾈ ﾕｳﾄ

5 1 189 清水 礼生(6) 桃太郎SC 3:57.70 5 1 244 湯舟 佑友(6) 甲斐ACJr 4:04.64

ﾌﾙﾔ ｶｲﾄ ｵﾏﾀ ｻﾄｼ

6 4 52 古屋 海音(6) チーム塩山 3:58.27 6 8 190 小俣 惺(6) 桃太郎SC 4:29.99

ﾀｷﾓﾄ ﾊﾔﾄ ｶﾂﾏﾀ ﾜﾀﾙ

7 2 230 瀧本 隼斗(6) オンリーワン 4:03.08 4 51 勝俣 航(6) チーム塩山 DNS

ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾄ

6 133 坂本 唯人(6) 富士吉田ＪＡＣ DNS

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

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙ

1 42 雨宮 陽琉(6) 一宮陸上スポ少 3:10.26
ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾔ

2 63 村上 晴哉(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:17.59
ｼﾐｽﾞ ｿｳｲﾁ

3 149 清水 創一(6) フリースタイル 3:27.10
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ

4 44 仲沢 遥希(6) 一宮陸上スポ少 3:30.71
ｵｻﾀﾞ ｼﾞｮｳ

5 43 長田 丈(6) 一宮陸上スポ少 3:44.72
ﾄｶﾞﾜ ｿｳ

6 132 外川 蒼(6) 富士吉田ＪＡＣ 3:49.36
ｼﾐｽﾞ ﾚｵ

7 189 清水 礼生(6) 桃太郎SC 3:57.70
ﾌﾙﾔ ｶｲﾄ

8 52 古屋 海音(6) チーム塩山 3:58.27

凡例  DNS:欠場



6年男子走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  5m22     内尾  将吾(四方津)                    1998

山梨県小学生記録(YSR)         5m39     秋山  哲一(増穂南)                    1992

山梨県小学生記録(YSR)         5m39     内尾  将吾(四方津)                    1998 6月26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

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 3m91 × 3m91 7 × × 4m11 4m11

1 6 176 水谷 優介(6) YRC +0.5 +0.5 +2.5 +2.5
ｱｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ 4m02 3m70 4m02 8 3m54 3m69 3m86 4m02

2 8 208 芦澤 祐紀(6) 富士川陸上クラブ +2.7 +2.3 +2.7 +2.3 +2.2 +1.8 +2.7
ｲｽﾞﾓ ｶｲﾄ 3m87 3m60 3m87 6 × × 3m87 3m87

3 3 121 出雲 快人(6) 大国陸上 +1.5 +1.5 +1.5 +1.6 +1.5
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 3m79 × 3m79 5 3m60 3m53 × 3m79

4 2 64 山寺 優輝(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +1.2 +1.2 +1.9 +2.2 +1.2
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 3m45 3m65 3m65 4 3m45 3m45 3m56 3m65

5 1 206 鈴木 栄翔(6) 富士川陸上クラブ +0.7 +1.4 +1.4 +1.1 +2.8 +1.3 +1.4
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 3m64 3m48 3m64 3 3m06 3m41 3m34 3m64

6 5 120 岡田 昂大(6) 大国陸上 +1.3 +2.0 +1.3 +2.3 +1.7 +1.6 +1.3
ｻｸﾏ ﾀｲｾｲ 3m01 2m88 3m01 1 2m92 3m07 2m92 3m07

7 4 209 佐久間 大晴(6) 富士川陸上クラブ +1.5 +1.2 +1.5 +1.6 +1.8 +2.1 +1.8
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾂﾔ 3m04 2m98 3m04 2 2m92 3m01 2m81 3m04

8 7 207 滝沢 厚也(6) 富士川陸上クラブ +2.6 +1.8 +2.6 +2.0 +0.9 +2.3 +2.6



共通男子4X100mR
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  51.5     峡東クラブ（雨宮・天野・北浦・小林）(峡東ク)1992

大会記録(GR)                 52.96     大国クラブ（足立・荻野・三枝・渡邊）(大国ク)2008 6月26日 11:35 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        50.60     雨宮大輔･天野直仁・北浦 歩・小林宏至(峡東ク)1992 6月26日 14:35 決 勝

予 選 3組0着＋8

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 5 オンリーワンA 230 瀧本 隼斗(6) ﾀｷﾓﾄ ﾊﾔﾄ 1:05.75 1 7 フリースタイルA 145 宮本 源太郎(6) ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 58.09
224 佐野 快延(6) ｻﾉ ｶｲｴﾝ 149 清水 創一(6) ｼﾐｽﾞ ｿｳｲﾁ q
231 和知 慧哉(6) ﾜﾁ ｻﾄﾔ 146 小野 裕輝(6) ｵﾉ ﾋﾛｷ
226 田中 晴啓(6) ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋﾛ 144 小川 倉史(6) ｵｶﾞﾜ ｿｳｼ

2 3 小笠原ＡＣ 23 沢登 祐心(6) ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｼﾝ 1:06.91 2 4 TYPE-RA 177 樋川 がく(5) ﾋｶﾜ ｶﾞｸ 1:00.35

18 齊藤 駿太(4) ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 180 野中 寛朗(6) ﾉﾅｶ ﾋﾛｱｷ q
19 横山 紘人(4) ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 178 丸山 出(5) ﾏﾙﾔﾏ ｲﾂﾞﾙ
24 柳邊 千紘(6) ﾔﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 179 岩崎 貫太(5) ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ

3 8 大国陸上C 115 長田 陸叶(4) ｵｻﾀﾞ ﾘﾄ 1:07.46 3 5 中村塾A 12 雨宮 一翔(5) ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾄ 1:00.80

109 大寄 蒼太(5) ｵｵﾖﾘ ｿｳﾀ 7 和田 翼(6) ﾜﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ q
123 矢口 蒼空(5) ﾔｸﾞﾁ ｿﾗ 11 今村 志希(5) ｲﾏﾑﾗ ｼｷ
116 古川 将(4) ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 6 伊丹 勇人(6) ｲﾀﾐ ﾕｳﾄ

4 6 富士川陸上クラブB 204 斉藤 友翔(5) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 1:07.75 4 8 大国陸上B 111 ホンナ アルビン(5) 1:01.45

198 小野 聖瑛(4) ｵﾉ ｾｲｴｲ 118 藤田 琉司(5) ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ q
209 佐久間 大晴(6) ｻｸﾏ ﾀｲｾｲ 107 岡田 地広(4) ｵｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
207 滝沢 厚也(6) ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾂﾔ 120 岡田 昂大(6) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ

5 7 中村塾B 2 吉村 颯真(4) ﾖｼﾑﾗ   ｿｳﾏ 1:09.02 5 3 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 65 三澤 悠悟(6) ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 1:04.57

10 内田 啓太(5) ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ 59 宮澤 那連(6) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂ q
8 反田 慶二郎(4) ｿｯﾀ ｹｲｼﾞﾛｳ 66 村田 颯亮(5) ﾑﾗﾀ ｿｳｽｹ
1 菊島 光世(4) ｷｸｼﾏ ｺｳｾ 64 山寺 優輝(6) ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳｷ

4 南アルプスＡＣB DNS 6 6 南アルプスＡＣA 77 村松 莉久斗(6) ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸﾄ 1:04.76

76 市川 星七(5) ｲﾁｶﾜ ｾﾅ
79 保坂 悠新(6) ﾎｻｶ ﾕｳｼﾝ
78 名取 正樹(6) ﾅﾄﾘ ﾏｻｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(TR24.8)ﾊﾞﾄﾝ受け渡し後に故意に他のﾁｰﾑを妨害した q:記録による通過者



共通男子4X100mR
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  51.5     峡東クラブ（雨宮・天野・北浦・小林）(峡東ク)1992

大会記録(GR)                 52.96     大国クラブ（足立・荻野・三枝・渡邊）(大国ク)2008 6月26日 11:35 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        50.60     雨宮大輔･天野直仁・北浦 歩・小林宏至(峡東ク)1992 6月26日 14:35 決 勝

予 選 3組0着＋8

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 大国陸上A 114 上杉 詩温(6) ｳｴｽｷﾞ ｼｵﾝ 57.94
121 出雲 快人(6) ｲｽﾞﾓ ｶｲﾄ q
108 遠藤 拓真(4) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ
122 上林 敬人(6) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ

2 7 駿台陸上クラブA 99 伊藤 希翔(5) ｲﾄｳ ｷﾗ 1:01.52

97 古川 蛍(4) ﾌﾙｶﾜ ﾎﾄ q
104 鶴田 響(6) ﾂﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ
101 古川 暖(6) ﾌﾙﾔ ﾊﾙ

3 4 富士川陸上クラブA 203 佐野 佑河(5) ｻﾉ ﾕｳｶﾞ 1:04.09

199 渡邊 琥珀(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊｸ q
206 鈴木 栄翔(6) ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ
200 秋山 甲斐斗(6) ｱｷﾔﾏ ｶｲﾄ

4 2 富士吉田ＪＡＣ 130 安富 真宙(6) ﾔｽﾄﾐ ｼﾝﾁｭｳ 1:06.38

136 渡辺 琥多郎(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ
134 小林 橙末(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾏﾂ
133 坂本 唯人(6) ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾄ

5 6 オンリーワンB 222 清水 慶治郎(5) ｼﾐｽﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 1:06.68

223 中村 榮利(5) ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ
219 内田 湊士(5) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾅﾄ
221 楠 宙樹(5) ｸｽﾉｷ ﾋﾛｷ

6 8 一宮陸上スポ少 44 仲沢 遥希(6) ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 1:07.21

43 長田 丈(6) ｵｻﾀﾞ ｼﾞｮｳ
39 仲沢 陽向(5) ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ
40 鎮目 凪(5) ｼｽﾞﾒ ﾅｷﾞ

