
ト ラ ッ ク 審 判 長 奥田　正治

ス タ ー ト 審 判 長 堀内　勝己

フィールド審判長 保坂　一仁

招 集 所 審 判 長 雨宮　　建

記 録 主 任 河野　公昭

日付 種目

堀内　斗貴(3) 15.79(-2.0) 斉藤　日(3) 16.29(-1.2) 車谷　怜佑(3) 16.65(-1.1) 中澤　陽斗(3) 16.76(+0.1) 渡邊　琉海(3) 16.81(-1.2) 今村　志維(3) 16.93(+0.1) 桑原　佑(3) 16.95(-0.4) 藤森　太陽(3) 17.10(-1.1)

南アルプスAC 小笠原AC TYPE-Ｒ 大国陸上くらぶ 南アルプスAC 中村塾 ほくとかけっこくらぶ 南アルプスAC

古屋　佑樹(5) 13.63(-0.9) 遠藤　靖治(5) 14.20(-0.9) 堀込  悠真(5) 14.92(-1.1) 市川　歩夢(5) 15.07(-1.5) 市川　星七(5) 15.09(-2.0) 雨宮　一翔(5) 15.44(-1.0) 松木　智之(4) 15.61(-2.0) 池田　遼太郎(4) 15.69(-1.5)

南アルプスAC GR 大国陸上くらぶ 中村塾 早川陸上クラブ 南アルプスAC 中村塾 駿台陸上クラブ フリースタイル
中田　幹太郎(6) 13.70(-1.6) 岡田　舟右(6) 13.70(-0.2) 清水　壽泰(6) 13.89(-0.2) 村上　晴哉(6) 14.16(-1.6) 小田　莉久(6) 14.39(-1.6) 三澤　悠悟(6) 14.39(-1.6) 河西　凜音(6) 14.70(-1.6) 上林　敬人(6) 14.73(-0.2)

大国陸上くらぶ 大国陸上くらぶ 北西陸上クラブ 北西陸上クラブ 小笠原AC 北西陸上クラブ 小笠原AC 大国陸上くらぶ

廣瀬　妃衣(3) 15.80(-2.2) 龍川　來波(3) 16.19(-2.4) 古郡　日陽(3) 17.26(-2.2) 丸山　叶(3) 17.95(-1.9) 三澤　凜奈(3) 18.22(-2.4) 上原　万傘(3) 18.50(-2.2) 河西　果音(3) 18.59(-2.4) 大寄　琴羽(3) 18.87(-1.9)

中村塾 GR 中村塾 GR 小笠原AC TYPE-Ｒ 北西陸上クラブ 早川陸上クラブ 小笠原AC 大国陸上くらぶ

古屋　璃佳(5) 14.92(-2.1) 廣瀬　姫乃(5) 15.37(-0.2) 平野　れいか(5) 15.39(-0.2) 小澤　美月(5) 15.52(-1.1) 田口　璃子(4) 15.55(-0.2) 太滝　結心(5) 15.61(-0.2) 小田　華暖(4) 15.97(-1.1) 澤邊　ゆかり(5) 16.10(-2.5)

TYPE-Ｒ 中村塾 小笠原AC フリースタイル 北西陸上クラブ 大国陸上くらぶ 小笠原AC 南アルプスAC

武田　紗葉(6) 14.46(-1.6) 井出　早栄(6) 14.53(+0.8) 金丸　琴実(6) 15.13(-1.6) 今田　満莉奈(6) 15.30(+0.8) 出羽　麗菜(6) 15.49(+0.8) 原　芽伽(6) 15.60(-1.1) 清水　優心(6) 15.75(-2.3) 望月　心結(6) 15.83(+0.8)

大国陸上くらぶ 大国陸上くらぶ 小笠原AC 小笠原AC ほくとかけっこくらぶ 大国陸上くらぶ 大国陸上くらぶ 小笠原AC

5位 6位 7位 8位

第７５回山梨県体育祭り　陸上競技の部 【22150009】
ＪＩＴ　リサイクルインクスタジアム 【151010】
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9月17日 小学４・５年生女子100m

