
1 今村　彰吾 小5 大国陸上クラブ 山梨 1 矢口　蒼空 小6 大国陸上クラブ 山梨

2 清水　琢也 小3 南アルプスAC 山梨 2 藤森　葵斗 小4 南アルプスAC 山梨

3 花輪　宥成 小2 南アルプスAC 山梨 3 藤森　太陽 小4 南アルプスAC 山梨

4 中里　優一 小4 富士森走友会 東京 4 藤田　琉司 小6 大国陸上クラブ 山梨

5 古川　将 小5 大国陸上クラブ 山梨 5 岡田　地広 小5 大国陸上クラブ 山梨

6 菊池　柊吾 小3 一宮陸上スポ少 山梨 6 仲沢　陽向 小6 一宮陸上スポ少 山梨

7 小池　英翔 小3 一宮陸上スポ少 山梨 7 古屋　佑樹 小6 南アルプスAC 山梨

8 堀内　宥蔵 小3 一宮陸上スポ少 山梨 8 鳥海　宏陽 小6 松川陸上クラブ 長野

9 金澤　真斗 小2 南アルプスAC 山梨 9 渡邊　琉海 小4 南アルプスAC 山梨

10 長田　陸叶 小5 大国陸上クラブ 山梨 10 堀内　斗貴 小4 南アルプスAC 山梨

11 藤田　一輝 小2 大国陸上クラブ 山梨 11 荻原　翔真 小5 箕輪TFC 長野

12 小野崎　蒼真 小4 一宮陸上スポ少 山梨 12 井上　翔琉 小6 甲斐ACJR 山梨

13 菅原　蒼虎朗 小2 菅原AC 山梨

14 荻野　燈 小2 南アルプスAC 山梨

15 中里　健志 小2 富士森走友会 東京

1 荻野　葵衣 小4 南アルプスAC 山梨 1 成澤　里乃 小4 真田クラブ 長野

2 田端　温 小4 大国陸上クラブ 山梨 2 武藤　ひな 小5 一宮陸上スポ少 山梨

3 小峰　愛梨 小2 一宮陸上スポ少 山梨 3 菊池　柚葉 小5 一宮陸上スポ少 山梨

4 中島　藍 小5 南アルプスAC 山梨 4 雨宮　朋花 小4 一宮陸上スポ少 山梨

5 金澤　莉希 小4 南アルプスAC 山梨 5 雨宮　花菜 小5 一宮陸上スポ少 山梨

6 笹本　百乃 小5 大国陸上クラブ 山梨 6 小林　咲優 小5 一宮陸上スポ少 山梨

7 花輪　佳蓮 小3 南アルプスAC 山梨 7 小池　百花 小5 一宮陸上スポ少 山梨

8 矢花　美心 小4 堀金小学校 長野 8 黒木　愛叶 小6 真田クラブ 長野

9 井上　未尋 小5 南アルプスAC 山梨 9 成澤　沙喜 小6 真田クラブ 長野

●小学生男子1000m　第1組 ●小学生男子1000m　第2組

●小学生女子800m　第1組 ●小学生女子800m　第2組



1 手塚　凛 高1 笛吹高校 山梨 1 雨宮　凛 中1 大国陸上クラブ 山梨

2 小澤　みなみ 高1 笛吹高校 山梨 2 風間　杏奈 高2 笛吹高校 山梨

3 佐野　胡桃 高1 笛吹高校 山梨 3 齊藤　真菜 中3 櫛形中学校 山梨

4 矢野　蓮迦 中3 櫛形中学校 山梨 4 塩澤　はな 高3 巨摩高校 山梨

5 岩永　琉愛 高1 笛吹高校 山梨 5 関口　莉緒 高3 笛吹高校 山梨

6 佐野　渚 高1 笛吹高校 山梨 6 中村　小百合 中1 一宮陸上スポ少 山梨

7 齋藤　真穂 高3 巨摩高校 山梨 7 長田　優那 高2 富士学苑高校 山梨

2 松圡　歩 高3 笛吹高校 山梨

3 横内　花夏 中3 櫛形中学校 山梨

4 大西　芽依 大3 都留文科大学 山梨

5 長澤　杏 中2 櫛形中学校 山梨