5 甲斐ACJr 240 井上 真生(6) ｲﾉｳｴ ﾏｵ DQ,R3

244 湯舟 佑友(6) ﾕﾌﾞﾈ ﾕｳﾄ
238 斎藤 栄一汰(6) ｻｲﾄｳ ｴｲﾀ
241 小澤 陽太(6) ｵｻﾞﾜ ﾖｳﾀ

決 勝

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 フリースタイルA 145 宮本 源太郎(6) ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 57.24
149 清水 創一(6) ｼﾐｽﾞ ｿｳｲﾁ
146 小野 裕輝(6) ｵﾉ ﾋﾛｷ
144 小川 倉史(6) ｵｶﾞﾜ ｿｳｼ

2 5 大国陸上A 114 上杉 詩温(6) ｳｴｽｷﾞ ｼｵﾝ 58.29
121 出雲 快人(6) ｲｽﾞﾓ ｶｲﾄ
108 遠藤 拓真(4) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ
122 上林 敬人(6) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ

3 4 TYPE-RA 177 樋川 がく(5) ﾋｶﾜ ｶﾞｸ 1:00.14

180 野中 寛朗(6) ﾉﾅｶ ﾋﾛｱｷ
178 丸山 出(5) ﾏﾙﾔﾏ ｲﾂﾞﾙ
179 岩崎 貫太(5) ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ

4 3 中村塾A 12 雨宮 一翔(5) ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾄ 1:00.79

7 和田 翼(6) ﾜﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
11 今村 志希(5) ｲﾏﾑﾗ ｼｷ
6 伊丹 勇人(6) ｲﾀﾐ ﾕｳﾄ

5 8 駿台陸上クラブA 99 伊藤 希翔(5) ｲﾄｳ ｷﾗ 1:01.48

97 古川 蛍(4) ﾌﾙｶﾜ ﾎﾄ
104 鶴田 響(6) ﾂﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ
101 古川 暖(6) ﾌﾙﾔ ﾊﾙ

6 2 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 65 三澤 悠悟(6) ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 1:01.82

59 宮澤 那連(6) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂ
66 村田 颯亮(5) ﾑﾗﾀ ｿｳｽｹ
64 山寺 優輝(6) ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳｷ

7 7 大国陸上B 111 ホンナ アルビン(5) 1:02.54

118 藤田 琉司(5) ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ
107 岡田 地広(4) ｵｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
120 岡田 昂大(6) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ

8 1 富士川陸上クラブA 203 佐野 佑河(5) ｻﾉ ﾕｳｶﾞ 1:03.73

199 渡邊 琥珀(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊｸ
206 鈴木 栄翔(6) ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ
200 秋山 甲斐斗(6) ｱｷﾔﾏ ｶｲﾄ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3:(TR24.8)ﾊﾞﾄﾝ受け渡し後に故意に他のﾁｰﾑを妨害した q:記録による通過者



共通男子ジャベボール投
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 44m85     望月 大樹(大国ク)                    2017

山梨県小学生記録(YSR)        49m05     野沢 亮介(中村塾)                    2020 6月26日 12:00 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

ｻｲﾄｳ ｾﾞﾝ

1 2 26 斉藤 全(6) 小笠原ＡＣ 32m81 22m95 29m80 32m81 32m91 28m97 28m60 32m91

ﾂﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ

2 1 104 鶴田 響(6) 駿台陸上クラブ 26m81 29m44 30m84 30m84 31m48 27m98 26m95 31m48

ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ

3 6 151 深澤 甲太朗(5) フリースタイル 19m94 26m08 28m18 28m18 29m64 24m86 24m73 29m64

ﾅﾄﾘ ﾊﾙ

4 4 150 名執 悠(5) フリースタイル 20m29 19m92 20m96 20m96 19m84 15m77 18m83 20m96

ﾌﾙﾔ ﾘｭｳ

5 3 106 降矢 龍(4) 駿台陸上クラブ 17m10 16m55 19m05 19m05 17m27 17m85 × 19m05

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ

5 105 樋口 佑世(6) 駿台陸上クラブ DNS

凡例  DNS:欠場



全国男子コンバインドA
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  1899     原 稜太(山梨・大国ク)              2019

山梨県小学生記録(YSR)         1934     三澤 悠悟(山梨・北西陸上)            2021

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 80mH 走高跳 総合 ｺﾒﾝﾄ

12.55 1m42

1 192 -1.8 2370 GR,YSR

(1197) (1173)

13.60 1m30

2 65 -1.8 2051 GR,YSR

(1017) (1034)

15.93 1m15

3 175 -1.8 1480

(619) (861)

18.59 NM

4 196 -1.8 164

(164) (0)

DNS DNS

135 DNS
(6)

(5)
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ

高橋 幸大 富士吉田ＪＡＣ

(6)
ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾑ

市川 歩夢 早川陸上クラブ

(6)
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

加藤 大輝 NAC

(6)
ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ

三澤 悠悟 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

氏名 所属

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ

鈴木 宏武 桃太郎SC

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし YSR:山梨県小学生記録 YSR:山梨県小学生記録



全国男子コンバインドA 80mH
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 12:40 決 勝

(風:-1.8)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ

1 4 192 鈴木 宏武(6) 桃太郎SC 12.55 1197

ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ

2 6 65 三澤 悠悟(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 13.60 1017

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

3 7 175 加藤 大輝(6) NAC 15.93 619

ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾑ

4 5 196 市川 歩夢(5) 早川陸上クラブ 18.59 164

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ

8 135 高橋 幸大(6) 富士吉田ＪＡＣ DNS

凡例  DNS:欠場



全国男子コンバインドA 走高跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 10:00  1組

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 5 192 鈴木 宏武(6) 桃太郎SC ○ ○ ○ ○ × ○ × × × 1m42 1173

ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 3 65 三澤 悠悟(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ × ○ × × × 1m30 1034

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ － － ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

3 2 175 加藤 大輝(6) NAC 1m15 861

ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾑ － － × × ×

4 196 市川 歩夢(5) 早川陸上クラブ 0 NM
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ

1 135 高橋 幸大(6) 富士吉田ＪＡＣ DNS

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
1m10

1m42

1m15

1m45

1m20 1m250m95

1m33

1m00

1m36

1m05

1m39
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

0m90

1m30

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



全国男子コンバインドB
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  2081     廣瀬 王希(中村塾)                    2021

山梨県小学生記録(YSR)         2127     廣瀬 王希(山梨・中村塾)              2021

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ

4m06 38m79

1 122 +2.0 1758

(910) (848)

3m93 34m44

2 12 +1.5 1634

(874) (760)

3m74 35m57

3 214 +1.2 1604

(821) (783)

3m85 24m43

4 11 +2.5 1407

(851) (556)

3m03 29m61

5 66 +2.1 1283

(622) (661)

3m70 20m26

6 80 +1.3 1280

(809) (471)

3m05 28m44

7 152 +2.2 1265

(627) (638)

2m86 28m74

8 153 +1.3 1218

(574) (644)

2m93 17m55

9 123 +1.3 1010

(594) (416)

3m41 DNS

136 +1.3 DNF

(728)

11

66

152

氏名 所属

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ

上林 敬人 大国陸上

(6)
ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾄ

雨宮 一翔 中村塾

(5)
ｶｻｲ ｱｷﾞﾄ

河西 亜義斗 GON SPO AC

(6)
ｲﾏﾑﾗ ｼｷ

今村 志希 中村塾

(5)
ﾑﾗﾀ ｿｳｽｹ

村田 颯亮 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

(5)
ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ

宮原 心 南アルプスＡＣ

(6)
ｱｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ

芦澤 惟詠里 フリースタイル

(6)
ﾜﾀﾍﾞ ｴｲｽ

渡部 瑛空 フリースタイル

(5)
ﾔｸﾞﾁ ｿﾗ

矢口 蒼空 大国陸上

(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ

渡辺 琥多郎 富士吉田ＪＡＣ

芦澤 惟詠里 公認最高    1153点 走幅跳  2m65／1.2(515)

(6)

今村 志希 公認最高    1320点 走幅跳  3m54／1.6(764)

村田 颯亮 公認記録無し

凡例  DNF:途中棄権



全国男子コンバインドB 走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 11:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ

1 8 122 上林 敬人(6) 大国陸上
ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾄ

2 6 12 雨宮 一翔(5) 中村塾
ｲﾏﾑﾗ ｼｷ

3 4 11 今村 志希(5) 中村塾
ｶｻｲ ｱｷﾞﾄ

4 7 214 河西 亜義斗(6) GON SPO AC
ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ

5 2 80 宮原 心(6) 南アルプスＡＣ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ

6 3 136 渡辺 琥多郎(6) 富士吉田ＪＡＣ
ｱｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ

7 10 152 芦澤 惟詠里(6) フリースタイル
ﾑﾗﾀ ｿｳｽｹ

8 9 66 村田 颯亮(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾔｸﾞﾁ ｿﾗ

9 5 123 矢口 蒼空(5) 大国陸上
ﾜﾀﾍﾞ ｴｲｽ

10 1 153 渡部 瑛空(5) フリースタイル

2m93 2m90 2m60 2m93

2m86 2m58 2m69 2m86

3m03 × × 3m03

+1.3 +0.5 +1.2 +1.3 574

3m05 2m65 × 3m05

+1.3 +1.5 +1.3 +1.3 594

3m41 3m20 3m21 3m41

+2.1 +2.1 622

3m70 × 3m67 3m70

+2.2 +1.2 +2.2 627

3m53 3m64 3m74 3m74

+1.3 +1.0 +1.3 +1.3 728

3m54 3m85 × 3m85

+1.3 +1.8 +1.3 809

3m86 3m71 3m93 3m93

+0.5 +0.6 +1.2 +1.2 821

3m95 3m71 4m06 4m06

+1.6 +2.5 +2.5 851

1回目 2回目 3回目 記録 得点

+1.3 +0.1 +1.5 +1.5 874

+1.1 0.0 +2.0 +2.0 910



全国男子コンバインドB ジャベボール投
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 10:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ

1 2 122 上林 敬人(6) 大国陸上
ｶｻｲ ｱｷﾞﾄ

2 3 214 河西 亜義斗(6) GON SPO AC
ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾄ

3 9 12 雨宮 一翔(5) 中村塾
ﾑﾗﾀ ｿｳｽｹ

4 4 66 村田 颯亮(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾜﾀﾍﾞ ｴｲｽ

5 6 153 渡部 瑛空(5) フリースタイル
ｱｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ

6 8 152 芦澤 惟詠里(6) フリースタイル
ｲﾏﾑﾗ ｼｷ

7 5 11 今村 志希(5) 中村塾
ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ

8 7 80 宮原 心(6) 南アルプスＡＣ
ﾔｸﾞﾁ ｿﾗ

9 1 123 矢口 蒼空(5) 大国陸上
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ

10 136 渡辺 琥多郎(6) 富士吉田ＪＡＣ DNS

1回目 2回目 3回目 記録 得点

38m79 33m38 33m51 38m79 848

35m09 34m24 35m57 35m57 783

× 33m32 34m44 34m44 760

29m55 23m32 29m61 29m61 661

26m23 26m62 28m74 28m74 644

27m85 28m44 × 28m44 638

× 20m95 24m43 24m43 556

17m52 19m02 20m26 20m26 471

× 17m55 × 17m55 416

凡例  DNS:欠場



3年以下女子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 16.53     西本 佑菜(山梨・中村塾)              2015

大会記録(GR)                 16.53     廣瀬 妃衣(山梨・中村塾)              2021 6月26日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 6組

1組 (風:-2.2) 2組 (風:-3.4)

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

ｶｻｲ ｶﾉﾝ ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾋﾖﾘ

1 2 34 河西 果音(3) 小笠原ＡＣ 18.95 1 6 35 古郡 日陽(3) 小笠原ＡＣ 17.46

ｴｶﾞﾜ ﾕﾘｱ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾐ

2 6 203 江川 結莉愛(3) オンリーワン 19.58 2 5 187 山下 みなみ(3) 富士川陸上クラブ 18.03

ｽﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾎｻｶ ｻﾗ

3 4 162 須田 楓(3) TYPE-R 19.63 3 8 164 保坂 咲良(2) 身延AC 18.30

ﾀﾁｶﾜ ﾕﾘｱ ﾂｶｺﾞｼ ﾐｳ

4 3 189 立川 結莉愛(3) 富士川陸上クラブ 20.53 4 3 206 塚越 美羽(2) オンリーワン 20.23

ｵｵｻｷ ﾋﾏﾘ ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｲﾄ

5 5 82 大﨑 陽葵(3) 南アルプスＡＣ 20.87 5 7 119 北川 結(3) 富士吉田ＪＡＣ 20.66

ｼｲﾅ ｺﾄﾈ ﾀｶﾝ0 ﾐﾂﾞｷ

6 7 71 椎名 琴音(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 23.64 6 2 173 高野 美月(2) 桃太郎SC 20.88

ｻｲｸﾞｻ ﾘﾖｳ ｷﾂｷﾞ ﾊﾙ

8 117 三枝 梨陽(3) 富士吉田ＪＡＣ DNS 7 1 138 木次 華(2) 北杜ＫＣ 20.90

ﾊﾅｸﾗ ﾘﾉ

8 4 86 花倉 莉音(1) 南アルプスＡＣ 20.99

3組 (風:-2.9) 4組 (風:-2.3)

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

ﾎｼﾉ ｷｻ ﾀﾏｶﾞﾜ ｼﾂｷ

1 2 185 星野 稀咲(3) 富士川陸上クラブ 18.05 1 1 13 玉川 四月季(3) 中村塾 17.37

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ ﾋﾗｶﾞ ｱｲﾅ

2 6 161 丸山 叶(3) TYPE-R 18.21 2 2 165 平賀 愛菜(3) チーム平賀 17.54

ｺﾔﾅｷﾞ ｱｲﾅ ﾁﾈﾝ ｱﾝﾘ

3 3 207 小柳 愛奈(2) オンリーワン 18.50 3 7 186 知念 杏麗(3) 富士川陸上クラブ 20.83

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ ﾑﾗﾏﾂ ｱｲﾅ

4 5 57 中山 結菜(2) チーム塩山 19.13 4 8 83 村松 藍那(2) 南アルプスＡＣ 21.50

ｱｲｶﾜ ﾐｸ ﾌﾙﾔ ｶﾉﾝ

5 4 216 相川 未来(3) 甲斐ACJr 19.35 5 5 58 古屋 花音(1) チーム塩山 21.52

ｵｵﾖﾘ ｺﾄﾊ ﾕﾌﾞﾈ ｱﾕﾅ

6 8 112 大寄 琴羽(3) 大国陸上 19.62 6 6 219 湯舟 愛由奈(2) 甲斐ACJr 21.69

ｵｻﾞﾜ ｻｺ ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ

7 7 72 小澤 咲心(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 21.12 7 3 208 清水 実咲(2) オンリーワン 21.94

ｶｼﾞﾊﾗ ｺｺﾑｽﾋﾞ

8 4 118 梶原 心結(3) 富士吉田ＪＡＣ 23.15

5組 (風:-2.3) 6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

ｳｴﾊﾗ ﾏｶｻ ﾋﾛｾ  ｷｲ

1 3 177 上原 万傘(3) 早川陸上クラブ 18.23 1 7 14 廣瀬 妃衣(3) 中村塾 15.66 GR

ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾘｱ ﾎﾘｲ ｻﾔ

2 1 218 中澤 璃莉杏(3) 甲斐ACJr 20.23 2 6 47 堀井 咲弥(3) 一宮陸上スポ少 18.12

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｶ ﾉｸﾞﾁ ﾖｳ

3 5 172 上條 友香(2) 桃太郎SC 20.51 3 4 188 野口 陽(3) 富士川陸上クラブ 18.49

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾕﾘﾅ ｲﾄｳ ﾂﾑｷﾞ

4 8 85 松平 優里奈(3) 南アルプスＡＣ 20.97 4 8 217 伊藤 紬(3) 甲斐ACJr 19.88

ｶｻｲ ﾙﾅ ｱﾏﾉ ｺﾏﾁ

5 7 184 笠井 月(3) 富士川陸上クラブ 21.30 5 5 205 天野 こまち(3) オンリーワン 20.40

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁｶ ﾎｯﾀ ｼｵﾘ

6 4 139 小林 一華(2) 北杜ＫＣ 21.34 6 2 84 堀田 詩織(2) 南アルプスＡＣ 21.67

ｶﾄｳ ﾐｻｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾎ

7 6 33 加藤 美沙希(2) 小笠原ＡＣ 21.75 3 204 川口 真穂(3) オンリーワン DNS

ｱﾏﾉ ﾐﾔﾋﾞ

8 2 209 天野 雅(1) オンリーワン 22.06

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



3年以下女子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 16.53     西本 佑菜(山梨・中村塾)              2015

大会記録(GR)                 16.53     廣瀬 妃衣(山梨・中村塾)              2021 6月26日 13:45 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

ﾋﾛｾ  ｷｲ GR
1 14 廣瀬 妃衣(3) 中村塾 15.66 -2.0

ﾀﾏｶﾞﾜ ｼﾂｷ

2 13 玉川 四月季(3) 中村塾 17.37 -2.3
ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾋﾖﾘ

3 35 古郡 日陽(3) 小笠原ＡＣ 17.46 -3.4
ﾋﾗｶﾞ ｱｲﾅ

4 165 平賀 愛菜(3) チーム平賀 17.54 -2.3
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾐ

5 187 山下 みなみ(3) 富士川陸上クラブ 18.03 -3.4
ﾎｼﾉ ｷｻ

6 185 星野 稀咲(3) 富士川陸上クラブ 18.05 -2.9
ﾎﾘｲ ｻﾔ

7 47 堀井 咲弥(3) 一宮陸上スポ少 18.12 -2.0
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ

8 161 丸山 叶(3) TYPE-R 18.21 -2.9

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



3年以下女子800m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)               2:57.09     荻原 才來(山梨・おぎはら)            2021 6月26日 11:00 決 勝

決 勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ

1 4 48 雨宮 朋花(3) 一宮陸上スポ少 3:02.99

ﾌｶｻﾜ ﾂｸﾞﾐ

2 8 192 深沢 緒心(3) 富士川陸上クラブ 3:12.25

ｻﾄｳ ﾉｴ

3 6 49 佐藤 希笑(3) 一宮陸上スポ少 3:12.62

ﾂﾙﾀﾞ ﾕｲﾅ

4 7 59 鶴田 結依菜(2) チーム塩山 3:13.06

ｱｵｷ ｶｴﾃﾞ

5 5 60 青木 椛(2) チーム塩山 3:24.32

ﾑﾗﾏﾂ ｺﾏｺ

6 1 190 村松 こま子(3) 富士川陸上クラブ 3:27.67

ｶｼﾞﾔﾏ ｶﾎ

7 9 87 梶山 佳歩(3) 南アルプスＡＣ 3:28.73

ﾃﾗｻｷ ﾁｻ

8 3 73 寺崎 知紗(2) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:36.74

ﾖﾈﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ

9 2 191 米山 希(3) 富士川陸上クラブ 3:40.07



3年以下女子走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  3m18     笹本 百乃(山梨・大国陸上)            2021 6月26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

