
1 仲沢　陽向 小５ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 1 山本　湧心 小6 木島小学校 長野
2 入倉　成 4 大国陸上クラブ 山梨 2 神保　颯介 小3 富士常葉JC 静岡
3 宮澤　那連 小6 北西陸上クラブ 山梨 3 仲沢　遥希 小６一宮町陸上スポーツ少年団山梨
4 中島　颯人 小5 北西陸上クラブ 山梨 4 長田　丈 小６一宮町陸上スポーツ少年団山梨
5 岩間　葵 小２ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 5 小峰　凰雅 小４一宮町陸上スポーツ少年団山梨
6 山寺　優輝 小6 北西陸上クラブ 山梨 6 上杉　詩温 6 大国陸上クラブ 山梨
7 中島　伊織 小2 富士常葉JC 静岡 7 遠藤　拓真 4 大国陸上クラブ 山梨
8 内沢　蒼 小2 富士常葉JC 静岡 8 田口　侑典 小5 北西陸上クラブ 山梨
9 佐野　正宗 小2 富士常葉JC 静岡 9 今村　志希 小5 中村塾 山梨
10 竹川　空良 小2 富士常葉JC 静岡 10 堀込  悠真 小5 中村塾 山梨
11 菅原蒼虎朗 小1 菅原AC 山梨 11 須山　樹 小5 真田クラブ 長野
12 古川　将 4 大国陸上クラブ 山梨 12 橋詰　碧斗 小5 真田クラブ 長野
13 今村　彰吾 4 大国陸上クラブ 山梨 13 中村　志士丸 小5 函南RC 静岡
14 長坂　銀晟 小6 北西陸上クラブ 山梨 14 藤田　琉司 5 大国陸上クラブ 山梨
15 村田　颯亮 小5 北西陸上クラブ 山梨 15 天野　愛斗 6 塩山南小学校 山梨
16 篠原　歩 小2 富士常葉JC 静岡 16 岡田　地広 4 大国陸上クラブ 山梨
17 益田 琉亜 小３ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 17 今村　志維 小3 中村塾 山梨
18 小池　英翔 小２ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 18 田畑　修平 小3 真田クラブ 長野
19 堀内　宥蔵 小２ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 19 浅利　來矢 小5 北西陸上クラブ 山梨
20 守屋　心 小5 北西陸上クラブ 山梨 20 石原　星也 小3 北西陸上クラブ 山梨
21 守屋　奏 小3 北西陸上クラブ 山梨 21 佐藤　統理 小2 中村塾 山梨
22 松井　利樹 小2 北西陸上クラブ 山梨 22 松崎　一葉 小3 中村塾 山梨
23 若月　拓人 3 大国陸上クラブ 山梨 23 古屋　海音 6 チーム塩山 山梨
24 中澤　陽斗 3 大国陸上クラブ 山梨 24 日野原　俊 5 甲斐ACJR 山梨
25 鈴木　杜夢 小6 北西陸上クラブ 山梨 25 池田　真人 小4 真田クラブ 長野
26 秋山　悠 小2 北西陸上クラブ 山梨
27 岩本　空大 小2 北西陸上クラブ 山梨
28 芦澤　由基 小６ 八代陸上クラブ 山梨