6 大久保　凛乃 高2 笛吹高校 山梨

7 荻原　真柚 中3 箕輪TFC 長野

2 山中　庸介 中2 富士学苑高中学校 山梨 2 坂本　知優 中3 櫛形中学校 山梨

3 渡辺　龍心 中2 一宮陸上スポ少 山梨 3 渡邉　匠 高2 富士学苑高校 山梨

4 前田　弥久仁 高2 富士学苑高校 山梨 4 荻原　秀侑 中3 おぎはら 山梨

5 仲沢　遥希 中1 一宮陸上スポ少 山梨 5 深澤　智博 中3 一宮陸上スポ少 山梨

6 渡邊　敦人 中2 富士学苑高中学校 山梨 6 村松　光 高2 北杜高校 山梨

7 梶原　虎斗 中2 富士学苑高中学校 山梨 7 臼井　太一 高2 富士学苑高校 山梨

1 天野　晴斗 高2 笛吹高校 山梨 1 名取　龍希 高2 笛吹高校 山梨

2 藤橋　一郎 高2 笛吹高校 山梨 2 森　一真 高3 笛吹高校 山梨

3 藤橋　太郎 高2 笛吹高校 山梨 3 中島　遥翔 高3 巨摩高校 山梨

4 野村　翔大 高2 笛吹高校 山梨 4 植松　嶺斗 高2 東海大甲府 山梨

5 小澤　和茂 一般 コセレン 山梨 5 岩田　拓真 高3 東海大甲府 山梨

6 片山　寛隆 高1 甲斐ACJr 山梨 6 望月　健太 一般 コセレン 山梨

7 廣瀬　暖馬 高1 甲斐ACJr 山梨 7 宮野　泰希 高2 吉田高等学校 山梨

8 北野　広大 高3 笛吹高校 山梨

1 渡邊　瑞希 高2 笛吹高校 山梨 1 村田　然 高3 韮崎高校 山梨

2 渡邊　蹴斗 高2 笛吹高校 山梨 2 髙木　鼓太朗 大1 山梨学院大学 山梨

3 林　倖輔 大1 山梨学院大学 北海道 3 山田　蒼志郎 大4 山梨学院大学 愛媛

4 望月　玲佑 高3 巨摩高校 山梨 4 米田　拓海 大2 山梨学院大学 富山

5 田中　伶央 高3 笛吹高校 山梨 5 北村　魁士 大2 山梨学院大学 千葉

6 井上　満喜 高2 笛吹高校 山梨 6 寺西　満輝 大2 山梨学院大学 千葉

7 室井　一真 大3 山梨学院大学 宮城 7 渡邉　空羅 高3 笛吹高校 山梨

8 澤田　翔空 大1 山梨学院大学 青森

1 杉本　結理 中2 堀金中学校 長野 1 大久保　凛乃 高2 笛吹高校 山梨

2 平井　美言 高2 甲府西高校 山梨 2 中込　百音 高3 韮崎高校 山梨

3 齋藤　奏絵 高3 山梨学院高校 山梨 3 風間　杏奈 高2 笛吹高校 山梨

4 今福　瑠菜 高2 山梨農林高校 山梨 4 関口　莉緒 高3 笛吹高校 山梨

5 加々美　青衣 高1 山梨学院高校 山梨 5 小林　奏詠 高3 韮崎高校 山梨

6 市橋　柚花 高2 巨摩高校 山梨 6 松圡　歩 高3 笛吹高校 山梨

7 横森　美樹 高3 山梨農林高校 山梨 7 井出　笑菜 高3 山梨学院高校 山梨

8 樋口　寧音 中2 塩山中学校 山梨 8 池端　晴子 大4 都留文科大学 山梨

9 渡邊　美咲 高3 富士北稜高校 山梨 9 中島　想 高2 韮崎高校 山梨

10 上條　あかり 中2 茅野東部中学校 長野 10 吉岡　美紀 高2 韮崎高校 山梨

11 小林　令奈 高2 山梨農林高校 山梨 11 矢崎　莉央 高2 東海大甲府 山梨

12 松田　ひとみ 高3 山梨農林高校 山梨

13 平山　千裕 高2 甲府昭和高校 山梨