9月17日 小学６年生女子100m

9月17日 小学３年生以下女子100m

9月17日 小学６年生男子100m

9月17日 小学３年生以下男子100m

9月17日 小学４・５年生男子100m



小学３年生以下男子100m
審 判 長：奥田　正治
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)                 15.68     青柳　日嘉(中村塾)                    2012 9月17日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-2.0) 2組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎﾘｳﾁ ﾄｷ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 山梨

1 4 256 堀内　斗貴(3) 南アルプスAC 15.79 1 3 3 中澤　陽斗(3) 大国陸上くらぶ 16.76
ｶﾐﾑﾗ ｼｾｲ 山梨 ｲﾏﾑﾗ ｼｲ 山梨

2 1 260 上村　真世(3) 南アルプスAC 17.38 2 1 120 今村　志維(3) 中村塾 16.93
ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾏｷ 山梨 ｻｸﾗﾀﾞ ﾌﾐﾔ 山梨

3 7 127 水上　環(2) 中村塾 18.52 3 7 202 櫻田　文哉(2) 小笠原AC 17.27
ﾋｲｽﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ｻｻﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 山梨

4 6 216 樋泉　翼(2) 小笠原AC 19.82 4 8 258 笹本　碧葉(3) 南アルプスAC 17.28
ﾐﾅｶﾞﾜ ｶｲ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾔ 山梨

5 8 289 皆川　可偉(2) 南アルプスAC 20.22 5 4 985 小澤　夏也(3) 甲斐ＡＣＪｒ 17.61
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｵﾄ 山梨

6 5 993 中澤　快斗(1) 甲斐ＡＣＪｒ 20.76 6 2 273 藤森　葵斗(3) 南アルプスAC 17.68
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕﾑ 山梨 ｵｶﾍﾞ ｿｳﾀﾛｳ 山梨

7 2 554 望月　歩夢(3) 早川陸上クラブ 21.24 7 5 213 岡部　蒼太郎(2) 小笠原AC 19.99
ﾋﾉﾊﾗ ｼｮｳ 山梨 ｶﾄｳ  ﾘｸ 山梨

3 992 日野原　翔(1) 甲斐ＡＣＪｒ DQ,T1 8 6 295 加藤　　陸(2) 南アルプスAC 23.24

3組 (風:-1.1) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾙﾏﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｽｸ 山梨

1 2 656 車谷　怜佑(3) TYPE-Ｒ 16.65 1 2 626 桑原　佑(3) ほくとかけっこくらぶ 16.95
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 山梨 ｻｱﾜﾍﾞ ﾀｲﾁ 山梨

2 3 283 藤森　太陽(3) 南アルプスAC 17.10 2 7 290 澤邊　太一(3) 南アルプスAC 17.11
ｻﾄｳ ﾄｳﾘ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲﾘ 山梨

3 8 125 佐藤　統理(2) 中村塾 17.85 3 8 987 望月　海利(2) 甲斐ＡＣＪｒ 17.14
ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾄ 山梨 ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 山梨

4 4 10 若月　拓人(3) 大国陸上くらぶ 18.30 4 5 62 松井　利樹(2) 北西陸上クラブ 17.61
ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 山梨 ｲﾀﾐ ﾋﾅﾀ 山梨

5 7 201 尾崎　晴士(3) 小笠原AC 18.37 5 3 132 伊丹　陽汰(2) 中村塾 18.45
ﾔﾏｷ ｱﾕﾑ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷｮｳ 山梨

6 1 63 矢巻　歩夢(3) 北西陸上クラブ 19.09 6 1 272 渡辺　結匡(3) 南アルプスAC 19.55
ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾔ 山梨

7 5 984 桜林　翔(3) 甲斐ＡＣＪｒ 19.59 7 4 21 斉藤　隼矢(1) 大国陸上くらぶ 23.28
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 山梨 ﾉﾅｶ ｱｷﾄ 山梨

8 6 270 川口　航生(2) 南アルプスAC 19.71 6 214 野中　暁斗(2) 小笠原AC DNS

5組 (風:-1.2) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾊﾙ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾄｷ 山梨