1 佐藤　新太 小6 長野市陸上教室 長野 1 内藤　嘉乃 小4 北西陸上クラブ 山梨
2 寺田　温翔 小6 函南RC 静岡 2 三澤　凜奈 小3 北西陸上クラブ 山梨
3 村上　晴哉 小6 北西陸上クラブ 山梨 3 小山　凜花 小2 腰越JSC 長野
4 雨宮　陽琉　 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 4 松木　帆愛 小2 諏訪ＦＡ 長野
5 片平　涼雅 小6 富士常葉JC 静岡 5 青木　椛 2 チーム塩山 山梨
6 浅田　來輝 小6 函南RC 静岡 6 渡邉　優夏 小2 富士常葉JC 静岡
7 井上　翔琉 5 甲斐ACJR 山梨 7 佐藤　希笑 小３ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
8 田辺　瑛都 6 日下部小 山梨 8 田口　璃子 小4 北西陸上クラブ 山梨
9 佃　陸登 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 9 村田　瑞季 小4 北西陸上クラブ 山梨
10 中田　幹太郎 6 大国陸上クラブ 山梨 10 古屋　花音 1 チーム塩山 山梨
11 古屋　佑樹 小5 南アルプスAC 山梨 11 寺崎　知紗 小2 北西陸上クラブ 山梨
12 佐藤　蓮音 小6 富士常葉JC 静岡 12 花輪　佳蓮 小2 南アルプスAC 山梨
13 後藤　令磨 小4 富士常葉JC 静岡 13 武藤　ひな 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
14 山脇　理生 小5 函南RC 静岡 14 椎名　琴音 小3 北西陸上クラブ 山梨
15 岡田　舟右 6 大国陸上クラブ 山梨 15 新井　帆乃花 小5 富士常葉JC 静岡
16 上林　敬人 6 大国陸上クラブ 山梨 16 池田　桃子 小2 真田クラブ 長野
17 田畑　亮介 小6 真田クラブ 長野
18 清水　壽泰 小6 北西陸上クラブ 山梨
19 鳥海　宏陽 小５ 松川陸上クラブ 長野
20 遠藤　靖治 5 大国陸上クラブ 山梨
21 三澤　悠悟 小6 北西陸上クラブ 山梨
22 雨宮　一翔 小5 中村塾 山梨
23 保坂　悠新 小6 南アルプスAC 山梨

小学生男子１０００ｍ　１組 小学生男子１０００ｍ　2組

小学生男子１０００ｍ　3組 小学生女子　８００ｍ　１組



1 小林　咲優 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 1 荻野　瑠々花 小4 富士常葉JC 静岡
2 相山　遥香 5 甲斐ACJR 山梨 2 上沼　真代 小５ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
3 平野　愛美 4 甲斐ACJR 山梨 3 成澤　沙喜 小5 真田クラブ 長野
4 佐野　莉奈 小3 富士常葉JC 静岡 4 中陳　実織 4 甲斐ACJR 山梨
5 山口　怜子 小5 富士常葉JC 静岡 5 関原　由依 小4 富士常葉JC 静岡
6 菊池　柚葉 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 6 中山　美雨 6 チーム塩山 山梨
7 小池　百花 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 7 ヴィール　恵 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
8 菊池　笑叶 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 8 古谷　穂乃香 小6 北西陸上クラブ 山梨
9 原　芽伽 6 大国陸上クラブ 山梨 9 樋口　椎捺 小6 中村塾 山梨
10 鶴田　結依菜 2 チーム塩山 山梨 10 樋口　陽葵 小4 中村塾 山梨
11 藤田　ひまり 6 大国陸上クラブ 山梨 11 小山　柊花 小5 腰越JSC 長野
12 上林　茉優 4 大国陸上クラブ 山梨 12 進藤　優花 小4 諏訪ＦＡ 長野
13 成澤　里乃 小3 真田クラブ 長野 13 雨宮　朋花 小３ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
14 功刀　梨生 小6 北西陸上クラブ 山梨 14 小笠原　夕夏 小5 北西陸上クラブ 山梨
15 濟藤　凜乙菜 小6 北西陸上クラブ 山梨 15 篠原　優里 小4 富士常葉JC 静岡
16 深沢　麻凛 小5 北西陸上クラブ 山梨 16 関　紘沙 小5 真田クラブ 長野

