
第３６回　山梨県高等学校学年別大会　兼国体選考会 【22151002】
ＪＩＴリサイクルインクスタジアム 【151010】 2022年6月4日(土)

日付 種目

由井　響(3) 11.03 内藤　恭祐(3) 11.28 田邊　太一(3) 11.38 中井　希(2) 11.53 内藤　渡和(2) 11.55 蘇我　涼介(2) 11.57 松木　英之(2) 11.58 奥山　隼(3) 11.58

都留 都留 都留 駿台甲府 甲府工 山梨学院 駿台甲府 都留

荻原　悠生(2) 16:15.96 河田　紘直(2) 16:24.86 地場　智也(3) 16:25.44 松木　一(3) 16:49.28 髙橋　光太(2) 16:57.64 石橋　健(2) 17:22.81 住友　李成(2) 17:32.55 大坂　亨一(3) 17:35.43

甲府南 甲府西 笛吹 農林 甲府南 甲府一 甲府一 桃花台学園

金丸　滉佑(3) 54.80 梶山　佑生(2) 55.14 井上　顕翔(3) 56.47 長坂　一宝(3) 56.75 富田　陽希(3) 59.86 幸田　拓己(2) 1:01.33 川窪　伸慶(3) 1:01.82 井上　陽斗(2) 1:02.67

身延 甲府南 富士北稜 甲府南 都留興譲館 甲府西 甲府昭和 青洲

入倉　清春(3) 3m60 松野　亙我(2) 3m10 大場　琢磨(3) 3m00 金丸　泰知(2) 2m60

巨摩 甲府南 甲府南 甲府西

戸沢　昂生(2) 2m60

巨摩

太田　健心(3) 6m54(-0.2) 小林　詩音(3) 6m53(+1.4) 矢崎　慶(3) 6m38(+2.2) 足立　蒼河(2) 6m37(+1.9) 小林　亮太(3) 6m35(+0.5) 梶山　佑生(2) 6m35(+0.8) 山本　一汰(2) 6m30(+2.9) 古屋　聡太(3) 6m23(-0.1)

吉田 北杜 甲府昭和 巨摩 北杜 甲府南 甲府工 公認5m87(+1.6) 駿台甲府

長谷川　湧汰(2) 13m94(+3.4) 小林　豪(2) 13m03(+3.2) 石川　晴翔(2) 12m50(+4.7) 髙橋　賴旦(2) 12m06(+3.9) 中澤　惺(2) 11m77(+2.9)

甲府南 甲府一 青洲 都留興譲館 甲府工

朴　承韓(3) 48m34 浅川　聖也(3) 38m51 伊藤　蒔音(3) 35m44 小沢　天雅(2) 32m37 新井　朔葉(2) 30m71 亀井　翔(2) 27m82 望月　一心(3) 25m47 雨宮　優悟(2) 25m30

甲府東 甲府工 身延 甲府工 韮崎工 上野原 巨摩 甲府東

古屋　俊輔(3) 58m40 細田　康生(3) 49m02 村上　龍(2) 48m48 渡邉　航太(3) 47m94 望月　太雅(3) 44m24 川手　佳汰(3) 41m36 望月　龍馬(2) 37m50 伊藤　皓生(2) 36m57

都留興譲館 韮崎 甲府一 巨摩 駿台甲府 青洲 身延 甲府南

入月　誠ノ介(2) 34.30 坂本　隆汰(2) 35.69 中井　希(2) 35.73 笠原　昇真(3) 35.91 仲野　堅亮(3) 36.41 秋山　凌大(3) 36.75 三井　笙太朗(3) 37.60 長澤　悠太(2) 37.82

韮崎 YHSR 山梨学院 駿台甲府 山梨学院 都留興譲館 韮崎 韮崎 甲府工

清水　陽翔(1) 11.25 三浦　悠太(1) 11.53 佐々木　琥珀(1) 11.56 霜田　一慶(1) 11.89 内藤　壮太(1) 11.94 宮崎　太郎(1) 11.96 上野　翔悟(1) 12.03 岩間　大雅(1) 12.15

駿台甲府 日川 山梨学院 巨摩 駿台甲府 山梨学院 青洲 甲府工

渡邉　蹴斗(1) 9:13.55 名取　龍希(1) 9:16.15 大久保　仁稀(1) 9:25.88 髙木　亮輔(1) 9:39.70 名取　響介(1) 9:42.78 井上　満喜(1) 9:47.08 大森　伊知朗(1) 9:49.53 増田　郁太(1) 9:59.06

笛吹 笛吹 韮崎 韮崎 東海大甲府 笛吹 富士学苑 甲府一

今住　天哉(1) 15.85(+2.4) 石川　勝大(1) 16.27(+0.1) 小野　悠介(1) 16.81(+0.1) 内藤　壮太(1) 17.11(+2.4) 井本　健太郎(1) 17.16(+2.4) 中込　翔太(1) 17.28(+0.1) 加藤　ケンスケ(1) 17.58(+0.1) 川島　悠雅(1) 17.61(+2.4)

甲府西 農林 巨摩 駿台甲府 巨摩 巨摩 身延 日大明誠

澤登　蒼太(1) 5m90(+1.9) 清水　碧(1) 5m86(+2.0) 中込　翔太(1) 5m81(+1.8) 松永　晴督(1) 5m76(+0.4) 大芝　優槻(1) 5m76(+1.7) 若尾　龍弥(1) 5m71(-0.6) 羽入田　隼斗(1) 5m71(+1.3) 鮎沢　拓澄(1) 5m61(-0.1)

甲府昭和 北杜 巨摩 甲府城西 駿台甲府 巨摩 都留興譲館 巨摩

北原　空(1) 25m06 宮下　玲央(1) 24m37 内藤　真生(1) 23m16 深沢　誠也(1) 22m62 小林　怜依(1) 18m93 高鳥　豪(1) 18m68 深澤　颯太(1) 17m44 渡部　大和(1) 16m40

青洲 都留 巨摩 巨摩 富士北稜 都留 巨摩 身延

雨宮　優悟(2) 1:57.18 中込　大地(3) 1:57.73 荻原　悠生(2) 1:58.37 淺川　叶和(1) 1:59.49 向山　汐音(3) 2:00.49 河田　紘直(2) 2:02.43 岩田　拓真(2) 2:02.66 山﨑　壮志朗(3) 2:03.15

甲府東 巨摩 甲府南 甲府西 韮崎 甲府西 東海大甲府 韮崎

沢登　一心(2) 25:27.44 岩間　勇翔(3) 25:35.26 堀内　王稀(2) 28:39.54 大西　創真(3) 30:53.70

巨摩 笛吹 吉田 都留興譲館

都留 42.43 駿台甲府B 43.08 山梨学院A 43.50 巨摩 43.73 甲府南A 44.26 韮崎 44.60 都留興譲館A 45.00 甲府工A 45.07

奥山　隼(3) 松木　英之(2) 蘇我　涼介(2) 深澤　真生(2) 長谷川　湧汰(2) 入月　誠ノ介(2) 鈴木　聖琉(3) 長澤　悠太(2)

由井　響(3) 保坂　凜(2) 坂本　隆汰(2) 中込　志弥(2) 梶山　佑生(2) 河西　将生(3) 仲野　堅亮(3) 内藤　渡和(2)

田邊　太一(3) 中井　希(2) 笠原　昇真(3) 依田　來人(3) 大場　琢磨(3) 三井　笙太朗(3) 富田　陽希(3) 小宮山　燕司(2)

内藤　恭祐(3) 島田　大輝(2) 佐々木　琥珀(1) 渡邉　航太(3) 長坂　一宝(3) 秋山　凌大(3) 清水　煌生(3) 山本　一汰(2)

小柳　竣平(3) 1m86 河西　将生(3) 1m80 深沢　虎太朗(2) 1m80 向山　結音(1) 1m75 矢﨑　勇太(3) 1m75 小室　遥輝(1) 1m70 杉原　正真(1) 1m70 中澤　惺(2) 1m65

山梨学院 韮崎 山梨学院 山梨学院 甲府工 山梨 甲府城西 甲府工

柴田　航我(2) 1m65

上野原

川手　佳汰(3) 1m65

青洲

北原　空(1) 39m33

青洲

清水　陽翔(1) 16.72 コナマイ　マサシ(1) 17.43 岩間　大雅(1) 17.66 大芝　優槻(1) 17.83 若尾　龍弥(1) 18.18

駿台甲府 山梨学院 甲府工 駿台甲府 巨摩
凡例  YHSR:山梨県高校最高記録

4日
U-16男子 ジャベリックス

ロー

4日
U-16男子 145m

風：-3.9

4日 少年男子共通 4X100mR

4日 少年男子共通 走高跳

4日
少年男子B 円盤投

(1.500kg)

4日 少年男子共通 800m

4日 少年男子共通 5000mW

4日 少年男子B 3000m

4日
少年男子B

110mH(0.991m/9.14m)

4日 少年男子B 走幅跳

4日 少年男子A やり投

4日 少年男子A 300m

4日
少年男子B 100m

風：-3.8

4日 少年男子A 走幅跳

4日 少年男子A 三段跳

4日 少年男子A ハンマー投

7位

4日 少年男子A 400mH

4日 少年男子A 棒高跳

8位

4日
少年男子A 100mA決勝

風：-3.3

4日 少年男子A 5000m

1位 2位 3位 4位 5位 6位



第３６回　山梨県高等学校学年別大会　兼国体選考会 【22151002】
ＪＩＴリサイクルインクスタジアム 【151010】 2022年6月4日(土)

日付 種目

塩谷　花音(3) 12.81 小野　瑞希(3) 12.88 浦濱　佳代(3) 12.99 杉井　咲心(2) 13.47 小林　歩夏(2) 13.50 伊藤　里菜(2) 13.51 望月　琴葉(2) 13.53

駿台甲府 駿台甲府 甲府南 甲府南 青洲 甲府昭和 甲府昭和

小池　琉南(2) 2:24.47 新津　今日華(3) 2:27.13 山口　あかり(3) 2:29.48 松土　歩未(2) 2:40.76 関口　莉緒(2) 2:42.14 渡邊　美咲(2) 2:45.32 小松　愛生(2) 2:48.89 萩原　季実花(2) 2:50.54

甲府南 農林 都留興譲館 笛吹 笛吹 富士北稜 富士学苑 日川

新津　今日華(3) 11:10.10 鶴田　美優(2) 11:40.85 渡辺　彩華(2) 13:09.47 名取　千夏(3) 15:20.42

農林 韮崎 吉田 白根

城山　愛衣(3) 15.79(-1.7) 落合　倫(2) 16.06(-1.7) 杉井　咲心(2) 16.34(-1.7) 小田切　菜々花(3) 17.09(-1.7) 田口　紗羽(3) 17.42(-1.7) 長田　春栞(2) 17.45(0.0) 小川　莉世(3) 17.51(-1.7) 高家　華(2) 18.10(0.0)

駿台甲府 韮崎 甲府南 甲府昭和 甲府南 都留 駿台甲府 日大明誠

小川　莉世(3) 1:09.00 林　わか菜(3) 1:14.08 天野　萌絵香(3) 1:15.84

駿台甲府 甲府昭和 都留

伊藤　凜(3) 28:15.22 松田　ひとみ(2) 30:16.71 加藤　瑛怜那(3) 30:59.38

甲府城西 農林 都留興譲館

長濱　愛里咲(2) 2m70 南　葵(3) 2m60 田中　黎(3) 2m30 河野　仁美(3) 2m20

駿台甲府 甲府南 巨摩 甲府南

名執　真生(3) 10m02 大場　彩花(3) 8m82 尾形　葵衣(2) 7m90 須山　愛叶(3) 7m40 羽田　結稀(2) 7m26 今井　美柚(3) 7m14 渡邊　愛子(2) 7m12 越石　瑚子(2) 6m79

巨摩 甲府南 上野原 富士学苑 甲府西 甲府南 甲府西 都留興譲館

中村　杏(2) 35m98 小泉　璃乃(2) 34m53 名執　真生(3) 30m27 原田　瑠夏(2) 27m96 遠藤　茉凜(2) 25m25 渡邊　愛子(2) 24m52 照井　宇悦(3) 24m26 吉中　ひかり(2) 23m72

北杜 山梨学院 巨摩 甲府城西 青洲 甲府西 日本航空 身延

村松　璃香(2) 41.52 塩谷　花音(3) 41.71 奥田　愛(3) 43.74 影山　麻禮(3) 44.01 古谷　桃実(3) 45.26 タマヨ　ジュン(3) 46.30 後藤　未侑(2) 46.40 斉藤　柚(3) 47.41

山梨学院 駿台甲府 巨摩 韮崎 日大明誠 山梨学院 青洲 北杜

岩間　彩芽(1) 12.64 窪田　玲奈(1) 13.41 奥野　美海(1) 13.52 菅谷　希愛(1) 13.81 榎本　千里(1) 13.97 手塚　茉凛(1) 14.06 田中　亜衣菜(1) 14.19

駿台甲府 甲府商 巨摩 都留興譲館 笛吹 甲府昭和 身延

妻木　恵恋(1) 16.35(-0.9) 清水　遥菜(1) 16.37(-0.9) 片山　こころ(1) 17.27(-0.9) 小林　愛(1) 18.19(+0.3) 古屋　優衣(1) 18.72(+0.3) 秋山　悠佳(1) 18.96(+0.3) 田口　真羽(1) 19.01(+0.3) 菅野　花心(1) 19.77(-0.9)

甲府城西 巨摩 巨摩 富士北稜 甲府昭和 甲府城西 甲府南 甲府一

樋川　奏映(1) 21m92 鎌倉　奈奈美(1) 20m92 岩本　奏音(1) 20m67 若尾　愛姫(1) 16m55 伊奈　心乃(1) 14m36 小田切　和奏(1) 13m88 曽根　すみれ(1) 12m67 山口　結愛(1) 11m77

甲府東 甲府西 身延 甲府昭和 上野原 甲府東 富士北稜 青洲

駿台甲府 49.66 甲府南A 50.71 都留 52.26 甲府昭和A 52.47 巨摩 53.28 青洲 53.55 日大明誠高 54.78 都留興譲館B 54.95

小野　瑞希(3) 南　葵(3) 阿部　雪乃(3) 丸山　星乃(2) 清水　遥菜(1) 市川　結愛(1) 有海　知佳(3) 中村　紗綾(1)

城山　愛衣(3) 田口　紗羽(3) 樋口　実桜(3) 望月　琴葉(2) 奥野　美海(1) 後藤　未侑(2) 古谷　桃実(3) 菅谷　希愛(1)

小川　莉世(3) 杉井　咲心(2) 天野　萌絵香(3) 小田切　菜々花(3) 佐久間　みつ貴(2) 坂本　友里香(1) 三樹　楓(3) 小俣　沙季(1)

塩谷　花音(3) 浦濱　佳代(3) 脇坂　早也(2) 伊藤　里菜(2) 井上　みらい(2) 小林　歩夏(2) 米沢　菜柚(2) 山口　由乃(1)

片山　こころ(1) 1m50 米山　いおり(3) 1m45 樋川　奏映(1) 1m45 本田　陽菜(1) 1m45 飯野　真由(2) 1m40 木内　美吹(2) 1m40 功刀　麻琴(3) 1m40