1 4 210 斉藤　日(3) 小笠原AC 16.29 1 256 堀内　斗貴(3) 南アルプスAC 15.79 -2.0
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾊﾙ 山梨

2 2 257 渡邊　琉海(3) 南アルプスAC 16.81 2 210 斉藤　日(3) 小笠原AC 16.29 -1.2
ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 山梨 ｸﾙﾏﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 5 133 河村  昌利(2) 中村塾 17.60 3 656 車谷　怜佑(3) TYPE-Ｒ 16.65 -1.1
ｱｲｶﾜ ﾋﾛﾄ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 山梨

4 7 990 相川　大虎(1) 甲斐ＡＣＪｒ 17.93 4 3 中澤　陽斗(3) 大国陸上くらぶ 16.76 +0.1
ﾌｼﾞﾀ ｲﾂｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾏ 山梨

5 8 20 藤田　一輝(1) 大国陸上くらぶ 19.38 5 257 渡邊　琉海(3) 南アルプスAC 16.81 -1.2
ﾖﾅｶﾞ ﾖｳﾀ 山梨 ｲﾏﾑﾗ ｼｲ 山梨

6 6 269 代永　陽太(3) 南アルプスAC 19.57 6 120 今村　志維(3) 中村塾 16.93 +0.1
ｻｴｸﾞｻ ｼｭﾝﾀ 山梨 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｽｸ 山梨

3 986 三枝　隼太(3) 甲斐ＡＣＪｒ DNS 7 626 桑原　佑(3) ほくとかけっこくらぶ 16.95 -0.4
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 山梨

8 283 藤森　太陽(3) 南アルプスAC 17.10 -1.1

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-2)他の競技者を妨害した



小学４・５年生男子100m
審 判 長：奥田　正治
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)                 14.16     山本　一汰(小笠原AC)                  2016 9月17日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:-1.0) 2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 ｶｽﾞﾄ 山梨 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 山梨

1 4 108 雨宮　一翔(5) 中村塾 15.44 1 8 11 藤田　琉司(5) 大国陸上くらぶ 15.83
ﾃﾞﾜ ﾊﾔﾄ 山梨 ｲﾏﾑﾗ ｼｷ 山梨

2 2 624 出羽　隼(4) ほくとかけっこくらぶ 16.83 2 7 110 今村　志希(5) 中村塾 15.98
ｲｼｶﾜ ﾖｳﾀ 山梨 ﾊﾅｸﾗ ﾘｭｳﾄ 山梨

3 7 293 石川　陽太(5) 南アルプスAC 17.97 3 6 275 花倉　隆翔(4) 南アルプスAC 16.59
ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 山梨 ﾑﾗﾀ ｿｳｽｹ 山梨

4 6 16 古川　将(4) 大国陸上くらぶ 18.14 4 4 84 村田　颯亮(5) 北西陸上クラブ 16.61
ｷｳﾁ ﾘｭｳｲﾁ 山梨 ｵｵﾖﾘｿｳﾀ 山梨

3 556 木内　竜一(4) 早川陸上クラブ DNS 5 3 23 大寄　蒼太(5) 大国陸上くらぶ 17.30
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 山梨 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ 山梨

5 74 田口　侑典(5) 北西陸上クラブ DNS 6 2 263 川口　蒼生(4) 南アルプスAC 17.35
ﾋｶﾜ ｶﾞｸ 山梨 ﾋｲｽﾞﾐ ｶｹﾙ 山梨

8 652 樋川　がく(5) TYPE-Ｒ DNS 5 217 樋泉　駈(5) 小笠原AC DQ,T1

3組 (風:-0.9) 4組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ 山梨 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏ 山梨

1 4 250 古屋　佑樹(5) 南アルプスAC 13.63 GR 1 4 111 堀込  悠真(5) 中村塾 14.92
ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ 山梨 ｵｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 山梨

2 5 24 遠藤　靖治(5) 大国陸上くらぶ 14.20 2 7 9 岡田　地広(4) 大国陸上くらぶ 15.83
ｲﾘｸﾗ ｾｲ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 山梨

