
男子２００ｍ

大会記録(GR)                 21.57     由井　響(都留)                        2021

山梨県高校記録(YHR)          21.50     入倉　俊樹(身延)                      1986

山梨県高校記録(YHR)          21.50     堀越　勇介(都留)                      1990 9月19日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｷ 山梨 ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ 山梨

2 356 小林　柊月(2) 巨摩 2 626 中島　壮太(1) 富士河口湖

ｻｲｸﾞｻ ﾕｳﾀ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨

3 624 三枝　優太(1) 富士河口湖 3 664 渡邉　李空(1) 富士北稜

ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 山梨

4 604 桑原　慶(2) 吉田 4 835 渡邉　雄人(1) 富士学苑

ｺﾅﾏｲ ﾏｻｼ 山梨 ｺｲﾃﾞ ﾋﾋﾞｷ 山梨

5 754 コナマイ　マサシ(1) 山梨学院 5 425 小出　響(2) 身延

ﾄﾞｲ ｱｻｵ 山梨 ｺﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ 山梨

6 858 土井　麻穂(2) 日大明誠 6 260 小柳　光広(1) 甲府城西

ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｶｲﾄ 山梨

7 829 久保　翔太郎(1) 富士学苑 7 902 野澤　海斗(2) 桃花台学園

ﾌｼﾞﾏｷ ｹｲﾀ 山梨 ﾜﾋﾞｺ ｶﾝﾀ 山梨

8 135 藤巻　慧大(1) 甲府西 8 863 我彦　貫太(1) 日大明誠

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾔ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨

2 308 橋本　弘哉(1) 農林 2 290 望月　悠叶(1) 甲府昭和

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾕｷﾋｻ 山梨

3 499 宮本　翔太(1) 山梨 3 97 長田　侑久(2) 甲府一

ｽｴｷ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ｺｳｽｹ 山梨

4 288 末木　雄大(1) 甲府昭和 4 615 梶原　孝介(1) 吉田

ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 山梨 ｵｶﾓﾄ ｺｳｷ 山梨

5 857 小島　勇汰(2) 日大明誠 5 162 岡本　昂樹(1) 甲府南

ｲﾁﾉｾ ﾕﾒﾄ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨

6 289 一瀬　夢斗(1) 甲府昭和 6 578 杉本　友哉(1) 都留興譲館

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 山梨 ｺﾞﾄｳ ﾅﾕﾀ 山梨

7 899 神原　那音(2) 桃花台学園 7 481 後藤　那由多(2) 日川

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨 ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

8 827 小林　拓心(1) 富士学苑 8 657 須山　隼(1) 富士北稜

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾎ 山梨 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 山梨

2 261 柴田　和歩(1) 甲府城西 2 194 杉原　優斗(2) 甲府東

ﾌﾙﾔ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 山梨

3 469 古屋　大智(2) 笛吹 3 570 佐藤　翔真(2) 都留興譲館

ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 山梨

4 199 保坂　亮太朗(1) 甲府東 4 184 武田　悦與(1) 甲府南

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 山梨

5 663 渡邊　愛斗(1) 富士北稜 5 255 足達　龍也(1) 甲府城西

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｵ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｱｻ 山梨

6 427 萩原　万和(2) 身延 6 575 髙橋　賴旦(2) 都留興譲館

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾔ 山梨

7 900 小林　煌(2) 桃花台学園 7 521 清水　千颯(1) 都留

ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾄ 山梨

8 400 井上　陽斗(2) 青洲 8 496 古屋　晴人(2) 山梨



男子２００ｍ

大会記録(GR)                 21.57     由井　響(都留)                        2021

山梨県高校記録(YHR)          21.50     入倉　俊樹(身延)                      1986

山梨県高校記録(YHR)          21.50     堀越　勇介(都留)                      1990 9月19日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｳｴﾉ ｼｮｳｺﾞ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｷﾔ 山梨