1 三枝　愛菜 6 チーム塩山 山梨 1 奥野桜姫 中3 櫛形中学校 山梨
2 望月　陽茉莉 5 甲斐ACJR 山梨 2 齊藤　真菜 中2 櫛形中学校 山梨
3 小野寺　海陽 小6 富士常葉JC 静岡 3 松井　来美 中2 石和中学校 山梨
4 竹村 咲愛 小6 長野市陸上教室 長野 4 松井　歩美 中2 石和中学校 山梨
5 帯刀　晶 小6 真田クラブ 長野 5 風間　理紗 中1 笛吹陸協駅伝部 山梨
6 神保　紗菜 小6 富士常葉JC 静岡 6 加々美　青衣 中3 春日居中学校 山梨
7 濵村　心美 小5 富士常葉JC 静岡 7 依田　南 中3 御坂中学校 山梨
8 近藤　菜音 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 8 飯塚　さちな 中1 笛吹陸協駅伝部 山梨
9 雨宮　沙和佳 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 9 岩田　倖沙 中2 櫛形中学校 山梨
10 中村　小百合 小６ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 10 矢野　蓮迦 中2 櫛形中学校 山梨
11 雨宮　花菜 小４ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨 11 名取　樹里 中2 石和中学校 山梨
12 雨宮　凛 6 大国陸上クラブ 山梨
13 黒木　愛叶 小5 真田クラブ 長野
14 早川　紗江 小5 長野市陸上教室 長野
15 若月　琴音 小5 富士常葉JC 静岡

小学生女子　８００ｍ　４組 一般女子２０００ｍ　１組

小学生女子　８００ｍ　２組 小学生女子　８００ｍ　３組



1 遠藤　蒼依 中1 富士常葉JC 静岡 1 田代　漣 高2 富士森高校 東京
2 荻　ひまり 中3 富士常葉JC 静岡 2 天野　晴斗 高１ 笛吹高校 山梨
3 橘山　煌良 3 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨 3 竜野　誠一郎 中2 真田クラブ 長野
4 戸澤　瑠南 2 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨 4 清水　誠二 甲斐市陸協 山梨
5 大崎　美希 1 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨 5 谷内　涼馬 中3 石和中学校 山梨
6 井手　笑菜 2 山梨学院高校 山梨 6 宮澤　健太 中2 浅川中学校 山梨
7 奈良村　小町 中2 甲府北中学校 山梨 7 三井　瑞葵 高1 山梨農林高校 山梨
8 山口　ひかり 高３ 笛吹高校 山梨 8 鈴木　龍翔 高1 山梨農林高校 山梨
9 田畑　香奈 中2 真田クラブ 長野 9 清水　颯 中2 南アルプスAC 山梨
10 横内　花夏 中2 櫛形中学校 山梨 10 中込　友也 中3 南アルプスAC 山梨
11 中島穂乃花 中3 櫛形中学校 山梨 11 澤登　慎之輔 中2 櫛形中学校 山梨
12 長澤　杏 中1 櫛形中学校 山梨 12 鳥海　倖正 中１ 高森中学校 長野
13 坂元　唯花 中3 辰野中学校 長野 13 深澤　智博 中２ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
14 赤澤　結衣 3 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨 14 西沢　真司 一般 全佐久 長野
15 橘山　瑠南 1 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨 15 上野　翔琉 中２ 飯綱中学校 長野
16 小林　奏詠 高2 韮崎高校 山梨 16 遠藤　光輝 中3 御坂中学校 山梨
17 吉岡　美紀 高1 韮崎高校 山梨 17 堀内　春樹 中2 御坂中学校 山梨
18 菊地　遥奈 中3 真田クラブ 長野 18 猿楽　壱冴 中2 春日居中学校 山梨
19 塩澤　はな 高２ 巨摩高校 山梨 19 日野原　稜 中２ 甲府西中 山梨
20 神山　侑花 高１ 巨摩高校 山梨 20 中場　雅之 南都留陸協 山梨
21 市橋　柚花 高１ 巨摩高校 山梨 21 中野　賢一 BACK 山梨
22 小笠原　羚 中3 櫛形中学校 山梨 22 守屋　恭三郎 富士吉田陸協 山梨
23 米澤　碧海 中2 南箕輪中学校 長野 23 小山　颯太 中1 腰越JSC 長野
24 齋藤　奏絵 2 山梨学院高校 山梨 24 渡辺　龍心 中１ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
25 加々美　青衣 3 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨 25 雨宮　脩真 中１ 一宮町陸上スポーツ少年団 山梨
26 関口　莉緒 高２ 笛吹高校 山梨 26 田中 絢晴 1 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨
27 山本　小雪 中2 韮崎西中学校 山梨 27 久保　翔太郎 1 富士学苑高校 山梨
28 安藤　夢華 中2 富士常葉JC 静岡 28 渡邉　匠 1 富士学苑高校 山梨
29 松圡　歩 高２ 笛吹高校 山梨 29 渡邊　雄人 1 富士学苑高校 山梨
30 松田　ひとみ 高2 山梨農林高校 山梨 30 勝間田　琉希 中2 石和中学校 山梨
31 風間　杏奈 高１ 笛吹高校 山梨 31 三澤　祐仁 中１ 西箕輪中学校 長野
32 大久保　凛乃 高１ 笛吹高校 山梨
33 長田　優那 1 富士学苑高校 山梨
34 池端　晴子 一般 都留文科大学 山梨
35 大西　芽依 一般 都留文科大学 山梨
36 久保田　優花 一般 都留文科大学 山梨
37 三浦　心暖 BACK 山梨
38 中澤　暖乃 高１ 甲府西高校 山梨
39 平井　美言 高１ 甲府西高校 山梨