ﾀﾂｶﾜ ﾗﾅ 3m50 3m67 3m81 3m81

1 4 15 龍川 來波(3) 中村塾 +1.7 +1.4 +1.8 +1.8 GR
ﾐｻﾜ ﾘﾝﾅ 2m60 2m76 2m84 2m84

2 2 74 三澤 凜奈(3) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +0.7 +1.5 +1.1 +1.1
ｲｼｲ ｻﾔ × × ×

1 193 石井 咲耶(3) 富士川陸上クラブ NM
ｻｸﾏ ﾒｲ × × ×

3 194 佐久間 芽生(3) 富士川陸上クラブ NM

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし



4年女子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 15.01     小澤 詩織 (北西陸上ク)              2003 6月26日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 6組

1組 (風:-1.5) 2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

ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾒ

1 2 61 田口 璃子(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.04 1 4 126 中山 優芽(4) フリースタイル 17.17

ﾎｻｶ ﾕﾒ ｵｶﾞﾜ ﾋﾏﾘ

2 4 163 保坂 優芽(4) 身延AC 16.15 2 2 199 小河 妃葵(4) オンリーワン 18.09

ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾝ

3 8 91 原田 真成(4) 駿台陸上クラブ 16.90 3 7 75 中島 藍(4) 南アルプスＡＣ 18.17

ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾖﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾅﾐ

4 6 77 中込 陽依(4) 南アルプスＡＣ 17.23 4 5 50 丸山 萌菜海(4) チーム塩山 18.22

ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ ｵｻﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ

5 3 127 中山 芽依(4) フリースタイル 17.47 5 6 16 尾崎 向日梨(4) 小笠原ＡＣ 18.54

ｻｸﾗﾀﾞ ｷｺ ｻｶﾓﾄ ﾁﾅﾂ

6 5 21 櫻田 葵子(4) 小笠原ＡＣ 18.02 6 8 113 坂本 千夏(4) 富士吉田ＪＡＣ 18.62

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ ﾅｶｺﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ

7 7 100 上林 茉優(4) 大国陸上 18.85 7 3 90 中込 希実(4) 駿台陸上クラブ 18.72

3組 (風:-1.5) 4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

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾘ ｸﾎﾞﾀ ﾘﾉ

1 7 198 安藤 みのり(4) 山梨ジャンパーズ 15.94 1 8 102 久保田 莉乃(4) 大国陸上 16.11

ｵｷﾞﾉ ｻｸﾗ ｵﾀﾞ ｶﾉﾝ

2 3 89 荻野 桜(4) 駿台陸上クラブ 16.11 2 6 17 小田 華暖(4) 小笠原ＡＣ 16.46

ｻｻﾓﾄ ﾓﾓﾉ ｱﾒﾐﾔ ｲﾂﾎ

3 4 101 笹本 百乃(4) 大国陸上 16.27 3 7 121 雨宮 乙叶(4) フリースタイル 17.99

ｻﾄｳ ｲｵﾘ ｵｿｻﾞﾜ ｻｸﾗ

4 8 166 佐藤 衣保莉(4) 桃太郎SC 16.47 4 2 174 遅澤 さくら(4) 早川陸上クラブ 18.19

ｼﾑﾗ ﾕﾒ ｷｸﾁ ｴﾚﾅ

5 2 122 志村 優芽(4) フリースタイル 17.48 5 3 37 菊池 笑叶(4) 一宮陸上スポ少 18.68

ｸﾇｷﾞ ﾋｵﾘ ﾔﾉ ﾋﾅｺ

6 5 20 功刀 光織(4) 小笠原ＡＣ 17.49 6 5 200 矢野 日南子(4) オンリーワン 19.24

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔ ｲﾉｳｴ ﾐﾋﾛ

7 6 39 小林 咲優(4) 一宮陸上スポ少 17.51 7 4 76 井上 未尋(4) 南アルプスＡＣ 20.66

5組 (風:-0.6) 6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

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾅ ｵｵﾊﾞ ﾊﾙ

1 4 38 雨宮 花菜(4) 一宮陸上スポ少 16.28 1 7 88 大場 はる(4) 駿台陸上クラブ 16.58

ｱﾒﾐﾔ  ｱﾔﾒ ﾋﾗﾉ ﾏﾅﾐ

2 2 3 雨宮 彩芽(4) 中村塾 16.37 2 6 210 平野 愛実(4) 甲斐ACJr 17.01

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾉ ﾎﾘｸﾞﾁ ｺﾅﾂ

3 7 178 渡邊 柚乃(4) 富士川陸上クラブ 17.10 3 2 125 堀口 瑚夏(4) フリースタイル 17.85

ﾌﾅｷ ﾁﾅ ｵﾘｳﾁ ﾅﾉﾊ

4 3 124 舟木 千夏(4) フリースタイル 18.06 4 8 18 織内 菜羽(4) 小笠原ＡＣ 17.85

ｶﾜﾃ ﾕﾕﾊ ｶﾜﾉ ｺｺﾐ

5 8 140 川手 由結葉(4) NAC 19.04 5 3 19 河野 心海(4) 小笠原ＡＣ 17.96

ﾊｹﾀﾞ ﾘｻｷ ｾｷﾈ ﾐﾕ

6 5 22 羽毛田 里咲(4) 小笠原ＡＣ 19.16 6 5 78 関根 心優(4) 南アルプスＡＣ 18.34

ﾏｽｻﾞﾜ ｱﾝ ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ

7 6 123 増澤 杏(4) フリースタイル 19.46 7 4 167 内田 心彩(4) 桃太郎SC 18.35



4年女子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 15.01     小澤 詩織 (北西陸上ク)              2003 6月26日 13:10 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

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾘ

1 198 安藤 みのり(4) 山梨ジャンパーズ 15.94 -1.5
ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ

2 61 田口 璃子(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.04 -1.5
ｵｷﾞﾉ ｻｸﾗ

3 89 荻野 桜(4) 駿台陸上クラブ 16.11 -1.5
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾉ

3 102 久保田 莉乃(4) 大国陸上 16.11 -1.2
ﾎｻｶ ﾕﾒ

5 163 保坂 優芽(4) 身延AC 16.15 -1.5
ｻｻﾓﾄ ﾓﾓﾉ

6 101 笹本 百乃(4) 大国陸上 16.27 -1.5
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾅ

7 38 雨宮 花菜(4) 一宮陸上スポ少 16.28 -0.6
ｱﾒﾐﾔ  ｱﾔﾒ

8 3 雨宮 彩芽(4) 中村塾 16.37 -0.6



4年女子800m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)               2:37.22     有泉  千佳(市川ス)                    2001 6月26日 10:55 決 勝

決 勝

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 ｻｲﾅ

1 4 1 荻原 才來(4) おぎはら 2:51.01

ﾋｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ

2 1 8 樋口 陽葵(4) 中村塾 3:02.04

ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾉ

3 2 65 内藤 嘉乃(4) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:13.87

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐｳ

4 7 97 橋爪 美侑(4) 駿台陸上クラブ 3:15.18

ｱﾒﾐﾔ  ﾙｶ

5 8 7 雨宮 琉花(4) 中村塾 3:16.00

ｺｲｹ ﾓﾓｶ

6 5 41 小池 百花(4) 一宮陸上スポ少 3:22.87

ｷｸﾁ ﾕｽﾞﾊ

7 3 40 菊池 柚葉(4) 一宮陸上スポ少 3:26.78

ｱﾒﾐﾔ  ｱｽﾅ

8 6 9 雨宮 明日奈(4) 中村塾 3:27.06



4年女子走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  3m85     石橋  優子(増穂ク)                    1995 6月26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

ﾉｻﾞﾜ ﾐｻｷ 3m31 2m99 3m31 3m31

1 4 106 野澤 実咲(4) 大国陸上 +1.6 -0.5 +1.5 +1.6
ﾐｼﾏ ｷｽﾞﾅ 3m22 × × 3m22

2 3 151 三島 きずな(4) NAC +1.9 +1.9
ﾉﾅｶ ｱﾔｾ 2m78 × 2m71 2m78

3 1 152 野中 彩晴(4) NAC +0.1 +0.8 +0.1
ﾊﾔｶﾜ ｸﾚｱ 2m54 2m70 × 2m70

4 2 80 早川 紅葵(4) 南アルプスＡＣ +1.0 +1.3 +1.3
ﾄﾞﾊﾞｼ ｱｵｲ 2m57 2m40 2m19 2m57

5 5 150 土橋 葵(4) NAC +1.1 -0.1 -0.2 +1.1



全国5年女子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 10:10 予 選

大会記録(GR)                 14.10     渡辺みなみ(ＮＡＣ)                    2001 6月26日 13:00 決 勝