1 405 上野　翔悟(1) 青洲 1 340 中込　志弥(2) 巨摩

ｲﾜﾏ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

2 235 岩間　大雅(1) 甲府工 2 744 蘇我　涼介(2) 山梨学院

ﾉｷﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨

3 600 野木　弘大(1) 吉田 3 717 保坂　凜(2) 駿台甲府

ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 山梨

4 515 笠原　拓海(2) 都留 4 32 入月　誠ノ介(2) 韮崎

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨

5 758 佐々木　琥珀(1) 山梨学院 5 716 中井　希(2) 駿台甲府

ﾌｶｻﾜ ﾏｻｷ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

6 353 深澤　真生(2) 巨摩 6 722 清水　陽翔(1) 駿台甲府

ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 山梨 ｸﾇｷﾞ ﾘｸ 山梨

7 228 長澤　悠太(2) 甲府工 7 127 功刀　稜琥(2) 甲府西

ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ 山梨

8 485 三浦　悠太(1) 日川 8 218 内藤　渡和(2) 甲府工

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



男子８００ｍ

大会記録(GR)               1:56.84     成田　吉輝(日大明誠)                  2019

山梨県高校記録(YHR)        1:51.22     中村　英幸(都留)                      1993 9月19日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱﾏﾉ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾉﾑﾗ ｼｮｳﾀ 山梨

1 475 天野　晴斗(1) 笛吹 1 476 野村　翔大(1) 笛吹

ｻｺ ｶﾝﾀ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｱｲｷ 山梨

2 197 佐古　寛太(1) 甲府東 2 374 深沢　藍希(1) 巨摩

ﾎｼﾔ ﾘｭｳﾗ 山梨 ｷｮｳｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 山梨

3 785 星谷　龍良(1) 山梨学院 3 685 京嶌　俊輔(1) 甲府商

ﾆｼｶﾜ ｹｲﾔ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 山梨

4 611 西川　慶哉(1) 吉田 4 306 鈴木　龍翔(1) 農林

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 山梨 ﾏｻﾀｹ ﾀｸﾄ 山梨

5 832 渡邉　匠(1) 富士学苑 5 780 昌武　拓人(2) 山梨学院

ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾑﾈ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸﾆ 山梨

6 856 岡崎　正宗(2) 日大明誠 6 830 前田　弥久仁(1) 富士学苑

ｶﾄｳ ｼｮｳﾖｳ 山梨 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾛｳ 山梨

7 679 加藤　翔陽(1) 甲府商 7 614 石橋　太郎(1) 吉田

ｽｽﾞｷ ﾀｲｼﾝ 山梨 ﾅﾘｱｲ ｺｳｽｹ 山梨

8 10 鈴木　大心(1) 北杜 8 861 成合　孝介(1) 日大明誠

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 山梨 ｱｵｷ ｶｲﾄ 山梨

1 826 加藤　優満(1) 富士学苑 1 7 青木　海斗(2) 北杜

ﾓﾄﾖｼ ｱﾕｷ 山梨 ｻﾉ ﾏｻﾑﾈ 山梨

2 862 本吉　渉(1) 日大明誠 2 163 佐野　正宗(1) 甲府南

ﾅﾄﾘ ﾌｳﾄ 山梨 ｲﾜﾏﾂ ｺｳ 山梨

3 484 名取　楓人(1) 日川 3 234 岩松　昂(2) 甲府工

ｼﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ｷﾗ 山梨

4 98 島村　春樹(2) 甲府一 4 579 畠山　煌徠(1) 都留興譲館

ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ 山梨

5 603 安田　拓史(2) 吉田 5 239 内田　明日翔(1) 甲府工

ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲ 山梨

6 93 鈴木　柊斗(2) 甲府一 6 396 長谷川　礼(2) 青洲

ﾑﾗﾏﾂ ﾋｶﾙ 山梨 ﾋﾛｲ ｶｲﾄ 山梨

7 2 村松　光(1) 北杜 7 654 廣井　凱人(2) 富士北稜

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｱ 山梨 ｵｵﾔ ｼｮｳ 山梨

8 684 望月　瑚蒼(1) 甲府商 8 178 大矢　翔(2) 甲府南

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｶﾐｺｻﾞﾜ ｼｭｳｺﾞ 山梨 ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ 山梨

1 658 上小澤　柊吾(1) 富士北稜 1 399 牧野　友哉(2) 青洲

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 山梨 ﾎｻｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨

2 305 若林　駿(1) 農林 2 278 穂坂　琉太朗(2) 甲府昭和

ｼﾏﾑﾗ ﾊﾙ 山梨 ﾋﾗｲ ｱﾂｼ 山梨

3 482 島村　巴琉(2) 日川 3 200 平井　敦(1) 甲府東

ｱｲｶﾜ ｱｷﾋﾛ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｱﾗﾀ 山梨

4 92 相川　明広(2) 甲府一 4 518 堀内　新(2) 都留

ｶﾈｺ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ 山梨

5 299 兼子　凌輔(2) 農林 5 224 保坂　和志(2) 甲府工

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾀｹｳﾁ ｻﾁﾎ 山梨

6 346 中島　遥翔(2) 巨摩 6 58 竹内　幸穂(2) 韮崎工

ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 山梨 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨

7 574 齊藤　楽(2) 都留興譲館 7 276 田中　龍之介(2) 甲府昭和

ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 山梨 ｳｴﾏﾂ ﾐﾅﾄ 山梨

8 281 内藤　陽己(2) 甲府昭和 8 806 植松　嶺斗(1) 東海大甲府



男子８００ｍ

大会記録(GR)               1:56.84     成田　吉輝(日大明誠)                  2019

山梨県高校記録(YHR)        1:51.22     中村　英幸(都留)                      1993 9月19日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲﾜﾀ ﾀｸﾏ 山梨

1 801 岩田　拓真(2) 東海大甲府 1

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛ 山梨

2 35 松本　陽路(2) 韮崎 2

ｱﾒﾐﾔ ﾕｳｺﾞ 山梨

3 192 雨宮　優悟(2) 甲府東 3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳﾗ 山梨

4 465 渡邉　空羅(2) 笛吹 4

ﾑﾗﾀ ｾﾞﾝ 山梨

5 36 村田　然(2) 韮崎 5

ｱｻｶﾜ ﾄﾜ 山梨

6 133 淺川　叶和(1) 甲府西 6

ﾊﾆﾊﾗ ｹｲｽｹ 山梨

7 33 埴原　佳祐(2) 韮崎 7

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨

8 782 渡邊　大雅(2) 山梨学院 8

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組



男子４００ｍＨ

大会記録(GR)                 52.82     野澤　啓祐(巨摩)                      2008

山梨県高校記録(YHR)          51.35     野澤　啓佑(巨摩)                      2010 9月19日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨

1 1 745 坂本　隆汰(2) 山梨学院

ｶﾄｳ ｹﾝｽｹ 山梨 ﾄｸﾗ ﾕｳﾄ 山梨

2 433 加藤　ケンスケ(1) 身延 2 516 都倉　悠人(2) 都留

ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾝ 山梨 ｲﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

3 522 三浦　悠心(1) 都留 3 367 井本　健太郎(1) 巨摩

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 山梨

4 252 清水　大翔(1) 甲府城西 4 233 今野　大暉(2) 甲府工

ｶﾜｼﾏ ﾕｳｶﾞ 山梨 ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ 山梨

5 860 川島　悠雅(1) 日大明誠 5 723 内藤　壮太(1) 駿台甲府

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｾｲ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲﾑ 山梨

6 571 小林　風誓(2) 都留興譲館 6 576 望月　来夢(2) 都留興譲館

ｵｻﾉ ﾜﾀﾙ 山梨 ﾋｶﾜ ﾘｸ 山梨

7 595 小佐野　航(1) 吉田 7 352 樋川　陸(2) 巨摩

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｵｵﾂｶ ﾖｼｷ 山梨

8 580 前田　遙斗(1) 都留興譲館 8 677 大塚　善暉(2) 甲府商

3組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨

1 219 中込　絢太(2) 甲府工 1

ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 山梨

2 400 井上　陽斗(2) 青洲 2

ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ 山梨

3 130 幸田　拓己(2) 甲府西 3

ｳｼﾔﾏ ｱﾂｷ 山梨

4 343 牛山　敦貴(2) 巨摩 4

ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ 山梨

5 132 今住　天哉(1) 甲府西 5

ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

6 174 梶山　佑生(2) 甲府南 6

ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

7 302 石川　勝大(1) 農林 7

ｱｲﾀﾞ ﾗｲﾄ 山梨

8 191 相田　頼人(2) 甲府東 8



男子４×４００ｍＲ

大会記録(GR)               3:19.16     駿台甲府(渡邊・小田・安田・山下)      2013

山梨県高校記録(YHR)        3:13.41     駿台甲府(中込・鷹巣・鈴木・吉成)      2005 9月19日 13:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山梨 山梨 山梨

