
第５１回山梨県記録会　兼第７６回国体選考会 【21150001】
ＪＩＴリサイクルインク ｽﾀｼﾞｱﾑ【151010】 2021年4月11日(日)

日付 種目

渡邉　陵 10.83 土屋　拓斗(4) 11.14 松野　滉大(3) 11.16 長田　士(1) 11.18 村松　海人(3) 11.20 三嶋　翔太 11.24 保坂　凜(1) 11.25 赤井　悠次郞 11.28

山梨・日医工山梨 山梨・駿河台大 山梨・駿河台大 山梨・山梨学院大 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨陸協 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府工業AC

大八木　達(3) 34.97 保坂　凜(1) 35.31 由井　響(2) 35.93 野口　怜恩 36.04 東　佳吾(4) 36.26 川住　優輔(3) 36.31 宮川　玲(3) 36.35 飯田　一真(3) 36.53

山梨・韮崎高 山梨・駿台甲府高 山梨・都留高 山梨・身延AC 山梨・山梨大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高

日尾　悠人(3) 50.10 東　佳吾(4) 50.72 杉山　楓(3) 51.06 高崎　蒼生(4) 51.11 藤田　太一(3) 51.31 野村　伊吹(3) 51.88 仲田　真悟(3) 52.11 中井　希(1) 52.22

富山・都留文科大 山梨・山梨大 山梨・甲府工高 東京・東学大 山梨・日大明誠高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高

仲田　真悟(3) 1:58.73 中込　大地(2) 1:58.93 中山　蒼太(3) 2:00.79 関　宗幸(3) 2:01.83 河原田　昇(3) 2:02.34 前田　奏楽(3) 2:03.66 矢﨑　那央(2) 2:04.04 前川　航陽(大4) 2:05.17

山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・甲府西高 山梨・甲府西高 福岡・都留文科大 山梨・山梨学院高 山梨・巨摩高 山梨・YGU.A.C

篠原　一希(2) 4:01.07 澤田　啓(2) 4:03.14 中谷　有富(3) 4:04.12 米森　蓮真(3) 4:04.23 武井　蒼真(3) 4:05.50 赤池　祥(3) 4:05.65 望月　瑠希哉(2) 4:07.92 志村　竜星(大4) 4:08.23

山梨・山梨学院高 山梨・山学大 山梨・山学大 山梨・韮崎高 山梨・甲府工高 山梨・韮崎高 山梨・山梨学院高 山梨・YGU.A.C

石原　秀星(3) 15.41(-1.9) 神宮寺　俊輔(3) 15.94(-1.9) 林　知広(3) 16.31(-1.9) 高橋　亨光 16.33(-1.9) 櫻井　翔太(2) 16.48(-1.9) 花村　楓來(2) 16.72(-1.5) 内藤　恭祐(2) 17.06(-2.2) 長坂　一宝(2) 17.17(-1.5)

山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・身延AC 山梨・駿台甲府高 山梨・都留高 山梨・都留高 山梨・甲府南高

松木　涼介(2) 28:35.61 若林　航希(2) 28:37.02 皆川　大(3) 31:05.41 小俣　燎雅(3) 31:26.71 望月　蓮斗(3) 32:25.62 丸野　潤平(3) 32:47.50

山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・都留興譲館高 山梨・都留興譲館高 山梨・身延高 山梨・都留高

山梨・都留高 43.67 山梨・甲府西高A 43.73 山梨・山梨学院高 43.73 山梨・駿台甲府高B 43.76 山梨・甲府南高 43.95 山梨・甲府昭和高 44.38 山梨・甲府工高 44.45 山梨・韮崎高 44.65

林　一颯(3) 上條　稜河(3) 蘇我　俊介(3) 降矢　智弘(3) 長坂　一宝(2) 三枝　剛(3) 井上　陸(2) 三井　笙太朗(2)

田邊　太一(2) 秋山　太志(3) 坂本　隆汰(1) 中井　希(1) 河上　優利(3) 望月　俊希(2) 杉山　楓(3) 大八木　達(3)

内藤　恭祐(2) 久保　慶周(3) 蘇我　涼介(1) 保坂　凜(1) 神宮寺　俊輔(3) 三神　航(3) 田中　裕成(3) 櫻井　久也(3)

安藤　龍(3) 内田　真人(3) 梅田　太陽(3) 野村　伊吹(3) 荻野　聖也(3) 堀井　景太(3) 平田　聖(3) 河西　将生(2)

橘田　幸成(3) 2m00 佐藤　遼(2) 1m85 土屋　俊貴(2) 1m85 望月　侑(3) 1m80 河西　将生(2) 1m75 平田　聖(3) 1m75

山梨・駿台甲府高 山梨・山梨大 山梨・都留文科大 山梨・身延高 山梨・韮崎高 山梨・甲府工高

小柳　竣平(2) 1m85 澤登　柊衣(1) 1m75

山梨・山梨学院高 山梨・駿河台大

安藤　裕志(2) 3m90 赤池　航(3) 3m80 足立　悠輔 3m40 入倉　清春(2) 3m20 中嶋　洸介(3) 3m00 浅川　聖也(2) 2m80 大場　琢磨(2) 2m60

山梨・甲府工高 山梨・甲府南高 山梨・山梨大AC 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・甲府工高 山梨・甲府南高

荻野　聖也(3) 6m80(+2.5) 浅利　拓 6m75(+0.8) 赤井　悠次郞 6m62(+0.9) 奈良　歩夢(3) 6m51(+1.0) 川窪　康生(3) 6m48(+1.5) 足立　蒼河(1) 6m41(+2.0) 斎藤　翼(3) 6m20(+0.7) 立川　恭大(3) 6m15(+1.8)

山梨・甲府南高 公6m75(+0.3) 山梨・山梨陸協 山梨・甲府工業AC 東京・東学大 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・甲府南高

横森　友朗 15m65(+4.1) 田中　翔大(1) 14m54(+1.2) 鈴木　颯人(1) 13m66(+3.8) 西尾　淳平(3) 13m61(+3.2) 櫻井　久也(3) 12m82(+3.5) 平田　聖(3) 12m61(+1.5) 立川　恭大(3) 12m53(+1.7) 金丸　樹(2) 12m18(+2.8)

山梨・山梨ジャンパーズ 公15m16(+1.6) 山梨・山梨学院大 愛知・山梨学院大 公13m36(+1.8) 山梨・甲府西高 公認記録なし 山梨・韮崎高 公認記録なし 山梨・甲府工高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 公12m14(+1.7)

朴　承韓(2) 38m77 丹澤　洸哉(3) 36m69 小森　直吏(3) 34m97 浅川　聖也(2) 24m12 小沢　天雅(1) 20m76 和智　一真(3) 18m95 堀内　開斗(2) 16m33 古谷　瑛人(3) 15m24

山梨・甲府東高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・甲府工高 山梨・甲府工高 山梨・上野原高 山梨・富士北稜高 山梨・上野原高

三神　大樹 39m20 久保田　尊士 38m28

山梨・身延AC 山梨・身延AC

小森　直吏(3) 40m87 丹澤　洸哉(3) 40m38 土屋　龍希(2) 31m83 亀井　翔(1) 31m60 坂本　響(3) 31m08 朴　承韓(2) 30m17 古谷　瑛人(3) 28m80 渡邉　航太(2) 28m72

山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・甲府工高 山梨・上野原高 山梨・都留高 山梨・甲府東高 山梨・上野原高 山梨・巨摩高

村田　雅弥 37m66 斉藤　廉(3) 36m00 三神　大樹 33m16 久保田　尊士 28m74

山梨・早川陸上クラブ 東京・山梨学院大 山梨・身延AC 山梨・身延AC

11日 男子300m

11日 一般男子ハンマー投

11日
高校男子円盤投

1.75kg

11日 一般男子円盤投

11日 男子走幅跳

11日 男子三段跳

11日
高校男子ハンマー投

6kg

11日 男子走高跳

11日 男子棒高跳

11日 男子110mH

11日 男子5000mW

11日 男子4×100mR

11日 男子400m

11日 男子800m

11日 男子1500m

11日
男子100mA決勝

風：-1.0

1位 2位 3位 8位4位 5位 6位 7位



第５１回山梨県記録会　兼第７６回国体選考会 【21150001】
ＪＩＴリサイクルインク ｽﾀｼﾞｱﾑ【151010】 2021年4月11日(日)

日付 種目 1位 2位 3位 8位4位 5位 6位 7位

大森　仁貴(4) 12.56 阿部　璃音(1) 12.65 塩谷　花音(2) 12.76 峯松　甘夏(3) 12.83 岩間　彩芽(中3) 12.88 奥田　愛(2) 13.13 城山　愛衣(2) 13.19

山梨・山梨学院大 山形・山梨学院大 山梨・駿台甲府高 埼玉・山梨学院大 山梨・TYPE-R 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高

比嘉　和希 41.08 堀部　優衣(3) 41.65 古屋　鈴子(3) 42.77 小川　莉世(2) 43.36 村松　璃香(1) 43.49 五味　奈々(3) 44.64 小池　琉南(1) 44.92 村松　苺華(1) 45.59

山梨・銘水 山梨・韮崎高 山梨・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院高 山梨・韮崎高 山梨・甲府南高 山梨・山梨学院高

藤崎　ありす(2) 59.23 武田　杏(3) 59.93 雨宮　倫可(3) 1:00.40 山田　千詠(3) 1:00.48 小池　琉南(1) 1:01.77 小川　莉世(2) 1:01.94 奥田　愛(2) 1:03.47 宮川　蓮華(3) 1:03.83

山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院大 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高

戸谷　温海 2:18.05 髙尾　夏鈴(3) 2:23.80 戸澤　瑠南(1) 2:26.30 清水　蒼(3) 2:35.78 国久　美祐(3) 2:36.55 八巻　一紗(3) 2:39.25 冨樫　璃子(3) 2:45.04 伊藤　莉那(3) 2:45.14

山梨・山梨さえき 山梨・都留文科大 山梨・山梨学院中 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院高 山梨・駿台甲府高 山梨・北杜高 山梨・山梨学院高

青沼　麗后(2) 4:36.79 石井　れいな(2) 4:45.79 萩原　美優(2) 4:50.26 ﾙﾌﾞﾗｽ　恵美里(2) 4:54.11 柿島　珊瑚(2) 4:54.99 坂元　唯花(1) 5:01.79 細田　奈那(3) 5:03.04 井出　笑菜(1) 5:07.99

山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院高 山梨・山梨学院高 山梨・韮崎高 長野・辰野中 山梨・韮崎高 山梨・山梨学院高

田中　陽夏莉 13.83(-0.9) 小林　里帆 14.60(-0.9) 三吉　南緒(3) 14.85(-0.9) 廣瀬　麻耶(3) 15.04(-0.9) 今田　涼花(1) 15.07(-0.9) 市川　真也子(3) 15.25(-1.1) 城山　愛衣(2) 15.83(-1.1) 四村　かなで(3) 16.17(-1.1)

山梨・銘水 山梨・KENNY 山梨・山梨学院大 山梨・駿台甲府高 静岡・山梨学院大 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨学院大

佐野　唯純(3) 33:25.30 山本　玲那(3) 33:25.36 伊藤　凜(2) 35:38.56

山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・甲府城西高

山梨・駿台甲府高B 50.07 山梨・甲府南高 50.27 山梨・韮崎高 51.04 山梨・駿台甲府高A 51.09 山梨・山梨学院高 51.22 山梨・都留文科大 51.72 山梨・甲府昭和高 52.08 山梨・日川高 54.88

塩谷　花音(2) 南　葵(2) 五味　奈々(3) 齊藤　美貴(3) 小林　保乃蘭(3) 水野　笑香(2) 林　わか菜(2) 早川　成美(3)

城山　愛衣(2) 宮川　蓮華(3) 堀部　優衣(3) 八巻　一紗(3) 村松　璃香(1) 古屋　鈴子(3) 杉井　爽花(3) 清水　倖(3)

小川　莉世(2) 浦濱　佳代(2) 齊藤　花歩(3) 萩原　けい奈(3) 村松　苺華(1) 鈴木　楓帆(3) 佐藤　夢生(3) 鶴田　里佳子(3)

小野　瑞希(2) 市川　真也子(3) 輿水　優来(2) 廣瀬　麻耶(3) 雨宮　倫可(3) 髙尾　夏鈴(3) 大杉　愛心(3) 窪田　彩(3)

萩原　莉子(3) 1m61 三吉　南緒(3) 1m55 東海林　幸(1) 1m50 雨宮 　里奈(3) 1m45 小島　由佳(3) 1m45 八巻　一紗(3) 1m40 丸山 　華穂(3) 1m40 米山　いおり(2) 1m40

鹿児島・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・吉田高 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・吉田高 山梨・富士北稜高

長濱　愛里咲(1) 2m80 樋口　陽奈(3) 2m50 村越　麻緒(3) 2m50 小林　桃果(3) 2m20 南　葵(2) 2m10 田中　黎(2) 2m00

山梨・駿台甲府高 山梨・甲府南高 山梨・甲府西高 山梨・富士北稜高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高

澤井　萌奈(4) 5m72(+2.0) 高須　鮎香(2) 5m30(+1.1) 伊藤　里紗 5m25(-0.5) 土屋　ゆい(3) 5m22(-0.6) 萩原　けい奈(3) 5m21(-0.3) 樋口　実桜(2) 5m18(+0.9) 丸山　星乃(1) 5m06(-0.8) 鈴木　楓帆(3) 5m01(+0.2)

愛知・山梨学院大 愛知・山梨学院大 山梨・TYPE-R 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高 山梨・都留高 山梨・甲府昭和高 山梨・都留文科大

剱持　早紀 12m94(+2.2) 萩原　けい奈(3) 11m04(+3.0) 土屋　ゆい(3) 10m95(+2.6) 鶴田　菜月(2) 10m08(+2.6) 齊藤　美貴(3) 10m07(+1.7) 河西　彩音(2) 10m05(+3.9) 渡邉　ちさと(3) 10m02(+4.0) 永坂　莉羅(2) 9m81(+2.8)

山梨・長谷川体育施設 公12m90(+2.0) 山梨・駿台甲府高 公10m86(+1.7) 山梨・巨摩高 公10m76(+1.7) 山梨・巨摩高 公認記録なし 山梨・駿台甲府高 山梨・青洲高 公9m92(+2.0) 山梨・韮崎高 公9m94(+2.0) 山梨・山梨学院高 公認記録なし

武田　遼(4) 33m46 名執　真生(2) 26m74 佐藤　ほなみ(3) 26m40 今井　美柚(2) 23m61 山形　栞莉(2) 23m17 深沢　萌香(3) 22m75 功刀　麻琴(2) 21m90 志村　萌花(3) 21m87

宮崎・山梨学院大 山梨・巨摩高 山梨・上野原高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・甲府南高 山梨・甲府南高

深沢　萌香(3) 34m67 山本　真凜(2) 33m40 大場　彩花(2) 30m80 佐藤　ほなみ(3) 22m93 山形　栞莉(2) 20m49 志村　萌花(3) 19m28 名執　真生(2) 19m16 今井　美柚(2) 16m49

山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・甲府南高 山梨・上野原高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高

11日 女子円盤投

11日 女子ハンマー投

11日 女子走高跳

11日 女子棒高跳

11日 女子4×100mR

11日 女子300m

11日 女子三段跳

11日 女子800m

11日 女子1500m

11日 女子走幅跳

11日 女子100mH

11日 女子5000mW

11日
女子100mA決勝

風：-1.4

11日 女子400m



男子100m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

4月11日 12:00 予　選

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月11日 14:05 決　勝

予　選　22組0着＋24

1組 (風:-0.6) 2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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 山梨 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

1 6 4030 渡邉　陵 日医工山梨 10.91 q 1 5 3178 松野　滉大(3) 駿河台大 11.08 q

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｶｲﾄ 山梨

2 3 3123 土屋　拓斗(4) 駿河台大 11.19 q 2 2 710 村松　海人(3) 駿台甲府高 11.21 q

ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 山梨

3 7 0 長田　士(1) 山梨学院大 11.21 q 3 7 3-2074 佐藤　悠斗(4) 都留文科大 11.27 q

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨

4 4 4012 浅利　拓 山梨陸協 11.48 q 4 6 702 飯田　一真(3) 駿台甲府高 11.56

ｱﾗｲ ﾓﾄﾋﾛ 神奈川 ｺﾞﾐ ﾕｳﾀ 山梨

1 1160 荒井　基宏(4) 山梨学院大 DNS 5 8 3176 五味　勇太(3) 駿河台大 11.59

ﾋﾗﾉ ﾕｳﾏ 埼玉 ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｷ 宮崎

2 0 平野　佑真(1) 山梨学院大 DNS 1 1164 川越　春来(4) 山梨学院大 DNS

ｶｹｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岡山

5 3-2086 筧田　涼介(3) 東学大 DNS 3 3-2076 大原　健太郎(4) 東学大 DNS

ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨 ｱｻｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝｷ 長崎

8 1158 小幡　隆史(4) 山梨学院大 DNS 4 3-2083 朝霧　純稀(3) 東学大 DNS

3組 (風:-0.3) 4組 (風:-1.7)

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

ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨 ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨

1 2 3361 赤井　悠次郞 甲府工業AC 11.17 q 1 5 738 蘇我　俊介(3) 山梨学院高 11.29 q

ﾐｼﾏ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道

2 5 4013 三嶋　翔太 山梨陸協 11.18 q 2 3 1163 藤村　恒平(4) 山梨学院大 11.37 q

ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 7 717 保坂　凜(1) 駿台甲府高 11.22 q 3 4 639 川村　涼介(3) 富士北稜高 11.39 q

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨

4 6 1161 中村　僚(4) 山梨学院大 11.34 q 4 2 3917 森實　高毅 TYPE-R 11.41 q

ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨

5 4 0 熊谷　大輝(1) 山梨学院大 11.48 5 1 319 石原　秀星(3) 巨摩高 11.48

ｶﾜｽﾐ ﾕｳｽｹ 山梨 ﾋｵ ﾕｳﾄ 富山

6 3 705 川住　優輔(3) 駿台甲府高 11.49 6 8 3-2077 日尾　悠人(3) 都留文科大 11.48

ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 山梨 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨

7 1 3150 仲上　公賀(1) 駿河台大 11.54 7 6 0 田中　翔大(1) 山梨学院大 11.54

ﾂﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 山梨

8 712 鶴田　大貴(2) 駿台甲府高 DNS 8 7 4018 鈴木　啓太 甲府東中教員 11.65

5組 (風:+0.4) 6組 (風:0.0)

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

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌｳ 山梨 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