巨摩 富士北稜 甲府東 甲府工 韮崎 青洲 甲府南

栁本　夏奈(2) 1m40

甲府工

樋口　実桜(3) 5m40(+0.4) 丸山　星乃(2) 5m29(+1.4) 平山　果歩(1) 5m02(+1.1) 脇坂　早也(2) 4m89(+1.1) 安田　彩未(2) 4m80(+1.5) 前田　紗菜(1) 4m77(+1.7) 土橋　彩音(3) 4m74(+1.5) 佐久間　みつ貴(2) 4m71(+1.1)

都留 甲府昭和 甲府南 都留 甲府商 巨摩 山梨 巨摩

樋口　実桜(3) 11m20(+1.8) 丸山　星乃(2) 10m98(+2.5) 永坂　莉羅(3) 10m83(+1.6) 河西　彩音(3) 10m50(+1.3) 脇坂　早也(2) 10m44(+0.6) 鶴田　菜月(3) 10m43(+1.6) 阿部　雪乃(3) 10m21(+4.3) 伊藤　里菜(2) 10m16(+1.6)

都留 甲府昭和 山梨学院 青洲 都留 巨摩 都留 甲府昭和

山口　結愛(1) 18m99

青洲

小野　美来(1) 19.79 奥野　美海(1) 20.06

山梨学院 巨摩
凡例 

4日 少年女子共通 走高跳

4日
U-16女子 145m

風：-3.4

4日 少年女子共通 走幅跳

4日 少年女子共通 三段跳

4日
U-16女子 ジャベリックス

ロー

4日
少年女子B

100mH(0.762m/8.50m)

4日
少年女子B 円盤投

(1.000kg)

4日 少年女子共通 4X100mR

4日 少年女子A やり投

4日 少年女子A 300m

4日
少年女子B 100m

風：-1.3

4日 少年女子A 5000mW

4日 少年女子A 棒高跳

4日 少年女子A 砲丸投

4日 少年女子A 3000m

4日
少年女子A

100mH(0.838m/8.50m)

4日 少年女子A 400mH

7位 8位

4日
少年女子A 100m

風：-1.8

4日 少年女子A 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位



少年男子A 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 11:20 予　選

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留)                        1993 6月4日 13:55 決　勝

予　選　12組0着＋16

1組 (風:+0.8) 2組 (風:+0.7)

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

ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

1 6 508 由井　響(3) 都留 10.77 q 1 5 744 蘇我　涼介(2) 山梨学院 11.25 q

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 山梨 ﾏﾂｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 山梨

2 4 511 田邊　太一(3) 都留 11.08 q 2 2 718 松木　英之(2) 駿台甲府 11.28 q

ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 山梨 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨

3 3 509 内藤　恭祐(3) 都留 11.12 q 3 8 716 中井　希(2) 駿台甲府 11.29 q

ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ 山梨 ｵｸﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

4 2 218 内藤　渡和(2) 甲府工 11.33 q 4 7 512 奥山　隼(3) 都留 11.29 q

ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ 山梨 ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ 山梨

5 8 566 仲野　堅亮(3) 都留興譲館 11.42 q 5 6 713 古屋　聡太(3) 駿台甲府 11.37 q

ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｷﾔ 山梨 ｸﾇｷﾞ ﾘｸ 山梨

6 7 340 中込　志弥(2) 巨摩 11.48 q 6 4 127 功刀　稜琥(2) 甲府西 11.43 q

ﾂﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨

1 712 鶴田　大貴(3) 駿台甲府 DNS 7 1 745 坂本　隆汰(2) 山梨学院 11.47 q

ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ 山梨

5 717 保坂　凜(2) 駿台甲府 DNS 3 746 雨宮　暖杜(2) 山梨学院 DNS

3組 (風:+0.2) 4組 (風:-1.4)

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

ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 山梨

1 7 515 笠原　拓海(2) 都留 11.42 q 1 4 4 小林　亮太(3) 北杜 11.63

ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ 山梨

2 5 331 依田　來人(3) 巨摩 11.45 q 2 3 643 井上　顕翔(3) 富士北稜 11.66

ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 山梨 ｳｼﾔﾏ ｱﾂｷ 山梨

3 2 222 山本　一汰(2) 甲府工 11.60 3 8 343 牛山　敦貴(2) 巨摩 11.78

ﾌｶｻﾜ ﾏｻｷ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ 山梨

4 8 353 深澤　真生(2) 巨摩 11.67 4 1 171 長坂　一宝(3) 甲府南 11.85

ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 山梨 ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ 山梨

1 564 鈴木　聖琉(3) 都留興譲館 DNS 5 7 565 富田　陽希(3) 都留興譲館 11.95

ﾔｽﾄﾞﾒ ｶｲﾄ 山梨 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 山梨

3 569 安留　海翔(3) 都留興譲館 DNS 6 2 570 佐藤　翔真(2) 都留興譲館 12.02

ﾀｶﾈ ﾔﾏﾄ 山梨 ｶﾜｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾁｶ 山梨

4 650 高根　大和(3) 富士北稜 DNS 7 6 271 川窪　伸慶(3) 甲府昭和 12.05

ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾊﾅﾜ ｵｳﾏ 山梨

6 711 櫻井　翔太(3) 駿台甲府 DNS 8 5 748 花輪　皇磨(2) 山梨学院 12.20

5組 (風:+0.5) 6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

ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 山梨 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 山梨

1 2 170 大場　琢磨(3) 甲府南 11.84 1 6 176 長谷川　湧汰(2) 甲府南 11.45 q

ｺｲﾃﾞ ﾋﾋﾞｷ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨

2 6 425 小出　響(2) 身延 11.91 2 5 219 中込　絢太(2) 甲府工 12.05

ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 山梨 ｽﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 山梨

3 5 228 長澤　悠太(2) 甲府工 11.98 3 4 497 須藤　大和(2) 山梨 12.05

ｼﾛﾀ ﾕｳﾄ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾀﾞｲﾁ 山梨

4 1 464 城田　勇人(3) 笛吹 12.00 4 1 469 古屋　大智(2) 笛吹 12.07

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 山梨 ｵｻﾀﾞ ﾕｷﾋｻ 山梨

5 8 900 小林　煌(2) 桃花台学園 12.06 5 2 97 長田　侑久(2) 甲府一 12.16

ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 山梨 ｶﾄｳﾉ ﾕｳｼﾝ 山梨

6 7 123 半田　優太(3) 甲府西 12.12 6 3 742 上遠野　裕信(3) 山梨学院 12.19

ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾄ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 山梨

7 3 496 古屋　晴人(2) 山梨 12.24 7 8 563 清水　煌生(3) 都留興譲館 12.20

ﾊﾝﾀﾞ ｲﾁﾛ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ﾚｵ 山梨

4 129 半田　一路(2) 甲府西 DNS 7 377 明立　怜大(3) 白根 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



少年男子A 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 11:20 予　選

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留)                        1993 6月4日 13:55 決　勝

予　選　12組0着＋16

7組 (風:-2.6) 8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

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ 山梨 ｱﾗｲ ﾅｻ 山梨

1 4 3 小林　詩音(3) 北杜 12.06 1 8 572 荒井　那瑳(2) 都留興譲館 12.46

ﾊﾅﾑﾗ ﾌｳｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｾｲ 山梨

2 2 510 花村　楓來(3) 都留 12.33 2 2 571 小林　風誓(2) 都留興譲館 12.52

ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 山梨

3 1 213 矢﨑　勇太(3) 甲府工 12.34 3 4 400 井上　陽斗(2) 青洲 12.61

ﾐﾑﾗ ﾏｻﾄ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｱｻ 山梨

4 8 8 三村　理人(3) 北杜 12.44 4 5 575 髙橋　賴旦(2) 都留興譲館 12.65

ｾｷｶﾞﾜ ｾｲﾔ 山梨 ﾏﾙﾉ ﾀｲﾁ 山梨

5 5 649 關川　誠也(3) 富士北稜 12.58 5 7 354 丸野　泰馳(2) 巨摩 12.70

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｵ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲﾑ 山梨

6 6 427 萩原　万和(2) 身延 12.62 6 1 576 望月　来夢(2) 都留興譲館 12.71

ｱｻｶﾜ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾆｯﾀ ﾄﾓﾔ 山梨

3 893 浅川　一樹(3) 桃花台学園 DNS 7 6 99 新田　智也(2) 甲府一 12.83

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ 山梨 ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 山梨

7 401 小林　奏音(2) 青洲 DNS 3 233 今野　大暉(2) 甲府工 DNS

9組 (風:-0.8) 10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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｷ 山梨 ﾉｻﾞﾜ ｶｲﾄ 山梨

1 7 356 小林　柊月(2) 巨摩 12.65 1 6 902 野澤　海斗(2) 桃花台学園 12.65

ｲﾅﾊﾞ ｷﾞﾝｶﾞ 山梨 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 山梨

2 6 855 稲葉　銀河(2) 日大明誠 12.77 2 7 231 林　周平(2) 甲府工 12.66

ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 山梨 ｺﾞﾄｳ ﾅﾕﾀ 山梨

3 4 857 小島　勇汰(2) 日大明誠 12.84 3 5 481 後藤　那由多(2) 日川 12.72

ｻｲﾄｳ ﾊﾝｿﾞｳ 山梨 ﾋｶﾜ ﾘｸ 山梨

4 8 179 齋藤　帆蔵(2) 甲府南 13.00 4 3 352 樋川　陸(2) 巨摩 12.93

ｲｼｲ ﾖｼﾔ 山梨 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 山梨

5 2 277 石井　義也(2) 甲府昭和 13.12 5 4 606 田村　淳(2) 吉田 13.26

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｶﾞ 山梨 ｶﾅｻﾞｼ ﾀｲﾄ 山梨

3 541 柴田　航我(2) 上野原 DNS 6 8 359 金指　泰斗(2) 巨摩 13.42

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 山梨

5 648 佐藤　和輝(3) 富士北稜 DNS 7 2 283 三井　瑛斗(2) 甲府昭和 13.55

11組 (風:-0.2) 12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

ﾔｻｷ ｹｲ 山梨 ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ 山梨

1 8 275 矢崎　慶(3) 甲府昭和 11.89 1 5 130 幸田　拓己(2) 甲府西 11.78

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｺﾐﾔﾏ ｴﾝｼﾞ 山梨

2 7 714 望月　太雅(3) 駿台甲府 12.36 2 2 232 小宮山　燕司(2) 甲府工 12.05

ｲﾅﾅｶﾞ ｶｲｾｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾘ 山梨

3 4 859 稲永　海誠(2) 日大明誠 12.37 3 7 854 小林　海里(3) 日大明誠 12.17

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼ 山梨 ﾄﾞｲ ｱｻｵ 山梨

4 2 392 遠藤　煌士(3) 青洲 12.89 4 4 858 土井　麻穂(2) 日大明誠 12.67

ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾜ 山梨 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 山梨

5 3 898 石原　優羽(2) 桃花台学園 14.13 3 257 原口　隼(2) 甲府城西 DNS

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 山梨 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 山梨

6 5 899 神原　那音(2) 桃花台学園 15.86 6 397 石川　晴翔(2) 青洲 DNS

ｵﾀｷﾞﾘ ﾃｯﾍﾟｲ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾄ 山梨

6 258 小田切　哲平(2) 甲府城西 DNS 8 903 望月　柊杜(2) 桃花台学園 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



少年男子A 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 11:20 予　選

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留)                        1993 6月4日 13:55 決　勝

決　勝　2組

B決勝 (風:-2.8) A決勝 (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

ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ 山梨 ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 山梨

1 5 713 古屋　聡太(3) 駿台甲府 11.62 1 6 508 由井　響(3) 都留 11.03

ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 山梨

2 6 515 笠原　拓海(2) 都留 11.68 2 3 509 内藤　恭祐(3) 都留 11.28

ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 山梨

3 8 331 依田　來人(3) 巨摩 11.72 3 5 511 田邊　太一(3) 都留 11.38

ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｷﾔ 山梨 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨

4 1 340 中込　志弥(2) 巨摩 11.75 4 7 716 中井　希(2) 駿台甲府 11.53

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ 山梨

5 2 745 坂本　隆汰(2) 山梨学院 11.77 5 2 218 内藤　渡和(2) 甲府工 11.55

ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ 山梨 ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

6 4 566 仲野　堅亮(3) 都留興譲館 11.78 6 4 744 蘇我　涼介(2) 山梨学院 11.57

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 山梨 ﾏﾂｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 山梨

7 7 176 長谷川　湧汰(2) 甲府南 11.82 7 8 718 松木　英之(2) 駿台甲府 11.58

ｸﾇｷﾞ ﾘｸ 山梨 ｵｸﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

8 3 127 功刀　稜琥(2) 甲府西 11.85 8 1 512 奥山　隼(3) 都留 11.58

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



少年男子A 5000m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)       13:56.31     市谷　龍太郎(山梨学院)                2013 6月4日 16:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨

1 7 173 荻原　悠生(2) 甲府南 16:15.96

ｶﾜﾀ ﾋﾛﾅｵ 山梨

2 13 131 河田　紘直(2) 甲府西 16:24.86

ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾔ 山梨

3 34 461 地場　智也(3) 笛吹 16:25.44

ﾏﾂｷ ﾊｼﾞﾒ 山梨

4 4 296 松木　一(3) 農林 16:49.28

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 山梨

5 21 180 髙橋　光太(2) 甲府南 16:57.64

ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹﾙ 山梨

6 17 91 石橋　健(2) 甲府一 17:22.81

ｽﾐﾄﾓ ﾘｾｲ 山梨

7 33 90 住友　李成(2) 甲府一 17:32.55

ｵｵｻｶ ｷｮｳｲﾁ 山梨

8 20 895 大坂　亨一(3) 桃花台学園 17:35.43

ﾂｼﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

9 6 298 辻　陽登(2) 農林 17:38.44

ﾄﾉｵｶ ﾕｳｾｲ 山梨

10 3 227 殿岡　優生(2) 甲府工 17:56.41

ﾅｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 山梨

11 36 297 梨本　春旗(3) 農林 17:58.76

ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｷ 山梨

12 22 462 早川　隆輝(3) 笛吹 18:00.96

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨

13 24 230 小林　紀貴(2) 甲府工 18:03.49

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 山梨

14 2 655 渡邉　颯斗(2) 富士北稜 18:09.11

ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

15 28 300 中込　凌雅(2) 農林 18:15.46

ｲﾁｶﾜ ﾔﾏﾄ 山梨

16 11 894 市川　和(3) 桃花台学園 18:34.13

ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲ 山梨

17 35 396 長谷川　礼(2) 青洲 18:37.47

ｼﾑﾗ ｾﾞﾝ 山梨

18 23 193 志村　繕(2) 甲府東 18:45.91

ﾌｼﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾝ 山梨

19 19 6 藤原　謙信(2) 北杜 18:50.51

ｵｵﾔ ｼｮｳ 山梨

20 27 178 大矢　翔(2) 甲府南 18:50.98

ｲﾜﾏﾂ ｺｳ 山梨

21 30 234 岩松　昂(2) 甲府工 18:58.46

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 山梨

22 14 652 渡邊　渓人(3) 富士北稜 19:03.03

ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ 山梨

23 26 224 保坂　和志(2) 甲府工 19:06.24

ｱﾘｲｽﾞﾐ ｴｲｻ 山梨

24 32 214 有泉　英冴(3) 甲府工 19:44.80

ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ 山梨

25 15 93 鈴木　柊斗(2) 甲府一 19:58.19

ｶﾈｺ ﾘｮｳｽｹ 山梨

26 1 299 兼子　凌輔(2) 農林 20:30.46

ｼﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨

27 37 98 島村　春樹(2) 甲府一 20:31.22

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 山梨

28 9 198 渡部　夏輝(2) 甲府東 20:39.40

ﾐｳﾗ ﾋﾛ 山梨

29 29 610 三浦　陽(2) 吉田 21:23.25

ｱｲｶﾜ ｱｷﾋﾛ 山梨

5 92 相川　明広(2) 甲府一 DNF

ｷﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

8 468 北野　広大(2) 笛吹 DNF

ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 山梨

10 466 森　一真(2) 笛吹 DNF

ﾎﾎﾞ ﾀｸﾄ 山梨

12 223 保々　拓斗(2) 甲府工 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



少年男子A 5000m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)       13:56.31     市谷　龍太郎(山梨学院)                2013 6月4日 16:35 決　勝