(   ) 276 甲府昭和 (   ) 744 山梨学院 (   ) 570 都留興譲館
山梨 山梨 山梨

(   ) 281 甲府昭和 (   ) 745 山梨学院 (   ) 572 都留興譲館
山梨 山梨 山梨

(   ) 278 甲府昭和 (   ) 746 山梨学院 (   ) 574 都留興譲館
山梨 山梨 山梨

(   ) 285 甲府昭和 (   ) 754 山梨学院 (   ) 575 都留興譲館
山梨 山梨 山梨

(   ) 287 甲府昭和 (   ) 758 山梨学院 (   ) 578 都留興譲館
山梨 山梨 山梨

(   ) 288 甲府昭和 (   ) 759 山梨学院 (   ) 579 都留興譲館

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山梨 山梨 山梨

(   ) 716 駿台甲府 (   ) 657 富士北稜 (   ) 32 韮崎
山梨 山梨 山梨

(   ) 717 駿台甲府 (   ) 660 富士北稜 (   ) 36 韮崎
山梨 山梨 山梨

(   ) 718 駿台甲府 (   ) 661 富士北稜 (   ) 39 韮崎
山梨 山梨 山梨

(   ) 721 駿台甲府 (   ) 662 富士北稜 (   ) 40 韮崎
山梨 山梨 山梨

(   ) 722 駿台甲府 (   ) 663 富士北稜 (   ) 41 韮崎
山梨 山梨 山梨

(   ) 723 駿台甲府 (   ) 664 富士北稜 (   ) 42 韮崎

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山梨 山梨

(   ) 515 都留 (   ) 465 笛吹
山梨 山梨

(   ) 516 都留 (   ) 469 笛吹
山梨 山梨

(   ) 518 都留 (   ) 471 笛吹
山梨 山梨

(   ) 519 都留 (   ) 473 笛吹
山梨 山梨

(   ) 521 都留 (   ) 474 笛吹
山梨 山梨

(   ) 522 都留 (   ) 477 笛吹

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

ﾌｼﾞﾊﾞｼ ｲﾁﾛｰ

藤橋　一郎(1)
ｲﾉｳｴ ﾏｷ

井上　満喜(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

渡邉　瑞希(1)

ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾝ

三浦　悠心(1)

笛吹(山梨)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸｳﾗ

渡邉　空羅(2)
ﾌﾙﾔ ﾀﾞｲﾁ

古屋　大智(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ

渡邉　蹴斗(1)

ﾎﾘｳﾁ ｱﾗﾀ

堀内　新(2)
ﾏﾂｳﾗ ｵｳｶﾞ

松浦　央河(1)
ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾔ

清水　千颯(1)

都留(山梨)

ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾐ

笠原　拓海(2)
ﾄｸﾗ ﾕｳﾄ

都倉　悠人(2)

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

齊藤　翼(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｳｷ

渡邊　蒼生(1)
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ

田端　泰成(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ

渡邉　李空(1)

韮崎(山梨)

ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ

入月　誠ノ介(2)

ﾑﾗﾀ ｾﾞﾝ

村田　然(2)
ﾓﾘ ｹﾞﾝｷ

森　原樹(1)

ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾔ

堀内　昂弥(1)
ﾜｶﾔﾏ ﾊﾙﾄ

若山　暖人(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ

渡邊　愛斗(1)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ

清水　陽翔(1)

松木　英之(2)
ｻﾉ ﾘｸﾄ

佐野　陸翔(1)

ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ

内藤　壮太(1)

富士北稜(山梨)

ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ

須山　隼(1)
ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ

原田　朗(1)

ﾎｻｶ ﾘﾝ

保坂　凜(2)
ﾏﾂｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

ﾊﾀｹﾔﾏ ｷﾗ

畠山　煌徠(1)

駿台甲府(山梨)

ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ

中井　希(2)

ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ

齊藤　楽(2)
ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｱｻ

髙橋　賴旦(2)
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ

杉本　友哉(1)

都留興譲館(山梨)

ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ

佐藤　翔真(2)
ｱﾗｲ ﾅｻ

荒井　那瑳(2)