1 5 204 杉山　楓(3) 甲府工高 11.63 1 4 108 上條　稜河(3) 甲府西高 11.52

ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 山梨 ｸﾎﾞ ｹｲｼｭｳ 山梨

2 2 0 樋口　祥哉 甲府工業AC 11.76 2 1 106 久保　慶周(3) 甲府西高 11.54

ｱｻﾉ ｺｳｷ 山梨 ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 4 3811 麻野　康基(大6) 医学部走行会 11.84 3 7 744 蘇我　涼介(1) 山梨学院高 11.65

ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨 ｺｲｹ ﾊﾔﾄ 山梨

4 6 3286 橋爪　孔明 山梨大AC 11.84 4 8 186 小池　颯斗(3) 甲府東高 11.79

ｵｵｶﾜﾗ ｺﾞｳ 山梨 ｼﾉﾊﾗ ﾗｲ 山梨

5 1 248 大河原　豪(2) 甲府城西高 12.05 5 3 420 篠原　頼(2) 身延高 11.81

ﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 山梨 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨

6 7 3283 依田　幸裕 山梨大AC 12.05 6 6 716 中井　希(1) 駿台甲府高 11.84

ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾘ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨

3 162 河上　優利(3) 甲府南高 DNS 7 5 745 坂本　隆汰(1) 山梨学院高 11.84

ｳﾒﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 山梨 ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ 山梨

8 737 梅田　太陽(3) 山梨学院高 DNS 8 2 566 仲野　堅亮(2) 都留興譲館高 12.70

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



男子100m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

4月11日 12:00 予　選

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月11日 14:05 決　勝

予　選　22組0着＋24

7組 (風:+0.7) 8組 (風:+2.1)

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

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚｲ 山梨 ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

1 2 701 宮川　玲(3) 駿台甲府高 11.32 q 1 1 107 西尾　淳平(3) 甲府西高 11.34 q

ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 山梨 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳ 山梨

2 4 111 内田　真人(3) 甲府西高 11.34 q 2 6 501 安藤　龍(3) 都留高 11.37 q

ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｷﾔ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ 山梨

3 8 340 中込　志弥(1) 巨摩高 11.64 3 2 109 秋山　太志(3) 甲府西高 11.37 q

ﾊﾔｼ ｲｯｻ 山梨 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｱｷ 山梨

4 1 506 林　一颯(3) 都留高 11.76 4 5 110 石橋　直明(3) 甲府西高 11.45 q

ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ 山梨 ﾏﾂｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 山梨

4 3 218 内藤　渡和(1) 甲府工高 11.76 5 3 718 松木　英之(1) 駿台甲府高 11.54

ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 山梨 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山梨

6 7 222 山本　一汰(1) 甲府工高 11.91 6 8 205 田中　裕成(3) 甲府工高 11.56

ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ 山梨

7 6 32 入月　誠ノ介(1) 韮崎高 11.98 7 7 746 雨宮　暖杜(1) 山梨学院高 11.91

ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｾｲ 宮崎 ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨

5 1165 川越　健生(4) 山梨学院大 DNS 4 331 依田　來人(2) 巨摩高 DNS

9組 (風:+0.4) 10組 (風:+2.4)

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

ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 山梨

1 3 164 荻野　聖也(3) 甲府南高 11.48 q 1 7 189 内藤　真尋(3) 甲府東高 11.67

ﾋﾗﾀ ﾋｼﾞﾘ 山梨 ｻﾉ ﾔﾏﾄ 山梨

2 1 201 平田　聖(3) 甲府工高 11.66 2 6 419 佐野　和(2) 身延高 11.82

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 ﾋﾁﾜ ﾚｲ 山梨

3 2 1422 佐々木　琥珀(3) 山梨学院中 11.75 3 3 1894 飛知和　零(中3) TYPE-R 11.85

ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ 山梨 ﾔｽﾄﾞﾒ ｶｲﾄ 山梨

4 7 171 長坂　一宝(2) 甲府南高 11.91 4 4 569 安留　海翔(2) 都留興譲館高 11.85

ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 ｼﾗｶﾜ ｼｮｳ 山梨

5 5 2477 田中　賢司 リコージャパン 11.94 5 8 421 白川　翔(2) 身延高 12.03

ｱﾏﾉ ｺｳﾀ 山梨 ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨

6 8 636 天野　康太(3) 富士北稜高 11.95 6 2 911 五味　琉生(1) 韮崎東中 12.16

ｶﾈﾏﾙ ｺｳｽｹ 山梨 ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 山梨

7 4 418 金丸　滉佑(2) 身延高 11.97 1 564 鈴木　聖琉(2) 都留興譲館高 DNS

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 山梨 ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 東京

8 6 4009 西澤　竜也 山梨陸協 12.27 5 129 小久保　翔太 日本生命 DNS

11組 (風:+1.1) 12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

ﾀｶﾈ ﾔﾏﾄ 山梨 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾏ 山梨

1 3 650 高根　大和(2) 富士北稜高 12.06 1 2 743 笠原　昇真(2) 山梨学院高 12.10

ﾐﾔｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾘｸ 山梨

2 7 187 宮崎　大和(3) 甲府東高 12.28 2 5 211 井上　陸(2) 甲府工高 12.21

ｷｸﾁ ｾｲﾔ 山梨 ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｼﾞ 山梨

3 5 113 菊池　勢和(3) 甲府西高 12.34 3 7 203 宮原　圭司(3) 甲府工高 12.28

ｺｲﾃﾞ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ｶﾄｳﾉ ﾕｳｼﾝ 山梨

4 6 425 小出　響(1) 身延高 12.38 4 8 742 上遠野　裕信(2) 山梨学院高 12.35

ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 ｼﾛﾀ ﾕｳﾄ 山梨

5 4 3292 相原　樹 山梨大AC 12.42 5 4 464 城田　勇人(2) 笛吹高 12.50

ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ 山梨 ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 山梨

6 1 565 富田　陽希(2) 都留興譲館高 12.67 6 6 1893 鮎沢　拓澄(中3) TYPE-R 12.52

ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾄ 山梨 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 山梨

7 8 797 堀内　紋人(2) 東海大甲府高 12.68 7 1 1898 森本　敬士(中2) TYPE-R 13.03

ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾄ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山梨

8 2 3920 坂口　一仁 TYPE-R 12.83 3 114 功刀　健心郎(3) 甲府西高 DNS

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



男子100m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

4月11日 12:00 予　選

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月11日 14:05 決　勝

予　選　22組0着＋24

13組 (風:+0.7) 14組 (風:+1.1)

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

ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 山梨 ｴﾝﾔ ｹﾝｾｲ 山梨

1 1 123 半田　優太(2) 甲府西高 12.22 1 4 326 塩谷　健聖(3) 巨摩高 11.90

ｵｻﾉ ﾀｶﾋｻ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀ 山梨

2 7 638 小佐野　貴久(3) 富士北稜高 12.29 2 3 641 宮下　颯太(3) 富士北稜高 12.32

ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 山梨 ｾｷｶﾞﾜ ｾｲﾔ 山梨

3 6 563 清水　煌生(2) 都留興譲館高 12.52 3 8 649 關川　誠也(2) 富士北稜高 12.42

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷ 山梨

4 4 557 鈴木　達海(3) 都留興譲館高 12.69 4 2 1897 山本　時輝(中2) TYPE-R 12.83

ﾔｸﾗ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 山梨

5 2 798 矢倉　彰太(2) 東海大甲府高 12.72 5 6 794 前田　太洋(3) 東海大甲府高 12.84

ﾊﾔｼ ﾄﾜ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｵ 山梨

6 5 1650 林　永久(中2) 中村塾 12.74 6 5 427 萩原　万和(1) 身延高 12.88

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 山梨 ﾌﾙﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨

7 8 642 渡邊　真翔(3) 富士北稜高 12.99 7 1 567 古屋　俊輔(2) 都留興譲館高 13.33

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 山梨 ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

3 121 小林　太陽(2) 甲府西高 DNS 7 843 今野　準平(3) 日大明誠高 DNS

15組 (風:+0.1) 16組 (風:-0.1)

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

ｶﾄﾞﾉ ﾋﾛﾀｶ 山梨 ﾓﾁｽﾞｷ ﾄｼｷ 山梨

1 4 112 角野　皓崇(3) 甲府西高 12.41 1 2 274 望月　俊希(2) 甲府昭和高 12.24

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 山梨

2 6 648 佐藤　和輝(2) 富士北稜高 13.17 2 8 325 樋口　武(3) 巨摩高 12.34

ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 山梨

3 8 1652 野沢　俊介(中1) 中村塾 13.48 3 1 491 清水　誉生(3) 山梨高 13.11

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾔ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 山梨

4 3 891 藤原　喜弥(3) 桃花台学園 13.49 4 3 77 遠藤　剛広(3) 甲府一高 13.34

ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｱﾗｲ ﾀﾞﾝ 山梨

5 7 1653 野沢　亮介(中1) 中村塾 13.49 5 4 816 荒井　弾(3) 富士学苑高 13.54

ﾀﾝｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｼﾝﾉｽｹ 山梨

6 5 393 丹沢　知広(2) 青洲高 13.89 6 6 799 功刀　信之介(2) 東海大甲府高 13.56

ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｷ 山梨 ｸﾜｼﾞﾏ ﾕｳﾉｼﾝ 山梨

7 2 892 日髙　優樹(3) 桃花台学園 14.19 7 5 252 桑島　悠之進(3) 甲府城西高 13.87

ｵﾉ ﾕｳﾏ 山梨 ｶﾒﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨

8 1 1899 小野　悠馬(中2) TYPE-R 14.52 7 595 亀田 　奎佑(3) 吉田高 DNS

17組 (風:-0.2) 18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

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵﾊﾞ 新潟 ﾋｶﾜ ｼｭﾝｷ 山梨

1 1 493 望月　碧葉(2) 山梨高 11.55 1 7 54 樋川　瞬記(3) 韮崎工高 11.86

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾏ 山梨

2 6 335 渡邉　航太(2) 巨摩高 11.85 2 8 597 田邊 　隼麻(3) 吉田高 12.19

ｶｶﾞﾐ ﾐﾂｷ 山梨 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 山梨

3 3 592 加賀美 　充希(3) 吉田高 12.36 3 3 254 鈴木　健友(3) 甲府城西高 12.77

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾄ 山梨 ｵｻﾉ ﾘｭｳﾀ 山梨

4 5 255 長沼　遥斗(3) 甲府城西高 12.70 4 4 645 小佐野　竜汰(2) 富士北稜高 13.05

ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 山梨 ｲｼｸﾗ ﾘｸ 山梨

5 4 82 山田　恭平(2) 甲府一高 12.78 5 2 818 石倉　陸(3) 富士学苑高 13.47

ｱﾏﾉ ｶｲ 山梨 ﾔｻﾞｷ ｹｲ 山梨

6 8 841 天野　海(3) 日大明誠高 12.89 5 275 矢崎　慶(2) 甲府昭和高 DNS

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾋﾅﾄ 山梨

7 2 796 小林　健人(3) 東海大甲府高 13.27 6 122 土屋　陽仁(2) 甲府西高 DNS

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾔﾄ 山梨

7 273 村上　颯都(2) 甲府昭和高 DNS

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



男子100m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

4月11日 12:00 予　選

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月11日 14:05 決　勝

予　選　22組0着＋24

19組 (風:-2.2) 20組 (風:+1.3)

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

ﾋｶﾞｼ ｹｲｺﾞ 山梨 ｵｵﾂｷ ｼｭｳﾄ 山梨

1 3 3359 東　佳吾(4) 山梨大 11.55 1 2 3367 大槻　秀人(3) 山梨大 11.27 q

ｶﾜｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾁｶ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｼｵﾝ 山梨

2 6 271 川窪　伸慶(2) 甲府昭和高 12.00 2 3 80 小澤　潮穏(2) 甲府一高 11.95

ﾐﾔｼﾀ ｼﾝ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ｿｳｶﾞ 山梨

3 5 817 宮下　心(3) 富士学苑高 12.43 3 7 341 足立　蒼河(1) 巨摩高 11.98

ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 山梨 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ 山梨

4 2 81 海老澤　健太(2) 甲府一高 12.61 4 5 643 井上　顕翔(2) 富士北稜高 12.11

ﾐｳﾗ ｺｳﾍｲ 山梨 ｻｲｸﾞｻ ｺﾞｳ 山梨

7 599 三浦　光平(2) 吉田高 DQ,T2 5 4 266 三枝　剛(3) 甲府昭和高 12.15

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｺﾞｳｷ 山梨

4 247 井上　涼太(2) 甲府城西高 DNS 6 8 1607 雨宮　剛生(中1) GON SPO AC 12.58

ｳｼﾔﾏ ｱﾂｷ 山梨 ｺﾞﾐ ﾀｲｷ 山梨

8 343 牛山　敦貴(1) 巨摩高 DNS 6 253 五味　泰紀(3) 甲府城西高 DNS

21組 (風:+0.3) 22組 (風:+1.1)

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

ﾎﾘｲ ｹｲﾀ 山梨 ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ 山梨

1 7 268 堀井　景太(3) 甲府昭和高 11.26 q 1 5 269 三神　航(3) 甲府昭和高 11.63

ｺﾂﾎﾞ ｼﾝﾉｽｹ 山梨 ﾊﾅﾜ ｵｳﾏ 山梨

2 2 842 小坪　信之介(3) 日大明誠高 11.67 2 8 748 花輪　皇麿(1) 山梨学院高 12.05

ｵｸﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 山梨 ｵｸﾞﾗ ﾔﾏﾄ 山梨

3 3 320 小倉　偉吹(3) 巨摩高 12.50 3 6 3360 小倉　和(4) 山梨大 12.31

ｱｻｶﾜ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨

4 5 893 浅川　一樹(2) 桃花台学園 12.50 4 4 1625 菱山　維吹(中2) 大国陸上 12.39

ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ｼﾌﾞｻﾜ ﾀｲｶﾞ 山梨

5 8 251 佐藤　優大(2) 甲府城西高 12.72 5 3 826 澁澤　大河(2) 富士学苑高 13.82

ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｺｳ 山梨

6 6 1622 増井　悠雅(中2) 大国陸上 13.13 2 616 長田　幸(2) 富士河口湖高 DNS

ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾝﾀ 山梨

7 4 820 杉田　勇翔(3) 富士学苑高 13.83 7 257 望月　天太(3) 甲府城西高 DNS

決　勝　3組

1組 (風:-2.1) 2組 (風:-3.3)

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

ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道 ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨

1 3 1163 藤村　恒平(4) 山梨学院大 11.20 1 4 738 蘇我　俊介(3) 山梨学院高 11.45

ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ 山梨 ｵｵﾂｷ ｼｭｳﾄ 山梨

2 7 3917 森實　高毅 TYPE-R 11.35 2 6 3367 大槻　秀人(3) 山梨大 11.47

ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨

3 6 639 川村　涼介(3) 富士北稜高 11.49 3 2 1161 中村　僚(4) 山梨学院大 11.51

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 山梨

4 2 4012 浅利　拓 山梨陸協 11.52 4 3 3-2074 佐藤　悠斗(4) 都留文科大 11.52

ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚｲ 山梨

5 1 164 荻野　聖也(3) 甲府南高 11.63 5 8 701 宮川　玲(3) 駿台甲府高 14.86

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳ 山梨 ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

6 4 501 安藤　龍(3) 都留高 11.67 1 107 西尾　淳平(3) 甲府西高 DNS

ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ 山梨 ﾎﾘｲ ｹｲﾀ 山梨

7 5 109 秋山　太志(3) 甲府西高 11.67 5 268 堀井　景太(3) 甲府昭和高 DNS

ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｱｷ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 山梨

8 8 110 石橋　直明(3) 甲府西高 11.71 7 111 内田　真人(3) 甲府西高 DNS

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



男子100m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

4月11日 12:00 予　選

山梨県記録(YR)               10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月11日 14:05 決　勝

決　勝　3組

3組 (風:-1.0)

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 ﾘｮｳ 山梨

1 5 4030 渡邉　陵 日医工山梨 10.83

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨

2 8 3123 土屋　拓斗(4) 駿河台大 11.14

ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

3 4 3178 松野　滉大(3) 駿河台大 11.16

ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 山梨

4 1 0 長田　士(1) 山梨学院大 11.18

ﾑﾗﾏﾂ ｶｲﾄ 山梨

5 7 710 村松　海人(3) 駿台甲府高 11.20

ﾐｼﾏ ｼｮｳﾀ 山梨

6 6 4013 三嶋　翔太 山梨陸協 11.24

ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨

7 2 717 保坂　凜(1) 駿台甲府高 11.25

ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨

8 3 3361 赤井　悠次郞 甲府工業AC 11.28

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



男子300m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県最高記録(YSR)          34.46     野口　怜恩(山梨学院大)                2019 4月11日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ｵｵﾔｷﾞ ﾄｵﾙ 山梨 ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 山梨

1 6 17 大八木　達(3) 韮崎高 34.97 1 3 509 内藤　恭祐(2) 都留高 37.08

ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ 山梨

2 4 717 保坂　凜(1) 駿台甲府高 35.31 2 4 414 堀内　一希(3) 身延高 37.51

ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ｵｸﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

3 5 508 由井　響(2) 都留高 35.93 3 1 512 奥山　隼(2) 都留高 37.70

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚｲ 山梨 ｶﾈﾏﾙ ｺｳｽｹ 山梨

4 7 701 宮川　玲(3) 駿台甲府高 36.35 4 8 418 金丸　滉佑(2) 身延高 38.09

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

5 3 511 田邊　太一(2) 都留高 36.60 5 7 120 中村　優大(2) 甲府西高 40.58

ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ 山梨 ｻﾉ ﾔﾏﾄ 山梨

6 2 109 秋山　太志(3) 甲府西高 36.63 2 419 佐野　和(2) 身延高 DNS

ﾐｼﾏ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾄ 山梨

7 8 4013 三嶋　翔太 山梨陸協 37.11 5 255 長沼　遥斗(3) 甲府城西高 DNS

ｵｵｶﾜﾗ ｺﾞｳ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ｿﾗ 山梨

8 1 248 大河原　豪(2) 甲府城西高 38.00 6 739 前田　奏楽(3) 山梨学院高 DNS

3組 4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

ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

1 7 702 飯田　一真(3) 駿台甲府高 36.53 1 1 2964 野口　怜恩 身延AC 36.04

ﾊﾅﾜ ｵｳﾏ 山梨 ﾋｶﾞｼ ｹｲｺﾞ 山梨

2 8 748 花輪　皇麿(1) 山梨学院高 38.99 2 7 3359 東　佳吾(4) 山梨大 36.26

ｺﾞﾐ ﾙｲ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨

3 3 911 五味　琉生(1) 韮崎東中 39.71 3 4 745 坂本　隆汰(1) 山梨学院高 37.00

ｶﾄｳﾉ ﾕｳｼﾝ 山梨 ｶﾒﾀﾞ ｹｲｽｹ 山梨

4 6 742 上遠野　裕信(2) 山梨学院高 40.02 4 5 595 亀田 　奎佑(3) 吉田高 39.06

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｾｲ 山梨

5 5 514 藤本　大輝(2) 都留高 40.84 5 8 851 五十嵐　優世(2) 日大明誠高 39.33

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨

6 1 648 佐藤　和輝(2) 富士北稜高 45.29 6 6 747 深沢　虎太朗(1) 山梨学院高 39.70

ﾎﾘｲ ｹｲﾀ 山梨 ｵｻﾉ ﾘｭｳﾀ 山梨

2 268 堀井　景太(3) 甲府昭和高 DNS 7 3 645 小佐野　竜汰(2) 富士北稜高 41.66

ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｶﾞ 山梨

4 251 佐藤　優大(2) 甲府城西高 DNS 2 714 望月　太雅(2) 駿台甲府高 DNS

5組 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 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｽﾐ ﾕｳｽｹ 山梨 ｵｵﾔｷﾞ ﾄｵﾙ 山梨