3 8 2 入倉　成(4) 大国陸上くらぶ 15.83 3 5 15 遠藤　拓真(4) 大国陸上くらぶ 15.99
ﾎﾝﾅ ｱﾙﾋﾞﾝ 山梨 ｷｼﾔﾏ ｺｳｶﾞ 山梨

4 2 6 ホンナ　アルビン(5) 大国陸上くらぶ 16.00 4 6 277 岸山　孔雅(5) 南アルプスAC 16.26
ﾋﾉﾊﾗ ｼｭﾝ 山梨 ﾃﾂﾞｶ ｿｳｷ 山梨

5 6 972 日野原　俊(5) 甲斐ＡＣＪｒ 17.37 5 2 969 手塚　蒼己(5) 甲斐ＡＣＪｒ 16.31
ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ 山梨 ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 山梨

6 7 816 深澤　甲太朗(5) フリースタイル 17.38 6 3 4 今村　彰吾　(4) 大国陸上くらぶ 16.39
ﾖｼﾑﾗ ｿｳﾏ 山梨 ｺｽｹﾞ ｺｳｾｲ 山梨

3 113 吉村　颯真(4) 中村塾 DNS 7 8 558 小菅　凰生(4) 早川陸上クラブ 17.28

5組 (風:-2.0) 6組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁｶﾜ ｾﾅ 山梨 ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾑ 山梨

1 7 252 市川　星七(5) 南アルプスAC 15.09 1 3 551 市川　歩夢(5) 早川陸上クラブ 15.07
ﾏﾂｷ ﾄﾓﾕｷ 山梨 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

2 5 266 松木　智之(4) 駿台陸上クラブ 15.61 2 5 817 池田　遼太郎(4) フリースタイル 15.69
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ 山梨

3 4 67 田中　隆盛(4) 北西陸上クラブ 16.20 3 6 654 岩崎　貴太(5) TYPE-Ｒ 16.04
ﾕﾌﾞﾈ ｺｳﾀ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ 山梨

4 2 975 湯舟　功大(4) 甲斐ＡＣＪｒ 16.96 4 4 22 窪田　健斗(5) 大国陸上くらぶ 17.36
ｵｻﾀﾞ ﾘﾄ 山梨 ﾔｸﾞﾁ ｿﾗ 山梨

5 3 7 長田　陸叶(4) 大国陸上くらぶ 17.94 5 8 17 矢口　蒼空(5) 大国陸上くらぶ 17.83
ﾌｸﾀﾞ ｲｵﾘ 山梨 ﾊﾅｸﾗ ﾏﾅﾄ 山梨

6 6 18 福田　伊織(4) 大国陸上くらぶ 21.47 6 2 265 花倉　真翔(5) 南アルプスAC 19.04
ﾉﾅｶ ﾊﾙﾄ 山梨 ｱｻﾘ ﾗｲﾔ 山梨

8 215 野中　晴斗(4) 小笠原AC DNS 7 80 浅利　來矢(5) 北西陸上クラブ DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-2)他の競技者を妨害した



小学４・５年生男子100m
審 判 長：奥田　正治
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)                 14.16     山本　一汰(小笠原AC)                  2016 9月17日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ 山梨 GR
1 250 古屋　佑樹(5) 南アルプスAC 13.63 -0.9

ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾊﾙ 山梨

2 24 遠藤　靖治(5) 大国陸上くらぶ 14.20 -0.9
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏ 山梨

3 111 堀込  悠真(5) 中村塾 14.92 -1.1
ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾑ 山梨

4 551 市川　歩夢(5) 早川陸上クラブ 15.07 -1.5
ｲﾁｶﾜ ｾﾅ 山梨

5 252 市川　星七(5) 南アルプスAC 15.09 -2.0
ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞﾄ 山梨

6 108 雨宮　一翔(5) 中村塾 15.44 -1.0
ﾏﾂｷ ﾄﾓﾕｷ 山梨

7 266 松木　智之(4) 駿台陸上クラブ 15.61 -2.0
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

8 817 池田　遼太郎(4) フリースタイル 15.69 -1.5

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-2)他の競技者を妨害した



小学６年生男子100m
審 判 長：奥田　正治
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)                 12.84     山本　一汰(小笠原AC)                  2017 9月17日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 山梨 ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