ｺﾅﾏｲ ﾏｻｼ

コナマイ　マサシ(1)

ｻｻｷ ｺﾊｸ

佐々木　琥珀(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ

宮崎　太郎(1)

ｽｴｷ ﾕｳﾀﾞｲ

末木　雄大(1)

山梨学院(山梨)

ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

蘇我　涼介(2)
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ

坂本　隆汰(2)
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ

雨宮　暖杜(2)

ﾎｻｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ

穂坂　琉太朗(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ

望月　大椰(1)
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｿｳﾀ

澤登　蒼太(1)

甲府昭和(山梨)

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

田中　龍之介(2)

ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ

内藤　陽己(2)



男子４×４００ｍＲ

大会記録(GR)               3:19.16     駿台甲府(渡邊・小田・安田・山下)      2013

山梨県高校記録(YHR)        3:13.41     駿台甲府(中込・鷹巣・鈴木・吉成)      2005 9月19日 13:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山梨 山梨 山梨

(   ) 827 富士学苑 (   ) 191 甲府東 (   ) 218 甲府工
山梨 山梨 山梨

(   ) 829 富士学苑 (   ) 192 甲府東 (   ) 219 甲府工
山梨 山梨 山梨

(   ) 831 富士学苑 (   ) 193 甲府東 (   ) 222 甲府工
山梨 山梨 山梨

(   ) 833 富士学苑 (   ) 194 甲府東 (   ) 228 甲府工
山梨 山梨 山梨

(   ) 835 富士学苑 (   ) 199 甲府東 (   ) 232 甲府工
山梨 山梨 山梨

(   ) 836 富士学苑 (   ) 200 甲府東 (   ) 235 甲府工

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山梨 山梨 山梨

(   ) 362 巨摩 (   ) 395 青洲 (   ) 174 甲府南
山梨 山梨 山梨

(   ) 366 巨摩 (   ) 396 青洲 (   ) 176 甲府南
山梨 山梨 山梨

(   ) 367 巨摩 (   ) 397 青洲 (   ) 177 甲府南
山梨 山梨 山梨

(   ) 340 巨摩 (   ) 399 青洲 (   ) 179 甲府南
山梨 山梨 山梨

(   ) 341 巨摩 (   ) 400 青洲 (   ) 184 甲府南
山梨 山梨 山梨

(   ) 343 巨摩 (   ) 405 青洲 (   ) 185 甲府南

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山梨 山梨

(   ) 605 吉田 (   ) 127 甲府西
山梨 山梨

(   ) 613 吉田 (   ) 129 甲府西
山梨 山梨

(   ) 595 吉田 (   ) 130 甲府西
山梨 山梨

(   ) 600 吉田 (   ) 131 甲府西
山梨 山梨

(   ) 913 吉田 (   ) 132 甲府西
山梨 山梨

(   ) 914 吉田 (   ) 133 甲府西

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8

ｶﾜﾀ ﾋﾛﾅｵ

河田　紘直(2)
ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ

今住　天哉(1)
ｱｻｶﾜ ﾄﾜ

淺川　叶和(1)

ﾐﾔﾉ ﾀｲｷ

宮野　泰希(1)

甲府西(山梨)

ｸﾇｷﾞ ﾘｸ

功刀　稜琥(2)
ﾊﾝﾀﾞ ｲﾁﾛ

半田　一路(2)
ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ

幸田　拓己(2)

ｵｻﾉ ﾜﾀﾙ

小佐野　航(1)
ﾉｷﾞ ｺｳﾀﾞｲ

野木　弘大(1)
ﾀｹﾊﾗ ｺｳｾｲ

武原　光清(1)

吉田(山梨)

ﾎﾘｳﾁ ｵｳｷ

堀内　王稀(2)
ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾏｻ

岡本　芳雅(1)

ｻｲﾄｳ ﾊﾝｿﾞｳ

齋藤　帆蔵(2)
ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ

武田　悦與(1)
ｱｵﾔｷﾞ ｺｳｷ

青柳　岬希(1)

ｳｴﾉ ｼｮｳｺﾞ

上野　翔悟(1)

甲府南(山梨)

ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ

梶山　佑生(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

長谷川　湧汰(2)