1 8 705 川住　優輔(3) 駿台甲府高 36.31 1 17 大八木　達(3) 韮崎高 34.97

ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨

2 5 744 蘇我　涼介(1) 山梨学院高 37.66 2 717 保坂　凜(1) 駿台甲府高 35.31

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 山梨

3 4 1422 佐々木　琥珀(3) 山梨学院中 37.81 3 508 由井　響(2) 都留高 35.93

ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 山梨

4 3 746 雨宮　暖杜(1) 山梨学院高 38.75 4 2964 野口　怜恩 身延AC 36.04

ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾋｶﾞｼ ｹｲｺﾞ 山梨

5 6 639 川村　涼介(3) 富士北稜高 41.15 5 3359 東　佳吾(4) 山梨大 36.26

ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ｶﾜｽﾐ ﾕｳｽｹ 山梨

6 7 460 野澤　翔平(3) 笛吹高 42.70 6 705 川住　優輔(3) 駿台甲府高 36.31

ﾏｽﾔﾏ ﾙｶ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚｲ 山梨

2 256 増山　琉伽(3) 甲府城西高 DNS 7 701 宮川　玲(3) 駿台甲府高 36.35
ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨

8 702 飯田　一真(3) 駿台甲府高 36.53

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990 4月11日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

ﾋｵ ﾕｳﾄ 富山 ﾉﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 山梨

1 6 3-2077 日尾　悠人(3) 都留文科大 50.10 1 4 707 野村　伊吹(3) 駿台甲府高 51.88

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌｳ 山梨 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨

2 8 204 杉山　楓(3) 甲府工高 51.06 2 3 716 中井　希(1) 駿台甲府高 52.22

ﾀｶｻｷ ｱｵｲ 東京 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 山梨

3 4 3-2071 高崎　蒼生(4) 東学大 51.11 3 6 325 樋口　武(3) 巨摩高 52.50

ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 山梨

4 2 846 藤田　太一(3) 日大明誠高 51.31 4 8 3-2076 井上　幹(3) 都留文科大 52.63

ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ 山梨

5 7 322 仲田　真悟(3) 巨摩高 52.11 5 7 218 内藤　渡和(1) 甲府工高 53.66

ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ 山梨

6 1 738 蘇我　俊介(3) 山梨学院高 52.44 6 2 709 降矢　智弘(3) 駿台甲府高 53.71

ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ 北海道 ｶﾐｶﾜ ﾘｸ 山梨

7 3 0 城　北斗(1) 山梨学院大 52.64 7 1 494 上川　凛玖(2) 山梨高 57.66

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 山梨

5 5483 村松　星哉(2) 山梨学院大 DNS 5 558 西村　卓(3) 都留興譲館高 DNS

3組 4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

ﾐﾔﾊﾗ ｹｲｼﾞ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｺｳ 山梨

1 2 203 宮原　圭司(3) 甲府工高 53.59 1 7 616 長田　幸(2) 富士河口湖高 53.58

ｲｹﾀﾞ ﾚｲﾔ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨

2 5 703 池田　怜矢(3) 駿台甲府高 54.24 2 4 23 秋山　凌大(2) 韮崎高 54.17

ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ｵｸﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 山梨

3 8 29 三井　笙太朗(2) 韮崎高 54.50 3 3 320 小倉　偉吹(3) 巨摩高 54.86

ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨 ｷｸﾁ ｾｲﾔ 山梨

4 6 3-2079 藤木　柊成(2) 都留文科大 54.54 4 6 113 菊池　勢和(3) 甲府西高 55.77

ｼﾗｶﾜ ｼｮｳ 山梨 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

5 4 421 白川　翔(2) 身延高 54.70 5 8 174 梶山　佑生(1) 甲府南高 56.21

ﾀｶﾈ ﾔﾏﾄ 山梨 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 山梨

6 7 650 高根　大和(2) 富士北稜高 55.00 2 254 鈴木　健友(3) 甲府城西高 DNS

ｱﾘﾉ ﾘﾝ 山梨 ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 山梨

7 3 318 有野　琳(3) 巨摩高 56.11 5 114 功刀　健心郎(3) 甲府西高 DNS

5組 6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

ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾏ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 山梨

1 7 743 笠原　昇真(2) 山梨学院高 54.05 1 4 25 小林　龍一(2) 韮崎高 56.61

ｲﾉｳｴ ﾘｸ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀ 山梨

2 4 211 井上　陸(2) 甲府工高 55.19 2 5 641 宮下　颯太(3) 富士北稜高 57.63

ｱﾏﾉ ｺｳﾀ 山梨 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ 山梨

3 6 636 天野　康太(3) 富士北稜高 56.13 3 2 819 片山　朋樹(3) 富士学苑高 58.67

ｾｷｶﾞﾜ ｾｲﾔ 山梨 ｷﾍﾞ ﾕｳｷ 山梨

4 8 649 關川　誠也(2) 富士北稜高 56.75 4 7 853 岐部　裕樹(2) 日大明誠高 58.68

ｵｻﾉ ﾀｶﾋｻ 山梨 ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ 山梨

5 5 638 小佐野　貴久(3) 富士北稜高 59.61 5 6 1622 増井　悠雅(中2) 大国陸上 59.64

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 山梨

6 2 642 渡邊　真翔(3) 富士北稜高 1:00.08 6 3 563 清水　煌生(2) 都留興譲館高 1:00.51

ﾏｴﾀﾞ ｿﾗ 山梨 ｵｵﾂｷ ｼｭｳﾄ 山梨

7 3 739 前田　奏楽(3) 山梨学院高 1:02.52 8 3367 大槻　秀人(3) 山梨大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990 4月11日 15:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8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

ﾋｶﾞｼ ｹｲｺﾞ 山梨 ﾔｽﾄﾞﾒ ｶｲﾄ 山梨

1 4 3359 東　佳吾(4) 山梨大 50.72 1 2 569 安留　海翔(2) 都留興譲館高 55.35

ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｼｵﾝ 山梨

2 7 4018 鈴木　啓太 甲府東中教員 52.30 2 8 80 小澤　潮穏(2) 甲府一高 56.77

ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 山梨 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 2 213 矢﨑　勇太(2) 甲府工高 53.59 3 4 1623 原　稜太(中2) 大国陸上 57.96

ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ 山梨 ｱﾗｲ ﾀﾞﾝ 山梨

4 5 566 仲野　堅亮(2) 都留興譲館高 55.87 4 5 816 荒井　弾(3) 富士学苑高 1:05.24

ﾏｽﾔﾏ ﾙｶ 山梨 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾘ 山梨

5 3 256 増山　琉伽(3) 甲府城西高 57.09 3 162 河上　優利(3) 甲府南高 DNS

ｶｽｶﾞ ﾏﾓﾙ 山梨 ｵｵｶﾜﾗ ｺﾞｳ 山梨

6 8 822 春日　衛(2) 富士学苑高 1:00.73 6 248 大河原　豪(2) 甲府城西高 DNS

ﾄﾗﾀﾆ ﾅｵﾔ 山梨 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 山梨

6 267 虎谷　直哉(3) 甲府昭和高 DNS 7 3370 石田　陸人(2) 山梨大 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

ﾋｵ ﾕｳﾄ 富山

1 3-2077 日尾　悠人(3) 都留文科大 50.10
ﾋｶﾞｼ ｹｲｺﾞ 山梨

2 3359 東　佳吾(4) 山梨大 50.72
ｽｷﾞﾔﾏ ﾌｳ 山梨

3 204 杉山　楓(3) 甲府工高 51.06
ﾀｶｻｷ ｱｵｲ 東京

4 3-2071 高崎　蒼生(4) 東学大 51.11
ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ 山梨

5 846 藤田　太一(3) 日大明誠高 51.31
ﾉﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 山梨

6 707 野村　伊吹(3) 駿台甲府高 51.88
ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山梨

7 322 仲田　真悟(3) 巨摩高 52.11
ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨

8 716 中井　希(1) 駿台甲府高 52.22

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             1:49.41     野澤　啓佑(早稲田大)                  2012 4月11日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ｿﾗ 山梨

1 1 322 仲田　真悟(3) 巨摩高 1:58.73 1 3 739 前田　奏楽(3) 山梨学院高 2:03.66

ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｽｹ 山梨

2 7 330 中込　大地(2) 巨摩高 1:58.93 2 4 347 望月　玲佑(1) 巨摩高 2:06.35

ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 山梨 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

3 2 116 中山　蒼太(3) 甲府西高 2:00.79 3 7 848 松永　侑大(3) 日大明誠高 2:06.78

ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 福岡 ﾓﾘ ﾊﾙﾄ 山梨

4 6 3-2123 河原田　昇(3) 都留文科大 2:02.34 4 5 849 森　陽和(3) 日大明誠高 2:08.43

ﾔｻﾞｷ ﾅｵ 山梨 ﾋﾗｲ ﾘﾝｸ 山梨

5 5 337 矢﨑　那央(2) 巨摩高 2:04.04 5 1 640 平井　凜空(3) 富士北稜高 2:10.23

ﾏｴｶﾜ ｺｳﾖｳ 山梨 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 山梨

6 8 3796 前川　航陽(大4) YGU.A.C 2:05.17 6 8 503 佐藤　陽向(3) 都留高 2:14.62

ｲｹﾀﾞ ﾚｲﾔ 山梨 ｵﾏｶﾞﾘ ﾐｲﾘ 山梨

7 3 703 池田　怜矢(3) 駿台甲府高 2:05.36 7 2 561 尾曲　魅律(2) 都留興譲館高 2:17.65

ﾌｨｾｯﾄ ｹｲ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾐ 山梨

4 202 フィセット　慶(3) 甲府工高 DNS 6 115 白鳥　拓海(3) 甲府西高 DNS

3組 4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

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｾｲ 山梨 ｾｷ ﾑﾈﾕｷ 山梨

1 4 844 澁谷　侑正(3) 日大明誠高 2:12.12 1 5 117 関　宗幸(3) 甲府西高 2:01.83

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 山梨 ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ 山梨

2 8 562 小山田　吏旺(2) 都留興譲館高 2:13.36 2 2 167 野村　　康介(3) 甲府南高 2:09.26

ｵｵｶﾞｸ ﾕﾒﾄ 山梨 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 山梨

3 7 644 大額　夢士(2) 富士北稜高 2:15.30 3 8 3363 三神　祐貴(3) 山梨大 2:12.89

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 山梨 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ 山梨

4 5 652 渡邊　渓人(2) 富士北稜高 2:17.54 4 1 819 片山　朋樹(3) 富士学苑高 2:21.03

ﾀﾅｶ ｶｲﾘ 山梨 ﾎｿｸﾎﾞ ﾐｽﾞｷ 山梨

5 6 793 田中　翔琉(3) 東海大甲府高 2:18.38 5 7 1606 細窪　瑞輝(中2) GON SPO AC 2:25.33

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾀｹｼ 山梨

6 2 653 渡邊　隼斗(2) 富士北稜高 2:27.95 6 6 593 秋山　武士(3) 吉田高 2:25.48

ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 山梨 ﾓﾘﾔ ｵｳｶﾞ 山梨

7 1 637 荒井　要輔(3) 富士北稜高 2:34.91 7 3 568 森屋　凰雅(2) 都留興譲館高 2:47.06

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼ 山梨 ｺｲｹ ﾐｽﾞｷ 山梨

3 392 遠藤　煌士(2) 青洲高 DNS 4 792 小池　瑞紀(3) 東海大甲府高 DNS

5組 6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

ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾀﾛｳ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｼｮｳﾏ 山梨

1 5 824 山中　渓太朗(2) 富士学苑高 2:06.39 1 5 168 長田　昇磨(3) 甲府南高 2:07.22

ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾘﾝﾀ 山梨 ﾐﾔﾀｹ ﾘｮｳ 山梨

2 7 3364 小笠原　倫汰(3) 山梨大 2:06.41 2 8 172 宮武　諒(2) 甲府南高 2:08.91

ﾅｶﾍﾞ ﾋﾛﾅﾘ 山梨 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 山梨

3 8 3340 中部　大也 塩川病院 2:16.71 3 2 3370 石田　陸人(2) 山梨大 2:09.50

ﾏｽｲ ﾕｳｶﾞ 山梨 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山梨

4 4 1622 増井　悠雅(中2) 大国陸上 2:16.81 4 6 1623 原　稜太(中2) 大国陸上 2:17.35

ﾎｾｲﾆ ｼﾞｬﾊﾞｼﾞ 山梨 ｵｵｸﾎﾞ ﾚﾝ 山梨

5 3 51 ホセイニ　ジャバジ(3) 韮崎工高 2:20.64 5 7 800 大久保　蓮(2) 東海大甲府高 2:19.03

ｶｽｶﾞ ﾏﾓﾙ 山梨 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨

6 2 822 春日　衛(2) 富士学苑高 2:28.54 6 1 492 前嶋　大貴(3) 山梨高 2:20.28

ｵｵﾆｼ ｿｳﾏ 山梨 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 山梨

7 6 560 大西　創真(2) 都留興譲館高 2:40.32 7 3 823 青木　康祐(2) 富士学苑高 2:23.04

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾎﾘ ﾕｳﾀ 山梨

1 165 田中　　大基(3) 甲府南高 DNS 8 4 376 堀　優太(2) 白根高 2:26.02

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             1:49.41     野澤　啓佑(早稲田大)                  2012 4月11日 10:50 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 山梨

1 322 仲田　真悟(3) 巨摩高 1:58.73
ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨

2 330 中込　大地(2) 巨摩高 1:58.93
ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 山梨

3 116 中山　蒼太(3) 甲府西高 2:00.79
ｾｷ ﾑﾈﾕｷ 山梨

4 117 関　宗幸(3) 甲府西高 2:01.83
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 福岡

5 3-2123 河原田　昇(3) 都留文科大 2:02.34
ﾏｴﾀﾞ ｿﾗ 山梨

6 739 前田　奏楽(3) 山梨学院高 2:03.66
ﾔｻﾞｷ ﾅｵ 山梨

7 337 矢﨑　那央(2) 巨摩高 2:04.04
ﾏｴｶﾜ ｺｳﾖｳ 山梨

8 3796 前川　航陽(大4) YGU.A.C 2:05.17

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             3:43.57     宮崎　秀規(山梨学院大)                1997 4月11日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨 ｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨

1 15 766 篠原　一希(2) 山梨学院高 4:01.07 1 13 3795 志村　竜星(大4) YGU.A.C 4:08.23

ｻﾜﾀﾞ ｹｲ 山梨 ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨

2 2 1143 澤田　啓(2) 山学大 4:03.14 2 15 19 小池　直幸(3) 韮崎高 4:12.87

ﾅｶﾀﾆ ｱﾙﾄ 山梨 ﾏｽﾔﾏ ﾐﾉﾙ 山梨

3 8 1137 中谷　有富(3) 山学大 4:04.12 3 9 4001 増山　稔 山梨陸協 4:14.77

ﾖﾈﾓﾘ ﾊｽﾏ 山梨 ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾔ 山梨

4 10 22 米森　蓮真(3) 韮崎高 4:04.23 4 16 18 川崎　翔哉(3) 韮崎高 4:20.39

ﾀｹｲ ｿｳﾏ 山梨 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 福岡

5 16 208 武井　蒼真(3) 甲府工高 4:05.50 5 5 3-2123 河原田　昇(3) 都留文科大 4:21.48

ｱｶｲｹ ｼｮｳ 山梨 ﾏｻﾀｹ ﾕｳﾏ 山梨

6 7 16 赤池　祥(3) 韮崎高 4:05.65 6 10 770 昌武　裕真(2) 山梨学院高 4:23.33

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙｷﾔ 山梨 ﾋｶﾞｷ ﾘｸﾄ 山梨

7 9 771 望月　瑠希哉(2) 山梨学院高 4:07.92 7 4 769 檜垣　隆斗(2) 山梨学院高 4:25.10

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨 ﾋﾗｲ ﾘﾝｸ 山梨

8 12 783 渡邊　莉玖(1) 山梨学院高 4:09.30 8 3 640 平井　凜空(3) 富士北稜高 4:25.48

ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 山梨 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ 山梨

9 5 777 小島　光稀(1) 山梨学院高 4:10.24 9 14 767 嶋田　暢喜(2) 山梨学院高 4:25.81

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｳｷｮｳ 山梨

10 4 782 渡邉　大雅(1) 山梨学院高 4:13.54 10 1 207 小林　右京(3) 甲府工高 4:26.02

ﾅﾙｻﾜ ｼｮｳｴｲ 山梨 ﾀﾅｶ ｷｮｳ 山梨

11 3 768 成沢　翔英(2) 山梨学院高 4:14.13 11 2 317 田中　響(3) 巨摩高 4:27.37

ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 山梨

12 13 5481 馬場　滉大(2) 山学大 4:21.22 12 6 779 野口　翔大(1) 山梨学院高 4:29.47

ｶﾜﾆ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 ｲｼｶﾜ ﾗｲ 山梨

13 6 1141 川仁　稜平(2) 山学大 4:23.77 13 17 124 石川　来(2) 甲府西高 4:30.72

ﾅﾗｼﾏ ﾕｳｽｹ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾅﾙﾐ 山梨

14 1 2372 楢島　佑亮(大2) YGU.A.C 4:34.39 14 8 34 古屋　匠己(1) 韮崎高 4:32.06

ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ﾊﾆﾊﾗ ｹｲｽｹ 山梨

11 330 中込　大地(2) 巨摩高 DNF 15 11 33 埴原　佳祐(1) 韮崎高 4:35.10

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ 山梨 ｶﾜﾃ ﾙｱﾝ 山梨

14 778 小林　柊(1) 山梨学院高 DNS 7 126 川手　流行(2) 甲府西高 DNS

ﾔｻﾞｷ ﾅｵ 山梨 ﾏｻﾀｹ ﾀｸﾄ 山梨

17 337 矢﨑　那央(2) 巨摩高 DNS 12 780 昌武　拓人(1) 山梨学院高 DNS

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｻﾋ 山梨

18 781 望月　朝陽(1) 山梨学院高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子1500m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             3:43.57     宮崎　秀規(山梨学院大)                1997 4月11日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