予 選 3組0着＋8

1組 (風:-1.7) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ ﾌﾙﾔ ﾘｶ

1 6 144 鈴木 千尋(5) NAC 16.63 1 3 92 古屋 璃佳(5) 駿台陸上クラブ 15.15 q

ｳｼﾞﾊﾗ ｶﾅﾐ ｻｴｸﾞｻ ﾒｲ

2 8 175 氏原 かな実(5) 早川陸上クラブ 16.80 2 5 51 三枝 芽生(5) チーム塩山 15.77 q

ﾌｶｻﾜ ﾕﾅ ﾋﾗﾉ ﾚｲｶ

3 3 24 深澤 結菜(5) 小笠原ＡＣ 17.29 3 6 23 平野 れいか(5) 小笠原ＡＣ 15.86 q

ﾂｼﾞ ﾐﾂｴ ﾐﾂﾓﾘ  ﾕｽﾞｶ

4 2 5 辻 光枝(5) 中村塾 17.43 4 7 4 三森 柚香(5) 中村塾 15.94 q

ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ ｽｷﾞﾔﾏ ﾁﾅﾂ

5 7 145 齊藤 愛奈(5) NAC 17.44 5 2 141 杉山 ちなつ(5) NAC 16.26 q

ｵｵﾑﾗ ｱｵｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ｷｲﾄ

6 5 211 大村 青彩(5) 甲斐ACJr 17.70 6 8 181 望月 絆愛(5) 富士川陸上クラブ 16.40

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳ ﾊﾗﾉ ｱｲﾘ

7 4 180 野口 優(5) 富士川陸上クラブ 18.03 7 4 146 原野 愛梨(5) NAC 18.86

3組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ

1 6 79 澤邊 ゆかり(5) 南アルプスＡＣ 15.42 q

ｵｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ

2 5 128 小澤 美月(5) フリースタイル 15.70 q

ﾎｼｱｲ ｹｲﾄ

3 8 143 星合 綺叶(5) NAC 16.34 q

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｺ

4 7 179 遠藤 理子(5) 富士川陸上クラブ 16.69

ｵｷﾞ ﾕｳﾐ

5 2 142 荻 祐海(5) NAC 16.72

ｺﾔﾏ ﾕｳ

6 3 201 小山 優(5) オンリーワン 17.54

ｻｲｸﾞｻ ｼﾝﾖｳ

7 4 114 三枝 真陽(5) 富士吉田ＪＡＣ 17.86

決 勝

(風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ

1 3 79 澤邊 ゆかり(5) 南アルプスＡＣ 15.27

ﾌﾙﾔ ﾘｶ

2 5 92 古屋 璃佳(5) 駿台陸上クラブ 15.35

ｵｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ

3 4 128 小澤 美月(5) フリースタイル 15.65

ｻｴｸﾞｻ ﾒｲ

4 6 51 三枝 芽生(5) チーム塩山 16.00

ﾋﾗﾉ ﾚｲｶ

5 7 23 平野 れいか(5) 小笠原ＡＣ 16.14

ﾐﾂﾓﾘ  ﾕｽﾞｶ

6 8 4 三森 柚香(5) 中村塾 16.17

ﾎｼｱｲ ｹｲﾄ

7 1 143 星合 綺叶(5) NAC 16.39

ｽｷﾞﾔﾏ ﾁﾅﾂ

8 2 141 杉山 ちなつ(5) NAC 16.65

凡例  q:記録による通過者



5年女子800m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)               2:36.07     有泉  千佳(市川)                      2002 6月26日 10:50 決 勝

決 勝

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 ﾋﾏﾘ

1 5 214 望月 陽茉莉(5) 甲斐ACJr 2:43.06

ﾀｷｻﾞﾜ ﾎﾉｶ

2 2 130 滝沢 穂乃佳(5) フリースタイル 2:54.40

ｶﾐﾇﾏ ﾏｼﾛ

3 4 42 上沼 真代(5) 一宮陸上スポ少 2:57.21

ｱｲｻﾞﾜ ﾋｶﾘ

4 7 131 相澤 ひかり(5) フリースタイル 3:00.81

ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳｶ

5 6 66 小笠原 夕夏(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3:01.00

ｱｲﾔﾏ ﾊﾙｶ

6 3 213 相山 遥香(5) 甲斐ACJr 3:06.26

ｲﾁﾉｾ ｻｸﾗ

7 8 98 一瀬 さくら(5) 駿台陸上クラブ 3:16.13

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾎ

1 202 川口 夏穂(5) オンリーワン DNS

凡例  DNS:欠場



5年女子走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  4m24     萩原 千乃和(山梨ｼﾞｬﾝ)                2017 6月26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

ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 3m68 3m23 3m68 4 3m57 3m39 3m51 3m68

1 2 153 髙橋 明日香(5) NAC +2.1 +2.1 +2.1 +1.4 +2.3 +1.8 +2.1
ﾌﾙﾔ ﾕｲﾘ 3m29 3m13 3m29 3 3m28 × 3m27 3m29

2 3 55 古屋 結里(5) チーム塩山 +3.3 +1.9 +3.3 +1.8 +2.4 +3.3
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｶ 3m16 3m13 3m16 2 2m61 3m06 2m89 3m16

3 1 107 齋藤 文香(5) 大国陸上 +0.7 +1.5 +0.7 +2.5 +1.7 +2.0 +0.7
ｻｻﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 3m08 2m50 3m08 1 2m72 × × 3m08

4 5 67 笹本 雅(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ +1.6 +1.6 +1.6 +1.4 +1.6
ｼﾏﾀﾞ ｶﾅ × ×

4 183 島田 花菜(5) 富士川陸上クラブ NM

凡例  NM:記録なし



全国6年女子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 13.51     丸山 星乃(小笠原AC)                  2017 6月26日 09:30 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        13.05     荘    久慧(大国ク)                    1995 6月26日 12:50 決 勝

予 選 5組0着＋8

1組 (風:-0.7) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ ｻﾉ ｿﾗ

1 6 104 武田 紗葉(6) 大国陸上 14.38 q 1 4 36 佐野 そら(6) 栄小 14.73 q

ﾃﾂﾞｶ ｶｽﾐ ｲﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ

2 8 94 手塚 霞(6) 駿台陸上クラブ 15.36 2 5 26 今田 満莉奈(6) 小笠原ＡＣ 15.25 q

ｸﾇｷﾞ ﾘｵ ﾅｲﾄｳ ｱﾔﾉ

3 3 62 功刀 梨生(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 16.00 3 7 64 内藤 綾乃(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.32

ﾀｶﾉ ｱｺ ﾌﾙﾔ ﾕｲ

4 4 29 髙野 彩心(6) 小笠原ＡＣ 16.00 4 6 95 降矢 結(6) 駿台陸上クラブ 15.40

ｻﾄｳ ｸﾚｱ ﾊﾗ ﾒｲｶ

5 5 168 佐藤 久怜亜(6) 桃太郎SC 16.01 5 8 103 原 芽伽(6) 大国陸上 15.73

ｵｳﾀ  ｱﾕﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｱ

7 6 太田 歩美(6) 中村塾 DNS 6 3 197 中島 有彩(6) GON SPO AC 17.02

3組 (風:+0.3) 4組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀｶﾔﾏ ﾐﾗﾝ ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｲ

1 6 196 高山 未蘭(6) GON SPO AC 15.18 q 1 4 52 向山 李依(6) チーム塩山 14.36 q

ｻｲｷ ｺｺﾅ ｲﾃﾞ ｻｴ

2 8 28 斉木 心花(6) 小笠原ＡＣ 15.84 2 7 105 井出 早栄(6) 大国陸上 14.74 q

ﾏｽｻﾞﾜ ｻｷ ｶﾈﾏﾙ ｺﾄﾐ

3 3 129 増澤 咲(6) フリースタイル 16.05 3 2 27 金丸 琴実(6) 小笠原ＡＣ 14.84 q

ｻﾄｳ ﾅﾂｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ

4 7 148 佐藤 夏姫(6) NAC 16.26 4 5 30 望月 心結(6) 小笠原ＡＣ 15.45

ｴﾝﾔ ｺﾊﾙ ｶﾀｾ ﾊﾙｶ

5 4 158 塩谷 呼春(6) TYPE-R 17.29 5 8 93 片瀬 陽花(6) 駿台陸上クラブ 15.51

ﾅｶﾔﾏ ﾕｽﾞｶ ﾀｹｲ ﾋﾏﾘ

6 5 96 中山 柚一(6) 駿台陸上クラブ 18.75 6 6 212 竹井 陽葵(6) 甲斐ACJr 16.11

ｼﾗｶﾜ ﾐｸ

7 3 149 白川 美來(6) NAC 16.55

5組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾈ

1 5 195 山下 明音(6) GON SPO AC 14.53 q

ﾃﾞﾜ ﾚｲﾅ

2 6 136 出羽 麗菜(6) 北杜ＫＣ 15.30

ﾋｻﾓﾄ ﾐﾉﾘ

3 3 157 久本 実璃(6) TYPE-R 15.31

ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ

4 4 147 小林 瑠那(6) NAC 15.40

ｻｲﾄｳ ﾘｵﾅ

5 8 63 濟藤 凜乙菜(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15.67

ｱｼｻﾞﾜ ｶﾎ

6 7 25 芦澤 果歩(6) 小笠原ＡＣ 16.00

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



全国6年女子100m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 13.51     丸山 星乃(小笠原AC)                  2017 6月26日 09:30 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        13.05     荘    久慧(大国ク)                    1995 6月26日 12:50 決 勝

決 勝

(風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ

1 5 104 武田 紗葉(6) 大国陸上 14.56

ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｲ

2 3 52 向山 李依(6) チーム塩山 14.83

ｲﾃﾞ ｻｴ

3 7 105 井出 早栄(6) 大国陸上 14.96

ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾈ

4 4 195 山下 明音(6) GON SPO AC 15.02

ｻﾉ ｿﾗ

5 6 36 佐野 そら(6) 栄小 15.04

ｶﾈﾏﾙ ｺﾄﾐ

6 8 27 金丸 琴実(6) 小笠原ＡＣ 15.37

ﾀｶﾔﾏ ﾐﾗﾝ

7 1 196 高山 未蘭(6) GON SPO AC 15.43

ｲﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ

8 2 26 今田 満莉奈(6) 小笠原ＡＣ 15.61

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



6年女子800m
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)               2:28.85     橘山 莉乃(大国ク)                    2017

山梨県小学生記録(YSR)      2:24.65     橘山 莉乃(大国ク)                    2017 6月26日 10:40 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

ｻｴｸﾞｻ ﾏﾅ ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾝｶ

1 4 53 三枝 愛菜(6) チーム塩山 2:43.23 1 4 2 荻原 怜禾(6) おぎはら 2:43.11

ｱﾒﾐﾔ ｻﾜｶ ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ

2 5 43 雨宮 沙和佳(6) 一宮陸上スポ少 2:45.36 2 6 45 中村 小百合(6) 一宮陸上スポ少 2:44.80

ｱｷﾔﾏ ｲﾝｶ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ

3 8 182 秋山 音花(6) 富士川陸上クラブ 2:53.88 3 8 132 遠藤 日奈子(6) フリースタイル 2:51.06

ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾉﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾐｳ

4 6 215 中澤 花音(6) 甲斐ACJr 2:53.94 4 5 54 中山 美雨(6) チーム塩山 2:56.55

ｳﾞｨｰﾙ ｹｲ ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ

5 3 46 ヴィール 恵(6) 一宮陸上スポ少 2:57.20 5 3 44 近藤 菜音(6) 一宮陸上スポ少 2:56.62

ﾄﾐﾀ ﾅｵ ﾎﾘｳﾁ ﾏﾎ

6 7 133 冨田 菜緒(6) フリースタイル 3:20.96 6 2 137 堀内 真歩(6) 北杜ＫＣ 3:02.46

ﾊﾔｼ ﾐﾄ

7 7 120 林 美翔(6) チーム ミト 3:07.62

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

ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾝｶ

1 2 荻原 怜禾(6) おぎはら 2:43.11
ｻｴｸﾞｻ ﾏﾅ

2 53 三枝 愛菜(6) チーム塩山 2:43.23
ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ

3 45 中村 小百合(6) 一宮陸上スポ少 2:44.80
ｱﾒﾐﾔ ｻﾜｶ

4 43 雨宮 沙和佳(6) 一宮陸上スポ少 2:45.36
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ

5 132 遠藤 日奈子(6) フリースタイル 2:51.06
ｱｷﾔﾏ ｲﾝｶ

6 182 秋山 音花(6) 富士川陸上クラブ 2:53.88
ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾉﾝ

7 215 中澤 花音(6) 甲斐ACJr 2:53.94
ﾅｶﾔﾏ ﾐｳ

8 54 中山 美雨(6) チーム塩山 2:56.55



6年女子走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  4m85     荘    久慧(大国ク)                    1995

山梨県小学生記録(YSR)         5m05     荘    久慧(大国ク)                    1995 6月26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

ﾉﾅｶ ﾀﾏｷ 3m47 3m37 3m47 5 3m21 3m30 3m30 3m47

1 3 156 野中 瑶稀(6) NAC +1.5 0.0 +1.5 +1.8 +2.2 +1.5 +1.5
ｶｻﾊﾗ ｺｺﾅ 3m37 3m35 3m37 4 3m41 3m44 3m36 3m44

2 5 154 笠原 心愛(6) NAC +1.3 +2.1 +1.3 +1.6 +2.1 +1.5 +2.1
ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ 2m98 3m11 3m11 2 2m53 2m84 3m34 3m34

3 2 31 井上 かなえ(6) 小笠原ＡＣ +1.2 0.0 0.0 +1.0 +1.3 +2.0 +2.0
ｼﾑﾗ ｺｺﾅ 3m33 3m08 3m33 3 2m97 3m15 3m12 3m33

4 4 169 志村 湖々奈(6) 桃太郎SC +1.5 +1.5 +1.5 +1.3 +1.2 +1.4 +1.5
ｲｹｶﾞﾐ ｶﾎ 3m07 3m07 3m07 1 3m00 3m20 2m99 3m20

5 1 155 池上 果穂(6) NAC +0.1 0.0 +0.1 +1.9 +1.7 +2.0 +1.7



全国混合4X100mR
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 54.19     大国クラブ（三井・菱山・原・柳谷）(山梨・大国ク)2019 6月26日 11:10 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        52.93     中村塾（横内・廣瀬・横内・武藤）(山梨・中村塾)2021 6月26日 14:25 決 勝

予 選 2組0着＋8

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 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 63 村上 晴哉(6) ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾔ 56.46 1 7 大国陸上A 105 井出 早栄(6) ｲﾃﾞ ｻｴ 55.22
68 古谷 穂乃香(6) ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ q 104 武田 紗葉(6) ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ q
60 清水 壽泰(6) ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 112 中田 幹太郎(6) ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ
64 内藤 綾乃(6) ﾅｲﾄｳ ｱﾔﾉ 110 遠藤 靖治(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ

2 4 GON SPO AC 212 北山 晴己(6) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙｷ 56.91 2 6 桃太郎SC 169 志村 湖々奈(6) ｼﾑﾗ ｺｺﾅ 58.47
213 武井 晴(6) ﾀｹｲ ﾊﾙ q 192 鈴木 宏武(6) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ q
195 山下 明音(6) ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾈ 189 清水 礼生(6) ｼﾐｽﾞ ﾚｵ
196 高山 未蘭(6) ﾀｶﾔﾏ ﾐﾗﾝ 171 大村 鈴々音(6) ｵｵﾑﾗ ｽｽﾞﾈ

3 7 小笠原ＡＣ 22 河西 凜音(6) ｶｻｲ ﾘｵ 57.63 3 5 南アルプスＡＣ 79 澤邊 ゆかり(5) ｻﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ 59.26
21 小田 莉久(6) ｵﾀﾞ ﾘｸ q 75 古屋 佑樹(5) ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ q
30 望月 心結(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ 80 宮原 心(6) ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ
27 金丸 琴実(6) ｶﾈﾏﾙ ｺﾄﾐ 81 石井 さくら(6) ｲｼｲ ｻｸﾗ

4 6 NAC 148 佐藤 夏姫(6) ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 58.89 4 4 中村塾 5 芹田 直輝(6) ｾﾘﾀ ﾅｵｷ 1:00.93

169 岩間 稀一(6) ｲﾜﾏ ｷｲﾁ q 4 雨宮 悠斗(6) ｱﾒﾐﾔ  ﾕｳﾄ q
147 小林 瑠那(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 10 雨宮 莉奈(6) ｱﾒﾐﾔ  ﾘﾅ
175 加藤 大輝(6) ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 4 三森 柚香(5) ﾐﾂﾓﾘ  ﾕｽﾞｶ

5 8 早川陸上クラブ 175 氏原 かな実(5) ｳｼﾞﾊﾗ ｶﾅﾐ 1:01.20 5 8 富士吉田ＪＡＣ 129 本門 快夏(6) ﾓﾄｶﾄﾞ ｶｲｶ 1:01.50

196 市川 歩夢(5) ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾑ 115 渡辺 向葵(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ
195 遅澤 央(6) ｵｿｻﾞﾜ ｵｳ 116 北川 礼(6) ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲ
176 三部 紗楽(5) ｻﾝﾍﾞ ｻﾗ 132 外川 蒼(6) ﾄｶﾞﾜ ｿｳ

6 5 一宮陸上スポ少 44 近藤 菜音(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 1:04.45

42 雨宮 陽琉(6) ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙ
41 広瀬 三成(5) ﾋﾛｾ ﾐﾂﾅﾘ
43 雨宮 沙和佳(6) ｱﾒﾐﾔ ｻﾜｶ

凡例  DQ:失格 T2:(TR17.3.1)他のﾚｰﾝに入った q:記録による通過者



全国混合4X100mR
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 54.19     大国クラブ（三井・菱山・原・柳谷）(山梨・大国ク)2019 6月26日 11:10 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        52.93     中村塾（横内・廣瀬・横内・武藤）(山梨・中村塾)2021 6月26日 14:25 決 勝

決 勝

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 大国陸上A 105 井出 早栄(6) ｲﾃﾞ ｻｴ 55.10
104 武田 紗葉(6) ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ
112 中田 幹太郎(6) ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ
110 遠藤 靖治(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ

2 3 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 63 村上 晴哉(6) ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾔ 57.22
68 古谷 穂乃香(6) ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ
60 清水 壽泰(6) ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ
64 内藤 綾乃(6) ﾅｲﾄｳ ｱﾔﾉ

2 4 GON SPO AC 212 北山 晴己(6) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙｷ 57.22
213 武井 晴(6) ﾀｹｲ ﾊﾙ
195 山下 明音(6) ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾈ
196 高山 未蘭(6) ﾀｶﾔﾏ ﾐﾗﾝ

4 5 小笠原ＡＣ 22 河西 凜音(6) ｶｻｲ ﾘｵ 57.59
21 小田 莉久(6) ｵﾀﾞ ﾘｸ
30 望月 心結(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ
27 金丸 琴実(6) ｶﾈﾏﾙ ｺﾄﾐ

5 8 NAC 148 佐藤 夏姫(6) ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 58.35
169 岩間 稀一(6) ｲﾜﾏ ｷｲﾁ
147 小林 瑠那(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ
175 加藤 大輝(6) ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

6 2 南アルプスＡＣ 79 澤邊 ゆかり(5) ｻﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ 1:00.11

75 古屋 佑樹(5) ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ
80 宮原 心(6) ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ
81 石井 さくら(6) ｲｼｲ ｻｸﾗ

7 1 中村塾 5 芹田 直輝(6) ｾﾘﾀ ﾅｵｷ 1:00.61

4 雨宮 悠斗(6) ｱﾒﾐﾔ  ﾕｳﾄ
10 雨宮 莉奈(6) ｱﾒﾐﾔ  ﾘﾅ
4 三森 柚香(5) ﾐﾂﾓﾘ  ﾕｽﾞｶ

7 桃太郎SC 169 志村 湖々奈(6) ｼﾑﾗ ｺｺﾅ DQ,T2

192 鈴木 宏武(6) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ
185 岡 大登(5) ｵｶ ﾀﾞｲﾄ
171 大村 鈴々音(6) ｵｵﾑﾗ ｽｽﾞﾈ

凡例  DQ:失格 T2:(TR17.3.1)他のﾚｰﾝに入った q:記録による通過者



共通女子80mH
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 13.86     山崎 南津那(未来の森)                2012

山梨県小学生記録(YSR)        13.00     横内 佑南(山梨・中村塾)              2021 6月26日 12:35 決 勝

決 勝

(風:-1.3)