1 5 8 岡田　舟右(6) 大国陸上くらぶ 13.70 1 6 5 中田　幹太郎(6) 大国陸上くらぶ 13.70
ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾔ 山梨

2 4 66 清水　壽泰(6) 北西陸上クラブ 13.89 2 5 81 村上　晴哉(6) 北西陸上クラブ 14.16
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 山梨 ｶｻｲ ﾘｵ 山梨

3 3 12 上林　敬人(6) 大国陸上くらぶ 14.73 3 1 186 河西　凜音(6) 小笠原AC 14.70
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸﾄ 山梨 ｵｿｻﾞﾜ ｵｳ 山梨

4 8 271 村松　莉久斗(6) 南アルプスAC 15.50 4 8 553 遅澤　央(6) 早川陸上クラブ 15.22
ｲﾀﾐ ﾕｳﾄ 山梨 ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝ 山梨

5 6 106 伊丹　勇人(6) 中村塾 15.65 5 2 296 宮原　心(6) 南アルプスAC 15.65
ｲﾉｳｴ ﾏｵ 山梨 ｲｽﾞﾓ ｶｲﾄ 山梨

6 1 964 井上　真生(6) 甲斐ＡＣＪｒ 15.90 6 3 19 出雲　快人(6) 大国陸上くらぶ 15.79
ﾎｻｶ ﾕｳｼﾝ 山梨 ﾔﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 山梨

7 2 254 保坂　悠新(6) 南アルプスAC 15.99 7 7 188 柳邊　千尋(6) 小笠原AC 16.62
ｻｲﾄｳ ｾﾞﾝ 山梨 ｻｲﾄｳ ｴｲﾀ 山梨

8 7 219 斉藤　全(6) 小笠原AC 17.28 4 961 斎藤　栄一汰(6) 甲斐ＡＣＪｒ DNS

3組 (風:-1.6) 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

ｵﾀﾞ ﾘｸ 山梨 ﾅｶﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 山梨

1 3 211 小田　莉久(6) 小笠原AC 14.39 1 5 中田　幹太郎(6) 大国陸上くらぶ 13.70 -1.6
ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 山梨

2 8 72 三澤　悠悟(6) 北西陸上クラブ 14.39 2 8 岡田　舟右(6) 大国陸上くらぶ 13.70 -0.2
ｳｴｽｷﾞ ｼｵﾝ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 山梨

3 4 14 上杉　詩温(6) 大国陸上くらぶ 14.78 3 66 清水　壽泰(6) 北西陸上クラブ 13.89 -0.2
ｾﾘﾀ ﾅｵｷ 山梨 ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾔ 山梨

4 5 105 芹田　直輝(6) 中村塾 15.31 4 81 村上　晴哉(6) 北西陸上クラブ 14.16 -1.6
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 山梨 ｵﾀﾞ ﾘｸ 山梨

5 1 13 岡田　昂大(6) 大国陸上くらぶ 15.67 5 211 小田　莉久(6) 小笠原AC 14.39 -1.6
ﾕﾌﾞﾈ ﾕｳﾄ 山梨 ﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 山梨

6 6 967 湯舟　佑友(6) 甲斐ＡＣＪｒ 15.90 6 72 三澤　悠悟(6) 北西陸上クラブ 14.39 -1.6
ｵｻﾞﾜ ﾖｳﾀ 山梨 ｶｻｲ ﾘｵ 山梨

7 2 965 小澤　陽太(6) 甲斐ＡＣＪｒ 16.15 7 186 河西　凜音(6) 小笠原AC 14.70 -1.6
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾕｳｼﾝ 山梨 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 山梨

8 7 183 沢登　祐心(6) 小笠原AC 16.64 8 12 上林　敬人(6) 大国陸上くらぶ 14.73 -0.2

凡例  DNS:欠場



小学３年生以下女子100m
審 判 長：奥田　正治
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)                 16.25     仲上　さくら(大国クラブ)              2013 9月17日 13:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-1.9) 2組 (風:-2.2)

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
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 山梨 ﾋﾛｾ ｷｲ 山梨