3組 4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

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｼﾛｳ 山梨

1 11 35 松本　陽路(1) 韮崎高 4:33.44 1 13 31 山﨑　壮志朗(2) 韮崎高 4:33.62

ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 山梨 ﾁﾋﾞｷ ｱﾕﾑ 山梨

2 13 26 清水　康生(2) 韮崎高 4:33.66 2 10 84 千引　歩夢(2) 甲府一高 4:41.22

ｺﾏﾂ ｲｸﾄ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺﾞ 山梨

3 17 20 小松　郁斗(3) 韮崎高 4:34.66 3 2 1 清水　圭吾(3) 北杜高 4:46.40

ﾑﾗﾏﾂ ﾌｸﾀﾛｳ 山梨 ｵｵｶﾞｸ ﾕﾒﾄ 山梨

4 5 345 村松　福太郎(1) 巨摩高 4:35.27 4 6 644 大額　夢士(2) 富士北稜高 4:48.11

ﾑﾗﾀ ｾﾞﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 山梨

5 15 36 村田　然(1) 韮崎高 4:38.71 5 9 652 渡邊　渓人(2) 富士北稜高 4:52.00

ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 山梨 ｵﾏｶﾞﾘ ﾐｲﾘ 山梨

6 2 30 向山　汐音(2) 韮崎高 4:40.31 6 7 561 尾曲　魅律(2) 都留興譲館高 4:55.79

ｱﾒﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｱｶﾎ ﾊﾙﾄ 山梨

7 4 3470 雨宮　俊祐 山梨県庁 4:47.44 7 1 850 赤穂　遥斗(2) 日大明誠高 4:58.59

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

8 3 562 小山田　吏旺(2) 都留興譲館高 4:53.20 8 15 52 深澤　亮雅(3) 韮崎工高 4:58.93

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｲｯｼﾝ 山梨 ｵｵｻｶ ｷｮｳｲﾁ 山梨

9 12 344 沢登　一心(1) 巨摩高 4:54.78 9 16 895 大坂　亨一(2) 桃花台学園 5:03.36

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾘ 山梨 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳ 山梨

10 1 854 小林　海里(2) 日大明誠高 5:02.13 10 4 426 青柳　龍(1) 身延高 5:03.73

ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｭﾝ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 山梨

6 618 藤森　駿(2) 富士河口湖高 DNS 11 5 653 渡邊　隼斗(2) 富士北稜高 5:05.15

ﾀｶｷ ｺﾀﾛｳ 山梨 ｲﾁｶﾜ ﾔﾏﾄ 山梨

7 27 髙木　鼓太朗(2) 韮崎高 DNS 12 3 894 市川　和(2) 桃花台学園 5:07.97

ｻﾄｳ ｼｭｳ 山梨 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 山梨

8 686 佐藤　柊生(3) 甲陵高 DNS 13 8 637 荒井　要輔(3) 富士北稜高 5:20.68

ｽｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾓﾘﾔ ｵｳｶﾞ 山梨

9 348 須崎　凌介(1) 巨摩高 DNS 14 17 568 森屋　凰雅(2) 都留興譲館高 5:45.96

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾙｷﾄ 山梨

10 346 中島　遥翔(1) 巨摩高 DNS 15 12 896 富永　琉輝音(2) 桃花台学園 5:54.43

ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨 ｺﾏﾂｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 山梨

14 774 石原　颯太(1) 山梨学院高 DNS 11 1424 小松澤　航(2) 山梨学院中 DNS

ｵﾁｱｲ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾐﾔｹ ｺｳｼﾛｳ 山梨

16 617 落合　健太郎(2) 富士河口湖高 DNS 14 394 三宅　浩士朗(2) 青洲高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子1500m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             3:43.57     宮崎　秀規(山梨学院大)                1997 4月11日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組 タイムレース上位8位
順位 ORD 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ 山梨 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ 山梨

1 1 76 水上　紘汰(3) 甲府一高 4:23.61 1 766 篠原　一希(2) 山梨学院高 4:01.07

ｶﾓｻｸ ｱｽｸ 山梨 ｻﾜﾀﾞ ｹｲ 山梨

2 6 125 鴨作　明育(2) 甲府西高 4:29.98 2 1143 澤田　啓(2) 山学大 4:03.14

ﾑﾄｳ ﾀｸﾐ 山梨 ﾅｶﾀﾆ ｱﾙﾄ 山梨

3 5 206 武藤　匠(3) 甲府工高 4:31.89 3 1137 中谷　有富(3) 山学大 4:04.12

ﾋﾗﾓﾄ ﾌｳｽｹ 山梨 ﾖﾈﾓﾘ ﾊｽﾏ 山梨

4 14 3366 平本　風輔(3) 山梨大 4:33.08 4 22 米森　蓮真(3) 韮崎高 4:04.23

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾂｼ 山梨 ﾀｹｲ ｿｳﾏ 山梨

5 4 821 渡邉　悦史(3) 富士学苑高 4:42.25 5 208 武井　蒼真(3) 甲府工高 4:05.50

ﾌﾙﾔ ｺｳﾍｲ 山梨 ｱｶｲｹ ｼｮｳ 山梨

6 11 847 古屋　航平(3) 日大明誠高 4:43.38 6 16 赤池　祥(3) 韮崎高 4:05.65

ｵﾋﾞ ﾋﾖｳ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙｷﾔ 山梨

7 9 118 小尾　飛陽(3) 甲府西高 4:56.01 7 771 望月　瑠希哉(2) 山梨学院高 4:07.92

ｱﾘｲｽﾞﾐ ｴｲｻ 山梨 ｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨

8 12 214 有泉　英冴(2) 甲府工高 5:02.30 8 3795 志村　竜星(大4) YGU.A.C 4:08.23

ﾄｵﾔﾏ ﾘﾋﾄ 山梨

9 13 825 遠山　哩人(2) 富士学苑高 5:09.31

ﾅﾄﾘ ﾊﾙｷ 山梨

10 3 57 名執　晴希(2) 韮崎工高 5:14.41

ｵｵﾆｼ ｿｳﾏ 山梨

11 10 560 大西　創真(2) 都留興譲館高 5:24.68

ｵｻﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨

12 17 56 長田　大輝(2) 韮崎工高 5:30.77

ｶﾜﾑﾗ ｺｳｾｲ 山梨

2 601 川村　昊清(2) 吉田高 DNS

ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 山梨

7 598 小嶋　駿輔(2) 吉田高 DNS

ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳ 山梨

8 250 川島　涼(2) 甲府城西高 DNS

ｲﾉｳｴ ｶﾅﾄ 山梨

15 270 井上　奏音(2) 甲府昭和高 DNS

ｼﾗｽ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

16 600 白須　智大(3) 吉田高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



男子110mH
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               14.28     剱持　英紀(県教委)                    1985 4月11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:-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

ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨 ﾊﾅﾑﾗ ﾌｳｷ 山梨

1 5 319 石原　秀星(3) 巨摩高 15.41 1 4 510 花村　楓來(2) 都留高 16.72

ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ 山梨

2 8 163 神宮寺　俊輔(3) 甲府南高 15.94 2 7 171 長坂　一宝(2) 甲府南高 17.17

ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳ 山梨

3 2 708 林　知広(3) 駿台甲府高 16.31 3 6 501 安藤　龍(3) 都留高 17.50

ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨 ｲﾁﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ 山梨

4 3 2945 高橋　亨光 身延AC 16.33 4 2 538 一ノ宮　祥太(3) 上野原高 21.26

ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 山梨 ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

5 7 711 櫻井　翔太(2) 駿台甲府高 16.48 3 741 小柳　竣平(2) 山梨学院高 DNS

ｱﾘﾉ ﾘﾝ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨

6 6 318 有野　琳(3) 巨摩高 18.81 5 3282 内藤　祐貴 山梨大AC DNS

ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 東京 ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨

4 129 小久保　翔太 日本生命 DNS 8 331 依田　來人(2) 巨摩高 DNS

3組 (風:-2.2) 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

ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨

1 4 509 内藤　恭祐(2) 都留高 17.06 1 319 石原　秀星(3) 巨摩高 15.41 -1.9

ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ 山梨 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨

2 2 643 井上　顕翔(2) 富士北稜高 18.20 2 163 神宮寺　俊輔(3) 甲府南高 15.94 -1.9

ﾔﾅｲ ﾊﾉﾝ 山梨 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

3 5 591 谷内 　波音(3) 吉田高 18.35 3 708 林　知広(3) 駿台甲府高 16.31 -1.9

ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨

4 7 219 中込　絢太(1) 甲府工高 19.23 4 2945 高橋　亨光 身延AC 16.33 -1.9

ｲｼｸﾗ ﾘｸ 山梨 ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 山梨

5 3 818 石倉　陸(3) 富士学苑高 23.98 5 711 櫻井　翔太(2) 駿台甲府高 16.48 -1.9

ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 山梨 ﾊﾅﾑﾗ ﾌｳｷ 山梨

6 715 島田　大輝(1) 駿台甲府高 DNS 6 510 花村　楓來(2) 都留高 16.72 -1.5

ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 山梨

8 3184 市川　俊弥 Takers DNS 7 509 内藤　恭祐(2) 都留高 17.06 -2.2
ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ 山梨

8 171 長坂　一宝(2) 甲府南高 17.17 -1.5

凡例  DNS:欠場



男子5000mW
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)            19:42.33     笹川　友輝(山梨学院大)                2011 4月11日 16:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨

1 5 422 松木　涼介(2) 身延高 28:35.61

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 山梨

2 6 424 若林　航希(2) 身延高 28:37.02

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲ 山梨

3 2 559 皆川　大(3) 都留興譲館高 31:05.41

ｵﾏﾀ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

4 3 556 小俣　燎雅(3) 都留興譲館高 31:26.71

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝﾄ 山梨

5 9 416 望月　蓮斗(3) 身延高 32:25.62

ﾏﾙﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

6 1 507 丸野　潤平(3) 都留高 32:47.50

ｱｶｲｹ ﾅﾙﾔ 山梨

4 246 赤池　成哉(2) 甲府城西高 DQ,W2

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾄ 山梨

7 255 長沼　遥斗(3) 甲府城西高 DQ,W4

ｲﾜﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

8 463 岩間　勇翔(2) 笛吹高 DQ,W3

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 山梨

10 210 安藤　裕志(2) 甲府工高 DNF

ｻｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ 三重

11 5240 佐々　順一 三重マスターズ DQ,W4

凡例  DNF:途中棄権 DQ:失格 W2:(R230-6(a))ﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰ　で３名以上が赤カードをだした　 W3:(R230-6(a))ﾛｽ・ｵﾌﾞ・ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ・ﾆｰで3名以上が赤ｶｰﾄﾞをだした
W4:(R230-3(a))ﾛｽ・ｵﾌﾞ・ｺﾝﾀｸﾄ　で競歩主任が単独で失格にした



男子4×100mR
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 4月11日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組
1着 43.73 2着 43.95 3着 44.38
5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7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

1 738 1 171 1 266

2 745 2 162 2 274

3 744 3 163 3 269

4 737 4 164 4 268

4着 45.88 5着 46.83 6着 53.27
3ﾚｰﾝ 2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 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 187 1 592 1 891

2 189 2 597 2 895

3 188 3 591 3 893

4 186 4 599 4 892

4ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

2組
1着 44.65 2着 45.65 3着 46.01
4ﾚｰﾝ 3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

1 29 1 845 1 636

2 17 2 842 2 639

3 21 3 853 3 641

4 24 4 846 4 650

4着 46.89
2ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ DQ,T3 5ﾚｰﾝ DNS
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

1 557 1 254 1 425

2 566 2 251 2 421

3 565 3 256 3 423

4 569 4 248 4 412

7ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

甲府西高B(山梨)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ

望月　航成(2)
山梨

身延高
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

斎藤　翼(3)
山梨

身延高

小出　響(1)
山梨

身延高
ｼﾗｶﾜ ｼｮｳ

白川　翔(2)
山梨

身延高
ﾏｽﾔﾏ ﾙｶ

増山　琉伽(3)
山梨

甲府城西高
ｵｵｶﾜﾗ ｺﾞｳ

大河原　豪(2)
山梨

甲府城西高

鈴木　健友(3)
山梨

甲府城西高
ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

佐藤　優大(2)
山梨

甲府城西高
ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ

富田　陽希(2)
山梨

都留興譲館高
ﾔｽﾄﾞﾒ ｶｲﾄ

安留　海翔(2)
山梨

都留興譲館高

鈴木　達海(3)
山梨

都留興譲館高
ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ

仲野　堅亮(2)
山梨

都留興譲館高

ﾀｶﾈ ﾔﾏﾄ

高根　大和(2)
山梨

富士北稜高

都留興譲館高(山梨)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ

甲府城西高(山梨)

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ

身延高B(山梨)

ｺｲﾃﾞ ﾋﾋﾞｷ

川村　涼介(3)
山梨

富士北稜高
ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀ

宮下　颯太(3)
山梨

富士北稜高

富士北稜高(山梨)

ｱﾏﾉ ｺｳﾀ

天野　康太(3)
山梨

富士北稜高
ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

山梨

日大明誠高
ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ

藤田　太一(3)
山梨

日大明誠高

山梨

日大明誠高
ｺﾂﾎﾞ ｼﾝﾉｽｹ

小坪　信之介(3)
山梨

日大明誠高

ｶｻｲ ｼｮｳ

河西　将生(2)
山梨

韮崎高

日大明誠高(山梨)

ﾄﾐﾀ ｼｮｳ

富田　翔(3)

ｷﾍﾞ ﾕｳｷ

岐部　裕樹(2)

ｵｵﾔｷﾞ ﾄｵﾙ

大八木　達(3)
山梨

韮崎高
ｻｸﾗｲ ﾋｻﾔ

櫻井　久也(3)
山梨

韮崎高

山梨大(山梨)

韮崎高(山梨)

ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

三井　笙太朗(2)
山梨

韮崎高

ｱｻｶﾜ ｶｽﾞｷ

浅川　一樹(2)
山梨

桃花台学園
ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｷ

日髙　優樹(3)
山梨

桃花台学園

藤原　喜弥(3)
山梨

桃花台学園
ｵｵｻｶ ｷｮｳｲﾁ

大坂　亨一(2)
山梨

桃花台学園
ﾔﾅｲ ﾊﾉﾝ

谷内 　波音(3)
山梨

吉田高
ﾐｳﾗ ｺｳﾍｲ

三浦　光平(2)
山梨

吉田高

加賀美 　充希(3)

山梨

吉田高
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾏ

田邊 　隼麻(3)
山梨

吉田高
ﾔｽﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ

安田　岳広(3)
山梨

甲府東高
ｺｲｹ ﾊﾔﾄ

小池　颯斗(3)
山梨

甲府東高

宮崎　大和(3)
山梨

甲府東高
ﾅｲﾄｳ ﾏﾋﾛ

内藤　真尋(3)
山梨

甲府東高

ﾎﾘｲ ｹｲﾀ

堀井　景太(3)
山梨

甲府昭和高

甲府東高(山梨)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾔﾏﾄ

吉田高(山梨)

ｶｶﾞﾐ ﾐﾂｷ

桃花台学園(山梨)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾔ

望月　俊希(2)
山梨

甲府昭和高
ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ

三神　航(3)
山梨

甲府昭和高

甲府昭和高(山梨)

ｻｲｸﾞｻ ｺﾞｳ

三枝　剛(3)
山梨

甲府昭和高
ﾓﾁｽﾞｷ ﾄｼｷ

山梨

甲府南高
ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ

荻野　聖也(3)
山梨

甲府南高

坂本　隆汰(1) 山梨学院高

山梨

甲府南高
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾘ

河上　優利(3)
山梨

甲府南高
ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

蘇我　涼介(1)

梅田　太陽(3)
山梨

山梨学院高

甲府南高(山梨)

ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ

長坂　一宝(2)

ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ

神宮寺　俊輔(3)
山梨

山梨学院高
ｳﾒﾀﾞ ﾀｲﾖｳ

山梨学院高(山梨)

ｿｶﾞ ｼｭﾝｽｹ

蘇我　俊介(3)
山梨

山梨学院高
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



男子4×100mR
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               40.78     土屋・渡辺・田中・大久保(駿台甲府高)  2016 4月11日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
1着 43.67 2着 43.73 3着 43.76
5ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4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

1 506 1 108 1 709

2 511 2 109 2 716

3 509 3 106 3 717

4 501 4 111 4 707

4着 44.45 5着 44.91
7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ DNS
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

1 211 1 419 1 (    )

2 204 2 414 2 (    )

3 205 3 418 3 (    )

4 201 4 420 4 (    )

8ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 43.67

2 43.73

3 43.73

4 43.76

5 43.95

6 44.38

7 44.45

8 44.65

甲府工高(山梨) 井上　陸(2) / 杉山　楓(3) / 田中　裕成(3) / 平田　聖(3)

韮崎高(山梨) 三井　笙太朗(2) / 大八木　達(3) / 櫻井　久也(3) / 河西　将生(2)

駿台甲府高B(山梨) 降矢　智弘(3) / 中井　希(1) / 保坂　凜(1) / 野村　伊吹(3)

甲府南高(山梨) 長坂　一宝(2) / 河上　優利(3) / 神宮寺　俊輔(3) / 荻野　聖也(3)

甲府昭和高(山梨) 三枝　剛(3) / 望月　俊希(2) / 三神　航(3) / 堀井　景太(3)

巨摩高(山梨)

都留高(山梨) 林　一颯(3) / 田邊　太一(2) / 内藤　恭祐(2) / 安藤　龍(3)

甲府西高A(山梨) 上條　稜河(3) / 秋山　太志(3) / 久保　慶周(3) / 内田　真人(3)

山梨学院高(山梨) 蘇我　俊介(3) / 坂本　隆汰(1) / 蘇我　涼介(1) / 梅田　太陽(3)

ｶﾈﾏﾙ ｺｳｽｹ

金丸　滉佑(2)
山梨

身延高
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲ

篠原　頼(2)
山梨

身延高

佐野　和(2)
山梨

身延高
ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ

堀内　一希(3)
山梨

身延高
ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ

田中　裕成(3)
山梨

甲府工高
ﾋﾗﾀ ﾋｼﾞﾘ

平田　聖(3)
山梨

甲府工高

井上　陸(2)
山梨

甲府工高
ｽｷﾞﾔﾏ ﾌｳ

杉山　楓(3)
山梨

甲府工高

ﾉﾑﾗ ｲﾌﾞｷ

野村　伊吹(3)
山梨

駿台甲府高

甲府工高(山梨)