一般女子３０００ｍ　１組 一般男子３０００ｍ　１組



1 藤橋　太郎 高１ 笛吹高校 山梨 1 佐藤　新太 中3 富士常葉JC 静岡
2 藤橋　一郎 高１ 笛吹高校 山梨 2 渡邉　空羅 高２ 笛吹高校 山梨
3 野村　翔大 高１ 笛吹高校 山梨 3 山中嶋　秀和 トヨタ材技AC 静岡
4 細窪　瑞輝 3 GON SPORTS ATHLETE CLUB 山梨 4 山中嶋　秀和 トヨタ材技AC 静岡
5 黒木　玲雄 中1 真田クラブ 長野 5 山上　剛史 トヨタ材技AC 静岡
6 昌武　拓人 1 山梨学院高校 山梨 6 村田　然 高2 韮崎高校 山梨
7 飯田　空良 中2 富士常葉JC 静岡 7 山野　颯也 中3 双葉中学校 山梨
8 鈴木　響介 中3 富士常葉JC 静岡 8 髙木　鼓太朗 高3 韮崎高校 山梨
9 梅原　風雅 中2 富士常葉JC 静岡 9 石上　真吾 見次クラブ 静岡
10 高谷　裕治 一般 松本自衛隊 長野 10 嶋田　暢喜 3 山梨学院高校 山梨
11 金子　晟也 一般 松本自衛隊 長野 11 松本　陽路 高2 韮崎高校 山梨
12 清水　颯太 中2 真田クラブ 長野 12 牧内　祥広 腰越JSC 長野
13 相澤　然 3 南都留陸協 山梨 13 保々　遼斗 中3 櫛形中学校 山梨
14 押山　瑛汰 中3 石和中学校 山梨 14 永田　航大 中1 TEAM Rugos 長野
15 遠山　哩史 3 富士学苑中学校 山梨 15 野島将夫 中２ 三郷中学校 長野
16 大村　一 一般 癒しの森AC 長野 16 橘田　響 中3 大国陸上クラブ 山梨
17 大村　春樹 中2 塩尻中学校 長野 17 山上　剛史 トヨタ材技AC 静岡
18 本間　颯太郎 2 勝沼中学校 山梨 18 後藤　立樹 中2 富士常葉JC 静岡
19 佐藤　昌紀 都留市陸協 山梨 19 錦織　楓 中3 富士常葉JC 静岡
20 名取　俊 富士北稜高校教員 山梨 20 早川　隆輝 高３ 笛吹高校 山梨
21 向山　陽貴 中2 伊那東部中 長野 21 埴原　佳祐 高2 韮崎高校 山梨
22 辻　陽登 高2 山梨農林高校 山梨 22 渡邊　瑞希 高１ 笛吹高校 山梨
23 竹原　颯佑 高1 山梨農林高校 山梨 23 森田　雄翔 中2 都留第二中学校 山梨
24 鶴田　勇翔 1 塩山中学校 山梨 24 石山　輝 2 山梨学院高校 山梨
25 武藤　瑛太 1 塩山中学校 山梨 25 星谷　龍良 1 山梨学院高校 山梨
26 名取　奏介 中3 櫛形中学校 山梨 26 宮内　達矢 中3 高森中学校 長野
27 仁科　欽太 中3 櫛形中学校 山梨 27 芦澤　由都 3 塩山中学校 山梨
28 名取　空来夢 中3 櫛形中学校 山梨 28 中込　大地 高１ 巨摩高校 山梨
29 土生都　獅音 中2 櫛形中学校 山梨 29 石井　稜久 中2 静岡東豊田中学校 静岡
30 三枝　海斗 中2 櫛形中学校 山梨 30 蔵野　広崇 中3 櫛形中学校 山梨
31 鈴木　葵 中1 富士常葉JC 静岡 31 保坂　春輔 中3 櫛形中学校 山梨
32 矢花　博貴 一般 松本自衛隊 長野 32 鴨作　広夢 中1 櫛形中学校 山梨
33 黒川 理 一般 ST函南 静岡
34 森田　周壱 中2 石和中学校 山梨