1 6 653 丸山　叶(3) TYPE-Ｒ 17.95 1 4 121 廣瀬　妃衣(3) 中村塾 15.80 GR
ｵｵﾖﾘ ｺﾄﾊ 山梨 ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾋﾖﾘ 山梨

2 5 7 大寄　琴羽(3) 大国陸上くらぶ 18.87 2 7 210 古郡　日陽(3) 小笠原AC 17.26
ﾑﾗﾏﾂ ｱｲﾅ 山梨 ｳｴﾊﾗ ﾏｶｻ 山梨

3 4 278 村松　藍那(2) 南アルプスAC 21.22 3 3 567 上原　万傘(3) 早川陸上クラブ 18.50
ﾎｯﾀ ｼｵﾘ 山梨 ﾎｻｶ ﾐｵ 山梨

4 8 285 堀田　詩織(2) 南アルプスAC 21.23 4 6 254 穂坂　美緒(3) 南アルプスAC 20.04
ﾋﾗﾉ ｱｶﾘ 山梨 ﾕﾌﾞﾈ ｱﾕﾅ 山梨

5 7 189 平野　あかり(1) 小笠原AC 23.18 5 5 979 湯舟　愛由奈(2) 甲斐ＡＣＪｒ 20.59
ｱｲｶﾜ ﾐｸ 山梨 ﾊﾅｸﾗ ﾘｵ 山梨

3 974 相川　未来(3) 甲斐ＡＣＪｒ DQ,T2 6 2 253 花倉　莉音(1) 南アルプスAC 20.59
ｼｲﾅ ｺﾄﾈ 山梨

2 73 椎名　琴音(3) 北西陸上クラブ DNS

3組 (風:-2.4) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾂｶﾜ ﾗﾅ 山梨 ﾋﾛｾ ｷｲ 山梨 GR
1 4 123 龍川　來波(3) 中村塾 16.19 GR 1 121 廣瀬　妃衣(3) 中村塾 15.80 -2.2

ﾐｻﾜ ﾘﾝﾅ 山梨 ﾀﾂｶﾜ ﾗﾅ 山梨 GR
2 3 72 三澤　凜奈(3) 北西陸上クラブ 18.22 2 123 龍川　來波(3) 中村塾 16.19 -2.4

ｶｻｲ ｶﾉﾝ 山梨 ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾋﾖﾘ 山梨

3 5 211 河西　果音(3) 小笠原AC 18.59 3 210 古郡　日陽(3) 小笠原AC 17.26 -2.2
ﾀｹｳﾁ ﾐﾊﾈ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 山梨

4 2 190 竹内　実羽音(3) 小笠原AC 19.08 4 653 丸山　叶(3) TYPE-Ｒ 17.95 -1.9
ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾅ 山梨 ﾐｻﾜ ﾘﾝﾅ 山梨

5 7 566 望月　咲南(1) 早川陸上クラブ 21.96 5 72 三澤　凜奈(3) 北西陸上クラブ 18.22 -2.4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾈﾈ 山梨 ｳｴﾊﾗ ﾏｶｻ 山梨

6 6 290 渡辺　寧音(2) 南アルプスAC 22.82 6 567 上原　万傘(3) 早川陸上クラブ 18.50 -2.2
ｶｻｲ ｶﾉﾝ 山梨

7 211 河西　果音(3) 小笠原AC 18.59 -2.4
ｵｵﾖﾘ ｺﾄﾊ 山梨

8 7 大寄　琴羽(3) 大国陸上くらぶ 18.87 -1.9

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った



小学４・５年生女子100m
審 判 長：奥田　正治
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)                 14.43     村山　陽菜(TYPE-R)                    2018 9月17日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 山梨

1 2 111 廣瀬　姫乃(5) 中村塾 15.37 1 6 809 小澤　美月(5) フリースタイル 15.52
ﾋﾗﾉ ﾚｲｶ 山梨 ｵﾀﾞ ｶﾉﾝ 山梨

2 8 187 平野　れいか(5) 小笠原AC 15.39 2 2 184 小田　華暖(4) 小笠原AC 15.97
ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ 山梨 ｻｻﾓﾄ ﾓﾓﾉ 山梨