ﾎﾘ ﾕｳﾀ 山梨

16 376 堀　優太(3) 白根 DNS

ｻｶｲ ｶｹﾙ 山梨

18 301 酒井　翔(2) 農林 DNS

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 山梨

25 562 小山田　吏旺(3) 都留興譲館 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 山梨

31 653 渡邊　隼斗(3) 富士北稜 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



少年男子A 400mH
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          51.35     野澤　啓佑(巨摩)                      2009 6月4日 14:40 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

ｶﾈﾏﾙ ｺｳｽｹ 山梨 ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ 山梨

1 6 418 金丸　滉佑(3) 身延 54.80 1 6 565 富田　陽希(3) 都留興譲館 59.86

ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ 山梨

2 3 174 梶山　佑生(2) 甲府南 55.14 2 3 130 幸田　拓己(2) 甲府西 1:01.33

ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ 山梨 ｶﾜｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾁｶ 山梨

3 8 643 井上　顕翔(3) 富士北稜 56.47 3 4 271 川窪　伸慶(3) 甲府昭和 1:01.82

ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ 山梨 ｲﾘｸﾗ ｷﾖﾊﾙ 山梨

4 7 171 長坂　一宝(3) 甲府南 56.75 4 7 329 入倉　清春(3) 巨摩 1:03.40

ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨

4 711 櫻井　翔太(3) 駿台甲府 DNF 5 8 219 中込　絢太(2) 甲府工 1:03.98

ﾀｶﾈ ﾔﾏﾄ 山梨 ｱｲﾀﾞ ﾗｲﾄ 山梨

2 650 高根　大和(3) 富士北稜 DNS 6 5 191 相田　頼人(2) 甲府東 1:04.01

ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 山梨 ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 山梨

5 331 依田　來人(3) 巨摩 DNS 2 233 今野　大暉(2) 甲府工 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

ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 山梨 ｶﾈﾏﾙ ｺｳｽｹ 山梨

1 6 400 井上　陽斗(2) 青洲 1:02.67 1 418 金丸　滉佑(3) 身延 54.80

ﾊﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

2 7 231 林　周平(2) 甲府工 1:06.93 2 174 梶山　佑生(2) 甲府南 55.14

ｵｵﾂｶ ﾖｼｷ 山梨 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ 山梨

3 8 677 大塚　善暉(2) 甲府商 1:07.79 3 643 井上　顕翔(3) 富士北稜 56.47

ﾋｶﾜ ﾘｸ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ 山梨

4 4 352 樋川　陸(2) 巨摩 1:08.45 4 171 長坂　一宝(3) 甲府南 56.75

ｷﾍﾞ ﾕｳｷ 山梨 ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ 山梨

3 853 岐部　裕樹(3) 日大明誠 DNS 5 565 富田　陽希(3) 都留興譲館 59.86

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲﾑ 山梨 ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ 山梨

5 576 望月　来夢(2) 都留興譲館 DNS 6 130 幸田　拓己(2) 甲府西 1:01.33
ｶﾜｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾁｶ 山梨

7 271 川窪　伸慶(3) 甲府昭和 1:01.82
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 山梨

8 400 井上　陽斗(2) 青洲 1:02.67

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



少年男子A 棒高跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           4m70     雨宮　陽介(都留)                      2000 6月4日 10:00 決　勝

決　勝　

ｲﾘｸﾗ ｷﾖﾊﾙ 山梨 － － － － － － ×○ ○

1 2 329 入倉　清春(3) 巨摩 ××○ － ××× 3m60
ﾏﾂﾉ ｺｳｶﾞ 山梨 － ×○ ×○ ××○×××

2 3 177 松野　亙我(2) 甲府南 3m10
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 山梨 － ×○ ○ ×××

3 7 170 大場　琢磨(3) 甲府南 3m00
ｶﾈﾏﾙ ﾀｲﾁ 山梨 ○ ×××

4 4 128 金丸　泰知(2) 甲府西 2m60
ﾄｻﾞﾜ ｺｳｷ 山梨 ○ ×× r

4 6 350 戸沢　昂生(2) 巨摩 2m60
ｻﾉ ｺｳﾀ 山梨 ×××

5 402 佐野　孝太(2) 青洲 NM
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 山梨

1 210 安藤　裕志(3) 甲府工 DNS

3m30 3m40 3m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m80

3m70

3m00

3m80

3m10 3m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m60

3m60

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年男子A 走幅跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           7m38     赤井　悠次郎(甲府工)                  2019 6月4日 09:30 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

ｵｵﾀ ｹﾝｼﾝ 山梨 4m57 6m28 6m28 6 － 6m54 6m54

1 14 612 太田　健心(3) 吉田 +0.4 -1.3 -1.3 -0.2 -0.2
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ 山梨 6m53 6m29 6m53 8 6m48 6m38 6m53

2 10 3 小林　詩音(3) 北杜 +1.4 +0.2 +1.4 +1.8 +0.7 +1.4
ﾔｻｷ ｹｲ 山梨 5m98 6m01 6m01 2 6m38 6m26 6m38

3 21 275 矢崎　慶(3) 甲府昭和 -0.4 -1.4 -1.4 +2.2 +1.1 +2.2
ｱﾀﾞﾁ ｿｳｶﾞ 山梨 6m27 × 6m27 5 － 6m37 6m37

4 9 341 足立　蒼河(2) 巨摩 +1.3 +1.3 +1.9 +1.9
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 山梨 5m69 6m13 6m13 3 6m35 6m17 6m35

5 8 4 小林　亮太(3) 北杜 0.0 +0.9 +0.9 +0.5 +1.4 +0.5
ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 6m35 － 6m35 7 － × 6m35

6 1 174 梶山　佑生(2) 甲府南 +0.8 +0.8 +0.8
ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 山梨 5m87 × 5m87 1 5m79 6m30 6m30

7 6 222 山本　一汰(2) 甲府工 +1.6 +1.6 +2.5 +2.9 +2.9
ﾌﾙﾔ ｿｳﾀ 山梨 6m23 6m21 6m23 4 － － 6m23

8 19 713 古屋　聡太(3) 駿台甲府 -0.1 -1.7 -0.1 -0.1
ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 山梨 5m75 5m84 5m84 5m84

9 2 563 清水　煌生(3) 都留興譲館 +1.9 +2.0 +2.0 +2.0
ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 山梨 × 5m68 5m68 5m68

10 11 715 島田　大輝(2) 駿台甲府 +1.1 +1.1 +1.1
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｾｲ 山梨 5m48 5m00 5m48 5m48

11 22 851 五十嵐　優世(3) 日大明誠 -0.2 -1.0 -0.2 -0.2
ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 山梨 × 5m30 5m30 5m30

12 4 283 三井　瑛斗(2) 甲府昭和 +0.8 +0.8 +0.8
ｽﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 山梨 4m98 5m28 5m28 5m28

13 3 497 須藤　大和(2) 山梨 +1.5 +0.8 +0.8 +0.8
ﾀｹｶﾜ ﾐﾉﾙ 山梨 4m86 5m25 5m25 5m25

14 5 357 竹川　穂(2) 巨摩 +1.4 +1.8 +1.8 +1.8
ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭｳﾄ 山梨 5m13 5m14 5m14 5m14

15 23 609 宮下　十翔(2) 吉田 +2.2 -0.2 -0.2 -0.2
ｻｲﾄｳ ﾊﾝｿﾞｳ 山梨 5m00 4m99 5m00 5m00

16 12 179 齋藤　帆蔵(2) 甲府南 +0.6 +0.9 +0.6 +0.6
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 山梨 4m98 4m96 4m98 4m98

17 18 606 田村　淳(2) 吉田 +0.6 -1.7 +0.6 +0.6
ﾐﾑﾗ ﾏｻﾄ 山梨 4m96 4m97 4m97 4m97

18 16 8 三村　理人(3) 北杜 +0.2 -0.3 -0.3 -0.3
ｺﾞﾄｳ ﾅﾕﾀ 山梨 4m54 4m44 4m54 4m54

19 15 481 後藤　那由多(2) 日川 -0.4 -1.1 -0.4 -0.4
ｲﾅﾊﾞ ｷﾞﾝｶﾞ 山梨 × 4m39 4m39 4m39

20 13 855 稲葉　銀河(2) 日大明誠 -0.8 -0.8 -0.8
ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 山梨 × ×

7 564 鈴木　聖琉(3) 都留興譲館
ｲﾉｳｴ ﾘｸ 山梨

17 211 井上　陸(3) 甲府工 DNS
ﾏﾂﾉ ｺｳｶﾞ 山梨

20 177 松野　亙我(2) 甲府南 DNS

凡例  DNS:欠場



少年男子A 三段跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          15m46     横森　友朗(韮崎)                      2016 6月4日 15:30 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

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 山梨 × 13m72 13m72 5 × 13m94 13m94

1 8 176 長谷川　湧汰(2) 甲府南 +1.7 +1.7 +3.4 +3.4
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 山梨 12m31 13m03 13m03 4 12m91 12m59 13m03

2 3 95 小林　豪(2) 甲府一 +3.3 +3.2 +3.2 +3.7 +1.5 +3.2
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 山梨 12m50 － 12m50 3 × × 12m50

3 7 397 石川　晴翔(2) 青洲 +4.7 +4.7 +4.7
ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｱｻ 山梨 11m90 12m04 12m04 2 11m88 12m06 12m06

4 1 575 髙橋　賴旦(2) 都留興譲館 +1.7 +3.7 +3.7 +3.5 +3.9 +3.9
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲ 山梨 11m40 11m65 11m65 1 11m77 × 11m77

5 5 220 中澤　惺(2) 甲府工 +5.5 +1.8 +1.8 +2.9 +2.9
ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 山梨

2 715 島田　大輝(2) 駿台甲府 DNS
ｱﾀﾞﾁ ｿｳｶﾞ 山梨

4 341 足立　蒼河(2) 巨摩 DNS
ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 山梨

6 181 伊藤　皓生(2) 甲府南 DNS

凡例  DNS:欠場



少年男子A ハンマー投
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          63m29     高橋　大地(身延)                      2007 6月4日 15:30 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 13 190 朴　承韓(3) 甲府東 44m72 46m32 46m32 8 48m34 × 48m34

ｱｻｶﾜ ｾｲﾔ 山梨

2 12 209 浅川　聖也(3) 甲府工 × 25m80 25m80 3 35m55 38m51 38m51

ｲﾄｳ ｼｵﾝ 山梨

3 11 417 伊藤　蒔音(3) 身延 × 31m35 31m35 6 × 35m44 35m44

ｵｻﾞﾜ ﾃﾝﾏ 山梨

4 10 216 小沢　天雅(2) 甲府工 29m59 31m55 31m55 7 32m37 × 32m37

ｱﾗｲ ｻｸﾊ 山梨

5 9 59 新井　朔葉(2) 韮崎工 30m71 28m99 30m71 5 29m26 29m58 30m71

ｶﾒｲ ｼｮｳ 山梨

6 8 540 亀井　翔(2) 上野原 26m15 27m82 27m82 4 × 27m02 27m82

ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼﾝ 山梨

7 6 332 望月　一心(3) 巨摩 20m52 22m52 22m52 2 25m47 × 25m47

ｱﾒﾐﾔ ﾕｳｺﾞ 山梨

8 1 192 雨宮　優悟(2) 甲府東 × 21m92 21m92 1 25m30 23m29 25m30

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 山梨

9 5 651 堀内　開斗(3) 富士北稜 × 17m63 17m63 17m63

ｳｴﾉ ﾊﾙ 山梨

10 4 355 上野　羽流(2) 巨摩 16m96 17m17 17m17 17m17

ﾎｿﾀﾞ ｺｳｾｲ 山梨

11 2 28 細田　康生(3) 韮崎 14m20 16m11 16m11 16m11

ｲﾅｻﾞｷ ﾀｲﾁ 山梨

3 196 稲﨑　大智(2) 甲府東 DNS
ｸｻﾊﾞ ｼｵﾝ 山梨

7 428 草場　孜温(2) 身延 DNS

凡例  DNS:欠場



少年男子A やり投
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          72m30     鈴木　凜(山梨学院)                    2021 6月4日 14:00 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

ﾌﾙﾔ ｼｭﾝｽｹ 山梨

1 21 567 古屋　俊輔(3) 都留興譲館 57m40 58m40 58m40 8 － － 58m40

ﾎｿﾀﾞ ｺｳｾｲ 山梨

2 17 28 細田　康生(3) 韮崎 46m86 × 46m86 5 49m02 43m65 49m02

ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳ 山梨

3 16 94 村上　龍(2) 甲府一 46m66 48m48 48m48 7 45m83 46m90 48m48

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 山梨

4 19 335 渡邉　航太(3) 巨摩 45m72 46m87 46m87 6 47m27 47m94 47m94

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｶﾞ 山梨

5 18 714 望月　太雅(3) 駿台甲府 × 44m24 44m24 4 36m16 × 44m24

ｶﾜﾃ ｹｲﾀ 山梨

6 14 391 川手　佳汰(3) 青洲 40m12 35m82 40m12 3 41m36 40m56 41m36

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳﾏ 山梨

7 13 431 望月　龍馬(2) 身延 35m80 33m65 35m80 1 31m84 37m50 37m50

ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 山梨

8 15 181 伊藤　皓生(2) 甲府南 36m57 × 36m57 2 × × 36m57

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 山梨

9 11 651 堀内　開斗(3) 富士北稜 33m84 35m69 35m69 35m69

ｶﾜﾉ ｿｳﾏ 山梨

10 4 882 川野　宗馬(3) 日本航空 35m49 33m70 35m49 35m49

ｵﾏﾀ ｱﾔﾄ 山梨

11 10 646 小俣　綾人(3) 富士北稜 27m17 33m23 33m23 33m23

ｲﾉｳｴ ﾘｸ 山梨

12 12 211 井上　陸(3) 甲府工 30m48 32m78 32m78 32m78

ｵﾀｷﾞﾘ ﾃｯﾍﾟｲ 山梨

13 5 258 小田切　哲平(2) 甲府城西 31m21 × 31m21 31m21

ﾅｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 山梨

14 6 884 内藤　豪輝(3) 日本航空 28m99 30m36 30m36 30m36

ｻｲﾄｳ ｼｵﾝ 山梨

15 8 342 齋藤　至恩(2) 巨摩 26m77 27m34 27m34 27m34

ﾃｶﾜ ﾖｳｾｲ 山梨

16 2 195 天川　陽晴(2) 甲府東 26m88 26m86 26m88 26m88

ｲｼｲ ﾖｼﾔ 山梨

17 3 277 石井　義也(2) 甲府昭和 20m38 19m39 20m38 20m38

ｼﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 山梨

1 901 志村　義幸(2) 桃花台学園 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼﾝ 山梨

7 332 望月　一心(3) 巨摩 DNS
ﾀｹｶﾜ ﾐﾉﾙ 山梨

9 357 竹川　穂(2) 巨摩 DNS
ﾂﾁﾔ ﾘｭｳｷ 山梨

20 212 土屋　龍希(3) 甲府工 DNS

凡例  DNS:欠場



少年男子A 300m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校最高記録(YHSR)     34.48     大八木　達(韮崎)                      2020 6月4日 15:25 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

ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 山梨 ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ 山梨

1 4 32 入月　誠ノ介(2) 韮崎 34.30 YHSR 1 8 566 仲野　堅亮(3) 都留興譲館 36.41

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 山梨

2 3 745 坂本　隆汰(2) 山梨学院 35.69 2 4 228 長澤　悠太(2) 甲府工 37.82

ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾏ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 山梨

3 6 743 笠原　昇真(3) 山梨学院 35.91 3 2 25 小林　龍一(3) 韮崎 38.81

ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

4 7 23 秋山　凌大(3) 韮崎 36.75 3 744 蘇我　涼介(2) 山梨学院 DNS

ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙﾄ 山梨

5 2 29 三井　笙太朗(3) 韮崎 37.60 5 746 雨宮　暖杜(2) 山梨学院 DNS

ﾎｻｶ ﾘﾝ 山梨 ﾔｽﾄﾞﾒ ｶｲﾄ 山梨

5 717 保坂　凜(2) 駿台甲府 DNS 6 569 安留　海翔(3) 都留興譲館 DNS

ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ 山梨 ｸﾇｷﾞ ﾘｸ 山梨

8 218 内藤　渡和(2) 甲府工 DNS 7 127 功刀　稜琥(2) 甲府西 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

ｺﾐﾔﾏ ｴﾝｼﾞ 山梨 ｱﾗｲ ﾅｻ 山梨

1 7 232 小宮山　燕司(2) 甲府工 37.91 1 6 572 荒井　那瑳(2) 都留興譲館 39.32

ﾎﾘｳﾁ ｱﾗﾀ 山梨 ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 山梨

2 5 518 堀内　新(2) 都留 38.89 2 8 574 齊藤　楽(2) 都留興譲館 39.37

ｶﾄｳﾉ ﾕｳｼﾝ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｾｲ 山梨

3 8 742 上遠野　裕信(3) 山梨学院 38.94 3 5 571 小林　風誓(2) 都留興譲館 39.63

ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｾｲ 山梨 ｾｷｶﾞﾜ ｾｲﾔ 山梨

4 6 851 五十嵐　優世(3) 日大明誠 39.10 4 2 649 關川　誠也(3) 富士北稜 39.65

ｵﾏｶﾞﾘ ﾐｲﾘ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 山梨

5 2 561 尾曲　魅律(3) 都留興譲館 39.23 5 7 900 小林　煌(2) 桃花台学園 39.69

ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ 山梨

6 4 570 佐藤　翔真(2) 都留興譲館 39.50 3 401 小林　奏音(2) 青洲 DNS

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 山梨 ｱｻｶﾜ ｶｽﾞｷ 山梨

3 648 佐藤　和輝(3) 富士北稜 DNS 4 893 浅川　一樹(3) 桃花台学園 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

ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨 ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 山梨 YHSR

1 8 716 中井　希(2) 駿台甲府 35.73 1 32 入月　誠ノ介(2) 韮崎 34.30

ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 山梨

2 2 194 杉原　優斗(2) 甲府東 39.34 2 745 坂本　隆汰(2) 山梨学院 35.69

ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 山梨

3 4 496 古屋　晴人(2) 山梨 39.78 3 716 中井　希(2) 駿台甲府 35.73

ｶｽｶﾞ ﾏﾓﾙ 山梨 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾏ 山梨

4 7 822 春日　衛(3) 富士学苑 41.40 4 743 笠原　昇真(3) 山梨学院 35.91

ﾏﾂｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 山梨 ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ 山梨

3 718 松木　英之(2) 駿台甲府 DNS 5 566 仲野　堅亮(3) 都留興譲館 36.41

ﾊﾝﾀﾞ ｲﾁﾛ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨

5 129 半田　一路(2) 甲府西 DNS 6 23 秋山　凌大(3) 韮崎 36.75

ﾂﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨

6 712 鶴田　大貴(3) 駿台甲府 DNS 7 29 三井　笙太朗(3) 韮崎 37.60
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 山梨

8 228 長澤　悠太(2) 甲府工 37.82

凡例  YHSR:山梨県高校最高記録 DNS:欠場



少年男子B 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 10:55 予　選

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留)                        1993 6月4日 13:50 決　勝

予　選　9組0着＋8

1組 (風:-1.4) 2組 (風:-1.0)

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

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨

1 6 722 清水　陽翔(1) 駿台甲府 11.38 q 1 3 759 宮崎　太郎(1) 山梨学院 11.95 q

ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 山梨 ｳｴﾉ ｼｮｳｺﾞ 山梨

2 5 485 三浦　悠太(1) 日川 11.57 q 2 2 405 上野　翔悟(1) 青洲 11.97 q

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨 ｲﾜﾏ ﾀｲｶﾞ 山梨

3 4 758 佐々木　琥珀(1) 山梨学院 11.92 q 3 4 235 岩間　大雅(1) 甲府工 12.00 q

ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ 山梨 ｸﾏｻｶ ｼｭｳﾄ 山梨

4 1 723 内藤　壮太(1) 駿台甲府 11.93 q 4 6 236 熊坂　柊人(1) 甲府工 12.05

ｼﾓﾀﾞ ｲｯｹｲ 山梨 ｲﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

5 8 366 霜田　一慶(1) 巨摩 11.95 q 5 7 367 井本　健太郎(1) 巨摩 12.17

ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 山梨 ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

6 2 184 武田　悦與(1) 甲府南 12.28 6 8 199 保坂　亮太朗(1) 甲府東 12.18

ﾌｼﾞﾏｷ ｹｲﾀ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｱｲｷ 山梨

7 7 135 藤巻　慧大(1) 甲府西 12.78 7 5 374 深澤　藍希(1) 巨摩 12.34

ｻﾉ ﾘｸﾄ 山梨 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾔ 山梨

3 721 佐野　陸翔(1) 駿台甲府 DNS 8 1 308 橋本　弘哉(1) 農林 12.86

3組 (風:+0.4) 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

ｵﾏﾀ ｹｲｼﾝ 山梨 ﾏｷｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 山梨

1 4 62 小俣　渓晋(1) 韮崎工 12.07 1 6 61 巻口　拓未(1) 韮崎工 12.54

ﾌｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 山梨 ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

2 6 368 深澤　颯太(1) 巨摩 12.14 2 4 657 須山　隼(1) 富士北稜 12.76

ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 山梨 ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨

3 5 255 足達　龍也(1) 甲府城西 12.20 3 8 829 久保　翔太郎(1) 富士学苑 12.78

ｱｵﾔｷﾞ ｺｳｷ 山梨 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｿｳﾀ 山梨

4 7 185 青柳　岬希(1) 甲府南 12.57 4 7 287 澤登　蒼太(1) 甲府昭和 13.01

ｶﾄｳ ｵｳｶﾞ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 山梨

5 2 63 加藤　桜雅(1) 韮崎工 12.83 5 5 134 中村　優太(1) 甲府西 13.04

ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 山梨 ｵｷﾞ ﾋﾛﾄ 山梨

3 182 伊藤　晴哉(1) 甲府南 DNS 6 3 183 荻　祐音(1) 甲府南 13.77

ｸﾄﾞｳ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 山梨 ﾓﾄﾖｼ ｱﾕｷ 山梨

8 720 工藤　ガブリエル(1) 駿台甲府 DNS 7 2 862 本吉　渉(1) 日大明誠 13.99

5組 (風:+0.5) 6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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

1 3 578 杉本　友哉(1) 都留興譲館 12.79 1 5 252 清水　大翔(1) 甲府城西 12.34

ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾎ 山梨 ﾀｹﾊﾗ ｺｳｾｲ 山梨

2 7 261 柴田　和歩(1) 甲府城西 12.84 2 8 913 武原　光清(1) 吉田 12.63

ｲﾁﾉｾ ﾕﾒﾄ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾔ 山梨

3 5 289 一瀬　夢斗(1) 甲府昭和 13.88 3 7 521 清水　千颯(1) 都留 12.66

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 山梨 ｳｴﾀﾞ ｹﾞﾝｶﾞ 山梨

4 8 832 渡邉　匠(1) 富士学苑 14.04 4 6 836 上田　玄嘉(1) 富士学苑 12.99

ﾐﾔｼﾀ ﾅｵｷ 山梨 ｽｴｷ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

2 911 宮下　尚紀(1) 吉田 DNS 5 2 288 末木　雄大(1) 甲府昭和 13.30

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 山梨 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山梨

4 835 渡邊　雄人(1) 富士学苑 DNS 6 3 499 宮本　翔太(1) 山梨 14.24

ｲｼｼﾞﾏ ﾘｮｳｶﾞ 山梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ｷﾗ 山梨

6 500 石嶋　凌駕(1) 山梨 DNS 7 4 579 畠山　煌徠(1) 都留興譲館 14.54

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート q:記録による通過者



少年男子B 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 10:55 予　選

山梨県高校記録(YHR)          10.44     寺本　元(都留)                        1993 6月4日 13:50 決　勝

予　選　9組0着＋8

7組 (風:+0.9) 8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 ﾏﾅﾄ 山梨 ｺﾑﾛ ﾊﾙｷ 山梨

1 2 663 渡邊　愛斗(1) 富士北稜 12.92 1 6 498 小室　遥輝(1) 山梨 12.49

ﾀﾝｻﾞﾜ ｹｲﾀ 山梨 ｵｶﾓﾄ ｺｳｷ 山梨

2 7 286 丹澤　啓太(1) 甲府昭和 13.63 2 3 162 岡本　昂樹(1) 甲府南 12.76

ﾅﾘｱｲ ｺｳｽｹ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨

3 8 861 成合　孝介(1) 日大明誠 13.75 3 7 290 望月　悠叶(1) 甲府昭和 13.09

ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾝ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

4 4 522 三浦　悠心(1) 都留 13.78 4 4 580 前田　遙斗(1) 都留興譲館 13.45

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾒｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨

5 5 833 渡邊　幸明(1) 富士学苑 13.98 4 5 664 渡邉　李空(1) 富士北稜 13.45

ﾉｷﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨

3 600 野木　弘大(1) 吉田 DQ,FS 6 8 827 小林　拓心(1) 富士学苑 13.50

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄﾗ 山梨 ｺﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ 山梨

6 262 山本　尚虎(1) 甲府城西 DNS 2 260 小柳　光広(1) 甲府城西 DNS

9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

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ 山梨

1 8 285 望月　大椰(1) 甲府昭和 12.42

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 山梨

2 6 577 羽入田　隼斗(1) 都留興譲館 12.55

ﾜﾋﾞｺ ｶﾝﾀ 山梨

3 3 863 我彦　貫太(1) 日大明誠 12.79

ｶｼﾞﾊﾗ ｺｳｽｹ 山梨

4 5 615 梶原　孝介(1) 吉田 13.28

ｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾕｷ 山梨

5 2 256 加賀美　龍之(1) 甲府城西 13.74

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ 山梨

4 885 山口　凜(1) 日本航空 DNS

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨

7 831 上原　拓海(1) 富士学苑 DNS

決　勝　

(風:-3.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

1 6 722 清水　陽翔(1) 駿台甲府 11.25

ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 山梨

2 4 485 三浦　悠太(1) 日川 11.53

ｻｻｷ ｺﾊｸ 山梨

3 5 758 佐々木　琥珀(1) 山梨学院 11.56

ｼﾓﾀﾞ ｲｯｹｲ 山梨

4 8 366 霜田　一慶(1) 巨摩 11.89

ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ 山梨

5 3 723 内藤　壮太(1) 駿台甲府 11.94

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 山梨

6 7 759 宮崎　太郎(1) 山梨学院 11.96

ｳｴﾉ ｼｮｳｺﾞ 山梨

7 2 405 上野　翔悟(1) 青洲 12.03

ｲﾜﾏ ﾀｲｶﾞ 山梨

8 1 235 岩間　大雅(1) 甲府工 12.15

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正スタート q:記録による通過者



少年男子B 3000m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校最高記録(YHSR)   8:19.44     上田　健太(山梨学院)                  2013 6月4日 15:45 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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 山梨 ｵｵﾓﾘ ｲﾁﾛｳ 山梨

1 1 471 渡邉　蹴斗(1) 笛吹 9:13.55 1 5 825 大森　伊知朗(1) 富士学苑 9:49.53

ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ 山梨 ｵｵｲｼ ｱﾕﾑ 山梨

2 4 470 名取　龍希(1) 笛吹 9:16.15 2 19 593 大石　歩六(1) 吉田 10:21.47

ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｷ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山梨

3 22 37 大久保　仁稀(1) 韮崎 9:25.88 3 4 40 齊藤　翼(1) 韮崎 10:34.18

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 山梨

4 5 38 髙木　亮輔(1) 韮崎 9:39.70 4 2 306 鈴木　龍翔(1) 農林 10:42.28

ﾅﾄﾘ ｷｮｳｽｹ 山梨 ﾐﾔﾉ ﾀｲｷ 山梨

5 23 807 名取　響介(1) 東海大甲府 9:42.78 5 15 914 宮野　泰希(1) 吉田 10:42.34

ｲﾉｳｴ ﾏｷ 山梨 ﾀｹﾊﾗ ｿｳｽｹ 山梨

6 21 474 井上　満喜(1) 笛吹 9:47.08 6 16 307 竹原　颯佑(1) 農林 10:46.35

ﾏｽﾞﾀﾞ ｲｸﾀ 山梨 ﾋﾗｲ ｱﾂｼ 山梨

7 19 101 増田　郁太(1) 甲府一 9:59.06 7 12 200 平井　敦(1) 甲府東 10:46.44

ｵｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 山梨 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 山梨