35 中森　宗介 一般 都留文科大学 山梨
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1 橋本　淳希 大1 信州大学 長野 1 落合　亮太 大4 信州大学 長野
2 槌屋　啓太 一般 南アルプス 山梨 2 佐藤　俊介 大1 信州大学 長野
3 本田 純一 一般 大月陸協 山梨 3 山田　琢也 中高陸協 長野
4 奈良和典 一般 甲斐市陸協 山梨 4 伊藤　大生 ｺﾄﾋﾗ工業 長野
5 細田　篤樹 安曇野AC 長野 5 永井　慎也 ｺﾄﾋﾗ工業 長野
6 島村　定春 一般 山梨県庁 山梨 6 平野 勇輝 大1 YGU.AC 山梨
7 村松　甲斐 一般 山梨県庁 山梨 7 市川 隆広 一般 笛吹陸協 山梨
8 加藤　友輝 大2 信州大学 長野 8 大塚　陸斗 高1 富士森高校 東京
9 保々　拓斗 高2 甲府工業高校 山梨 9 清水　拓大 一般 全佐久 長野
10 保坂　和志 高2 甲府工業高校 山梨 10 小池　直幸 大1 山梨大学 山梨
11 殿岡　優生 高2 甲府工業高校 山梨 11 大森　伊知朗 1 富士学苑高校 山梨
12 小林　紀貴 高2 甲府工業高校 山梨 12 松木　一 高3 山梨農林高校 山梨
13 名久井　出海 一般 松本自衛隊 長野 13 青木　学 中高陸協 長野
14 若菜　弘幸 都留陸協 山梨 14 根本　秀平 大2 信州大学 三重
15 岩間　勇翔 高３ 笛吹高校 山梨 15 橋本　太一 大1 信州大学 長野
16 菊池努 北杜市陸協 山梨 16 岡　英一 一般 全佐久 長野
17 小松　晃人 一般 癒しの森AC 長野 17 勝本　悠友 高2 富士森高校 東京
18 武田 隆洋 一般 大月陸協 山梨 18 風間　利真 一般 笛吹陸協 山梨
19 髙田　遼 院1 信州大学 長野 19 中込　凌雅 高2 山梨農林高校 山梨
20 丸山　義文 上水内陸協 長野 20 清水　健郎 中高陸協 長野
21 平山　有生斗 高2 甲府工業高校 山梨 21 倉嶋　優太 ｺﾄﾋﾗ工業 長野
22 岩松　昂 高2 甲府工業高校 山梨 22 山本　真一 御殿場RC 静岡
23 内田　明日翔 高1 甲府工業高校 山梨 23 小笠原　倫汰 大4 山梨大学 山梨
24 原　樹 高1 甲府工業高校 山梨 24 酒井　翔 高2 山梨農林高校 山梨
25 小川 智史 一般 大月陸協 山梨 25 河西　玲弥 高1 山梨農林高校 山梨
26 田端　泰成 高1 韮崎高校 山梨 26 佐々木　楓 大1 信州大学 長野
27 市川　武 長野市陸協 長野 27 宮川 蓮乃 大1 YGU.AC 山梨
28 小宮山　岳大 1 富士学苑高校 山梨 28 原田 真之介 大1 YGU.AC 山梨
29 加藤　優満 1 富士学苑高校 山梨 29 山内　健一 南アルプス陸協 山梨
30 臼井　太一 1 富士学苑高校 山梨 30 田中　耕造 中高陸協 長野
31 三輪 博基 一般 大月陸協 山梨 31 齊藤　翼 高1 韮崎高校 山梨
32 小高 健史 一般 大月陸協 山梨 32 北沢　正親 ｺﾄﾋﾗ工業 長野
33 長谷川　茂人 一般 山梨県庁 山梨
34 小林 大地 一般 大月陸協 山梨
35 前田　弥久仁 1 富士学苑高校 山梨
36 天野　誠 一般 BACK 山梨