3 7 64 田口　璃子(4) 北西陸上クラブ 15.55 3 4 15 笹本　百乃(4) 大国陸上くらぶ 16.83
ｵｵﾀｷ ﾕﾅ 山梨 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾘ 山梨

4 5 8 太滝　結心(5) 大国陸上くらぶ 15.61 4 5 973 原田　真成(4) 甲斐ＡＣＪｒ 17.22
ｸﾇｷﾞ ﾋｵﾘ 山梨 ｵﾘｳﾁ ﾅﾉﾊ 山梨

5 3 219 功刀　光織(4) 小笠原AC 17.13 5 7 220 織内　菜羽(4) 小笠原AC 17.25
ｵｵﾑﾗ ｱｵｲ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾙｶ 山梨

6 4 968 大村　青彩(5) 甲斐ＡＣＪｒ 17.41 3 115 雨宮　琉花(4) 中村塾 DNS
ﾊｹﾀ ﾘｻｷ 山梨 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳｶ 山梨

7 6 192 羽毛田　里咲(4) 小笠原AC 18.35 8 62 小笠原　夕夏(5) 北西陸上クラブ DNS
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 山梨

8 1 10 上林　茉優(4) 大国陸上くらぶ 18.68

3組 (風:-2.1) 4組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙﾔ ﾘｶ 山梨 ｱｲﾔﾏ ﾊﾙｶ 山梨

1 5 655 古屋　璃佳(5) TYPE-Ｒ 14.92 1 5 965 相山　遙香(5) 甲斐ＡＣＪｒ 16.42
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾉ 山梨 ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾈ 山梨

2 8 19 久保田　莉乃(4) 大国陸上くらぶ 16.45 2 8 191 竹内　絢音(5) 小笠原AC 16.66
ｻｻﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

3 4 88 笹本　雅(5) 北西陸上クラブ 16.80 3 6 11 野澤　実咲(4) 大国陸上くらぶ 16.82
ｻｸﾗﾀﾞ ｷｺ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｶ 山梨

4 7 185 櫻田　葵子(4) 小笠原AC 17.84 4 3 6 齋藤　文香(5) 大国陸上くらぶ 17.23
ｵｿｻﾞﾜ ｻｸﾗ 山梨 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 山梨

5 3 565 遅澤　さくら(4) 早川陸上クラブ 17.86 5 4 65 村田　瑞季(4) 北西陸上クラブ 17.58
ｶﾜﾉ ｺｺﾐ 山梨 ｵｻﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ 山梨

6 2 217 河野　心海(4) 小笠原AC 18.11 6 2 218 尾崎　向日梨(4) 小笠原AC 18.60
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾏﾘ 山梨 ｳｼﾞﾊﾗ ｶﾅﾐ 山梨

6 969 望月　陽茉莉(5) 甲斐ＡＣＪｒ DNS 7 569 氏原　かな実(5) 早川陸上クラブ DNS

5組 (風:-2.5) 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

ｻﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾘｶ 山梨

1 4 287 澤邊　ゆかり(5) 南アルプスAC 16.10 1 655 古屋　璃佳(5) TYPE-Ｒ 14.92 -2.1
ｾｷﾈ ﾐﾕ 山梨 ﾋﾛｾ ﾋﾒﾉ 山梨

2 5 252 関根　心優(4) 南アルプスAC 16.97 2 111 廣瀬　姫乃(5) 中村塾 15.37 -0.2
ｼｵｻﾞﾜ ｴﾅ 山梨 ﾋﾗﾉ ﾚｲｶ 山梨

3 6 256 塩沢　恵菜(5) 南アルプスAC 17.23 3 187 平野　れいか(5) 小笠原AC 15.39 -0.2
ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾝ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 山梨

4 7 275 中島　藍(4) 南アルプスAC 18.40 4 809 小澤　美月(5) フリースタイル 15.52 -1.1
ﾊﾔｶﾜ ｸﾚｱ 山梨 ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ 山梨

5 2 292 早川　紅葵(4) 南アルプスAC 18.63 5 64 田口　璃子(4) 北西陸上クラブ 15.55 -0.2
ｲﾉｳｴ ﾐﾋﾛ 山梨 ｵｵﾀｷ ﾕﾅ 山梨