●女子800m　第1組 ●女子800m　第2組

●女子800m　第3組

●男子800m　第1組 ●男子800m　第2組

●男子800m　第3組 ●男子800m　第4組

●男子800m　第5組 ●男子800m　第6組

●女子1500m　第1組 ●女子1500m　第2組



1 小宮山　岳大 高2 富士学苑高校 山梨 1 北野　広大 高3 笛吹高校 山梨

2 遠山　哩史 高1 富士学苑高校 山梨 2 鴨作　大夢 中2 櫛形中学校 山梨

3 近藤　拓音 高1 笛吹高校 山梨 3 若山　暖人 高2 富士北稜高校 山梨

4 西川　慶哉 高2 吉田高等学校 山梨 4 天野　晴斗 高2 笛吹高校 山梨

5 篠原　颯太 中2 櫛形中学校 山梨 5 藤橋　一郎 高2 笛吹高校 山梨

6 雨宮　陽琉 中1 一宮陸上スポ少 山梨 6 河上 蒼生 高2 東海大甲府 山梨

7 澤登　慎之輔 中3 櫛形中学校 山梨 7 森　一真 高3 笛吹高校 山梨

8 田端　泰成 高2 韮崎高校 山梨 8 古屋　匠己 高3 韮崎高校 山梨

9 土生都　獅音 中3 櫛形中学校 山梨 9 青木　海斗 高3 北杜高校 山梨

10 大矢　翔 高3 甲府南高校 山梨 10 森　原樹 高2 韮崎高校 山梨

11 中込　友也 高1 笛吹高校 山梨 11 黒木　玲雄 中2 真田クラブ 長野

12 遠藤　瑠偉 高1 笛吹高校 山梨 12 古川　綾斗 高3 長野俊英高校 長野

13 飯島　明斗 高3 甲府昭和高校 山梨 13 渡邊　瑞希 高2 笛吹高校 山梨

14 清水　慶吾 高2 吉田高等学校 山梨 14 大石　歩六 高2 吉田高等学校 山梨

15 三井　蛍 中3 櫛形中学校 山梨 15 齊藤　翼 高2 韮崎高校 山梨

16 上小澤　柊吾 高2 富士北稜高校 山梨 16 兼子　凌輔 高3 山梨農林高校 山梨

17 雨宮　脩真 中2 一宮陸上スポ少 山梨 17 藤橋　太郎 高2 笛吹高校 山梨

18 18 野村　翔大 高2 笛吹高校 山梨

19 内藤　陽己 高3 甲府昭和高校 山梨

20 森田　幸佑 高2 甲府南高校 山梨

1 小林　拓磨 一般 甲斐市陸協 山梨 1 丹澤　夏実 高3 巨摩高校 山梨

2 名取　響介 高2 東海大甲府 山梨 2 神山　侑花 高2 巨摩高校 山梨

3 渡邊　蹴斗 高2 笛吹高校 山梨 3 渡辺　彩華 高3 吉田高等学校 山梨

4 田中　伶央 高3 笛吹高校 山梨 4 日下部　小春 中2 堀金中学校 長野

5 中里　綾介 一般 富士森走友会 東京 5 酒井　ゆな 高2 甲府西高校 山梨

6 松本　陽路 高3 韮崎高校 山梨

7 細野　貴寛 一般 甲斐市陸協 山梨

8 八鍬　拓斗 大2 山梨学院大学 山形

9 山野　颯也 高1 笛吹高校 山梨

10 荻原　悠生 高3 甲府南高校 山梨

11 渡邉　空羅 高3 笛吹高校 山梨

12 志村　悠平 一般 甲斐市陸協 山梨

13 関野　稜介 大4 山梨学院大学 山梨

14 小澤　駿哉 高2 東海大甲府 山梨

15 名取　龍希 高2 笛吹高校 山梨

16 前田　新太 大4 Utility M 山梨

17 井上　満喜 高2 笛吹高校 山梨

18 大久保　仁稀 高2 韮崎高校 山梨

19 高田　尚暉 大3 山梨学院大学 山梨