ｲﾉｳｴ ﾘｸ

身延高A(山梨)

ｻﾉ ﾔﾏﾄ

駿台甲府高A(山梨)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳ

中井　希(1)
山梨

駿台甲府高
ﾎｻｶ ﾘﾝ

保坂　凜(1)
山梨

駿台甲府高

駿台甲府高B(山梨)

ﾌﾘﾔ ﾁﾋﾛ

降矢　智弘(3)
山梨

駿台甲府高
ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ

山梨

甲府西高
ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ

内田　真人(3)
山梨

甲府西高

山梨

甲府西高
ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ

秋山　太志(3)
山梨

甲府西高

安藤　龍(3)
山梨

都留高

甲府西高A(山梨)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｮｳｶﾞ

上條　稜河(3)

ｸﾎﾞ ｹｲｼｭｳ

久保　慶周(3)

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ

田邊　太一(2)
山梨

都留高
ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ

内藤　恭祐(2)
山梨

都留高

都留高(山梨)

ﾊﾔｼ ｲｯｻ

林　一颯(3)
山梨

都留高

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



男子走高跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                2m16     榎本　修之(筑波大)                    1999 4月11日 12:30 決　勝    

決　勝　

ｷｯﾀ ｺｳｾｲ 山梨 － － － － － － ○ ○

1 24 706 橘田　幸成(3) 駿台甲府高 × × ○ r 2m00
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 山梨 － － － ○ × ○ ○ × × ×

2 3 3373 佐藤　遼(2) 山梨大 1m85
ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 － － － ○ × ○ ○ × × ×

2 21 741 小柳　竣平(2) 山梨学院高 1m85
ﾂﾁﾔ ﾄｼｷ 山梨 － － － － － × × ○ × × ×

4 22 3-2078 土屋　俊貴(2) 都留文科大 1m85
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳ 山梨 － － ○ ○ ○ × × ×

5 20 415 望月　侑(3) 身延高 1m80
ｶｻｲ ｼｮｳ 山梨 － － ○ ○ × × ×

6 17 24 河西　将生(2) 韮崎高 1m75
ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾄｳｲ 山梨 － － ○ ○ × × ×

6 18 2541 澤登　柊衣(1) 駿河台大 1m75
ﾋﾗﾀ ﾋｼﾞﾘ 山梨 － － × ○ × × ○ × × ×

8 19 201 平田　聖(3) 甲府工高 1m75
ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

9 13 213 矢﨑　勇太(2) 甲府工高 1m70
ｶﾜﾃ ｹｲﾀ 山梨 ○ ○ × × ○ × × ×

10 15 391 川手　佳汰(2) 青洲高 1m70
ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨 － ○ × × ×

11 16 704 川窪　康生(3) 駿台甲府高 1m65
ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨 × ○ × ○ × × ×

12 1 747 深沢　虎太朗(1) 山梨学院高 1m65
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 × ○ × ○ × × ×

12 6 412 斎藤　翼(3) 身延高 1m65
ﾅｶﾞｲ ﾚｵ 山梨 ○ × × ○ × × ×

14 2 83 永井　伶旺(2) 甲府一高 1m65
ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 山梨 × ○ × × ○ × × ×

15 14 205 田中　裕成(3) 甲府工高 1m65
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 山梨 × ○ × × ×

16 4 4 小林　亮太(2) 北杜高 1m60
ﾆｼｼﾞﾏ ｵｳ 山梨 × × ×

5 539 西島　央(3) 上野原高 NM
ｲﾉｳｴ ﾘｸ 山梨 － × × ×

10 211 井上　陸(2) 甲府工高 NM
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲ 山梨 × × ×

11 220 中澤　惺(1) 甲府工高 NM
ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 × × ×

12 221 水上　大吾(1) 甲府工高 NM
ﾊﾅﾑﾗ ﾌｳｷ 山梨

7 510 花村　楓來(2) 都留高 DNS
ｻｲﾄｳ ｼｵﾝ 山梨

8 342 齋藤　至恩(1) 巨摩高 DNS
ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ 山梨

9 565 富田　陽希(2) 都留興譲館高 DNS
ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 山梨

23 2478 外川　巧 山梨大学職員 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

2m00

1m90 1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65

2m05

1m70 1m75 1m80 1m85

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子棒高跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                5m30     板倉　智里(甲府西高教)                1985 4月11日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 山梨 － － － － － － ○ －

1 7 210 安藤　裕志(2) 甲府工高 ○ － ○ ○ × × × 3m90
ｱｶｲｹ ｺｳ 山梨 － － － － － － － －

2 10 161 赤池　航(3) 甲府南高 × × ○ × × ○ ○ × × × 3m80
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 山梨 － － － － － － × × ○ －

3 6 3285 足立　悠輔 山梨大AC × × × 3m40
ｲﾘｸﾗ ｷﾖﾊﾙ 山梨 － － － － － ○ × × ×

4 2 329 入倉　清春(2) 巨摩高 3m20
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨 － － － － ○ × × ×

5 9 321 中嶋　洸介(3) 巨摩高 3m00
ｱｻｶﾜ ｾｲﾔ 山梨 ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

6 1 209 浅川　聖也(2) 甲府工高 2m80
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

7 4 170 大場　琢磨(2) 甲府南高 2m60
ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 山梨 × × ×

3 213 矢﨑　勇太(2) 甲府工高 NM
ｱｲﾊﾗ ﾀﾂｷ 山梨 － － － － － － × × ×

8 3292 相原　樹 山梨大AC NM
ﾂﾁﾔ ﾋﾅﾄ 山梨

5 122 土屋　陽仁(2) 甲府西高 DNS

ｺﾒﾝﾄ
3m00

4m00

3m20 3m40 3m50
記録

2m40

3m70

2m60

3m80

2m80

3m90
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m20

3m60

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                7m56     山口　宏貴(ＫＥＮ　ＡＣ)              1996 4月11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

ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 山梨 6m47 × 6m47 4 6m75 6m80 6m80

1 44 164 荻野　聖也(3) 甲府南高 -0.1 -0.1 +0.3 +2.5 +2.5
ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 6m19 6m75 6m75 8 6m75 × 6m75

2 47 4012 浅利　拓 山梨陸協 -1.7 +0.8 +0.8 +2.3 +0.8
ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 山梨 6m50 × 6m50 7 × 6m62 6m62

3 46 3361 赤井　悠次郞 甲府工業AC -1.4 -1.4 +0.9 +0.9
ﾅﾗ ｱﾕﾑ 東京 6m09 6m48 6m48 5 6m51 6m22 6m51

4 43 3-2092 奈良　歩夢(3) 東学大 +1.6 +2.5 +2.5 +1.0 +1.6 +1.0
ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨 6m24 6m48 6m48 6 × 6m30 6m48

5 42 704 川窪　康生(3) 駿台甲府高 -1.9 +1.5 +1.5 +0.1 +1.5
ｱﾀﾞﾁ ｿｳｶﾞ 山梨 × 6m41 6m41 3 × × 6m41

6 40 341 足立　蒼河(1) 巨摩高 +2.0 +2.0 +2.0
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨 × 6m20 6m20 2 × × 6m20

7 34 412 斎藤　翼(3) 身延高 +0.7 +0.7 +0.7
ﾀﾁｶﾜ ｷｮｳﾀ 山梨 6m15 6m13 6m15 1 × × 6m15

8 38 166 立川　恭大(3) 甲府南高 +1.8 +2.3 +1.8 +1.8
ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 山梨 6m00 6m09 6m09 6m09

9 45 0 髙野　友斗(1) 山梨学院大 -0.7 +0.7 +0.7 +0.7
ｶﾈﾏﾙ ｲﾂｷ 山梨 6m09 × 6m09 6m09

10 30 339 金丸　樹(2) 巨摩高 +1.8 +1.8 +1.8
ｱﾘｲｽﾞﾐ ｼｭﾝ 山梨 × 5m94 5m94 5m94

11 13 53 有泉　駿(3) 韮崎工高 -0.4 -0.4 -0.4
ｵｵﾀ ｹﾝｼﾝ 山梨 5m92 5m75 5m92 5m92

12 1 612 太田　健心(2) 吉田高 +0.9 -0.7 +0.9 +0.9
ﾔｻﾞｷ ｹｲ 山梨 5m65 5m88 5m88 5m88

13 7 275 矢崎　慶(2) 甲府昭和高 +1.2 -1.4 -1.4 -1.4
ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 山梨 5m73 5m86 5m86 5m86

14 28 111 内田　真人(3) 甲府西高 +1.1 -0.1 -0.1 -0.1
ｸﾎﾞ ｹｲｼｭｳ 山梨 × 5m79 5m79 5m79

15 39 106 久保　慶周(3) 甲府西高 +1.7 +1.7 +1.7
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 山梨 × 5m74 5m74 5m74

16 37 222 山本　一汰(1) 甲府工高 +1.9 +1.9 +1.9
ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 5m47 5m69 5m69 5m69

17 14 163 神宮寺　俊輔(3) 甲府南高 +2.3 +0.5 +0.5 +0.5
ﾔﾅｲ ﾊﾉﾝ 山梨 5m50 5m68 5m68 5m68

18 8 591 谷内 　波音(3) 吉田高 0.0 -0.8 -0.8 -0.8
ｶｶﾞﾐ ﾐﾂｷ 山梨 5m66 5m34 5m66 5m66

19 5 592 加賀美 　充希(3) 吉田高 +1.9 +0.1 +1.9 +1.9
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 山梨 5m55 3m94 5m55 5m55

20 24 121 小林　太陽(2) 甲府西高 +2.0 +1.1 +2.0 +2.0
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ 山梨 5m50 5m29 5m50 5m50

21 6 3 小林　詩音(2) 北杜高 +0.5 -2.0 +0.5 +0.5
ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 山梨 5m45 5m08 5m45 5m45

22 31 715 島田　大輝(1) 駿台甲府高 +2.0 -0.1 +2.0 +2.0
ﾔｽﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 山梨 5m42 × 5m42 5m42

23 25 188 安田　岳広(3) 甲府東高 +1.4 +1.4 +1.4
ﾄﾐﾀ ｼｮｳ 山梨 5m37 3m97 5m37 5m37

24 36 845 富田　翔(3) 日大明誠高 +1.5 +0.6 +1.5 +1.5
ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ 山梨 － 5m31 5m31 5m31

25 35 109 秋山　太志(3) 甲府西高 +1.1 +1.1 +1.1
ﾋｼﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 山梨 5m28 5m11 5m28 5m28

26 9 1625 菱山　維吹(中2) 大国陸上 0.0 -1.8 0.0 0.0
ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 山梨 5m20 4m98 5m20 5m20

27 22 1893 鮎沢　拓澄(中3) TYPE-R +1.8 +1.3 +1.8 +1.8
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ 山梨 5m14 × 5m14 5m14

28 23 557 鈴木　達海(3) 都留興譲館高 +0.4 +0.4 +0.4
ｶﾄﾞﾉ ﾋﾛﾀｶ 山梨 5m13 4m91 5m13 5m13

29 20 112 角野　皓崇(3) 甲府西高 +0.3 +1.5 +0.3 +0.3
ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 山梨 5m06 5m04 5m06 5m06

30 2 55 長林　宥弥(3) 韮崎工高 +1.4 -0.2 +1.4 +1.4
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ 山梨 4m94 4m43 4m94 4m94

31 16 423 望月　航成(2) 身延高 +1.6 +1.6 +1.6 +1.6

凡例  DNS:欠場



男子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                7m56     山口　宏貴(ＫＥＮ　ＡＣ)              1996 4月11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

ｼﾛﾀ ﾕｳﾄ 山梨 4m84 × 4m84 4m84

32 21 464 城田　勇人(2) 笛吹高 +1.6 +1.6 +1.6
ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 山梨 4m46 4m78 4m78 4m78

33 17 1652 野沢　俊介(中1) 中村塾 +1.3 +0.1 +0.1 +0.1
ﾆｼｼﾞﾏ ｵｳ 山梨 × 4m76 4m76 4m76

34 4 539 西島　央(3) 上野原高 +0.4 +0.4 +0.4
ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾉﾝ 山梨 × 4m72 4m72 4m72

35 19 504 相澤　優音(3) 都留高 +0.4 +0.4 +0.4
ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 山梨 4m57 4m69 4m69 4m69

36 15 1653 野沢　亮介(中1) 中村塾 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾔﾄ 山梨 4m62 4m39 4m62 4m62

37 10 273 村上　颯都(2) 甲府昭和高 -0.7 -1.0 -0.7 -0.7
ｲﾘｸﾗ ｷﾖﾊﾙ 山梨 － －

3 329 入倉　清春(2) 巨摩高
ﾐﾔｹ ｺｳｼﾛｳ 山梨 － －

11 394 三宅　浩士朗(2) 青洲高
ｺﾞﾝﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨 × ×

12 594 権守　秀昭(3) 吉田高
ｲﾁﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ 山梨 × ×

18 538 一ノ宮　祥太(3) 上野原高
ﾊﾅｳｴ ﾀｸﾔ 山梨 × ×

27 505 花上　拓矢(3) 都留高
ｷｸﾁﾊﾗ ﾕｳ 山梨 × ×

29 852 菊地原　優(2) 日大明誠高
ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｾｲ 山梨 － －

32 319 石原　秀星(3) 巨摩高
ｴﾝﾔ ｹﾝｾｲ 山梨 × ×

33 326 塩谷　健聖(3) 巨摩高
ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 山梨

26 564 鈴木　聖琉(2) 都留興譲館高 DNS
ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ 山梨

41 713 古屋　聡太(2) 駿台甲府高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子三段跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               15m99     小俣　宏記(県教委)                    1985 4月11日 14:30 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

ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ 山梨 14m87 15m16 15m16 8 15m65 14m54 15m65

1 13 3939 横森　友朗 山梨ジャンパーズ +2.5 +1.6 +1.6 +4.1 +1.6 +4.1
ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 山梨 14m54 12m84 14m54 7 14m22 14m41 14m54

2 12 0 田中　翔大(1) 山梨学院大 +1.2 +3.6 +1.2 +1.3 +1.7 +1.2
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知 13m66 13m36 13m66 6 13m45 － 13m66

3 11 0 鈴木　颯人(1) 山梨学院大 +3.8 +1.8 +3.8 +3.3 +3.8
ﾆｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨 13m38 13m61 13m61 5 × － 13m61

4 10 107 西尾　淳平(3) 甲府西高 +2.3 +3.2 +3.2 +3.2
ｻｸﾗｲ ﾋｻﾔ 山梨 × 12m82 12m82 4 × × 12m82

5 9 21 櫻井　久也(3) 韮崎高 +3.5 +3.5 +3.5
ﾋﾗﾀ ﾋｼﾞﾘ 山梨 11m91 12m61 12m61 3 × × 12m61

6 8 201 平田　聖(3) 甲府工高 +4.4 +1.5 +1.5 +1.5
ﾀﾁｶﾜ ｷｮｳﾀ 山梨 11m84 11m97 11m97 1 12m25 12m53 12m53

7 7 166 立川　恭大(3) 甲府南高 +2.8 +3.4 +3.4 +4.2 +1.7 +1.7
ｶﾈﾏﾙ ｲﾂｷ 山梨 12m14 12m11 12m14 2 12m15 12m18 12m18

8 6 339 金丸　樹(2) 巨摩高 +1.7 +4.2 +1.7 +2.7 +2.8 +2.8
ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾉﾝ 山梨 10m77 10m25 10m77 10m77

9 4 504 相澤　優音(3) 都留高 +2.1 +4.0 +2.1 +2.1
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 山梨 10m23 10m50 10m50 10m50

10 2 170 大場　琢磨(2) 甲府南高 +1.0 +3.0 +3.0 +3.0
ﾊﾅｳｴ ﾀｸﾔ 山梨 × －

1 505 花上　拓矢(3) 都留高
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｾｲ 山梨

3 423 望月　航成(2) 身延高 DNS
ｴﾝﾔ ｹﾝｾｲ 山梨

5 326 塩谷　健聖(3) 巨摩高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子ハンマー投
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               59m85     高橋　大地(山梨大)                    2011 4月11日 14:30 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

ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ 山梨

1 1 2959 三神　大樹 身延AC × 35m70 39m20 39m20 2 × 39m11 × 39m20

ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

2 3 2941 久保田　尊士 身延AC × 33m17 36m98 36m98 1 36m43 38m28 × 38m28

ﾅﾘｻﾜ ｶﾞｸﾄ 山梨

2 3374 成澤　楽人(2) 山梨大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               55m06     前田  裕孝(甲府工高教)                1986 4月11日 11:30 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

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾔ 山梨

1 4 3444 村田　雅弥 早川陸上クラブ 36m59 37m66 × 37m66 4 × × × 37m66

ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 東京

2 3 1181 斉藤　廉(3) 山梨学院大 32m61 × 36m00 36m00 3 × × × 36m00

ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ 山梨

3 1 2959 三神　大樹 身延AC 33m16 29m29 30m29 33m16 2 32m02 × 31m35 33m16

ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨

4 2 2941 久保田　尊士 身延AC 25m47 28m13 27m75 28m13 1 28m64 28m74 28m63 28m74



高校男子ハンマー投
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          63m29     高橋　大地(身延高)                    2007 4月11日 14:30 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

ﾊﾟｸ ｽﾝﾊﾝ 山梨

1 6 190 朴　承韓(2) 甲府東高 31m82 33m92 34m25 34m25 6 36m90 35m78 38m77 38m77

ﾀﾝｻﾞﾜ ｺｳﾔ 山梨

2 9 413 丹澤　洸哉(3) 身延高 36m20 34m16 33m43 36m20 8 × 35m25 36m69 36m69

ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 山梨

3 10 411 小森　直吏(3) 身延高 × × 34m71 34m71 7 34m97 × × 34m97

ｱｻｶﾜ ｾｲﾔ 山梨

4 8 209 浅川　聖也(2) 甲府工高 × × 23m35 23m35 5 24m12 × × 24m12

ｵｻﾞﾜ ﾃﾝﾏ 山梨

5 3 216 小沢　天雅(1) 甲府工高 20m66 × 20m76 20m76 4 17m84 20m72 × 20m76

ﾜﾁ ｶｽﾞﾏ 山梨

6 4 537 和智　一真(3) 上野原高 × × 17m18 17m18 3 18m95 15m88 × 18m95

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 山梨

7 5 651 堀内　開斗(2) 富士北稜高 15m09 × × 15m09 2 16m33 × 15m25 16m33

ﾌﾙﾔ ｱｷﾄ 山梨

8 2 536 古谷　瑛人(3) 上野原高 14m81 14m21 14m98 14m98 1 15m24 － － 15m24

ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼﾝ 山梨

9 1 332 望月　一心(2) 巨摩高 10m01 9m10 × 10m01 10m01

ｲﾄｳ ｼｵﾝ 山梨

7 417 伊藤　蒔音(2) 身延高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          49m36     前田  匡蔵(山梨学院高)                2018.3 4月11日 11:30 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