一般男子５０００ｍ　１組 一般男子５０００ｍ　２組



1 中込　百音 高2 韮崎高校 山梨 1 鳥羽　大地 一般 安曇野AC 長野
2 小笠原　瑶 高1 韮崎高校 山梨 2 齋藤　拓弥 一般 松本自衛隊 長野
3 中島　想 高1 韮崎高校 山梨 3 岡戸　優虎 2 山梨学院高校 山梨
4 ルブラス恵美里 3 山梨学院高校 山梨 4 甘利　大祐 ｺﾄﾋﾗ工業 長野
5 西本　祐菜 1 山梨学院高校 山梨 5 中村　孝樹 長野市陸協 長野
6 川越　愛実 1 山梨学院高校 山梨 6 岩崎 慶拓 一般 コセレン 山梨
7 萩原　美優 3 山梨学院高校 山梨 7 五味　翔太 一般 南アルプス市陸協 山梨
8 青沼　麗后 3 山梨学院C2C 山梨 8 山本　昌希 松本市陸協 長野
9 丹澤　夏実 高２ 巨摩高校 山梨 9 荻原　悠生 2 甲府南高校 山梨

10 地場　智也 高３ 笛吹高校 山梨
11 名取　龍希 高１ 笛吹高校 山梨
12 渡邊　蹴斗 高１ 笛吹高校 山梨
13 井上　満喜 高１ 笛吹高校 山梨
14 近藤 駆 大4 YGU.AC 山梨
15 細川　陽平 一般 SMASH 静岡
16 大久保　仁稀 高1 韮崎高校 山梨
17 檜垣　隆斗 3 山梨学院高校 山梨
18 渡邊　大雅 2 山梨学院高校 山梨
19 石原　颯太 2 山梨学院高校 山梨
20 出澤　周大 大1 信州大学 長野
21 鈴木　丈太 院2 信州大学 長野
22 犬童　啓太 中高陸協 長野
23 後藤　優 BACK 山梨
24 巣山　慶太 BACK 山梨
25 上杉 翔太郎 大2 YGU.AC 山梨
26 福与　真生琉 大1 信州大学 長野
27 森　一真 高２ 笛吹高校 山梨
28 北野　広大 高２ 笛吹高校 山梨
29 古屋　匠己 高2 韮崎高校 山梨
30 清水　雄太 韮崎市陸上競技協会 山梨
31 藤森　光一郎 BACK 山梨
32 小山田　雄登 BACK 山梨
33 髙木　亮輔 高1 韮崎高校 山梨
34 法月　陽斗 一般 都留文科大学 山梨
35 増山　稔 一般 BACK 山梨
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