ﾏﾂﾉ ｺｳｶﾞ

松野　亙我(2)

ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ

石川　晴翔(2)
ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ

牧野　友哉(2)
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

井上　陽斗(2)

ｱﾀﾞﾁ ｿｳｶﾞ

足立　蒼河(2)

井本　健太郎(1)

ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｷﾔ

中込　志弥(2)

ｳｼﾔﾏ ｱﾂｷ

牛山　敦貴(2)

青洲(山梨)

ｻﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

佐野　優大(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲ

長谷川　礼(2)

ｼﾓﾀﾞ ｲｯｹｲ

霜田　一慶(1)
ｲﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

ｲﾜﾏ ﾀｲｶﾞ

岩間　大雅(1)

巨摩(山梨)

ﾜｶｵ ﾘｭｳﾔ

若尾　龍弥(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ

山本　一汰(2)
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ

長澤　悠太(2)
ｺﾐﾔﾏ ｴﾝｼﾞ

小宮山　燕司(2)

甲府工(山梨)

ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ

内藤　渡和(2)
ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ

中込　絢太(2)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ

杉原　優斗(2)
ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ

保坂　亮太朗(1)

ﾋﾗｲ ｱﾂｼ

平井　敦(1)

ｳｴﾀﾞ ｹﾞﾝｶﾞ

上田　玄嘉(1)

甲府東(山梨)

ｱｲﾀﾞ ﾗｲﾄ

相田　頼人(2)
ｱﾒﾐﾔ ﾕｳｺﾞ

雨宮　優悟(2)
ｼﾑﾗ ｾﾞﾝ

志村　繕(2)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ

上原　拓海(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾒｲ

渡辺　幸明(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

渡邉　雄人(1)

富士学苑(山梨)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

小林　拓心(1)
ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

久保　翔太郎(1)



女子２００ｍ

大会記録(GR)                 24.82     松野　佳奈(甲府商業)                  2008

山梨県高校記録(YHR)          24.80     中田　舞花(身延)                      2017 9月19日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｴﾉﾓﾄ ﾁｻﾄ 山梨 ｻﾀｹ ﾐﾂｷ 山梨

2 329 榎本　千里(1) 笛吹 2 361 佐竹　美月(1) 日川

ﾀｶｲ ﾋﾏﾘ 山梨 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾕ 山梨

3 284 髙井　ひまり(1) 青洲 3 618 米沢　菜柚(2) 日大明誠

ｵﾏﾀ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 山梨

4 616 小俣　美波(2) 日大明誠 4 429 中村　紗綾(1) 都留興譲館

ﾎﾘｳﾁ ﾁｬｺ 山梨 ｱﾏﾉ ｶﾉﾝ 山梨

5 476 堀内　茶瑚(2) 富士河口湖 5 447 天野　花音(2) 吉田

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ｻﾅ 山梨

6 224 吉澤　美咲(2) 巨摩 6 143 土橋　紗奈(2) 甲府工

ｻｶﾀ ｴﾅ 山梨 ﾄﾖｼﾏ ｻｸﾗ 山梨

7 485 坂田　恵那(1) 富士河口湖 7 471 豊島　さくら(2) 富士河口湖

ﾉｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 山梨

8 124 野澤　亜矢(1) 甲府南 8 309 田中　亜衣菜(1) 身延

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｲｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ 山梨 ｽｶﾞﾔ ﾉｱ 山梨

2 54 石川　渚(1) 韮崎 2 425 菅谷　希愛(1) 都留興譲館

ﾃﾂﾞｶ ﾏﾘﾝ 山梨 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙ 山梨

3 180 手塚　茉凛(1) 甲府昭和 3 590 奥村　陽(1) 山梨学院

ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 山梨 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨

4 272 後藤　未侑(2) 青洲 4 543 岩間　彩芽(1) 駿台甲府

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 山梨

5 181 中澤　　彩(1) 甲府昭和 5 588 村松　苺華(2) 山梨学院

ｱｲﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨

6 53 相山　柚葉(1) 韮崎 6 587 村松　璃香(2) 山梨学院

ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾚｲﾗ 山梨

7 171 深澤　あやの(2) 甲府昭和 7 51 藤森　玲音(1) 韮崎

ｵﾏﾀ ｻｷ 山梨 ｵｸﾉ ﾐﾐ 山梨

8 424 小俣　沙季(1) 都留興譲館 8 236 奥野　美海(1) 巨摩

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



女子８００ｍ

大会記録(GR)               2:17.21     石井　れいな(山梨学院)                2021

山梨県高校記録(YHR)        2:11.59     有泉　千佳(韮崎)                      2007 9月19日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾝｻﾞﾜ ﾏｺ 山梨 ｲﾃﾞ ｴﾐﾅ 山梨