ｺﾓﾘ ｽｸﾞﾘ 山梨

1 19 411 小森　直吏(3) 身延高 35m29 37m58 40m38 40m38 8 × × 40m87 40m87

ﾀﾝｻﾞﾜ ｺｳﾔ 山梨

2 18 413 丹澤　洸哉(3) 身延高 × 35m60 33m92 35m60 7 40m38 39m17 36m75 40m38

ﾂﾁﾔ ﾘｭｳｷ 山梨

3 14 212 土屋　龍希(2) 甲府工高 28m60 × 29m13 29m13 5 × 31m83 × 31m83

ｶﾒｲ ｼｮｳ 山梨

4 7 540 亀井　翔(1) 上野原高 26m97 × × 26m97 1 × 31m60 31m19 31m60

ｻｶﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 山梨

5 15 502 坂本　響(3) 都留高 27m73 28m74 29m22 29m22 6 30m47 30m73 31m08 31m08

ﾊﾟｸ ｽﾝﾊﾝ 山梨

6 16 190 朴　承韓(2) 甲府東高 26m22 25m87 28m57 28m57 3 30m09 30m17 29m27 30m17

ﾌﾙﾔ ｱｷﾄ 山梨

7 17 536 古谷　瑛人(3) 上野原高 27m11 28m26 26m94 28m26 2 × 28m35 28m80 28m80

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

8 1 335 渡邉　航太(2) 巨摩高 26m43 28m72 27m47 28m72 4 27m74 27m35 － 28m72

ﾜﾁ ｶｽﾞﾏ 山梨

9 12 537 和智　一真(3) 上野原高 26m39 24m67 × 26m39 26m39

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 山梨

10 20 495 小林　侑右(2) 山梨高 24m30 × 21m04 24m30 24m30

ﾃﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 山梨

11 13 740 手塚　光翼(3) 山梨学院高 21m34 24m13 × 24m13 24m13

ｵｻﾞﾜ ﾃﾝﾏ 山梨

12 4 216 小沢　天雅(1) 甲府工高 21m47 21m94 15m23 21m94 21m94

ﾎｿﾀﾞ ｺｳｾｲ 山梨

13 11 28 細田　康生(2) 韮崎高 21m82 × 20m40 21m82 21m82

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｶﾞ 山梨

14 2 714 望月　太雅(2) 駿台甲府高 × 18m29 20m28 20m28 20m28

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 山梨

15 9 651 堀内　開斗(2) 富士北稜高 17m69 19m13 15m74 19m13 19m13

ｵﾏﾀ ｱﾔﾄ 山梨

16 10 646 小俣　綾人(2) 富士北稜高 15m91 17m41 16m97 17m41 17m41

ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼﾝ 山梨

17 5 332 望月　一心(2) 巨摩高 13m26 16m02 16m21 16m21 16m21

ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾄ 山梨

18 8 820 杉田　勇翔(3) 富士学苑高 13m01 × － 13m01 13m01

ｲﾘｸﾗ ｷﾖﾊﾙ 山梨

3 329 入倉　清春(2) 巨摩高 DNS
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 山梨

6 393 丹沢　知広(2) 青洲高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

4月11日 11:30 予　選

山梨県記録(YR)               11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月11日 13:55 決　勝

予　選　11組0着＋16

1組 (風:-1.7) 2組 (風:-1.5)

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

ｵｵﾓﾘ ﾆｷ 山梨 ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨

1 1 9373 大森　仁貴(4) 山梨学院大 12.66 q 1 4 537 小野　瑞希(2) 駿台甲府高 13.09 q

ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 山梨

2 6 9399 高須　鮎香(2) 山梨学院大 12.75 q 2 1 104 市川　真也子(3) 甲府南高 13.12 q

ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 山形 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨

3 5 0 阿部　璃音(1) 山梨学院大 12.80 q 3 5 587 村松　璃香(1) 山梨学院高 13.20 q

ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ 埼玉 ｳﾗﾊﾏ ｶﾖ 山梨

4 4 9380 峯松　甘夏(3) 山梨学院大 12.92 q 4 3 113 浦濱　佳代(2) 甲府南高 13.32

ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾊ 山梨

5 3 1883 岩間　彩芽(中3) TYPE-R 12.93 q 5 2 541 野澤　虹遥(1) 駿台甲府高 13.69

ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨 ｲﾄｳ ﾘｻ 山梨

6 8 535 塩谷　花音(2) 駿台甲府高 12.95 q 6 7 3922 伊藤　里紗 TYPE-R 13.74

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 長野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 山梨

7 7 10207 宮澤　歩(3) 横国大 13.06 q 7 8 581 小林　保乃蘭(3) 山梨学院高 13.75

ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｽﾐ 山梨

8 2 9387 福元　日和(3) 山梨学院大 13.11 q 6 214 近藤　羽純(2) 巨摩高 DNS

3組 (風:-0.1) 4組 (風:+0.8)

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

ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾅ 山梨 ﾋﾛｾ ﾏﾔ 山梨

1 4 1888 村山　　陽菜(中2) TYPE-R 13.23 q 1 5 533 廣瀬　麻耶(3) 駿台甲府高 13.08 q

ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ 山梨 ｻｲﾄｳ ｶﾎ 山梨

2 6 580 雨宮　倫可(3) 山梨学院高 13.25 2 2 34 齊藤　花歩(3) 韮崎高 13.34

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ 山梨 ﾋｶﾜ ﾘﾝ 山梨

3 8 106 宮川　蓮華(3) 甲府南高 13.31 3 1 84 樋川　凜(3) 甲府西高 13.59

ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 山梨 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨

4 3 588 村松　苺華(1) 山梨学院高 13.60 4 7 1642 平山　果歩(中3) 中村塾 13.76

ﾉｻﾞﾜ ｿﾗﾊ 山梨 ｸﾂｶｹ ﾐﾚｲ 山梨

5 1 542 野澤　空遥(1) 駿台甲府高 13.69 5 8 586 沓掛　美麗(2) 山梨学院高 14.24

ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｻ 山梨 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｻｷ 山梨

6 5 213 杉山　璃紗(3) 巨摩高 13.78 6 4 117 有泉　咲希(1) 甲府南高 14.35

ｸﾏﾉ ﾌｳｱ 山梨 ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 山梨

7 2 539 熊野　楓彩(1) 駿台甲府高 13.94 3 107 田口　紗羽(2) 甲府南高 DNS

ﾀﾏﾖ ｼﾞｭﾝ 山梨 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

8 7 585 タマヨ　ジュン(2) 山梨学院高 14.58 6 224 吉沢　美咲(1) 巨摩高 DNS

5組 (風:+0.4) 6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

ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 山梨 ｳｴﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨

1 5 352 清水　倖(3) 日川高 13.19 q 1 3 355 植村　遙和(2) 日川高 13.85

ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾘ 山梨 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏﾚｲ 山梨

2 3 301 原田　光梨(2) 身延高 13.90 2 4 40 影山　麻禮(2) 韮崎高 13.90

ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾒ 山梨 ｱﾘｳﾐ ﾁｶ 山梨

3 6 402 井上　夏姫(2) 上野原高 13.98 3 5 612 有海　知佳(2) 日大明誠高 14.22

ﾌﾙﾔ ﾓﾓﾐ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｱ 山梨

4 8 613 古谷　桃実(2) 日大明誠高 14.00 4 6 8 中村　ゆりあ(3) 北杜高 14.25

ﾀｹｲ ﾐｸ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 山梨

5 4 1646 武井　美來(2) 中村塾 14.22 5 2 467 渡辺　梨帆(2) 富士河口湖高 14.34

ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 山梨

6 2 1643 妻木　恵恋(3) 中村塾 14.29 6 8 491 小林　桃果(3) 富士北稜高 14.64

ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｵﾘ 山梨 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ 山梨

7 7 222 山形　栞莉(2) 巨摩高 14.47 7 7 3925 高島　愛理 TYPE-R 14.83

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

4月11日 11:30 予　選

山梨県記録(YR)               11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月11日 13:55 決　勝

予　選　11組0着＋16

7組 (風:-0.3) 8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

ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 ｳﾊﾞｶﾞｲ ｶﾅｴ 山梨

1 5 492 宮下　結衣(3) 富士北稜高 14.45 1 2 164 姥貝　叶恵(2) 甲府昭和高 15.01

ｽﾜ ｱﾔﾘ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ﾅﾙﾐ 山梨

2 2 299 諏訪　綾里(2) 身延高 14.69 2 4 354 早川　成美(3) 日川高 15.03

ﾏｽﾀﾞ ﾐｷ 山梨 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨

3 7 416 増田　美希(2) 都留興譲館高 14.71 3 5 42 白倉　歩美(2) 韮崎高 15.36

ｵｵﾀ ﾕｲ 山梨 ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨

3 493 太田　結(2) 富士北稜高 DNS 4 6 1647 北井　真潤(中1) 中村塾 15.50

ﾐｽﾞﾔﾏ ﾏﾅ 山梨 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｺ 山梨

4 9 水山　真那(3) 北杜高 DNS 5 7 496 桒原　莉子(2) 富士北稜高 16.97

ﾊｼﾓﾄ ｶﾝﾅ 山梨 ｺｼｲｼ ﾘｺ 山梨

6 412 橋本　かんな(3) 都留興譲館高 DNS 3 415 越石　莉子(2) 都留興譲館高 DNS

ﾀｸﾞﾁ ﾏﾅﾊ 山梨 ﾀﾅｶ ｺｺﾛ 山梨

8 1884 田口　真羽(中3) TYPE-R DNS 8 300 田中　こころ(2) 身延高 DNS

9組 (風:-0.6) 10組 (風:+1.1)

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

ｵｵｽｷﾞ ｱｺ 山梨 ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨

1 6 157 大杉　愛心(3) 甲府昭和高 13.60 1 4 538 城山　愛衣(2) 駿台甲府高 12.94 q

ﾅﾄﾘ ﾏｵ 山梨 ｵｸﾀﾞ ｱｲ 山梨

2 8 217 名執　真生(2) 巨摩高 13.66 2 7 218 奥田　愛(2) 巨摩高 13.02 q

ｻﾄｳ ﾕｲ 山梨 ｺｼﾐｽﾞ ﾕﾗ 山梨

3 4 160 佐藤　夢生(3) 甲府昭和高 14.16 3 6 41 輿水　優来(2) 韮崎高 13.37

ﾂﾙﾀ ﾘｶｺ 山梨 ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 山梨

4 7 353 鶴田　里佳子(3) 日川高 14.41 4 5 1623 三井　葉乃音(中2) 大国陸上 13.62

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 山梨 ｵﾀｷﾞﾘ ﾅﾅｶ 山梨

5 3 12 埜村　優花(2) 北杜高 14.60 5 8 165 小田切　菜々花(2) 甲府昭和高 13.91

ﾎﾘｳﾁ ﾆｺ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞ 山梨

6 5 480 堀内　仁瑚(3) 富士河口湖高 15.41 6 2 10 斉藤　柚(2) 北杜高 14.44

ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｶ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾒｲ 山梨

2 149 平松　朋花(2) 甲府城西高 DNS 7 3 1764 萩原　萌衣(中2) 桃の郷ＡＣ 15.76

11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

ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨

1 5 170 丸山　星乃(1) 甲府昭和高 13.81

ﾅｶｶﾞﾐ ｻｸﾗ 山梨

2 7 166 仲上　さくら(2) 甲府昭和高 14.31

ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨

3 4 1608 橘山　煌良(中2) GON SPO AC 14.76

ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾂﾞﾙ 山梨

4 8 448 長谷川　千鶴(2) 吉田高 14.93

ｽﾔﾏ ﾏﾅｶ 山梨

5 3 601 須山　愛叶(2) 富士学苑高 15.36

ｶﾔﾇﾏ ﾐｵ 山梨

6 6 463 萱沼　澪(3) 富士河口湖高 15.48

ﾖﾈﾔﾏ ｲｵﾘ 山梨

7 2 497 米山　いおり(2) 富士北稜高 15.59

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

4月11日 11:30 予　選

山梨県記録(YR)               11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月11日 13:55 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:+0.6) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 宮崎 ｵｵﾓﾘ ﾆｷ 山梨

1 3 9387 福元　日和(3) 山梨学院大 12.75 1 4 9373 大森　仁貴(4) 山梨学院大 12.56

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 長野 ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 山形

2 5 10207 宮澤　歩(3) 横国大 12.79 2 3 0 阿部　璃音(1) 山梨学院大 12.65

ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨

3 6 537 小野　瑞希(2) 駿台甲府高 12.87 3 2 535 塩谷　花音(2) 駿台甲府高 12.76

ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 山梨 ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ 埼玉

4 8 104 市川　真也子(3) 甲府南高 12.91 4 5 9380 峯松　甘夏(3) 山梨学院大 12.83

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨 ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨

5 1 587 村松　璃香(1) 山梨学院高 12.92 5 7 1883 岩間　彩芽(中3) TYPE-R 12.88

ﾋﾛｾ ﾏﾔ 山梨 ｵｸﾀﾞ ｱｲ 山梨

6 4 533 廣瀬　麻耶(3) 駿台甲府高 13.02 6 1 218 奥田　愛(2) 巨摩高 13.13

ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾅ 山梨 ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨

7 2 1888 村山　　陽菜(中2) TYPE-R 13.11 7 8 538 城山　愛衣(2) 駿台甲府高 13.19

ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 山梨 ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知

8 7 352 清水　倖(3) 日川高 13.25 6 9399 高須　鮎香(2) 山梨学院大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子300m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県最高記録(YSR)          39.94     上田  千暁(チームミズノ)              2011 4月11日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾎﾘﾍﾞ ﾕｲ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 山梨

1 4 37 堀部　優衣(3) 韮崎高 41.65 1 3 588 村松　苺華(1) 山梨学院高 45.59

ｺﾞﾐ ﾅﾅ 山梨 ﾊﾔｼﾜ ｶﾅ 山梨

2 3 33 五味　奈々(3) 韮崎高 44.64 2 8 167 林　わか菜(2) 甲府昭和高 46.71

ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 山梨

3 5 115 小池　琉南(1) 甲府南高 44.92 3 5 581 小林　保乃蘭(3) 山梨学院高 46.78

ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾘ 山梨 ﾐｷ ｶｴﾃﾞ 山梨

4 6 301 原田　光梨(2) 身延高 45.92 4 7 614 三樹　楓(2) 日大明誠高 49.78

ｽﾜ ｱﾔﾘ 山梨 ｶｶﾞﾐ ｱｵｲ 山梨

5 8 299 諏訪　綾里(2) 身延高 48.80 5 4 1609 加々美　青衣(中2) GON SPO AC 50.04

ﾊﾔｼ ﾕｳﾅ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾎ 山梨

7 132 林　佑采(3) 甲府東高 DNS 6 6 195 望月　果歩(3) 白根高 55.37

3組 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ 山梨

1 7 0 比嘉　和希 銘水 41.08 1 0 比嘉　和希 銘水 41.08

ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ 山梨 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｲ 山梨

2 6 3-9720 古屋　鈴子(3) 都留文科大 42.77 2 37 堀部　優衣(3) 韮崎高 41.65

ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨 ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ 山梨

3 5 536 小川　莉世(2) 駿台甲府高 43.36 3 3-9720 古屋　鈴子(3) 都留文科大 42.77

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨 ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨

4 4 587 村松　璃香(1) 山梨学院高 43.49 4 536 小川　莉世(2) 駿台甲府高 43.36

ｽﾔﾏ ﾏﾅｶ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨

5 3 601 須山　愛叶(2) 富士学苑高 50.85 5 587 村松　璃香(1) 山梨学院高 43.49

ﾀﾏﾖ ｼﾞｭﾝ 山梨 ｺﾞﾐ ﾅﾅ 山梨

8 585 タマヨ　ジュン(2) 山梨学院高 DNS 6 33 五味　奈々(3) 韮崎高 44.64
ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

7 115 小池　琉南(1) 甲府南高 44.92
ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 山梨

8 588 村松　苺華(1) 山梨学院高 45.59

凡例  DNS:欠場



女子400m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               55.07     上田  千暁(都留文科大)                2008 4月11日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 山梨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ 山梨

1 4 10589 藤崎　ありす(2) 山梨学院大 59.23 1 2 106 宮川　蓮華(3) 甲府南高 1:03.83

ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 山梨 ｻｸﾏ ｻｷ 山梨

2 5 9393 武田　杏(3) 山梨学院大 59.93 2 7 215 佐久間　咲来(2) 巨摩高 1:04.16

ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷ 山梨

3 6 580 雨宮　倫可(3) 山梨学院高 1:00.40 3 3 416 増田　美希(2) 都留興譲館高 1:07.92

ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ 山梨 ｺｼｲｼ ﾘｺ 山梨

4 3 9382 山田　千詠(3) 山梨学院大 1:00.48 4 5 415 越石　莉子(2) 都留興譲館高 1:08.48

ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨 ｸﾆﾋｻ ﾐﾕｳ 山梨

5 8 536 小川　莉世(2) 駿台甲府高 1:01.94 5 6 583 国久　美祐(3) 山梨学院高 1:10.63

ﾆｼｶﾜ ｴﾐ 山梨 ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

6 2 611 西川　恵美(3) 日大明誠高 1:08.21 6 4 582 伊藤　莉那(3) 山梨学院高 1:12.81

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾘ 山梨 ｲｼｲ ﾐｷ 山梨

7 417 山口　あかり(2) 都留興譲館高 DNS 8 413 石井　美妃(2) 都留興譲館高 DNS

3組 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 ｺﾒﾝﾄ

ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 山梨

1 3 115 小池　琉南(1) 甲府南高 1:01.77 1 10589 藤崎　ありす(2) 山梨学院大 59.23

ｵｸﾀﾞ ｱｲ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 山梨

2 7 218 奥田　愛(2) 巨摩高 1:03.47 2 9393 武田　杏(3) 山梨学院大 59.93

ｷﾂﾔﾏ ｷﾗﾗ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ 山梨

3 8 1608 橘山　煌良(中2) GON SPO AC 1:05.00 3 580 雨宮　倫可(3) 山梨学院高 1:00.40

ｳﾗﾊﾏ ｶﾖ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ 山梨

4 5 113 浦濱　佳代(2) 甲府南高 1:05.02 4 9382 山田　千詠(3) 山梨学院大 1:00.48

ﾑﾗｺｼ ﾏｵ 山梨 ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

5 4 82 村越　麻緒(3) 甲府西高 1:05.97 5 115 小池　琉南(1) 甲府南高 1:01.77

ｶﾄｳ ｴﾚﾅ 山梨 ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨

2 414 加藤　瑛怜那(2) 都留興譲館高 DNS 6 536 小川　莉世(2) 駿台甲府高 1:01.94

ﾊｼﾓﾄ ｶﾝﾅ 山梨 ｵｸﾀﾞ ｱｲ 山梨

6 412 橋本　かんな(3) 都留興譲館高 DNS 7 218 奥田　愛(2) 巨摩高 1:03.47
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ 山梨