●男子1500m　第1組 ●男子1500m　第2組

●男子1500m　第3組 ●女子3000m　第1組



1 宮川　蓮乃 大2 YGU.AC 山梨 1 小松　晃人 一般 癒しの森AC 長野

2 中込　凌雅 高3 山梨農林高校 山梨 2 上田　誠斗 一般 甲斐市陸協 山梨

3 宮野　快斗 高2 東海大甲府 山梨 3 村松　福太郎 高3 巨摩高校 山梨

4 西澤　惟定 中3 茅野東部中学校 長野 4 青木　樟太郎 高3 北杜高校 山梨

5 鈴木　大心 高2 北杜高校 山梨 5 大村　一 一般 癒しの森AC 長野

6 法月　陽斗 大3 都留文科大学 山梨 6 寺島　春樹 一般 大月陸協 山梨

7 鈴木　柊斗 高3 甲府一高 山梨 7 青木　陽 一般 癒しの森AC 長野

8 石山　輝 高3 山梨学院高校 山梨 8 藤原　謙信 高3 北杜高校 山梨

9 河西　隼叶 中2 茅野東部中学校 長野 9 三浦　陽 高3 吉田高等学校 山梨

10 矢澤　颯介 中3 赤穂中学校 長野 10 大堀　陽士 高2 巨摩高校 山梨

11 森田　雄翔 中2 都留第二中学校 山梨 11 浅川　大樹 一般 甲斐市陸協 山梨

12 井上　祐希 大3 都留文科大学 山梨 12 河内　優 大4 山梨学院大学 山梨

13 堀内　昂弥 高2 富士北稜高校 山梨 13 本名　萩 大2 山梨学院大学 福島

14 辻　良樹 高2 東海大甲府 山梨

15 平野　勇輝 大2 YGU.AC 山梨

16 渡邉　颯斗 高3 富士北稜高校 山梨

17 佐野　正宗 高2 甲府南高校 山梨

18 山本　真一 一般 御殿場RC 静岡

19 井沼　佑樹 中2 赤穂中学校 長野

20 清水　颯 中3 南アルプスAC 山梨

21 島村　春輝 高3 甲府一高 山梨

22 矢花　海空 中3 堀金中学校 長野

23 佐藤　昌紀 一般 都留市陸上競技協会 山梨

24 伊藤　由翔 高3 東海大甲府 山梨

25 中澤　侑己 中2 堀金中学校 長野

26 渡邉　諒 高2 東海大甲府 山梨

27 原田　慎之介 大2 YGU.AC 山梨

28 廣井　凱人 高3 富士北稜高校 山梨

29 望月　健太 一般 コセレン 山梨

30 鳥海　倖正 中2 高森中学校 長野

31 渡辺　優樹 一般 癒しの森AC 長野

32 竹原　颯佑 高2 山梨農林高校 山梨

●男子3000m　第1組 ●男子5000m　第1組



1 望月　淳聖 高2 巨摩高校 山梨

2 野口　翔太 高3 山梨学院高校 山梨

3 深澤　飛翔 高2 巨摩高校 山梨

4 石原　颯太 高3 山梨学院高校 山梨

5 大森　伊知朗 高2 富士学苑高校 山梨

6 岡戸　優虎 高3 山梨学院高校 山梨

7 酒井　翔 高3 山梨農林高校 山梨

8 ジェームス　ムトゥク 大2 山梨学院大学 山梨

9 中澤　大夢 高3 長野俊英高校 長野

10 小長谷　祥治 一般 長野市駅伝部 長野

11 小林　柊 高3 山梨学院高校 山梨

12 曽我　琉世 高3 長野俊英高校 長野

13 須﨑　稜介 高3 巨摩高校 山梨

14 加藤　優満 高2 富士学苑高校 山梨

15 髙橋　光太 高3 甲府南高校 山梨

16 堀内　颯人 高2 長野俊英高校 長野

●男子3000mSC　第1組