2 565 丹澤　真子(1) 山梨学院 2 560 井手　笑菜(2) 山梨学院

ｱﾒﾐﾔ ﾕｳｶ 山梨 ﾊﾀﾞ ｱﾘｻ 山梨

3 375 雨宮　優花(1) 山梨 3 444 羽田　有沙(2) 吉田

ﾋﾗｲ ﾐｺﾄ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 山梨

4 93 平井　美言(1) 甲府西 4 234 齋藤　真穂(2) 巨摩

ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾅ 山梨 ｶﾄｳ ﾘﾝ 山梨

5 603 長田　優那(1) 富士学苑 5 479 加藤　凛(2) 富士河口湖

ﾎﾘｲ ﾋﾒｶ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ﾓﾅ 山梨

6 632 堀井　姫華(2) 日本航空 6 202 梶原　苺菜(2) 農林

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲﾗ 山梨 ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 山梨

7 461 渡邉　頼羅(1) 富士河口湖 7 561 齋藤　奏絵(2) 山梨学院

ﾊﾔｼ ﾈﾈ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ 山梨

8 427 林　ねね(1) 都留興譲館 8 153 長田　茉絢(1) 甲府城西

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾖﾘ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾉ 山梨

2 207 山口　陽葉里(1) 農林 2 337 大久保　凜乃(1) 笛吹

ｼﾑﾗ ﾕｷ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾎﾉｶ 山梨

3 422 志村　優妃(2) 都留興譲館 3 138 秋山　穂乃花(1) 甲府東

ﾊｷﾞﾊﾗ ｷﾐｶ 山梨 ﾔｻﾞｷ ﾘｵ 山梨

4 358 萩原　季実花(2) 日川 4 596 矢崎　莉央(1) 東海大甲府

ｶｼﾞﾊﾗ ｾｲﾗ 山梨 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｻｷ 山梨

5 450 梶原　星来(2) 吉田 5 418 萩原　衣咲(2) 都留興譲館

ｵｵﾊﾗ ﾊﾅｶ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾉﾉ 山梨

6 310 大原　陽菜花(1) 身延 6 92 中澤　暖乃(1) 甲府西

ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ 山梨 ｱﾏﾉ ｲｵﾘ 山梨

7 175 前田　唯夏(2) 甲府昭和 7 135 天野　伊織(2) 甲府東

ﾖｺﾓﾘ  ﾐｷ 山梨 ﾑｶﾜ ﾓｶ 山梨

8 204 横森　美樹(2) 農林 8 148 武川　もか(1) 甲府城西

5組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲ 山梨

1 308 望月　玲(1) 身延 1

ｼﾏﾑﾗ ﾕｲﾅ 山梨

2 122 島村　唯那(1) 甲府南 2

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾖｳ 山梨

3 48 小笠原　瑶(1) 韮崎 3

ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

4 115 小池　琉南(2) 甲府南 4

ﾂﾙﾀ ﾐﾕｳ 山梨

5 45 鶴田　美優(2) 韮崎 5

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾅ 山梨

6 47 小林　奏詠(2) 韮崎 6

ﾏﾂﾄﾞ ｱﾕﾐ 山梨

7 334 松土　歩未(2) 笛吹 7

ｼｵｻﾞﾜ ﾊﾅ 山梨

8 227 塩澤　はな(2) 巨摩 8

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組


	1男子200m
	6-1-2 プログラムリスト（トラック２列）

	2男子800m
	6-1-2 プログラムリスト（トラック２列）

	3男子400mH
	6-1-2 プログラムリスト（トラック２列）

	4男子4×400mR
	6-2-3 プログラムリスト（リレー３列）

	5女子200m
	6-1-2 プログラムリスト（トラック２列）

	6女子800m
	6-1-2 プログラムリスト（トラック２列）