8 106 宮川　蓮華(3) 甲府南高 1:03.83

凡例  DNS:欠場



女子800m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             2:08.32     飯野　摩耶(東京農業大)                2015 4月11日 10:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ 山梨 ﾄｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨

1 5 0 戸谷　温海 山梨さえき 2:18.05 1 3 1421 戸澤　瑠南(1) 山梨学院中 2:26.30

ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨 ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨

2 3 3-9718 髙尾　夏鈴(3) 都留文科大 2:23.80 2 4 534 八巻　一紗(3) 駿台甲府高 2:39.25

ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ｻﾔ 山梨

3 7 212 清水　蒼(3) 巨摩高 2:35.78 3 2 351 窪田　彩(3) 日川高 2:59.90

ｸﾆﾋｻ ﾐﾕｳ 山梨 ﾂﾙﾀ ﾐﾕｳ 山梨

4 8 583 国久　美祐(3) 山梨学院高 2:36.55 4 6 45 鶴田　美優(1) 韮崎高 3:02.84

ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 ｲｼｲ ﾐｷ 山梨

5 2 582 伊藤　莉那(3) 山梨学院高 2:45.14 5 413 石井　美妃(2) 都留興譲館高 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾘ 山梨 ｷﾀｲ ﾏﾋﾛ 山梨

4 417 山口　あかり(2) 都留興譲館高 DNS,DNS 7 1647 北井　真潤(中1) 中村塾 DNS

ﾌﾙﾔ ﾕｲｶ 山梨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｵｲ 山梨

6 225 古屋　結香(1) 巨摩高 DNS 8 220 松原　葵(2) 巨摩高 DNS

3組 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｶﾞｼ ﾘｺ 山梨 ﾄﾀﾆ ｱﾂﾐ 山梨

1 8 7 冨樫　璃子(3) 北杜高 2:45.04 1 0 戸谷　温海 山梨さえき 2:18.05

ｺｲｹ ﾐｻｷ 山梨 ﾀｶｵ ｶﾘﾝ 山梨

2 5 356 小池　美咲(2) 日川高 2:57.73 2 3-9718 髙尾　夏鈴(3) 都留文科大 2:23.80

ｶﾂﾏﾀ ｱｵｲ 山梨 ﾄｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨

3 3 494 勝俣　蒼空(2) 富士北稜高 3:07.30 3 1421 戸澤　瑠南(1) 山梨学院中 2:26.30

ｶﾂﾏﾀ ﾊﾙｶ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ 山梨

4 4 495 勝俣　春花(2) 富士北稜高 3:32.07 4 212 清水　蒼(3) 巨摩高 2:35.78

ｶﾄｳ ｴﾚﾅ 山梨 ｸﾆﾋｻ ﾐﾕｳ 山梨

6 414 加藤　瑛怜那(2) 都留興譲館高 DNS 5 583 国久　美祐(3) 山梨学院高 2:36.55

ｻｸﾗｲ ﾉｱ 山梨 ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨

7 452 櫻井　望愛(2) 吉田高 DNS 6 534 八巻　一紗(3) 駿台甲府高 2:39.25
ﾄｶﾞｼ ﾘｺ 山梨

7 7 冨樫　璃子(3) 北杜高 2:45.04
ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

8 582 伊藤　莉那(3) 山梨学院高 2:45.14

凡例  DNS:欠場



女子1500m
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)             4:16.37     飯野　摩耶(東京農業大)                2014 4月11日 14:25 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

ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 山梨 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｶ 山梨

1 5 556 青沼　麗后(2) 山梨学院高 4:36.79 1 1 35 長嶺　実果(3) 韮崎高 5:18.16

ｲｼｲ ﾚｲﾅ 山梨 ｺｲｹ ｻｸﾗ 山梨

2 3 557 石井　れいな(2) 山梨学院高 4:45.79 2 13 3 小池　咲良(3) 北杜高 5:27.75

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｳ 山梨 ｸﾄﾞｳ ﾌｳｶ 山梨

3 2 558 萩原　美優(2) 山梨学院高 4:50.26 3 4 32 工藤　風花(3) 韮崎高 5:31.51

ﾙﾌﾞﾗｽ ｴﾐﾘ 山梨 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 山梨

4 4 559 ﾙﾌﾞﾗｽ　恵美里(2) 山梨学院高 4:54.11 4 12 6 田中　実夢(3) 北杜高 5:34.79

ｶｷｼﾏ ｻﾝｺﾞ 山梨 ｲｲﾀﾞ ﾏﾅ 山梨

5 12 39 柿島　珊瑚(2) 韮崎高 4:54.99 5 5 31 飯田　真菜(3) 韮崎高 5:51.41

ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲﾐ 山梨

6 10 7962 坂元　唯花(1) 辰野中 5:01.79 6 6 134 渡辺　芽美(2) 甲府東高 5:52.98

ﾎｿﾀﾞ ﾅﾅ 山梨 ﾕｲ ｶｴﾃﾞ 山梨

7 7 36 細田　奈那(3) 韮崎高 5:03.04 7 3 13 油井　楓(2) 北杜高 5:54.00

ｲﾃﾞ ｴﾐﾅ 山梨 ｺｲｹ ﾐｻｷ 山梨

8 1 560 井出　笑菜(1) 山梨学院高 5:07.99 8 10 356 小池　美咲(2) 日川高 6:44.90

ﾆｼﾓﾄ ﾕﾅ 山梨 ｲﾏｲ ｱｽﾐ 山梨

9 8 1641 西本　佑菜(中3) 中村塾 5:08.81 2 163 今井　愛純(2) 甲府昭和高 DNS

ﾀﾝｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 山梨 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 山梨

10 6 226 丹澤　夏実(1) 巨摩高 5:13.88 7 438 田中　さくら(3) 吉田高 DNS

ﾅｶｺﾞﾐ ﾓﾓﾈ 山梨 ｼｵｻﾞﾜ ﾊﾅ 山梨

11 14 46 中込　百音(1) 韮崎高 5:14.88 8 227 塩澤　はな(1) 巨摩高 DNS

ｲﾁｶﾜ ﾐｸ 山梨 ｵｷﾞﾉ ﾏｵ 山梨

12 13 221 市川　美空(2) 巨摩高 5:33.31 9 158 荻野　真緒(3) 甲府昭和高 DNS

ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 山梨 ﾊﾔｿﾞﾉ ｱﾝｼﾞ 山梨

9 561 齊藤　奏絵(1) 山梨学院高 DNS 11 436 早園 　晏慈(3) 吉田高 DNS

ｲｹﾊﾀ ﾊﾙｺ 石川

11 3-10586 池端　晴子(2) 都留文科大 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

ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 山梨

1 556 青沼　麗后(2) 山梨学院高 4:36.79
ｲｼｲ ﾚｲﾅ 山梨

2 557 石井　れいな(2) 山梨学院高 4:45.79
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｳ 山梨

3 558 萩原　美優(2) 山梨学院高 4:50.26
ﾙﾌﾞﾗｽ ｴﾐﾘ 山梨

4 559 ﾙﾌﾞﾗｽ　恵美里(2) 山梨学院高 4:54.11
ｶｷｼﾏ ｻﾝｺﾞ 山梨

5 39 柿島　珊瑚(2) 韮崎高 4:54.99
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 長野

6 7962 坂元　唯花(1) 辰野中 5:01.79
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾅ 山梨

7 36 細田　奈那(3) 韮崎高 5:03.04
ｲﾃﾞ ｴﾐﾅ 山梨

8 560 井出　笑菜(1) 山梨学院高 5:07.99

凡例  DNS:欠場



女子100mH
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               13.76     大神田　南海(都留文科大)              2017 4月11日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-0.9) 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

ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 山梨 ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 山梨

1 5 0 田中　陽夏莉 銘水 13.83 1 4 104 市川　真也子(3) 甲府南高 15.25

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨 ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨

2 6 3372 小林　里帆 KENNY 14.60 2 6 538 城山　愛衣(2) 駿台甲府高 15.83

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 山梨

3 3 9385 三吉　南緒(3) 山梨学院大 14.85 3 5 9381 四村　かなで(3) 山梨学院大 16.17

ﾋﾛｾ ﾏﾔ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾐｷ 山梨

4 2 533 廣瀬　麻耶(3) 駿台甲府高 15.04 4 3 532 齊藤　美貴(3) 駿台甲府高 16.34

ｲﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ 静岡 ｸﾇｷﾞ ﾏｺﾄ 山梨

5 8 0 今田　涼花(1) 山梨学院大 15.07 5 2 108 功刀　麻琴(2) 甲府南高 19.50

ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 長崎 ﾀﾅｶ ｺｺﾛ 山梨

7 9384 佐藤　美憂(3) 山梨学院大 DQ,T8 6 7 300 田中　こころ(2) 身延高 19.81

ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ 愛知 ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 山梨

4 9372 古橋　佳奈(4) 山梨学院大 DNS 8 107 田口　紗羽(2) 甲府南高 DNS

3組 (風:+0.2) 4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

ﾋｶﾜ ﾘﾝ 山梨 ﾊﾔｼﾜ ｶﾅ 山梨

1 4 84 樋川　凜(3) 甲府西高 18.56 1 3 167 林　わか菜(2) 甲府昭和高 18.31

ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 山梨 ｵﾁｱｲ ﾘﾝ 山梨

2 7 461 舟久保　七海(3) 富士河口湖高 19.98 2 2 44 落合　倫(1) 韮崎高 19.18

ｻﾄｳ ﾌﾐｴ 山梨 ｽｷﾞｲ ｿﾖｶ 山梨

3 3 464 佐藤　文江(3) 富士河口湖高 21.34 3 5 161 杉井　爽花(3) 甲府昭和高 20.02

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 山梨 ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ 山梨

5 303 渡邊　実優(2) 身延高 DQ,T6 4 8 382 阿部　雪乃(2) 都留高 20.82

ｶﾈﾏﾙ ﾁｻﾄ 山梨 ｱﾏﾉ ﾓｴｶ 山梨

6 85 金丸　智里(3) 甲府西高 DQ,T6 6 383 天野　萌絵香(2) 都留高 DNF

ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｻ 山梨 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｶ 山梨

2 213 杉山　璃紗(3) 巨摩高 DNS 4 149 平松　朋花(2) 甲府城西高 DNS

ｵﾀｷﾞﾘ ﾅﾅｶ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｽﾐ 山梨

8 165 小田切　菜々花(2) 甲府昭和高 DNS 7 214 近藤　羽純(2) 巨摩高 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

ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 山梨

1 0 田中　陽夏莉 銘水 13.83 -0.9
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 山梨

2 3372 小林　里帆 KENNY 14.60 -0.9
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨

3 9385 三吉　南緒(3) 山梨学院大 14.85 -0.9
ﾋﾛｾ ﾏﾔ 山梨

4 533 廣瀬　麻耶(3) 駿台甲府高 15.04 -0.9
ｲﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ 静岡

5 0 今田　涼花(1) 山梨学院大 15.07 -0.9
ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ 山梨

6 104 市川　真也子(3) 甲府南高 15.25 -1.1
ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨

7 538 城山　愛衣(2) 駿台甲府高 15.83 -1.1
ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 山梨

8 9381 四村　かなで(3) 山梨学院大 16.17 -1.1

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった T8:(R168-7(b))故意にハードルを倒した



女子5000mW
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)            21:32.05     三森　由佳(総合警備保障)              1995 4月11日 16:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾉ ｲｽﾞﾐ 山梨

1 3 296 佐野　唯純(3) 身延高 33:25.30

ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 山梨

2 4 298 山本　玲那(3) 身延高 33:25.36

ｲﾄｳ ﾘﾝ 山梨

3 2 146 伊藤　凜(2) 甲府城西高 35:38.56

ｶｼﾞﾜﾗ ｱｲｶ 山梨

1 411 梶原　愛香(3) 都留興譲館高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子4×100mR
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               46.52     廣瀬・松本・齊藤・中田(山梨選抜)      2017 4月11日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組
1着 50.27 2着 51.22 3着 52.08
5ﾚｰﾝ 8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

1 109 1 581 1 167

2 106 2 587 2 161

3 113 3 588 3 160

4 104 4 580 4 157

4着 54.88 5着 55.11 6着 57.04
7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

1 354 1 4 1 299

2 352 2 9 2 301

3 353 3 1 3 300

4 351 4 8 4 303

4ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

2組
1着 50.07 2着 51.04 3着 51.09
4ﾚｰﾝ 7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

1 535 1 33 1 532

2 538 2 37 2 534

3 536 3 34 3 531

4 537 4 41 4 533

4着 51.72 5着 55.02
3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ DNS
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

1 3-10587 1 612 1 (    )

2 3-9720 2 611 2 (    )

3 3-9717 3 614 3 (    )

4 3-9718 4 613 4 (    )

8ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

富士北稜高(山梨)

ﾐｷ ｶｴﾃﾞ

三樹　楓(2)
山梨

日大明誠高
ﾌﾙﾔ ﾓﾓﾐ

古谷　桃実(2)
山梨

日大明誠高

有海　知佳(2)
山梨

日大明誠高
ﾆｼｶﾜ ｴﾐ

西川　恵美(3)
山梨

日大明誠高
ｽｽﾞｷ ｶﾎ

鈴木　楓帆(3)
山梨

都留文科大
ﾀｶｵ ｶﾘﾝ

髙尾　夏鈴(3)
山梨

都留文科大

水野　笑香(2)
山梨

都留文科大
ﾌﾙﾔ ｽｽﾞｺ

古屋　鈴子(3)
山梨

都留文科大

ﾋﾛｾ ﾏﾔ

廣瀬　麻耶(3)
山梨

駿台甲府高

都留文科大(山梨)

ﾐｽﾞﾉ ｴﾐｶ

日大明誠高(山梨)

ｱﾘｳﾐ ﾁｶ

巨摩高(山梨)

ｵﾉ ﾐｽﾞｷ

八巻　一紗(3)
山梨

駿台甲府高
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ

萩原　けい奈(3)
山梨

駿台甲府高

駿台甲府高A(山梨)

ｻｲﾄｳ ﾐｷ

齊藤　美貴(3)
山梨

駿台甲府高
ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ

山梨

韮崎高
ｺｼﾐｽﾞ ﾕﾗ

輿水　優来(2)
山梨

韮崎高

山梨

韮崎高
ﾎﾘﾍﾞ ﾕｲ

堀部　優衣(3)
山梨

韮崎高

小野　瑞希(2)
山梨

駿台甲府高

韮崎高(山梨)

ｺﾞﾐ ﾅﾅ

五味　奈々(3)

ｻｲﾄｳ ｶﾎ

齊藤　花歩(3)

ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ

城山　愛衣(2)
山梨

駿台甲府高
ｵｶﾞﾜ ﾘｾ

小川　莉世(2)
山梨

駿台甲府高

都留興譲館高(山梨)

駿台甲府高B(山梨)

ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ

塩谷　花音(2)
山梨

駿台甲府高

ﾀﾅｶ ｺｺﾛ

田中　こころ(2)
山梨

身延高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ

渡邊　実優(2)
山梨

身延高

諏訪　綾里(2)
山梨

身延高
ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾘ

原田　光梨(2)
山梨

身延高
ｵｵﾓﾘ ﾐｷ

大森　美季(3)
山梨

北杜高
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｱ

中村　ゆりあ(3)
山梨

北杜高

小松　里菜(3)
山梨

北杜高
ﾐｽﾞﾔﾏ ﾏﾅ

水山　真那(3)
山梨

北杜高
ﾂﾙﾀ ﾘｶｺ

鶴田　里佳子(3)
山梨

日川高
ｸﾎﾞﾀ ｻﾔ

窪田　彩(3)
山梨

日川高

早川　成美(3)
山梨

日川高
ｼﾐｽﾞ ﾕｷ

清水　倖(3)
山梨

日川高

ｵｵｽｷﾞ ｱｺ

大杉　愛心(3)
山梨

甲府昭和高

日川高(山梨)

ﾊﾔｶﾜ ﾅﾙﾐ

北杜高(山梨)

ｺﾏﾂ ﾘﾅ

身延高(山梨)

ｽﾜ ｱﾔﾘ

杉井　爽花(3)
山梨

甲府昭和高
ｻﾄｳ ﾕｲ

佐藤　夢生(3)
山梨

甲府昭和高

甲府昭和高(山梨)

ﾊﾔｼﾜ ｶﾅ

林　わか菜(2)
山梨

甲府昭和高
ｽｷﾞｲ ｿﾖｶ

山梨

山梨学院高
ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｶ

雨宮　倫可(3)
山梨

山梨学院高

宮川　蓮華(3) 甲府南高

山梨

山梨学院高
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ

村松　璃香(1)
山梨

山梨学院高
ｳﾗﾊﾏ ｶﾖ

浦濱　佳代(2)

市川　真也子(3)
山梨

甲府南高

山梨学院高(山梨)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

小林　保乃蘭(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ

村松　苺華(1)
山梨

甲府南高
ｲﾁｶﾜ ﾏﾔｺ

甲府南高(山梨)

ﾐﾅﾐ ｱｵｲ

南　葵(2)
山梨

甲府南高
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝｹﾞ 山梨

凡例  DNS:欠場



女子4×100mR
審 判 長：小林　浩昭

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               46.52     廣瀬・松本・齊藤・中田(山梨選抜)      2017 4月11日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 50.07

2 50.27

3 51.04

4 51.09

5 51.22

6 51.72

7 52.08

8 54.88

甲府昭和高(山梨) 林　わか菜(2) / 杉井　爽花(3) / 佐藤　夢生(3) / 大杉　愛心(3)

日川高(山梨) 早川　成美(3) / 清水　倖(3) / 鶴田　里佳子(3) / 窪田　彩(3)

駿台甲府高A(山梨) 齊藤　美貴(3) / 八巻　一紗(3) / 萩原　けい奈(3) / 廣瀬　麻耶(3)

山梨学院高(山梨) 小林　保乃蘭(3) / 村松　璃香(1) / 村松　苺華(1) / 雨宮　倫可(3)

都留文科大(山梨) 水野　笑香(2) / 古屋　鈴子(3) / 鈴木　楓帆(3) / 髙尾　夏鈴(3)

駿台甲府高B(山梨) 塩谷　花音(2) / 城山　愛衣(2) / 小川　莉世(2) / 小野　瑞希(2)

甲府南高(山梨) 南　葵(2) / 宮川　蓮華(3) / 浦濱　佳代(2) / 市川　真也子(3)