8 9 809 小澤　駿哉(1) 東海大甲府 10:04.41 8 8 164 森田　幸佑(1) 甲府南 10:46.64

ｶｻｲ ﾚｲﾔ 山梨 ﾆｼｶﾜ ｹｲﾔ 山梨

9 8 304 河西　玲弥(1) 農林 10:25.58 9 6 611 西川　慶哉(1) 吉田 10:54.20

ﾌｶｻﾜ ﾋﾀﾞｶ 山梨 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾛｳ 山梨

10 20 364 深澤　飛翔(1) 巨摩 10:32.53 10 11 614 石橋　太郎(1) 吉田 10:54.38

ﾐﾂｲ ﾐｽﾞｷ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾔ 山梨

11 14 303 三井　瑞葵(1) 農林 10:34.96 11 10 661 堀内　昂弥(1) 富士北稜 10:54.63

ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾜｶﾔﾏ ﾊﾙﾄ 山梨

12 2 42 田端　泰成(1) 韮崎 10:47.91 12 14 662 若山　暖人(1) 富士北稜 10:55.12

ﾉﾑﾗ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾊﾗ ｲﾂｷ 山梨

13 11 476 野村　翔大(1) 笛吹 10:48.49 13 20 240 原　樹(1) 甲府工 11:03.32

ﾐﾔﾉ ｶｲﾄ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾋｶﾙ 山梨

14 16 808 宮野　快斗(1) 東海大甲府 10:55.20 14 22 2 村松　光(1) 北杜 11:19.29

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 山梨 ｶﾐｺｻﾞﾜ ｼｭｳｺﾞ 山梨

15 3 305 若林　駿(1) 農林 11:00.25 15 3 658 上小澤　柊吾(1) 富士北稜 11:22.61

ｱﾏﾉ ﾊﾙﾄ 山梨 ｻﾉ ﾏｻﾑﾈ 山梨

16 15 475 天野　晴斗(1) 笛吹 11:38.81 16 1 163 佐野　正宗(1) 甲府南 11:48.47

ｱｻｶﾜ ﾄﾜ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺﾞ 山梨

6 133 淺川　叶和(1) 甲府西 DNS 17 17 591 清水　慶吾(1) 吉田 11:51.93

ﾌｼﾞﾊﾞｼ ｲﾁﾛｰ 山梨 ｺﾐﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 山梨

7 473 藤橋　一郎(1) 笛吹 DNS 18 23 828 小宮山　岳大(1) 富士学苑 11:57.89

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｳｷ 山梨 ｳｽｲ ﾀｲﾁ 山梨

10 41 渡邊　蒼生(1) 韮崎 DNS 19 18 834 臼井　太一(1) 富士学苑 11:59.18

ﾓﾘ ｹﾞﾝｷ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ 山梨

12 39 森　原樹(1) 韮崎 DNS 20 13 239 内田　明日翔(1) 甲府工 12:10.18

ﾌｼﾞﾊﾞｼ ﾀﾛｳ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸﾆ 山梨

13 472 藤橋　太郎(1) 笛吹 DNS 21 7 830 前田　弥久仁(1) 富士学苑 12:37.22

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 山梨

17 477 渡邉　瑞希(1) 笛吹 DNS 22 21 826 加藤　優満(1) 富士学苑 12:39.67

ﾊﾙｻﾜ ﾘﾋﾄ 山梨 ｲﾄｳ ﾘﾝ 山梨

18 370 春澤　璃史(1) 巨摩 DNS 9 592 伊藤　輪(1) 吉田 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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 山梨

1 471 渡邉　蹴斗(1) 笛吹 9:13.55
ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ 山梨

2 470 名取　龍希(1) 笛吹 9:16.15
ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｷ 山梨

3 37 大久保　仁稀(1) 韮崎 9:25.88
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 山梨

4 38 髙木　亮輔(1) 韮崎 9:39.70
ﾅﾄﾘ ｷｮｳｽｹ 山梨

5 807 名取　響介(1) 東海大甲府 9:42.78
ｲﾉｳｴ ﾏｷ 山梨

6 474 井上　満喜(1) 笛吹 9:47.08
ｵｵﾓﾘ ｲﾁﾛｳ 山梨

7 825 大森　伊知朗(1) 富士学苑 9:49.53
ﾏｽﾞﾀﾞ ｲｸﾀ 山梨

8 101 増田　郁太(1) 甲府一 9:59.06

凡例  DNS:欠場



少年男子B 110mH(0.991m/9.14m)
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校最高記録(YHSR)     14.46     飯久保　智洋(巨摩)                    2010 6月4日 13:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+2.4)

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

ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨 ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ 山梨

1 4 302 石川　勝大(1) 農林 16.27 1 2 132 今住　天哉(1) 甲府西 15.85

ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山梨 ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ 山梨

2 6 363 小野　悠介(1) 巨摩 16.81 2 5 723 内藤　壮太(1) 駿台甲府 17.11

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨 ｲﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

3 3 361 中込　翔太(1) 巨摩 17.28 3 6 367 井本　健太郎(1) 巨摩 17.16

ｶﾄｳ ｹﾝｽｹ 山梨 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｶﾞ 山梨

4 5 433 加藤　ケンスケ(1) 身延 17.58 4 3 860 川島　悠雅(1) 日大明誠 17.61

ｸﾏｻｶ ｼｭｳﾄ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 山梨

5 2 236 熊坂　柊人(1) 甲府工 18.00 5 4 255 足達　龍也(1) 甲府城西 18.36

ｵｻﾉ ﾜﾀﾙ 山梨 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲﾄ 山梨

6 7 595 小佐野　航(1) 吉田 18.39 6 7 375 平林　塁任(1) 巨摩 18.83

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

ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ 山梨

1 132 今住　天哉(1) 甲府西 15.85 +2.4
ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

2 302 石川　勝大(1) 農林 16.27 +0.1
ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山梨

3 363 小野　悠介(1) 巨摩 16.81 +0.1
ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ 山梨

4 723 内藤　壮太(1) 駿台甲府 17.11 +2.4
ｲﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

5 367 井本　健太郎(1) 巨摩 17.16 +2.4
ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨

6 361 中込　翔太(1) 巨摩 17.28 +0.1
ｶﾄｳ ｹﾝｽｹ 山梨

7 433 加藤　ケンスケ(1) 身延 17.58 +0.1
ｶﾜｼﾏ ﾕｳｶﾞ 山梨

8 860 川島　悠雅(1) 日大明誠 17.61 +2.4



少年男子B 走幅跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           7m38     赤井　悠次郎(甲府工)                  2019 6月4日 09:30 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

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｿｳﾀ 山梨 5m31 5m90 5m90 8 － － 5m90

1 4 287 澤登　蒼太(1) 甲府昭和 +1.5 +1.9 +1.9 +1.9
ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ 山梨 5m86 × 5m86 7 × 5m51 5m86

2 6 1 清水　碧(1) 北杜 +2.0 +2.0 +1.6 +2.0
ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨 5m63 5m66 5m66 4 5m80 5m81 5m81

3 27 361 中込　翔太(1) 巨摩 +1.6 -1.1 -1.1 +0.9 +1.8 +1.8
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 5m47 5m73 5m73 6 5m63 5m76 5m76

4 22 249 松永　晴督(1) 甲府城西 +0.2 -1.9 -1.9 +3.2 +0.4 +0.4
ｵｵｼﾊﾞ ﾕﾂﾞｷ 山梨 5m52 5m51 5m52 1 5m76 5m59 5m76

5 5 719 大芝　優槻(1) 駿台甲府 +1.3 +2.8 +1.3 +1.7 +0.9 +1.7
ﾜｶｵ ﾘｭｳﾔ 山梨 5m71 5m36 5m71 5 5m64 5m51 5m71

6 17 362 若尾　龍弥(1) 巨摩 -0.6 +0.1 -0.6 -0.3 +0.2 -0.6
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 5m48 5m56 5m56 2 5m71 － 5m71

7 19 577 羽入田　隼斗(1) 都留興譲館 0.0 0.0 0.0 +1.3 +1.3
ｱﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 山梨 5m61 5m46 5m61 3 5m33 5m34 5m61

8 21 369 鮎沢　拓澄(1) 巨摩 -0.1 -0.2 -0.1 +3.3 -1.0 -0.1
ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 山梨 × 5m48 5m48 5m48

9 15 182 伊藤　晴哉(1) 甲府南 -0.8 -0.8 -0.8
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨 5m29 4m98 5m29 5m29

10 14 578 杉本　友哉(1) 都留興譲館 +1.1 +0.1 +1.1 +1.1
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙ 山梨 5m22 － 5m22 5m22

11 31 237 望月　陽留(1) 甲府工 +1.8 +1.8 +1.8
ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ 山梨 5m18 5m16 5m18 5m18

12 13 132 今住　天哉(1) 甲府西 +1.2 +0.7 +1.2 +1.2
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 5m13 5m03 5m13 5m13

13 26 252 清水　大翔(1) 甲府城西 +1.4 -0.3 +1.4 +1.4
ｱｵﾔｷﾞ ｺｳｷ 山梨 × 5m03 5m03 5m03

14 33 185 青柳　岬希(1) 甲府南 +0.2 +0.2 +0.2
ﾏﾂｳﾗ ｵｳｶﾞ 山梨 4m96 4m67 4m96 4m96

15 3 519 松浦　央河(1) 都留 +1.7 +0.7 +1.7 +1.7
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ 山梨 4m91 4m61 4m91 4m91

16 29 285 望月　大椰(1) 甲府昭和 -1.0 -0.5 -1.0 -1.0
ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾔ 山梨 4m87 3m77 4m87 4m87

17 28 521 清水　千颯(1) 都留 +0.9 +0.1 +0.9 +0.9
ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 4m61 4m65 4m65 4m65

18 9 580 前田　遙斗(1) 都留興譲館 +0.6 +1.5 +1.5 +1.5
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲﾄ 山梨 4m49 × 4m49 4m49

19 25 375 平林　塁任(1) 巨摩 -0.5 -0.5 -0.5
ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾝ 山梨 4m19 4m27 4m27 4m27

20 10 522 三浦　悠心(1) 都留 +1.0 +0.7 +0.7 +0.7
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 山梨 4m09 4m09 4m09 4m09

21 16 499 宮本　翔太(1) 山梨 -0.6 -0.5 -0.6 -0.6
ﾅﾄﾘ ﾌｳﾄ 山梨 2m49 3m29 3m29 3m29

22 8 484 名取　楓人(1) 日川 +0.7 +0.6 +0.6 +0.6
ｵｷﾞ ﾋﾛﾄ 山梨 3m20 － 3m20 3m20

23 23 183 荻　祐音(1) 甲府南 -0.2 -0.2 -0.2
ｲﾉｳｴ ｻｶｷ 山梨 × ×

2 432 井上　榊(1) 身延
ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 山梨 × －

7 184 武田　悦與(1) 甲府南
ｸﾄﾞｳ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 山梨

1 720 工藤　ガブリエル(1) 駿台甲府 DNS
ﾋﾗﾀ ﾆﾁｶ 山梨

11 408 平田　仁愛(1) 青洲 DNS
ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

12 657 須山　隼(1) 富士北稜 DNS
ｻﾉ ﾘｸﾄ 山梨

18 721 佐野　陸翔(1) 駿台甲府 DNS
ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 山梨

20 259 杉原　正真(1) 甲府城西 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 山梨

24 664 渡邉　李空(1) 富士北稜 DNS

凡例  DNS:欠場



少年男子B 走幅跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           7m38     赤井　悠次郎(甲府工)                  2019 6月4日 09:30 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

ﾌｼﾞﾏｷ ｹｲﾀ 山梨

30 135 藤巻　慧大(1) 甲府西 DNS
ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ 山梨

32 660 原田　朗(1) 富士北稜 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ 山梨

34 663 渡邊　愛斗(1) 富士北稜 DNS

凡例  DNS:欠場



少年男子B 円盤投(1.500kg)
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校最高記録(YHSR)     49m57     吉田　裕貴(甲府工)                    2004 6月4日 10:30 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

ｷﾀﾊﾗ ｿﾗ 山梨

1 9 406 北原　空(1) 青洲 19m84 21m89 21m89 5 25m06 20m24 25m06

ﾐﾔｼﾀ ﾚｵ 山梨

2 1 520 宮下　玲央(1) 都留 24m37 × 24m37 8 22m14 × 24m37

ﾅｲﾄｳ ﾏｵ 山梨

3 8 372 内藤　真生(1) 巨摩 22m88 21m68 22m88 7 23m03 23m16 23m16

ﾌｶｻﾜ ｾｲﾔ 山梨

4 6 373 深沢　誠也(1) 巨摩 21m75 22m62 22m62 6 21m85 21m35 22m62

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 山梨

5 3 659 小林　怜依(1) 富士北稜 18m14 17m86 18m14 3 18m02 18m93 18m93

ﾀｶﾄﾘ ｺﾞｳ 山梨

6 7 523 高鳥　豪(1) 都留 17m21 18m24 18m24 4 × 18m68 18m68

ﾌｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 山梨

7 2 368 深澤　颯太(1) 巨摩 × 17m44 17m44 2 － 15m48 17m44

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 山梨

8 4 434 渡部　大和(1) 身延 12m53 13m87 13m87 1 14m45 16m40 16m40

ｵｶﾓﾄ ｺｳｷ 山梨

5 162 岡本　昂樹(1) 甲府南 × ×



少年男子共通 800m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)        1:51.22     中村　英幸(都留)                      1993 6月4日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ｱﾒﾐﾔ ﾕｳｺﾞ 山梨 ｶﾜﾀ ﾋﾛﾅｵ 山梨

1 4 192 雨宮　優悟(2) 甲府東 1:57.18 1 6 131 河田　紘直(2) 甲府西 2:02.43

ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ｲﾜﾀ ﾀｸﾏ 山梨

2 3 330 中込　大地(3) 巨摩 1:57.73 2 5 801 岩田　拓真(2) 東海大甲府 2:02.66

ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 山梨

3 6 173 荻原　悠生(2) 甲府南 1:58.37 3 4 562 小山田　吏旺(3) 都留興譲館 2:03.99

ｱｻｶﾜ ﾄﾜ 山梨 ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾀﾛｳ 山梨

4 5 133 淺川　叶和(1) 甲府西 1:59.49 4 8 824 山中　渓太朗(3) 富士学苑 2:05.35

ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 山梨 ﾎｻｶ ｶｽﾞｼ 山梨

5 7 30 向山　汐音(3) 韮崎 2:00.49 5 7 224 保坂　和志(2) 甲府工 2:05.41

ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｼﾛｳ 山梨 ﾀｹｳﾁ ｻﾁﾎ 山梨

6 8 31 山﨑　壮志朗(3) 韮崎 2:03.15 6 3 58 竹内　幸穂(2) 韮崎工 2:06.24

ﾎﾘｳﾁ ｱﾗﾀ 山梨 ｳｴﾏﾂ ﾐﾅﾄ 山梨

7 2 518 堀内　新(2) 都留 2:06.71 7 1 806 植松　嶺斗(1) 東海大甲府 2:06.76

ﾓﾘｺｼ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｵﾏｶﾞﾘ ﾐｲﾘ 山梨

8 1 687 森越　涼介(3) 甲陵 2:10.09 8 2 561 尾曲　魅律(3) 都留興譲館 2:18.38

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

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 ｶｻｲ ﾚｲﾔ 山梨

1 5 276 田中　龍之介(2) 甲府昭和 2:09.98 1 1 304 河西　玲弥(1) 農林 2:12.90

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 山梨 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 山梨

2 4 180 髙橋　光太(2) 甲府南 2:12.00 2 2 305 若林　駿(1) 農林 2:15.60

ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 山梨

3 2 574 齊藤　楽(2) 都留興譲館 2:12.54 3 6 281 内藤　陽己(2) 甲府昭和 2:17.02

ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ 山梨 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 山梨

4 7 399 牧野　友哉(2) 青洲 2:12.76 4 5 823 青木　康祐(3) 富士学苑 2:17.25

ｶﾈｺ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 山梨

5 6 299 兼子　凌輔(2) 農林 2:21.51 5 3 750 小川　拓真(2) 山梨学院 2:18.50

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾘ 山梨 ｲｹｶﾞﾐ ｿﾗ 山梨

1 854 小林　海里(3) 日大明誠 DNS 6 7 752 池上　空(2) 山梨学院 2:22.50

ｼﾏﾑﾗ ﾊﾙ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ 山梨

3 482 島村　巴琉(2) 日川 DNS 7 8 300 中込　凌雅(2) 農林 2:25.76

ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾑﾈ 山梨 ﾎｻｶ ﾀｸﾄ 山梨

8 856 岡崎　正宗(2) 日大明誠 DNS 4 280 保坂　拓登(2) 甲府昭和 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

ｻｶｲ ｶｹﾙ 山梨 ﾅｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 山梨

1 2 301 酒井　翔(2) 農林 2:09.35 1 2 297 梨本　春旗(3) 農林 2:17.48

ﾐﾂｲ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾄ 山梨

2 4 303 三井　瑞葵(1) 農林 2:18.67 2 8 279 飯島　明斗(2) 甲府昭和 2:29.14

ｵｵﾔ ｼｮｳ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾌｳﾄ 山梨

3 5 178 大矢　翔(2) 甲府南 2:21.36 3 6 484 名取　楓人(1) 日川 2:40.04

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 山梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ｷﾗ 山梨