6 3 265 井上　未尋(4) 南アルプスAC 20.99 6 8 太滝　結心(5) 大国陸上くらぶ 15.61 -0.2
ｵﾀﾞ ｶﾉﾝ 山梨

7 184 小田　華暖(4) 小笠原AC 15.97 -1.1
ｻﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ 山梨

8 287 澤邊　ゆかり(5) 南アルプスAC 16.10 -2.5

凡例  DNS:欠場



小学６年生女子100m
審 判 長：奥田　正治
記録主任：河野　公昭

大会記録(GR)                 13.45     小林　由有(大国クラブ)                2004 9月17日 12:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+0.8) 2組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾃﾞ ｻｴ 山梨 ﾊﾗ ﾒｲｶ 山梨

1 8 17 井出　早栄(6) 大国陸上くらぶ 14.53 1 5 9 原　芽伽(6) 大国陸上くらぶ 15.60
ｲﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ 山梨 ﾀｶﾉ ｱｺ 山梨

2 7 215 今田　満莉奈(6) 小笠原AC 15.30 2 7 214 髙野　彩心(6) 小笠原AC 15.85
ﾃﾞﾜ ﾚｲﾅ 山梨 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ 山梨

3 5 636 出羽　麗菜(6) ほくとかけっこくらぶ 15.49 3 3 14 藤田　ひまり(6) 大国陸上くらぶ 16.30
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ 山梨 ｲｼｲ ｻｸﾗ 山梨

4 3 202 望月　心結(6) 小笠原AC 15.83 4 6 262 石井　さくら(6) 南アルプスAC 16.40
ｻｲﾄｳ ﾘｵﾅ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 山梨

5 4 61 濟藤　凜乙菜(6) 北西陸上クラブ 15.97 5 4 961 中澤　花音(6) 甲斐ＡＣＪｒ 16.60
ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ 山梨

2 201 井上　かなえ(6) 小笠原AC DNS

3組 (風:-2.3) 4組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ ｳﾐ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ 山梨

1 2 13 清水　優心(6) 大国陸上くらぶ 15.75 1 3 16 武田　紗葉(6) 大国陸上くらぶ 14.46
ﾌﾙﾔ ﾎﾉｶ 山梨 ｶﾈﾏﾙ ｺﾄﾐ 山梨

2 5 81 古谷　穂乃香(6) 北西陸上クラブ 15.96 2 6 213 金丸　琴実(6) 小笠原AC 15.13
ｱｼｻﾞﾜ ｶﾎ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝ 山梨

3 3 188 芦澤　果歩(6) 小笠原AC 16.08 3 7 12 雨宮　凛(6) 大国陸上くらぶ 16.12
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨 ﾀｹｲ ﾋﾏﾘ 山梨

6 105 雨宮　莉奈(6) 中村塾 DNS 4 4 962 竹井　陽葵(6) 甲斐ＡＣＪｒ 16.57

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾀﾞ ｽｽﾞﾊ 山梨

1 16 武田　紗葉(6) 大国陸上くらぶ 14.46 -1.6
ｲﾃﾞ ｻｴ 山梨

2 17 井出　早栄(6) 大国陸上くらぶ 14.53 +0.8
ｶﾈﾏﾙ ｺﾄﾐ 山梨

3 213 金丸　琴実(6) 小笠原AC 15.13 -1.6
ｲﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ 山梨

4 215 今田　満莉奈(6) 小笠原AC 15.30 +0.8
ﾃﾞﾜ ﾚｲﾅ 山梨

5 636 出羽　麗菜(6) ほくとかけっこくらぶ 15.49 +0.8
ﾊﾗ ﾒｲｶ 山梨

6 9 原　芽伽(6) 大国陸上くらぶ 15.60 -1.1
ｼﾐｽﾞ ｳﾐ 山梨

7 13 清水　優心(6) 大国陸上くらぶ 15.75 -2.3
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ 山梨

8 202 望月　心結(6) 小笠原AC 15.83 +0.8

凡例  DNS:欠場
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