韮崎高(山梨) 五味　奈々(3) / 堀部　優衣(3) / 齊藤　花歩(3) / 輿水　優来(2)

凡例  DNS:欠場



女子走高跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                1m73     小林　未加子(日本女子体育大)          2015 4月11日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 鹿児島 － － － － ○ ○ － × ○

1 20 9391 萩原　莉子(3) 山梨学院大 × × × 1m61
ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 － － － － ○ × × ○ × × ×

2 16 9385 三吉　南緒(3) 山梨学院大 1m55
ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 山梨 － － － － ○ × × ×

3 19 0 東海林　幸(1) 山梨学院大 1m50
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨 － ○ ○ × ○ × × ×

4 1 439 雨宮 　里奈(3) 吉田高 1m45
ｺｼﾞﾏ ﾕｶ 山梨 － × ○ ○ × ○ × × ×

5 18 102 小島　由佳(3) 甲府南高 1m45
ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨 － ○ ○ － × × ×

6 14 534 八巻　一紗(3) 駿台甲府高 1m40
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾎ 山梨 － × ○ ○ × × ×

7 6 441 丸山 　華穂(3) 吉田高 1m40
ﾖﾈﾔﾏ ｲｵﾘ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

8 15 497 米山　いおり(2) 富士北稜高 1m40
ﾐﾅﾐ ｱｵｲ 山梨 － － × × ○ － × × ×

9 17 109 南　葵(2) 甲府南高 1m40
ｲｲﾉ ﾏﾕ 山梨 ○ ○ × × ×

10 11 43 飯野　真由(1) 韮崎高 1m35
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 山梨 × ○ ○ × × ×

11 13 303 渡邊　実優(2) 身延高 1m35
ﾀﾅｶ ﾚｲ 山梨 － × ○ × × ×

12 10 216 田中　黎(2) 巨摩高 1m35
ﾂﾙﾀ ﾅﾂｷ 山梨 ○ × × ×

13 2 219 鶴田　菜月(2) 巨摩高 1m30
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾘﾝ 山梨 ○ × × ×

13 8 86 谷口　真凜(2) 甲府西高 1m30
ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲﾅ 山梨 × ○ × × ×

15 5 196 遠藤　玲奈(3) 白根高 1m30
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾅ 山梨 × × ○ × × ×

16 3 5 塩澤　ひろな(3) 北杜高 1m30
ﾅｶﾞﾐﾈ ｱﾔﾒ 山梨 × × ×

7 133 長嶺　あやめ(2) 甲府東高 NM
ｵｵﾓﾘ ﾐｷ 山梨 × × ×

9 1 大森　美季(3) 北杜高 NM
ｶｻｲ ﾘﾉﾊ 山梨 × × ×

12 81 河西　莉乃葉(3) 甲府西高 NM
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 山梨

4 274 山田　優花(2) 青洲高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

1m65

1m61
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子棒高跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                3m70     保坂　美礼(都留文科大)                2009 4月11日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 山梨 － － － － － ○ ○ ○

1 7 540 長濱　愛里咲(1) 駿台甲府高 × × ○ × × × 2m80
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ × × ×

2 6 105 樋口　陽奈(3) 甲府南高 2m50
ﾑﾗｺｼ ﾏｵ 山梨 ○ ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × × ×

3 4 82 村越　麻緒(3) 甲府西高 2m50
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

4 3 491 小林　桃果(3) 富士北稜高 2m20
ﾐﾅﾐ ｱｵｲ 山梨 ○ ○ － － × × ×

5 5 109 南　葵(2) 甲府南高 2m10
ﾀﾅｶ ﾚｲ 山梨 ○ － × × ×

6 1 216 田中　黎(2) 巨摩高 2m00
ｺｳﾉ ﾋﾄﾐ 山梨 × × ×

2 111 河野　仁美(2) 甲府南高 NM

2m60 2m70
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m10

2m90

2m20 2m30 2m40 2m50
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

2m80

凡例  NM:記録なし



女子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                6m07     山口　華枝(駿台甲府高)                2017 4月11日 12:30 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

ｻﾜｲ ﾓﾅ 愛知 5m53 × 5m53 8 5m68 5m72 5m72

1 35 9397 澤井　萌奈(4) 山梨学院大 -0.1 -0.1 +0.3 +2.0 +2.0
ﾀｶｽ ｱﾕｶ 愛知 5m25 5m05 5m25 7 × 5m30 5m30

2 21 9399 高須　鮎香(2) 山梨学院大 -0.1 +0.4 -0.1 +1.1 +1.1
ｲﾄｳ ﾘｻ 山梨 × 5m25 5m25 6 5m02 4m91 5m25

3 33 3922 伊藤　里紗 TYPE-R -0.5 -0.5 +0.8 +1.4 -0.5
ﾂﾁﾔ ﾕｲ 山梨 5m14 5m22 5m22 5 5m18 5m12 5m22

4 1 211 土屋　ゆい(3) 巨摩高 0.0 -0.6 -0.6 +0.1 +1.3 -0.6
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 5m13 5m21 5m21 4 5m15 5m18 5m21

5 31 531 萩原　けい奈(3) 駿台甲府高 -0.7 -0.3 -0.3 +1.8 -0.2 -0.3
ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 山梨 × 5m13 5m13 3 5m12 5m18 5m18

6 32 381 樋口　実桜(2) 都留高 +0.4 +0.4 +1.6 +0.9 +0.9
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 × 5m02 5m02 2 4m94 5m06 5m06

7 5 170 丸山　星乃(1) 甲府昭和高 -0.3 -0.3 +1.3 -0.8 -0.8
ｽｽﾞｷ ｶﾎ 山梨 5m01 4m28 5m01 1 × × 5m01

8 29 3-9717 鈴木　楓帆(3) 都留文科大 +0.2 -1.6 +0.2 +0.2
ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 山梨 4m78 4m91 4m91 4m91

9 18 352 清水　倖(3) 日川高 -1.9 +3.5 +3.5 +3.5
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨 4m61 4m86 4m86 4m86

10 22 1642 平山　果歩(中3) 中村塾 -0.9 +1.3 +1.3 +1.3
ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ 山梨 × 4m69 4m69 4m69

11 14 3925 高島　愛理 TYPE-R 0.0 0.0 0.0
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 山梨 4m50 4m67 4m67 4m67

12 28 3-9719 髙橋　みく(3) 都留文科大 -0.8 +0.4 +0.4 +0.4
ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨 4m65 4m63 4m65 4m65

13 17 1883 岩間　彩芽(中3) TYPE-R -0.8 +1.9 -0.8 -0.8
ﾔﾏｷ ｶｽﾞｻ 山梨 4m57 4m65 4m65 4m65

14 26 534 八巻　一紗(3) 駿台甲府高 -0.3 +1.3 +1.3 +1.3
ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 4m13 4m45 4m45 4m45

15 16 112 菱山　那柚(2) 甲府南高 +0.6 +4.1 +4.1 +4.1
ﾜｷｻｶ ｻｱﾔ 山梨 4m43 4m19 4m43 4m43

16 23 384 脇坂　早也(1) 都留高 -1.3 +0.6 -1.3 -1.3
ﾌｶｻﾜ ﾅﾅｶ 山梨 4m19 4m31 4m31 4m31

17 8 169 深澤　菜々花(2) 甲府昭和高 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8
ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ 山梨 3m29 4m30 4m30 4m30

18 19 382 阿部　雪乃(2) 都留高 -1.4 +1.3 +1.3 +1.3
ｲﾉｳｴ ﾐﾗｲ 山梨 4m14 4m26 4m26 4m26

19 27 223 井上　みらい(1) 巨摩高 +0.1 -1.1 -1.1 -1.1
ﾂﾙﾀ ﾘｶｺ 山梨 4m01 4m25 4m25 4m25

20 11 353 鶴田　里佳子(3) 日川高 +0.2 +3.6 +3.6 +3.6
ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾔﾈ 山梨 4m15 4m23 4m23 4m23

21 36 371 土橋　彩音(2) 山梨高 -1.1 +1.6 +1.6 +1.6
ｸﾇｷﾞ ﾏｺﾄ 山梨 4m13 4m03 4m13 4m13

22 13 108 功刀　麻琴(2) 甲府南高 -1.6 +2.9 -1.6 -1.6
ｵｻﾉ ﾅﾂｷ 山梨 4m12 4m08 4m12 4m12

23 7 465 小佐野　夏妃(2) 富士河口湖高 -1.3 0.0 -1.3 -1.3
ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾒ 山梨 4m12 3m95 4m12 4m12

24 15 402 井上　夏姫(2) 上野原高 -0.4 -0.1 -0.4 -0.4
ｸﾂｶｹ ﾐﾚｲ 山梨 × 4m10 4m10 4m10

25 20 586 沓掛　美麗(2) 山梨学院高 +0.2 +0.2 +0.2
ﾅｶﾆｼ ｿﾗ 山梨 3m82 － 3m82 3m82

26 4 437 中西　そら(2) 吉田高 -2.5 -2.5 -2.5
ﾑﾄｳ ｱﾔｶ 山梨 2m84 3m77 3m77 3m77

27 10 466 武藤　彩花(2) 富士河口湖高 -0.7 +0.2 +0.2 +0.2
ｵｸﾜｷ ﾕｷ 山梨 3m63 3m60 3m63 3m63

28 9 462 奥脇　由季(3) 富士河口湖高 +0.1 +0.7 +0.1 +0.1
ｺﾏﾂ ﾘﾅ 山梨 3m48 × 3m48 3m48

29 12 4 小松　里菜(3) 北杜高 -1.4 -1.4 -1.4
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 山梨 3m04 3m07 3m07 3m07

30 3 162 髙山　翠(3) 甲府昭和高 -1.6 -0.1 -0.1 -0.1
ﾀﾑﾗ ｳﾀｺ 山梨 － －

2 11 田村　唄子(2) 北杜高

凡例  DNS:欠場



女子走幅跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)                6m07     山口　華枝(駿台甲府高)                2017 4月11日 12:30 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

ｳﾅｷﾞｲｹ ｺｺﾛ 山梨 － －

6 147 鰻池　こころ(2) 甲府城西高
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾉﾜ 山梨 × ×

24 3934 萩原　千乃和(中3) 山梨ジャンパーズ

ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 × ×

25 584 永坂　莉羅(2) 山梨学院高
ﾐｽﾞﾓﾄ ｻﾂｷ 宮崎

30 0 水元　五月(4) 山梨学院大 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 山梨

34 10592 小林　杏樹(2) 山梨学院大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子三段跳
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               13m42     剱持　早紀(長谷川体育施設)            2019 4月11日 14:30 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

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 12m94 12m65 12m94 8 12m59 12m90 12m94

1 18 3965 剱持　早紀 長谷川体育施設 +2.2 +2.0 +2.2 +1.5 +2.0 +2.2
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾅ 山梨 10m86 10m74 10m86 6 10m93 11m04 11m04

2 16 531 萩原　けい奈(3) 駿台甲府高 +1.7 +1.3 +1.7 +2.6 +3.0 +3.0
ﾂﾁﾔ ﾕｲ 山梨 10m87 10m76 10m87 7 10m74 10m95 10m95

3 14 211 土屋　ゆい(3) 巨摩高 +2.1 +1.7 +2.1 +4.2 +2.6 +2.6
ﾂﾙﾀ ﾅﾂｷ 山梨 9m70 9m67 9m70 1 10m08 9m98 10m08

4 4 219 鶴田　菜月(2) 巨摩高 +2.6 +4.0 +2.6 +2.6 +2.2 +2.6
ｻｲﾄｳ ﾐｷ 山梨 10m07 × 10m07 5 9m70 × 10m07

5 11 532 齊藤　美貴(3) 駿台甲府高 +1.7 +1.7 +3.6 +1.7
ｶｻｲ ｱﾔﾈ 山梨 × 9m92 9m92 3 10m05 9m94 10m05

6 7 273 河西　彩音(2) 青洲高 +2.0 +2.0 +3.9 +3.3 +3.9
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ 山梨 9m83 9m94 9m94 4 9m93 10m02 10m02

7 12 38 渡邉　ちさと(3) 韮崎高 +1.3 +2.0 +2.0 +3.9 +4.0 +4.0
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 × 9m81 9m81 2 － － 9m81

8 9 584 永坂　莉羅(2) 山梨学院高 +2.8 +2.8 +2.8
ﾖﾀﾞ ﾐﾂｷ 山梨 8m68 9m64 9m64 9m64

9 10 83 依田　光絹(3) 甲府西高 +0.9 +4.0 +4.0 +4.0
ｻｸﾏ ｻｷ 山梨 × 9m33 9m33 9m33

10 2 215 佐久間　咲来(2) 巨摩高 +5.4 +5.4 +5.4
ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨 9m20 9m17 9m20 9m20

11 8 112 菱山　那柚(2) 甲府南高 +1.9 +3.6 +1.9 +1.9
ｺｳﾉ ﾋﾄﾐ 山梨 8m74 8m40 8m74 8m74

12 1 111 河野　仁美(2) 甲府南高 +1.3 +4.3 +1.3 +1.3
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 山梨 × ×

3 162 髙山　翠(3) 甲府昭和高
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 山梨 × ×

5 105 樋口　陽奈(3) 甲府南高
ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 山梨 × ×

13 381 樋口　実桜(2) 都留高
ﾌｶｻﾜ ﾅﾅｶ 山梨

6 169 深澤　菜々花(2) 甲府昭和高 DNS
ﾐｽﾞﾓﾄ ｻﾂｷ 宮崎

15 0 水元　五月(4) 山梨学院大 DNS
ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨

17 3371 剱持　クリア KENNY DNS

凡例  DNS:欠場



女子円盤投
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭

山梨県記録(YR)               44m86     吉野　トヨ子(教育庁)                  1952 4月11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

ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 宮崎

1 14 9377 武田　遼(4) 山梨学院大 × 25m34 × 25m34 6 33m46 32m80 × 33m46

ﾅﾄﾘ ﾏｵ 山梨

2 1 217 名執　真生(2) 巨摩高 25m10 26m25 × 26m25 7 × 22m83 26m74 26m74

ｻﾄｳ ﾎﾅﾐ 山梨

3 12 401 佐藤　ほなみ(3) 上野原高 26m40 × 25m85 26m40 8 24m72 24m87 23m43 26m40

ｲﾏｲ ﾐﾕｳ 山梨

4 11 110 今井　美柚(2) 甲府南高 22m10 23m11 23m61 23m61 5 × × × 23m61

ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｵﾘ 山梨

5 3 222 山形　栞莉(2) 巨摩高 × 20m91 22m54 22m54 3 20m89 × 23m17 23m17

ﾌｶｻﾜ ﾎﾉｶ 山梨

6 7 297 深沢　萌香(3) 身延高 17m10 22m64 22m75 22m75 4 22m38 22m28 22m73 22m75

ｸﾇｷﾞ ﾏｺﾄ 山梨

7 10 108 功刀　麻琴(2) 甲府南高 19m33 21m32 21m90 21m90 2 × 17m21 × 21m90

ｼﾑﾗ ﾓｶ 山梨

8 13 103 志村　萌花(3) 甲府南高 × 16m09 21m87 21m87 1 × × 19m15 21m87

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾝ 山梨

9 9 302 山本　真凜(2) 身延高 × 21m51 21m40 21m51 21m51

ﾑﾗﾏﾂ ﾕｲ 山梨

10 6 261 村松　優衣(3) 白根高 18m13 17m85 19m72 19m72 19m72

ﾂﾙﾀ ﾅﾂｷ 山梨

11 5 219 鶴田　菜月(2) 巨摩高 18m66 18m60 18m97 18m97 18m97

ｶｻｲ ﾘﾉﾊ 山梨

12 2 81 河西　莉乃葉(3) 甲府西高 18m26 15m04 18m49 18m49 18m49

ｶｻｲ ｱﾔﾈ 山梨

13 8 273 河西　彩音(2) 青洲高 17m64 17m58 × 17m64 17m64

ｵｵﾊﾞ ｱﾔｶ 山梨

14 4 114 大場　彩花(2) 甲府南高 15m97 15m85 16m02 16m02 16m02



女子ハンマー投
審 判 長：時澤　豊見

記録主任：河野　公昭
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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

ﾌｶｻﾜ ﾎﾉｶ 山梨

1 11 297 深沢　萌香(3) 身延高 32m46 32m98 34m67 34m67 8 33m63 33m11 31m22 34m67

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾝ 山梨

2 10 302 山本　真凜(2) 身延高 32m73 32m29 33m16 33m16 7 × 31m69 33m40 33m40

ｵｵﾊﾞ ｱﾔｶ 山梨

3 9 114 大場　彩花(2) 甲府南高 × 25m53 28m43 28m43 6 30m80 30m70 30m05 30m80

ｻﾄｳ ﾎﾅﾐ 山梨

4 5 401 佐藤　ほなみ(3) 上野原高 15m66 19m22 21m57 21m57 5 22m93 20m79 22m49 22m93

ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｵﾘ 山梨

5 1 222 山形　栞莉(2) 巨摩高 17m92 18m19 18m95 18m95 2 18m39 19m05 20m49 20m49

ｼﾑﾗ ﾓｶ 山梨

6 8 103 志村　萌花(3) 甲府南高 × 18m62 19m28 19m28 4 17m55 17m84 18m44 19m28

ﾅﾄﾘ ﾏｵ 山梨

7 3 217 名執　真生(2) 巨摩高 19m16 18m16 17m44 19m16 3 18m69 18m11 × 19m16

ｲﾏｲ ﾐﾕｳ 山梨

8 7 110 今井　美柚(2) 甲府南高 × 16m26 16m49 16m49 1 15m01 15m49 15m06 16m49

ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨

9 6 492 宮下　結衣(3) 富士北稜高 16m07 16m01 15m72 16m07 16m07

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｺ 山梨

10 2 496 桒原　莉子(2) 富士北稜高 8m03 × 10m05 10m05 10m05

ｶｹｶﾞﾜ ｱﾔｶ 山梨

4 148 掛川　彩夏(2) 甲府城西高 × × × NM

凡例  NM:記録なし



コンディション情報

大会総務 半田　昌一 トラック審判長 小林　浩昭

跳躍審判長 時澤　豊見 投てき審判長 時澤　豊見

競歩審判長 小宮　和之 招集所審判長 古屋　寛往

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2021/04/11 10:00 晴 16.0 18.0 東南東 2.1

11:00 晴 17.5 39.0 南南西 0.9

12:00 晴 18.5 37.0 東南東 0.1

13:00 晴 20.0 25.0 南 0.4

14:00 晴 20.0 36.0 南南西 0.2

15:00 晴 20.0 25.0 南西 0.6

16:00 晴 19.5 31.0 南南東 0.5

17:00 晴 18.5 33.0 南 1.5

17:27 晴 18.0 36.0 南南西 2.4

測定場所

競技場
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