4 7 690 小林　勇翔(1) 甲陵 2:22.56 7 579 畠山　煌徠(1) 都留興譲館 DQ,T2

ｼﾗｽ ｺｳﾀ 山梨 ｱｵｷ ｶｲﾄ 山梨

5 3 751 白須　紘太(2) 山梨学院 2:27.81 3 7 青木　海斗(2) 北杜 DNS

ﾋﾛｲ ｶｲﾄ 山梨 ﾓﾘﾔ ｵｳｶﾞ 山梨

6 1 654 廣井　凱人(2) 富士北稜 2:30.21 4 568 森屋　凰雅(3) 都留興譲館 DNS

ﾂｼﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ｵﾐ ﾘｭｳｼﾞ 山梨

6 298 辻　陽登(2) 農林 DQ,T2 5 398 尾身　龍児(2) 青洲 DNS

ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 山梨

8 302 石川　勝大(1) 農林 DNS

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



少年男子共通 800m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)        1:51.22     中村　英幸(都留)                      1993 6月4日 12:20 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
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

ﾏﾂｷ ﾊｼﾞﾒ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾕｳｺﾞ 山梨

1 6 296 松木　一(3) 農林 2:08.03 1 192 雨宮　優悟(2) 甲府東 1:57.18

ﾎｻｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨

2 2 278 穂坂　琉太朗(2) 甲府昭和 2:13.74 2 330 中込　大地(3) 巨摩 1:57.73

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 山梨 ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 山梨

3 8 306 鈴木　龍翔(1) 農林 2:16.60 3 173 荻原　悠生(2) 甲府南 1:58.37

ﾀｹﾊﾗ ｿｳｽｹ 山梨 ｱｻｶﾜ ﾄﾜ 山梨

4 3 307 竹原　颯佑(1) 農林 2:16.76 4 133 淺川　叶和(1) 甲府西 1:59.49

ﾌｼﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾝ 山梨 ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 山梨

5 4 6 藤原　謙信(2) 北杜 2:24.21 5 30 向山　汐音(3) 韮崎 2:00.49

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 山梨 ｶﾜﾀ ﾋﾛﾅｵ 山梨

5 835 渡邊　雄人(1) 富士学苑 DNS 6 131 河田　紘直(2) 甲府西 2:02.43

ｼﾓﾑﾗ ﾘｸﾉｼﾝ 山梨 ｲﾜﾀ ﾀｸﾏ 山梨

7 608 霜村　陸乃心(2) 吉田 DNS 7 801 岩田　拓真(2) 東海大甲府 2:02.66
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｼﾛｳ 山梨

8 31 山﨑　壮志朗(3) 韮崎 2:03.15

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



少年男子共通 5000mW
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)       20:57.50     小林　大地(農林)                      2013 6月4日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｲｯｼﾝ 山梨

1 6 344 沢登　一心(2) 巨摩 25:27.44

ｲﾜﾏ ﾊﾔﾄ 山梨

2 3 463 岩間　勇翔(3) 笛吹 25:35.26

ﾎﾘｳﾁ ｵｳｷ 山梨

3 4 605 堀内　王稀(2) 吉田 28:39.54

ｵｵﾆｼ ｿｳﾏ 山梨

4 2 560 大西　創真(3) 都留興譲館 30:53.70

ｵｼﾀﾞ ﾘｭｳ 山梨

5 426 押田　龍(2) 身延 DQ,W2

ﾐﾔﾉ ﾀｲｷ 山梨

8 914 宮野　泰希(1) 吉田 DQ,W2

ｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾕｷ 山梨

1 256 加賀美　龍之(1) 甲府城西 DNS

ﾓﾘﾔ ｵｳｶﾞ 山梨

7 568 森屋　凰雅(3) 都留興譲館 DNS

凡例  DNS:欠場 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　



少年男子共通 4X100mR
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          40.78     駿台甲府(土屋・渡辺・田中・大久保)    2016 6月4日 17:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 都留 512 奥山　隼(3) ｵｸﾔﾏ ﾊﾔﾄ 42.43 1 7 山梨学院A 744 蘇我　涼介(2) ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 43.50
508 由井　響(3) ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 745 坂本　隆汰(2) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ
511 田邊　太一(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 743 笠原　昇真(3) ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾏ
509 内藤　恭祐(3) ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 758 佐々木　琥珀(1) ｻｻｷ ｺﾊｸ

2 5 巨摩 353 深澤　真生(2) ﾌｶｻﾜ ﾏｻｷ 43.73 2 2 甲府西 128 金丸　泰知(2) ｶﾈﾏﾙ ﾀｲﾁ 46.39
340 中込　志弥(2) ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｷﾔ 127 功刀　稜琥(2) ｸﾇｷﾞ ﾘｸ
331 依田　來人(3) ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ 132 今住　天哉(1) ｲﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ
335 渡邉　航太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 130 幸田　拓己(2) ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ

3 4 甲府南A 176 長谷川　湧汰(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 44.26 3 3 日大明誠A 857 小島　勇汰(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 46.73
174 梶山　佑生(2) ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 854 小林　海里(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾘ
170 大場　琢磨(3) ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 851 五十嵐　優世(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｾｲ
171 長坂　一宝(3) ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ 853 岐部　裕樹(3) ｷﾍﾞ ﾕｳｷ

4 7 韮崎 32 入月　誠ノ介(2) ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 44.60 4 8 身延 425 小出　響(2) ｺｲﾃﾞ ﾋﾋﾞｷ 48.34
24 河西　将生(3) ｶｻｲ ｼｮｳ 427 萩原　万和(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｵ
29 三井　笙太朗(3) ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 432 井上　榊(1) ｲﾉｳｴ ｻｶｷ
23 秋山　凌大(3) ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 430 五十嵐　智春(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾊﾙ

5 3 都留興譲館A 564 鈴木　聖琉(3) ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 45.00 4 富士北稜A DNS
566 仲野　堅亮(3) ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ
565 富田　陽希(3) ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ
563 清水　煌生(3) ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ

6 8 甲府工A 228 長澤　悠太(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 45.07 5 駿台甲府A DNS
218 内藤　渡和(2) ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ
232 小宮山　燕司(2) ｺﾐﾔﾏ ｴﾝｼﾞ
222 山本　一汰(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ

2 青洲 DNS 6 桃花台学園 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



少年男子共通 4X100mR
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          40.78     駿台甲府(土屋・渡辺・田中・大久保)    2016 6月4日 17:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 駿台甲府B 718 松木　英之(2) ﾏﾂｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 43.08 1 7 甲府南B 181 伊藤　皓生(2) ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 45.51
717 保坂　凜(2) ﾎｻｶ ﾘﾝ 184 武田　悦與(1) ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ
716 中井　希(2) ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ 179 齋藤　帆蔵(2) ｻｲﾄｳ ﾊﾝｿﾞｳ
715 島田　大輝(2) ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 177 松野　亙我(2) ﾏﾂﾉ ｺｳｶﾞ

2 4 山梨学院B 759 宮崎　太郎(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 46.24 2 3 甲府工B 220 中澤　惺(2) ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲ 45.88
747 深沢　虎太朗(2) ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 235 岩間　大雅(1) ｲﾜﾏ ﾀｲｶﾞ
756 平賀　英利(1) ﾋﾗｶﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 219 中込　絢太(2) ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ
741 小柳　竣平(3) ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 236 熊坂　柊人(1) ｸﾏｻｶ ｼｭｳﾄ

3 6 甲府城西 249 松永　晴督(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 46.81 3 5 日大明誠B 858 土井　麻穂(2) ﾄﾞｲ ｱｻｵ 48.91
255 足達　龍也(1) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 855 稲葉　銀河(2) ｲﾅﾊﾞ ｷﾞﾝｶﾞ
261 柴田　和歩(1) ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾎ 856 岡崎　正宗(2) ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾑﾈ
252 清水　大翔(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 859 稲永　海誠(2) ｲﾅﾅｶﾞ ｶｲｾｲ

4 5 吉田 595 小佐野　航(1) ｵｻﾉ ﾜﾀﾙ 47.45 4 4 山梨学院C 752 池上　空(2) ｲｹｶﾞﾐ ｿﾗ 49.62
600 野木　弘大(1) ﾉｷﾞ ｺｳﾀﾞｲ 754 コナマイ　マサシ(1) ｺﾅﾏｲ ﾏｻｼ
613 岡本　芳雅(1) ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 750 小川　拓真(2) ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾏ
913 武原　光清(1) ﾀｹﾊﾗ ｺｳｾｲ 751 白須　紘太(2) ｼﾗｽ ｺｳﾀ

5 8 甲府昭和 288 末木　雄大(1) ｽｴｷ ﾕｳﾀﾞｲ 49.86 5 6 富士北稜B 657 須山　隼(1) ｽﾔﾏ ﾊﾔﾄ 49.97
285 望月　大椰(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾔ 663 渡邊　愛斗(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾄ
287 澤登　蒼太(1) ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｿｳﾀ 660 原田　朗(1) ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ
286 丹澤　啓太(1) ﾀﾝｻﾞﾜ ｹｲﾀ 664 渡邉　李空(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ

6 2 富士学苑 836 上田　玄嘉(1) ｳｴﾀﾞ ｹﾞﾝｶﾞ 50.52 8 駿台甲府C DNS
833 渡邊　幸明(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾒｲ
827 小林　拓心(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
829 久保　翔太郎(1) ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 都留興譲館B 572 荒井　那瑳(2) ｱﾗｲ ﾅｻ DQ,R1

570 佐藤　翔真(2) ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ
571 小林　風誓(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｾｲ
575 髙橋　賴旦(2) ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｱｻ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 都留 512 奥山　隼(3) ｵｸﾔﾏ ﾊﾔﾄ 42.43
508 由井　響(3) ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ
511 田邊　太一(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ
509 内藤　恭祐(3) ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ

2 駿台甲府B 718 松木　英之(2) ﾏﾂｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 43.08
717 保坂　凜(2) ﾎｻｶ ﾘﾝ
716 中井　希(2) ﾅｶｲ ﾉｿﾞﾐ
715 島田　大輝(2) ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ

3 山梨学院A 744 蘇我　涼介(2) ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 43.50
745 坂本　隆汰(2) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ
743 笠原　昇真(3) ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾏ
758 佐々木　琥珀(1) ｻｻｷ ｺﾊｸ

4 巨摩 353 深澤　真生(2) ﾌｶｻﾜ ﾏｻｷ 43.73
340 中込　志弥(2) ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｷﾔ
331 依田　來人(3) ﾖﾀﾞ ﾗｲﾄﾞ
335 渡邉　航太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

5 甲府南A 176 長谷川　湧汰(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 44.26
174 梶山　佑生(2) ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｷ
170 大場　琢磨(3) ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ
171 長坂　一宝(3) ﾅｶﾞｻｶ ｲﾁﾀｶ

6 韮崎 32 入月　誠ノ介(2) ｲﾘﾂﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 44.60
24 河西　将生(3) ｶｻｲ ｼｮｳ
29 三井　笙太朗(3) ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀﾛｳ
23 秋山　凌大(3) ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

7 都留興譲館A 564 鈴木　聖琉(3) ｽｽﾞｷ ｾｲﾙ 45.00
566 仲野　堅亮(3) ﾅｶﾉ ｹﾝｽｹ
565 富田　陽希(3) ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ
563 清水　煌生(3) ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ

8 甲府工A 228 長澤　悠太(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 45.07
218 内藤　渡和(2) ﾅｲﾄｳ ﾄﾜ
232 小宮山　燕司(2) ｺﾐﾔﾏ ｴﾝｼﾞ
222 山本　一汰(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった



少年男子共通 走高跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           2m13     榎本　修之(都留)                      1997 6月4日 10:00 決　勝

決　勝　

ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 － － － － － － － －

1 9 741 小柳　竣平(3) 山梨学院 ××○××× 1m86
ｶｻｲ ｼｮｳ 山梨 － － － － ○ ○ ○ ×××

2 17 24 河西　将生(3) 韮崎 1m80
ﾌｶｻﾜ ｺﾀﾛｳ 山梨 － － － － － － ××○×××

3 19 747 深沢　虎太朗(2) 山梨学院 1m80
ﾑｺｳﾔﾏ ﾕｲﾄ 山梨 － － － ○ ○ ○ ×××

4 22 755 向山　結音(1) 山梨学院 1m75
ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 山梨 － － － ○ ○ ×○ ×××

5 21 213 矢﨑　勇太(3) 甲府工 1m75
ｺﾑﾛ ﾊﾙｷ 山梨 ○ ○ ○ ○ ×○ － － －

6 16 498 小室　遥輝(1) 山梨 r 1m70
ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 山梨 ○ ○ ×○ ××○×○ ×××

7 12 259 杉原　正真(1) 甲府城西 1m70
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲ 山梨 ○ ○ ○ ○ ×××

8 1 220 中澤　惺(2) 甲府工 1m65
ｼﾊﾞﾀ ｺｳｶﾞ 山梨 － － ○ ○ ×××

8 4 541 柴田　航我(2) 上野原 1m65
ｶﾜﾃ ｹｲﾀ 山梨 － － ○ ○ ×××

8 23 391 川手　佳汰(3) 青洲 1m65
ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾊﾙ 山梨 － － ○ ××○×××

11 8 430 五十嵐　智春(2) 身延 1m65
ﾀﾝｻﾞﾜ ｹｲﾀ 山梨 ×○ ○ ×○ ××○×××

12 24 286 丹澤　啓太(1) 甲府昭和 1m65
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 山梨 ○ ○ ○ ×××

13 3 257 原口　隼(2) 甲府城西 1m60
ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨 － － ○ ×××

13 10 221 水上　大吾(2) 甲府工 1m60
ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾄ 山梨 － ○ ○ ×××

13 20 660 原田　朗(1) 富士北稜 1m60
ﾋﾗｶﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 山梨 ○ ×○ ○ ×××

16 2 756 平賀　英利(1) 山梨学院 1m60
ﾏﾂｳﾗ ｵｳｶﾞ 山梨 － － ×○ ×××

17 15 519 松浦　央河(1) 都留 1m60
ｷﾍﾞ ﾕｳｷ 山梨 ○ ○ ×××

18 18 853 岐部　裕樹(3) 日大明誠 1m55
ｼﾌﾞｻ ﾕｳﾜ 山梨 ×○ ×○ ×××

19 14 241 澁佐　優羽(1) 甲府工 1m55
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 山梨 ○ ×－ － ××

20 5 249 松永　晴督(1) 甲府城西 1m50
ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 山梨 ×××