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 ﾋﾏﾘ

1 1 115 渡辺 向葵(6) 富士吉田ＪＡＣ 18.14



共通女子4X100mR
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  55.3     山梨市クラブ（前島・手塚・大村・水上）(山梨市ク)1988

大会記録(GR)                 55.54     大国クラブ（古田・小林・岡野・志村）(大国ク)2005 6月26日 11:20 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        53.94     小林由有･志村江梨･岡野葉月･中澤佳香(大国ク)2005 6月26日 14:30 決 勝

予 選 3組0着＋8

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 駿台陸上クラブB 88 大場 はる(4) ｵｵﾊﾞ ﾊﾙ 1:05.59 1 8 大国陸上A 108 太滝 結心(5) ｵｵﾀｷ ﾕﾅ 59.98
89 荻野 桜(4) ｵｷﾞﾉ ｻｸﾗ 109 雨宮 凛(6) ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝ q
91 原田 真成(4) ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾘ 110 清水 優心(6) ｼﾐｽﾞ ｳﾐ
98 一瀬 さくら(5) ｲﾁﾉｾ ｻｸﾗ 111 藤田 ひまり(6) ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ

2 5 大国陸上B 107 齋藤 文香(5) ｻｲﾄｳ ﾌﾐｶ 1:05.67 2 6 小笠原ＡＣA 32 小林 すみれ(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 1:00.36

101 笹本 百乃(4) ｻｻﾓﾄ ﾓﾓﾉ 28 斉木 心花(6) ｻｲｷ ｺｺﾅ q
100 上林 茉優(4) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 29 髙野 彩心(6) ﾀｶﾉ ｱｺ
102 久保田 莉乃(4) ｸﾎﾞﾀ ﾘﾉ 26 今田 満莉奈(6) ｲﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ

3 4 小笠原ＡＣC 16 尾崎 向日梨(4) ｵｻﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ 1:10.98 3 5 甲斐ACJr 215 中澤 花音(6) ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 1:03.20

19 河野 心海(4) ｶﾜﾉ ｺｺﾐ 212 竹井 陽葵(6) ﾀｹｲ ﾋﾏﾘ q
21 櫻田 葵子(4) ｻｸﾗﾀﾞ ｷｺ 213 相山 遥香(5) ｱｲﾔﾏ ﾊﾙｶ
17 小田 華暖(4) ｵﾀﾞ ｶﾉﾝ 214 望月 陽茉莉(5) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾏﾘ

4 8 一宮陸上スポ少B 39 小林 咲優(4) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔ 1:11.14 4 3 一宮陸上スポ少A 42 上沼 真代(5) ｶﾐﾇﾏ ﾏｼﾛ 1:05.04

40 菊池 柚葉(4) ｷｸﾁ ﾕｽﾞﾊ 46 ヴィール 恵(6) ｳﾞｨｰﾙ ｹｲ q
41 小池 百花(4) ｺｲｹ ﾓﾓｶ 38 雨宮 花菜(4) ｱﾒﾐﾔ ﾊﾅ
37 菊池 笑叶(4) ｷｸﾁ ｴﾚﾅ 45 中村 小百合(6) ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ

6 TYPE-R DNS 5 7 中村塾 3 雨宮 彩芽(4) ｱﾒﾐﾔ  ｱﾔﾒ 1:05.13

12 廣瀬 姫乃(5) ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ q
8 樋口 陽葵(4) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ
7 雨宮 琉花(4) ｱﾒﾐﾔ  ﾙｶ

6 4 南アルプスＡＣ 75 中島 藍(4) ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾝ 1:12.61

77 中込 陽依(4) ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾖﾘ
76 井上 未尋(4) ｲﾉｳｴ ﾐﾋﾛ
80 早川 紅葵(4) ﾊﾔｶﾜ ｸﾚｱ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(TR17.3.1)他のﾚｰﾝに入った q:記録による通過者



共通女子4X100mR
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  55.3     山梨市クラブ（前島・手塚・大村・水上）(山梨市ク)1988

大会記録(GR)                 55.54     大国クラブ（古田・小林・岡野・志村）(大国ク)2005 6月26日 11:20 予 選

山梨県小学生記録(YSR)        53.94     小林由有･志村江梨･岡野葉月･中澤佳香(大国ク)2005 6月26日 14:30 決 勝

予 選 3組0着＋8

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 7 駿台陸上クラブA 92 古屋 璃佳(5) ﾌﾙﾔ ﾘｶ 1:00.30

94 手塚 霞(6) ﾃﾂﾞｶ ｶｽﾐ q
93 片瀬 陽花(6) ｶﾀｾ ﾊﾙｶ
95 降矢 結(6) ﾌﾙﾔ ﾕｲ

2 3 チーム塩山 56 鈴木 萌花(6) ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 1:00.62

52 向山 李依(6) ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｲ q
53 三枝 愛菜(6) ｻｴｸﾞｻ ﾏﾅ
51 三枝 芽生(5) ｻｴｸﾞｻ ﾒｲ

3 6 フリースタイルA 129 増澤 咲(6) ﾏｽｻﾞﾜ ｻｷ 1:02.32

128 小澤 美月(5) ｵｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ q
132 遠藤 日奈子(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ
135 芦澤 和奏(6) ｱｼｻﾞﾜ ﾜｶﾅ

4 8 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 62 功刀 梨生(6) ｸﾇｷﾞ ﾘｵ 1:05.72

69 深沢 麻凛(5) ﾌｶｻﾜ ﾏﾘﾝ
66 小笠原 夕夏(5) ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳｶ
70 小澤 優咲(6) ｵｻﾞﾜ ﾕｻ

5 4 小笠原ＡＣB 24 深澤 結菜(5) ﾌｶｻﾜ ﾕﾅ 1:07.18

18 織内 菜羽(4) ｵﾘｳﾁ ﾅﾉﾊ
25 芦澤 果歩(6) ｱｼｻﾞﾜ ｶﾎ
20 功刀 光織(4) ｸﾇｷﾞ ﾋｵﾘ

5 富士川陸上クラブ 178 渡邊 柚乃(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾉ DQ,T2

183 島田 花菜(5) ｼﾏﾀﾞ ｶﾅ
179 遠藤 理子(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｺ
181 望月 絆愛(5) ﾓﾁﾂﾞｷ ｷｲﾄ

決 勝

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 5 駿台陸上クラブA 92 古屋 璃佳(5) ﾌﾙﾔ ﾘｶ 1:00.29

94 手塚 霞(6) ﾃﾂﾞｶ ｶｽﾐ
93 片瀬 陽花(6) ｶﾀｾ ﾊﾙｶ
95 降矢 結(6) ﾌﾙﾔ ﾕｲ

2 4 大国陸上A 108 太滝 結心(5) ｵｵﾀｷ ﾕﾅ 1:00.49

109 雨宮 凛(6) ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝ
110 清水 優心(6) ｼﾐｽﾞ ｳﾐ
111 藤田 ひまり(6) ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ

3 6 チーム塩山 56 鈴木 萌花(6) ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 1:00.99

52 向山 李依(6) ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｲ
53 三枝 愛菜(6) ｻｴｸﾞｻ ﾏﾅ
51 三枝 芽生(5) ｻｴｸﾞｻ ﾒｲ

4 3 小笠原ＡＣA 32 小林 すみれ(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 1:01.50

28 斉木 心花(6) ｻｲｷ ｺｺﾅ
29 髙野 彩心(6) ﾀｶﾉ ｱｺ
26 今田 満莉奈(6) ｲﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ

5 8 甲斐ACJr 215 中澤 花音(6) ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 1:02.07

212 竹井 陽葵(6) ﾀｹｲ ﾋﾏﾘ
213 相山 遥香(5) ｱｲﾔﾏ ﾊﾙｶ
214 望月 陽茉莉(5) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾏﾘ

6 7 フリースタイルA 129 増澤 咲(6) ﾏｽｻﾞﾜ ｻｷ 1:02.15

128 小澤 美月(5) ｵｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ
132 遠藤 日奈子(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ
135 芦澤 和奏(6) ｱｼｻﾞﾜ ﾜｶﾅ

7 2 一宮陸上スポ少A 42 上沼 真代(5) ｶﾐﾇﾏ ﾏｼﾛ 1:05.09

46 ヴィール 恵(6) ｳﾞｨｰﾙ ｹｲ
38 雨宮 花菜(4) ｱﾒﾐﾔ ﾊﾅ
45 中村 小百合(6) ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ

8 1 中村塾 3 雨宮 彩芽(4) ｱﾒﾐﾔ  ｱﾔﾒ 1:05.54

12 廣瀬 姫乃(5) ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ
8 樋口 陽葵(4) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ
7 雨宮 琉花(4) ｱﾒﾐﾔ  ﾙｶ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(TR17.3.1)他のﾚｰﾝに入った q:記録による通過者



共通女子走高跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  1m30     石川 菜々美(石和西陸上クラブ)        2014

大会記録(GR)                  1m30     細田 弥々(ＧＯＮスポーツＡＣ)        2014

山梨県小学生記録(YSR)         1m40     小林ほえみ(畑倉小)                    1983

山梨県小学生記録(YSR)         1m40     松本  智子(吉田西小)                  1984 6月26日 10:00 決 勝

決 勝

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｵ － － ○ ○ × × ○ × × ×

1 1 170 望月 理央(6) 桃太郎SC 1m10

ｺﾒﾝﾄ
0m95 1m00 1m05 1m10 1m15

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
0m90



共通女子ジャベボール投
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                 43m30     志村 涼風(富士川ク)                  2017

山梨県小学生記録(YSR)        45m69     志村 涼風(富士川ク)                  2017 6月26日 12:00 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

ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ

1 3 32 小林 すみれ(6) 小笠原ＡＣ 26m31 24m23 21m93 26m31 30m01 26m11 21m82 30m01

ｲｼﾊﾗ ﾀﾏｷ

2 2 134 石原 環(5) フリースタイル 13m90 11m15 15m70 15m70 15m85 14m94 16m39 16m39

ｳﾁﾔﾏ ﾕﾘｶ

1 99 内山 友里花(6) 駿台陸上クラブ DNS

凡例  DNS:欠場



全国女子コンバインドA
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  2124     横内 佑南(山梨・中村塾)              2021

山梨県小学生記録(YSR)         2284     横内 佑南(山梨・中村塾)              2021

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 80mH 走高跳 総合 ｺﾒﾝﾄ

16.25 1m23

1 56 -1.3 1517

(564) (953)

16.24 1m20

2 10 -1.3 1485

(566) (919)

16.30 1m15

3 171 -1.3 1417

(556) (861)

17.13 1m15

4 68 -1.3 1275

(414) (861)

17.68 1m15

5 176 -1.3 1181

(320) (861)

18.01 1m15

6 116 -1.3 1125

(264) (861)

19.06 0m95

7 69 -1.3 714

(84) (630)(5)

(6)
ﾌｶｻﾜ ﾏﾘﾝ

深沢 麻凛 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

(5)
ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲ

北川 礼 富士吉田ＪＡＣ

(6)
ｻﾝﾍﾞ ｻﾗ

三部 紗楽 早川陸上クラブ

(6)
ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ

古谷 穂乃香 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

(6)
ｵｵﾑﾗ ｽｽﾞﾈ

大村 鈴々音 桃太郎SC

(6)
ｱﾒﾐﾔ  ﾘﾅ

雨宮 莉奈 中村塾

氏名 所属

ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ

鈴木 萌花 チーム塩山

凡例 



全国女子コンバインドA 80mH
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 12:35 決 勝

(風:-1.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ  ﾘﾅ

1 6 10 雨宮 莉奈(6) 中村塾 16.24 566

ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ

2 3 56 鈴木 萌花(6) チーム塩山 16.25 564

ｵｵﾑﾗ ｽｽﾞﾈ

3 7 171 大村 鈴々音(6) 桃太郎SC 16.30 556

ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ

4 8 68 古谷 穂乃香(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 17.13 414

ｻﾝﾍﾞ ｻﾗ

5 4 176 三部 紗楽(5) 早川陸上クラブ 17.68 320

ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲ

6 5 116 北川 礼(6) 富士吉田ＪＡＣ 18.01 264

ﾌｶｻﾜ ﾏﾘﾝ

7 2 69 深沢 麻凛(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 19.06 84



全国女子コンバインドA 走高跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 10:00  1組

ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ － － ○ ○ ○ ○ × ○ ○

1 6 56 鈴木 萌花(6) チーム塩山 × × × 1m23 953

ｱﾒﾐﾔ  ﾘﾅ － － ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 4 10 雨宮 莉奈(6) 中村塾 1m20 919

ｻﾝﾍﾞ ｻﾗ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 3 176 三部 紗楽(5) 早川陸上クラブ 1m15 861

ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 5 68 古谷 穂乃香(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 1m15 861

ｵｵﾑﾗ ｽｽﾞﾈ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

3 7 171 大村 鈴々音(6) 桃太郎SC 1m15 861

ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲ － － ○ ○ × ○ × ○ × × ×

6 1 116 北川 礼(6) 富士吉田ＪＡＣ 1m15 861

ﾌｶｻﾜ ﾏﾘﾝ × ○ × ○ × × ×

7 2 69 深沢 麻凛(5) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 0m95 630

1m23
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

0m90

1m26



全国女子コンバインドB
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

大会記録(GR)                  1782     横内 杏南(山梨・中村塾)              2021

山梨県小学生記録(YSR)         1863     横内 杏南(山梨・中村塾)              2021

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 走幅跳
ジャベ
ボール

投
総合 ｺﾒﾝﾄ

4m31 31m58

1 12 +1.3 1682

(980) (702)

4m19 24m03

2 109 +1.4 1495

(947) (548)

3m50 33m16

3 11 +1.3 1487

(753) (734)

3m95 21m28

4 111 -0.1 1371

(879) (492)

3m60 23m92

5 110 +0.8 1327

(781) (546)

3m46 25m55

6 135 +1.3 1321

(742) (579)

3m56 22m08

7 108 +0.3 1278

(770) (508)

3m32 20m06

8 81 +0.9 1170

(703) (467)

2m93 11m61

9 70 +0.6 890

(594) (296)

氏名 所属

ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ

廣瀬 姫乃 中村塾

(5)
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝ

雨宮 凛 大国陸上

(6)
ｵｸﾞﾗ ﾂｸﾞﾐ

小倉 緒珠 中村塾

(5)
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ

藤田 ひまり 大国陸上

(6)
ｼﾐｽﾞ ｳﾐ

清水 優心 大国陸上

(6)
ｱｼｻﾞﾜ ﾜｶﾅ

芦澤 和奏 フリースタイル

(6)
ｵｵﾀｷ ﾕﾅ

太滝 結心 大国陸上

(5)
ｲｼｲ ｻｸﾗ

石井 さくら 南アルプスＡＣ

(6)

(6)
ｵｻﾞﾜ ﾕｻ

小澤 優咲 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

凡例 



全国女子コンバインドB 走幅跳
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 11:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ

1 3 12 廣瀬 姫乃(5) 中村塾
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝ

2 9 109 雨宮 凛(6) 大国陸上
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ

3 2 111 藤田 ひまり(6) 大国陸上
ｼﾐｽﾞ ｳﾐ

4 8 110 清水 優心(6) 大国陸上
ｵｵﾀｷ ﾕﾅ

5 5 108 太滝 結心(5) 大国陸上
ｵｸﾞﾗ ﾂｸﾞﾐ

6 1 11 小倉 緒珠(5) 中村塾
ｱｼｻﾞﾜ ﾜｶﾅ

7 6 135 芦澤 和奏(6) フリースタイル
ｲｼｲ ｻｸﾗ

8 4 81 石井 さくら(6) 南アルプスＡＣ
ｵｻﾞﾜ ﾕｻ

9 7 70 小澤 優咲(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

+1.8 +0.3 +1.3 +1.3 980

1回目 2回目 3回目 記録 得点

+2.0 +1.4 +1.4 +1.4 947

4m21 4m12 4m31 4m31

+1.3 -0.1 -0.1 879

3m96 4m19 4m09 4m19

+0.6 +0.4 +0.8 +0.8 781

3m90 3m95 × 3m95

+1.7 +1.5 +0.3 +0.3 770

3m41 3m52 3m60 3m60

+1.6 +1.3 +1.3 753

3m35 3m46 3m56 3m56

+0.8 +1.3 -0.5 +1.3 742

3m45 × 3m50 3m50

+0.9 +1.1 +0.9 703

3m06 3m46 3m31 3m46

+0.5 +0.6 +0.7 +0.6 594

× 3m32 3m23 3m32

2m79 2m93 2m82 2m93



全国女子コンバインドB ジャベボール投
審 判 長：保坂 一仁

記録主任：吉澤 直樹

6月26日 10:00  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾗ ﾂｸﾞﾐ

1 8 11 小倉 緒珠(5) 中村塾
ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ

2 2 12 廣瀬 姫乃(5) 中村塾
ｱｼｻﾞﾜ ﾜｶﾅ

3 4 135 芦澤 和奏(6) フリースタイル
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝ

4 9 109 雨宮 凛(6) 大国陸上
ｼﾐｽﾞ ｳﾐ

5 6 110 清水 優心(6) 大国陸上
ｵｵﾀｷ ﾕﾅ

6 5 108 太滝 結心(5) 大国陸上
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ

7 1 111 藤田 ひまり(6) 大国陸上
ｲｼｲ ｻｸﾗ

8 3 81 石井 さくら(6) 南アルプスＡＣ
ｵｻﾞﾜ ﾕｻ

9 7 70 小澤 優咲(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

1回目 2回目 3回目 記録 得点

× 33m16 31m62 33m16 734

27m70 29m54 31m58 31m58 702

21m85 25m55 24m33 25m55 579

19m97 20m07 24m03 24m03 548

18m28 19m80 23m92 23m92 546

15m51 × 22m08 22m08 508

× 16m72 21m28 21m28 492

15m79 20m06 17m55 20m06

296

467

11m61 11m27 × 11m61



日清食品カップ山梨県小学生陸上競技交流大会 【22150007】 新・タイ記録一覧表
ＪＩＴリサイクルインクスタジアム 【151010】 出力時刻 2022/06/26 15:35

2022/06/26 ～ 2022/06/26

No. 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 大会記録 女 小学3年 100m ﾀｲﾑﾚｰｽ 6 1 15.66 -2.0m/s 廣瀬 妃衣(3) 中村塾(山梨)

2 大会記録 女 小学3年 走幅跳 決 勝 1 1 3m81 +1.8m/s 龍川 來波(3) 中村塾(山梨)

3 大会記録 男 小学 コンバインドA  総合 --- --- 2 2051 三澤 悠悟(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ(山 梨)

山梨県小学生記録
4 大会記録 男 小学 コンバインドA  総合 --- --- 1 2370 鈴木 宏武(6) 桃太郎SC(山 梨)

山梨県小学生記録



コンディション情報

大会総務 半田 昌一 トラック審判長 保坂 一仁

跳躍審判長 保坂 一仁 投てき審判長 保坂 一仁

混成審判長 保坂 一仁

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/06/26 09:30 曇 28.5 61.0 東 1.2

10:00 曇 29.0 61.0 南 0.7
11:00 曇 30.5 56.0 南西 1.0
12:00 曇 30.0 59.0 西南西 0.7
13:00 曇 31.0 57.0 南西 1.3
14:00 晴 31.0 57.0 南南西 2.4
14:47 晴 31.0 57.0 南南西 2.1

測定場所
競技場

1 / 1