6 613 岡本　芳雅(1) 吉田 NM
ｵﾉ ﾕｳｽｹ 山梨 － － － ×××

7 363 小野　悠介(1) 巨摩 NM
ｼｭｸｻﾞﾜ ﾙﾄ 山梨 ×××

13 407 宿澤　琉斗(1) 青洲 NM
ｻﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

11 395 佐野　優大(2) 青洲 DNS

1m75 1m80 1m83
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m55

1m90

1m60

1m92

1m65 1m70
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m50

1m86

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



U-16男子 ジャベリックスロー
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

6月4日 14:00 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

ｷﾀﾊﾗ ｿﾗ 山梨

1 1 406 北原　空(1) 青洲 39m33 38m77 39m33 32m12 34m61 39m33



U-16男子 145m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 15:00 決　勝

決　勝　

(風:-3.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 山梨

1 7 722 清水　陽翔(1) 駿台甲府 16.72

ｺﾅﾏｲ ﾏｻｼ 山梨

2 6 754 コナマイ　マサシ(1) 山梨学院 17.43

ｲﾜﾏ ﾀｲｶﾞ 山梨

3 5 235 岩間　大雅(1) 甲府工 17.66

ｵｵｼﾊﾞ ﾕﾂﾞｷ 山梨

4 3 719 大芝　優槻(1) 駿台甲府 17.83

ﾜｶｵ ﾘｭｳﾔ 山梨

5 4 362 若尾　龍弥(1) 巨摩 18.18



少年女子A 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 10:40 予　選

山梨県高校記録(YHR)          11.96     中田　舞花(身延)                      2017 6月4日 13:45 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-2.1) 2組 (風:+2.5)

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

ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨 ｽｷﾞｲ ｻｺ 山梨

1 6 535 塩谷　花音(3) 駿台甲府 12.88 q 1 3 118 杉井　咲心(2) 甲府南 13.05 q

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾄﾊ 山梨

2 3 587 村松　璃香(2) 山梨学院 12.95 q 2 6 176 望月　琴葉(2) 甲府昭和 13.23 q

ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

3 4 537 小野　瑞希(3) 駿台甲府 12.96 q 3 4 177 伊藤　里菜(2) 甲府昭和 13.29 q

ｳﾗﾊﾏ ｶﾖ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 山梨

4 5 113 浦濱　佳代(3) 甲府南 13.02 q 4 7 277 小林　歩夏(2) 青洲 13.32 q

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｽﾐ 山梨 ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

5 7 214 近藤　羽純(3) 巨摩 13.39 5 8 115 小池　琉南(2) 甲府南 13.50

ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾓﾓﾐ 山梨

6 8 588 村松　苺華(2) 山梨学院 13.47 6 5 613 古谷　桃実(3) 日大明誠 13.59

ｺｼﾐｽﾞ ﾕﾗ 山梨 ｱﾘｳﾐ ﾁｶ 山梨

7 1 41 輿水　優来(3) 韮崎 13.53 7 2 612 有海　知佳(3) 日大明誠 13.81

ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 山梨 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｻｷ 山梨

8 2 107 田口　紗羽(3) 甲府南 13.68 1 117 有泉　咲希(2) 甲府南 DNS

3組 (風:-1.1) 4組 (風:-2.0)

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

ｺﾏﾂ ﾒｲ 山梨 ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾂﾒ 山梨

1 5 602 小松　愛生(2) 富士学苑 13.88 1 4 357 飯塚　なつめ(2) 日川 14.42

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾕ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾗ 山梨

2 3 618 米沢　菜柚(2) 日大明誠 13.94 2 7 145 窪田　桜空(2) 甲府工 14.51

ｶﾈﾏﾙ ｱﾔﾉ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｼｵﾘ 山梨

3 7 70 金丸　彩乃(2) 甲府一 13.96 3 5 385 長田　春栞(2) 都留 14.59

ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｶ 山梨 ｱﾏﾉ ｶﾉﾝ 山梨

4 8 149 平松　朋花(3) 甲府城西 13.96 4 6 447 天野　花音(2) 吉田 14.63

ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾒ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ｻﾅ 山梨

5 6 402 井上　夏姫(3) 上野原 14.02 5 3 143 土橋　紗奈(2) 甲府工 14.83

ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨 ｺｼﾞﾏ ﾅﾐ 山梨

6 2 171 深澤　あやの(2) 甲府昭和 14.26 6 8 405 小嶋　菜未(3) 上野原 15.36

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷ 山梨

7 4 12 埜村　優花(3) 北杜 14.44 2 416 増田　美希(3) 都留興譲館 DNS

5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

ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨

1 7 584 永坂　莉羅(3) 山梨学院 14.53

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｶﾅ 山梨

2 8 144 栁本　夏奈(2) 甲府工 14.61

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾈ 山梨

3 4 178 小林　紘寧(2) 甲府昭和 15.03

ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

4 2 88 羽田　結稀(2) 甲府西 15.19

ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾅ 山梨

3 419 髙橋　沙由那(2) 都留興譲館 DNS

ｵｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 山梨

5 512 小澤　優里亜(2) 甲府商 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾘ 山梨

6 417 山口　あかり(3) 都留興譲館 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



少年女子A 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 10:40 予　選

山梨県高校記録(YHR)          11.96     中田　舞花(身延)                      2017 6月4日 13:45 決　勝

決　勝　

(風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨

1 3 535 塩谷　花音(3) 駿台甲府 12.81

ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨

2 6 537 小野　瑞希(3) 駿台甲府 12.88

ｳﾗﾊﾏ ｶﾖ 山梨

3 5 113 浦濱　佳代(3) 甲府南 12.99

ｽｷﾞｲ ｻｺ 山梨

4 8 118 杉井　咲心(2) 甲府南 13.47

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 山梨

5 1 277 小林　歩夏(2) 青洲 13.50

ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

6 2 177 伊藤　里菜(2) 甲府昭和 13.51

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾄﾊ 山梨

7 7 176 望月　琴葉(2) 甲府昭和 13.53

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨

4 587 村松　璃香(2) 山梨学院 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



少年女子A 800m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)        2:11.59     有泉　千佳(韮崎)                      2007 6月4日 12:00 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

ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨

1 5 115 小池　琉南(2) 甲府南 2:24.47 1 3 335 関口　莉緒(2) 笛吹 2:42.14

ﾆｲﾂ ｷｮｳｶ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ｷﾐｶ 山梨

2 3 201 新津　今日華(3) 農林 2:27.13 2 6 358 萩原　季実花(2) 日川 2:50.54

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾘ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ｾｲﾗ 山梨

3 4 417 山口　あかり(3) 都留興譲館 2:29.48 3 8 450 梶原　星来(2) 吉田 2:54.60

ﾏﾂﾄﾞ ｱﾕﾐ 山梨 ｼﾑﾗ ﾕｷ 山梨

4 7 334 松土　歩未(2) 笛吹 2:40.76 4 2 422 志村　優妃(2) 都留興譲館 2:59.63

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ｱｵｲ 山梨

5 2 498 渡邊　美咲(2) 富士北稜 2:45.32 5 7 494 勝俣　蒼空(3) 富士北稜 3:05.28

ｲｼｲ ﾐｷ 山梨 ｱﾏﾉ ｲｵﾘ 山梨

6 413 石井　美妃(3) 都留興譲館 DNS 4 135 天野　伊織(2) 甲府東 DNS

ﾀｹｲ ｱﾝﾘ 山梨 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｻｷ 山梨

8 89 武井　アンリ(2) 甲府西 DNS 5 418 萩原　衣咲(2) 都留興譲館 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

ｺﾏﾂ ﾒｲ 山梨 ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨

1 5 602 小松　愛生(2) 富士学苑 2:48.89 1 115 小池　琉南(2) 甲府南 2:24.47

ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山梨 ﾆｲﾂ ｷｮｳｶ 山梨

2 8 203 松田　ひとみ(2) 農林 2:51.71 2 201 新津　今日華(3) 農林 2:27.13

ﾖｺﾓﾘ  ﾐｷ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾘ 山梨

3 6 204 横森　美樹(2) 農林 2:59.51 3 417 山口　あかり(3) 都留興譲館 2:29.48

ﾊﾀﾞ ｱﾘｻ 山梨 ﾏﾂﾄﾞ ｱﾕﾐ 山梨

4 7 444 羽田　有沙(2) 吉田 3:09.22 4 334 松土　歩未(2) 笛吹 2:40.76

ｶｼﾞﾊﾗ ﾓﾅ 山梨 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨

5 4 202 梶原　苺菜(2) 農林 3:12.55 5 335 関口　莉緒(2) 笛吹 2:42.14

ﾎﾘｲ ﾋﾒｶ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 山梨

3 632 堀井　姫華(2) 日本航空 DNS 6 498 渡邊　美咲(2) 富士北稜 2:45.32
ｺﾏﾂ ﾒｲ 山梨

7 602 小松　愛生(2) 富士学苑 2:48.89
ﾊｷﾞﾊﾗ ｷﾐｶ 山梨

8 358 萩原　季実花(2) 日川 2:50.54

凡例  DNS:欠場



少年女子A 3000m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 16:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｲﾂ ｷｮｳｶ 山梨

1 5 201 新津　今日華(3) 農林 11:10.10

ﾂﾙﾀ ﾐﾕｳ 山梨

2 2 45 鶴田　美優(2) 韮崎 11:40.85

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 山梨

3 3 446 渡辺　彩華(2) 吉田 13:09.47

ﾅﾄﾘ ﾁﾅﾂ 山梨

4 4 266 名取　千夏(3) 白根 15:20.42

ﾀｹｲ ｱﾝﾘ 山梨

1 89 武井　アンリ(2) 甲府西 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子A 100mH(0.838m/8.50m)
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          13.87     三吉　南緒(巨摩)                      2017 6月4日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.7) 2組 (風:0.0)

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

ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｼｵﾘ 山梨

1 3 538 城山　愛衣(3) 駿台甲府 15.79 1 4 385 長田　春栞(2) 都留 17.45

ｵﾁｱｲ ﾘﾝ 山梨 ﾀｶﾔ ﾊﾅ 山梨

2 4 44 落合　倫(2) 韮崎 16.06 2 5 617 高家　華(2) 日大明誠 18.10

ｽｷﾞｲ ｻｺ 山梨 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 山梨

3 2 118 杉井　咲心(2) 甲府南 16.34 3 2 360 森永　はるか(2) 日川 18.56

ｵﾀｷﾞﾘ ﾅﾅｶ 山梨 ｺｼﾞﾏ ﾅﾐ 山梨

4 7 165 小田切　菜々花(3) 甲府昭和 17.09 4 7 405 小嶋　菜未(3) 上野原 18.84

ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 山梨 ｸﾏﾉ ﾌｳｱ 山梨

5 6 107 田口　紗羽(3) 甲府南 17.42 3 539 熊野　楓彩(2) 駿台甲府 DNS

ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾅ 山梨

6 5 536 小川　莉世(3) 駿台甲府 17.51 6 419 髙橋　沙由那(2) 都留興譲館 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

ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨

1 538 城山　愛衣(3) 駿台甲府 15.79 -1.7
ｵﾁｱｲ ﾘﾝ 山梨

2 44 落合　倫(2) 韮崎 16.06 -1.7
ｽｷﾞｲ ｻｺ 山梨

3 118 杉井　咲心(2) 甲府南 16.34 -1.7
ｵﾀｷﾞﾘ ﾅﾅｶ 山梨

4 165 小田切　菜々花(3) 甲府昭和 17.09 -1.7
ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 山梨

5 107 田口　紗羽(3) 甲府南 17.42 -1.7
ｵｻﾀﾞ ｼｵﾘ 山梨

6 385 長田　春栞(2) 都留 17.45 0.0
ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨

7 536 小川　莉世(3) 駿台甲府 17.51 -1.7
ﾀｶﾔ ﾊﾅ 山梨

8 617 高家　華(2) 日大明誠 18.10 0.0

凡例  DNS:欠場



少年女子A 400mH
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)        1:00.35     上田　千暁(駿台甲府)                  2003 6月4日 14:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ﾘｾ 山梨

1 5 536 小川　莉世(3) 駿台甲府 1:09.00

ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 山梨

2 4 167 林　わか菜(3) 甲府昭和 1:14.08

ｱﾏﾉ ﾓｴｶ 山梨

3 6 383 天野　萌絵香(3) 都留 1:15.84

ｱﾘｲｽﾞﾐ ｻｷ 山梨

2 117 有泉　咲希(2) 甲府南 DNS

ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ 山梨

3 538 城山　愛衣(3) 駿台甲府 DNS

ｲｼｲ ﾐｷ 山梨

7 413 石井　美妃(3) 都留興譲館 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子A 5000mW
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)       24:04.77     三森　理恵(山梨学院)                  1992 6月4日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾘﾝ 山梨

1 2 146 伊藤　凜(3) 甲府城西 28:15.22

ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾄﾐ 山梨

2 1 203 松田　ひとみ(2) 農林 30:16.71

ｶﾄｳ ｴﾚﾅ 山梨

3 3 414 加藤　瑛怜那(3) 都留興譲館 30:59.38

ｻﾉ ｱｽｶ 山梨

4 305 佐野　あすか(2) 身延 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子A 棒高跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           3m25     小宮　葉月(都留)                      1998 6月4日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 山梨 － － － － － － － ○

1 5 540 長濱　愛里咲(2) 駿台甲府 － － ××× 2m70
ﾐﾅﾐ ｱｵｲ 山梨 － － ○ ○ ○ ○ ○ ×××

2 3 109 南　葵(3) 甲府南 2m60
ﾀﾅｶ ﾚｲ 山梨 － ○ ×○ ○ ×××

3 4 216 田中　黎(3) 巨摩 2m30
ｺｳﾉ ﾋﾄﾐ 山梨 ○ ○ ××○×××

4 6 111 河野　仁美(3) 甲府南 2m20
ｼﾗｸﾗ ﾈﾈ 山梨 ×××

1 116 白倉　寧々(2) 甲府南 NM
ｻｸﾏ ﾐﾂｷ 山梨 ×××

2 229 佐久間　みつ貴(2) 巨摩 NM

2m40
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

2m80

2m50 2m60 2m70
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m10

2m90

2m20

3m00

2m30

凡例  NM:記録なし



少年女子A 砲丸投
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          13m44     中沢　佳美(巨摩)                      2000 6月4日 09:30 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

ﾅﾄﾘ ﾏｵ 山梨

1 2 217 名執　真生(3) 巨摩 9m72 9m74 9m74 8 10m02 9m92 10m02

ｵｵﾊﾞ ｱﾔｶ 山梨

2 8 114 大場　彩花(3) 甲府南 8m48 × 8m48 7 8m82 8m68 8m82

ｵｶﾞﾀ ｱｵｲ 山梨

3 3 404 尾形　葵衣(2) 上野原 7m56 7m90 7m90 6 7m64 7m61 7m90

ｽﾔﾏ ﾏﾅｶ 山梨

4 12 601 須山　愛叶(3) 富士学苑 × 7m11 7m11 3 7m40 7m18 7m40

ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

5 15 88 羽田　結稀(2) 甲府西 6m16 6m24 6m24 1 6m78 7m26 7m26

ｲﾏｲ ﾐﾕｳ 山梨

6 6 110 今井　美柚(3) 甲府南 6m48 7m14 7m14 5 6m56 6m96 7m14

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ 山梨

7 5 90 渡邊　愛子(2) 甲府西 7m06 7m12 7m12 4 6m74 7m00 7m12

ｺｼｲｼ ｺｺ 山梨

8 4 420 越石　瑚子(2) 都留興譲館 6m69 5m92 6m69 2 6m79 5m94 6m79

ﾔｷﾞﾉ ｶﾅ 山梨

9 11 119 八木野　夏菜(2) 甲府南 6m04 6m00 6m04 6m04

ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾅﾐ 山梨

10 13 374 西島　花美(2) 山梨 5m47 5m18 5m47 5m47

ﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 山梨

11 7 372 田辺　花梨(2) 山梨 5m36 5m43 5m43 5m43

ﾀｶﾈ ﾓｴ 山梨

12 10 265 高根　萌(3) 白根 5m17 5m34 5m34 5m34

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 山梨

13 9 306 山本　ゆう(2) 身延 4m43 5m07 5m07 5m07

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｺ 山梨

14 14 496 桒原　莉子(3) 富士北稜 3m30 3m74 3m74 3m74

ｸﾇｷﾞ ﾏｺﾄ 山梨

1 108 功刀　麻琴(3) 甲府南 × ×



少年女子A やり投
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          46m99     中沢　和美(巨摩)                      2000 6月4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

ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 山梨

1 4 15 中村　杏(2) 北杜 28m19 30m25 30m25 6 35m63 35m98 35m98

ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾉ 山梨

2 3 589 小泉　璃乃(2) 山梨学院 33m04 32m28 33m04 8 31m26 34m53 34m53

ﾅﾄﾘ ﾏｵ 山梨

3 8 217 名執　真生(3) 巨摩 30m27 × 30m27 7 26m41 × 30m27

ﾊﾗﾀﾞ ﾙﾅ 山梨

4 10 151 原田　瑠夏(2) 甲府城西 26m52 24m90 26m52 5 22m68 27m96 27m96

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾂﾘ 山梨

5 16 280 遠藤　茉凜(2) 青洲 25m25 23m03 25m25 4 25m07 20m31 25m25

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ 山梨

6 2 90 渡邊　愛子(2) 甲府西 24m52 22m91 24m52 3 22m67 × 24m52

ﾃﾙｲ ﾕｳﾕｴ 山梨

7 17 631 照井　宇悦(3) 日本航空 21m53 24m26 24m26 2 23m74 20m82 24m26

ﾖｼﾅｶ ﾋｶﾘ 山梨

8 14 304 吉中　ひかり(2) 身延 22m63 23m72 23m72 1 23m35 22m80 23m72

ｵｶﾞﾀ ｱｵｲ 山梨

9 15 404 尾形　葵衣(2) 上野原 22m08 23m47 23m47 23m47

ｺｼｲｼ ｺｺ 山梨

10 19 420 越石　瑚子(2) 都留興譲館 22m16 20m85 22m16 22m16

ﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 山梨

11 1 372 田辺　花梨(2) 山梨 22m08 20m61 22m08 22m08

ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨

12 13 112 菱山　那柚(3) 甲府南 20m36 × 20m36 20m36

ｶﾀﾔﾏ ｱﾔﾅ 山梨

13 5 228 片山　彩名(2) 巨摩 × 17m96 17m96 17m96

ｵｵﾔ ﾅﾅﾐ 山梨

14 18 230 大屋　七海(2) 巨摩 17m08 17m95 17m95 17m95

ﾔｷﾞﾉ ｶﾅ 山梨

15 7 119 八木野　夏菜(2) 甲府南 16m89 14m84 16m89 16m89

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾈ 山梨

16 6 178 小林　紘寧(2) 甲府昭和 12m56 15m92 15m92 15m92

ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾅﾐ 山梨

17 9 374 西島　花美(2) 山梨 10m23 9m61 10m23 10m23

ｸｻｷ ﾕｳﾊ 山梨

18 11 131 草木　優葉(2) 甲府東 6m77 8m50 8m50 8m50

ｺｼｲｼ ﾘｺ 山梨

12 415 越石　莉子(3) 都留興譲館 DNS
ｵｸﾀﾞ ｱｲ 山梨

20 218 奥田　愛(3) 巨摩 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子A 300m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校最高記録(YHSR)     40.80     堀部　優衣(韮崎)                      2022 6月4日 15:10 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

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨 ﾀﾏﾖ ｼﾞｭﾝ 山梨

1 6 587 村松　璃香(2) 山梨学院 41.52 1 7 585 タマヨ　ジュン(3) 山梨学院 46.30

ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨 ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 山梨

2 4 535 塩谷　花音(3) 駿台甲府 41.71 2 3 272 後藤　未侑(2) 青洲 46.40

ｵｸﾀﾞ ｱｲ 山梨 ﾌｶｻﾜ ｱﾔﾉ 山梨

3 5 218 奥田　愛(3) 巨摩 43.74 3 6 171 深澤　あやの(2) 甲府昭和 48.53

ｶｹﾞﾔﾏ ﾏﾚｲ 山梨 ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 山梨

4 7 40 影山　麻禮(3) 韮崎 44.01 4 4 42 白倉　歩実(3) 韮崎 49.18

ﾏｽﾀﾞ ﾐｷ 山梨 ﾐｷ ｶｴﾃﾞ 山梨

2 416 増田　美希(3) 都留興譲館 DNS 5 5 614 三樹　楓(3) 日大明誠 49.75

ﾑﾗﾏﾂ ﾏｲｶ 山梨 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｻｷ 山梨

3 588 村松　苺華(2) 山梨学院 DNS 8 418 萩原　衣咲(2) 都留興譲館 DNS

ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 山梨

8 537 小野　瑞希(3) 駿台甲府 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

ﾌﾙﾔ ﾓﾓﾐ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｺ 山梨

1 7 613 古谷　桃実(3) 日大明誠 45.26 1 587 村松　璃香(2) 山梨学院 41.52

ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞ 山梨 ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ 山梨

2 8 10 斉藤　柚(3) 北杜 47.41 2 535 塩谷　花音(3) 駿台甲府 41.71

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾄﾊ 山梨 ｵｸﾀﾞ ｱｲ 山梨

3 3 176 望月　琴葉(2) 甲府昭和 48.02 3 218 奥田　愛(3) 巨摩 43.74

ｵﾏﾀ ﾐﾅﾐ 山梨 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏﾚｲ 山梨

4 4 616 小俣　美波(2) 日大明誠 49.30 4 40 影山　麻禮(3) 韮崎 44.01

ｵｶﾞﾜ ｻﾔ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾓﾓﾐ 山梨

5 5 449 小川　紗矢(2) 吉田 49.89 5 613 古谷　桃実(3) 日大明誠 45.26

ｼﾑﾗ ﾕｷ 山梨 ﾀﾏﾖ ｼﾞｭﾝ 山梨

6 6 422 志村　優妃(2) 都留興譲館 51.27 6 585 タマヨ　ジュン(3) 山梨学院 46.30
ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 山梨

7 272 後藤　未侑(2) 青洲 46.40
ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞ 山梨

8 10 斉藤　柚(3) 北杜 47.41

凡例  DNS:欠場



少年女子B 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 10:20 予　選

山梨県高校記録(YHR)          11.96     中田　舞花(身延)                      2017 6月4日 13:40 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:-1.1) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｸﾑﾗ ﾊﾙ 山梨 ｴﾉﾓﾄ ﾁｻﾄ 山梨

1 5 590 奥村　陽(1) 山梨学院 12.87 q 1 4 329 榎本　千里(1) 笛吹 13.89 q

ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨 ﾃﾂﾞｶ ﾏﾘﾝ 山梨

2 3 543 岩間　彩芽(1) 駿台甲府 12.95 q 2 6 180 手塚　茉凛(1) 甲府昭和 13.95 q

ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾅ 山梨 ｲﾁｶﾜ ﾕｱ 山梨

3 8 511 窪田　玲奈(1) 甲府商 13.52 q 3 5 281 市川　結愛(1) 青洲 14.16

ｵｸﾉ ﾐﾐ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ｻﾅ 山梨

4 7 236 奥野　美海(1) 巨摩 13.63 q 4 8 239 前田　紗菜(1) 巨摩 14.46

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 ｲｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ 山梨

5 2 181 中澤　彩(1) 甲府昭和 14.14 5 7 54 石川　渚(1) 韮崎 14.50

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾚｲﾗ 山梨 ﾋﾛｾ ｱｲﾘ 山梨

4 51 藤森　玲音(1) 韮崎 DNS 6 3 76 廣瀬　愛莉(1) 甲府一 14.57

ﾉｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ 山梨

6 124 野澤　亜矢(1) 甲府南 DNS 7 2 282 坂本　友里香(1) 青洲 14.57

3組 (風:+0.1) 4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

ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 山梨 ｽｶﾞﾔ ﾉｱ 山梨

1 6 309 田中　亜衣菜(1) 身延 14.14 q 1 2 425 菅谷　希愛(1) 都留興譲館 13.76 q

ｻﾀｹ ﾐﾂｷ 山梨 ｶﾄｳ ﾓﾓｶ 山梨

2 4 361 佐竹　美月(1) 日川 14.26 2 8 426 加藤　桃花(1) 都留興譲館 14.20

ｱｲﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ 山梨 ｵﾏﾀ ｻｷ 山梨

3 5 53 相山　柚葉(1) 韮崎 14.38 3 4 424 小俣　沙季(1) 都留興譲館 14.20

ﾀｶｲ ﾋﾏﾘ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾉ 山梨

4 7 284 髙井　ひまり(1) 青洲 15.15 4 6 428 山口　由乃(1) 都留興譲館 14.57

ﾐﾑﾗ ﾘｺ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 山梨

5 8 362 三村　莉子(1) 日川 15.26 5 5 502 小林　愛(1) 富士北稜 14.87

ﾀｸﾞﾁ ﾏﾅﾊ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾕｳｶ 山梨

6 3 123 田口　真羽(1) 甲府南 15.50 6 3 375 雨宮　優花(1) 山梨 15.97

ﾊﾔｼ ﾈﾈ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾒﾊ 山梨

2 427 林　ねね(1) 都留興譲館 DNS 7 376 飯島　夢羽(1) 山梨 DNS

5組 (風:+0.9) 6組 (風:-1.9)

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

ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 山梨 ﾓﾘ ﾕｽﾞﾊ 山梨

1 8 429 中村　紗綾(1) 都留興譲館 14.31 1 6 386 森　ゆず葉(1) 都留 15.38

ｼﾏﾑﾗ ﾕｲﾅ 山梨 ﾀｶﾉ ｺｺ 山梨

2 2 122 島村　唯那(1) 甲府南 14.76 2 8 142 髙野　瑚々(1) 甲府工 15.59

ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾅ 山梨 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅ 山梨

3 7 603 長田　優那(1) 富士学苑 14.95 3 7 646 本田　陽菜(1) 甲府工 15.84

ﾌﾙﾔ ﾕｲ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ 山梨

4 6 182 古屋　優衣(1) 甲府昭和 15.07 3 544 中村　陽莉(1) 駿台甲府 DNS

ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 山梨 ｱﾂｼﾊﾞ ﾏｲ 山梨

5 4 515 髙橋　佑菜(1) 甲府商 15.67 4 125 厚芝　まい(1) 甲府南 DNS

ﾜｶｵ ｱｷ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 山梨

6 3 183 若尾　愛姫(1) 甲府昭和 16.07 5 604 鈴木　佑捺(1) 富士学苑 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 山梨

7 5 514 渡邊　優月(1) 甲府商 16.63

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



少年女子B 100m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 10:20 予　選

山梨県高校記録(YHR)          11.96     中田　舞花(身延)                      2017 6月4日 13:40 決　勝

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨

1 6 543 岩間　彩芽(1) 駿台甲府 12.64

ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾅ 山梨

2 3 511 窪田　玲奈(1) 甲府商 13.41

ｵｸﾉ ﾐﾐ 山梨

3 5 236 奥野　美海(1) 巨摩 13.52

ｽｶﾞﾔ ﾉｱ 山梨

4 8 425 菅谷　希愛(1) 都留興譲館 13.81

ｴﾉﾓﾄ ﾁｻﾄ 山梨

5 7 329 榎本　千里(1) 笛吹 13.97

ﾃﾂﾞｶ ﾏﾘﾝ 山梨

6 2 180 手塚　茉凛(1) 甲府昭和 14.06

ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 山梨

7 1 309 田中　亜衣菜(1) 身延 14.19

ｵｸﾑﾗ ﾊﾙ 山梨

4 590 奥村　陽(1) 山梨学院 DNS

凡例  DNS:欠場 q:記録による通過者



少年女子B 100mH(0.762m/8.50m)
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校最高記録(YHSR)     13.89     三吉　南緒(巨摩)                      2016 6月4日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.9) 2組 (風:+0.3)

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

ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 山梨

1 3 155 妻木　恵恋(1) 甲府城西 16.35 1 7 502 小林　愛(1) 富士北稜 18.19

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾕｲ 山梨

2 5 237 清水　遥菜(1) 巨摩 16.37 2 4 182 古屋　優衣(1) 甲府昭和 18.72

ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾛ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

3 2 235 片山　こころ(1) 巨摩 17.27 3 5 154 秋山　悠佳(1) 甲府城西 18.96

ｽｶﾞﾉ ﾊﾅ 山梨 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾅﾊ 山梨

4 4 75 菅野　花心(1) 甲府一 19.77 4 6 123 田口　真羽(1) 甲府南 19.01

ｲﾅ ｺｺﾉ 山梨 ｳｴﾀﾞ ﾕﾒ 山梨

5 6 406 伊奈　心乃(1) 上野原 20.94 3 516 上田　優芽(1) 甲府商 DNS

ﾐﾑﾗ ﾘｺ 山梨

7 362 三村　莉子(1) 日川 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

ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨

1 155 妻木　恵恋(1) 甲府城西 16.35 -0.9
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 山梨

2 237 清水　遥菜(1) 巨摩 16.37 -0.9
ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾛ 山梨

3 235 片山　こころ(1) 巨摩 17.27 -0.9
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 山梨

4 502 小林　愛(1) 富士北稜 18.19 +0.3
ﾌﾙﾔ ﾕｲ 山梨

5 182 古屋　優衣(1) 甲府昭和 18.72 +0.3
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨

6 154 秋山　悠佳(1) 甲府城西 18.96 +0.3
ﾀｸﾞﾁ ﾏﾅﾊ 山梨

7 123 田口　真羽(1) 甲府南 19.01 +0.3
ｽｶﾞﾉ ﾊﾅ 山梨

8 75 菅野　花心(1) 甲府一 19.77 -0.9

凡例  DNS:欠場



少年女子B 円盤投(1.000kg)
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          38m90     望月　志津(身延)                      1986 6月4日 10:30 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

ﾋｶﾜ ｶﾅｴ 山梨

1 10 137 樋川　奏映(1) 甲府東 21m34 17m30 21m34 8 18m68 21m92 21m92

ｶﾏｸﾗ ﾅﾅﾐ 山梨

2 5 91 鎌倉　奈奈美(1) 甲府西 20m68 16m25 20m68 7 20m92 × 20m92

ｲﾜﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 山梨

3 8 312 岩本　奏音(1) 身延 × 18m02 18m02 6 18m11 20m67 20m67

ﾜｶｵ ｱｷ 山梨

4 2 183 若尾　愛姫(1) 甲府昭和 15m47 16m55 16m55 5 13m75 14m50 16m55

ｲﾅ ｺｺﾉ 山梨

5 1 406 伊奈　心乃(1) 上野原 × 12m84 12m84 3 14m36 14m01 14m36

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾜｶﾅ 山梨

6 9 139 小田切　和奏(1) 甲府東 13m88 11m48 13m88 4 × × 13m88

ｿﾈ ｽﾐﾚ 山梨

7 6 503 曽根　すみれ(1) 富士北稜 11m71 12m06 12m06 2 × 12m67 12m67

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｲｱ 山梨

8 7 285 山口　結愛(1) 青洲 10m74 11m29 11m29 1 11m77 11m00 11m77

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂﾐ 山梨

9 4 504 渡邉　夏海(1) 富士北稜 7m68 7m45 7m68 7m68

ｲﾜｻｷ ﾚｲ 山梨

3 61 岩崎　レイ(1) 韮崎工 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子共通 4X100mR
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          47.25     駿台甲府(福田・山口・古屋・岩浅)      2017 6月4日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 甲府南A 109 南　葵(3) ﾐﾅﾐ ｱｵｲ 50.71 1 6 駿台甲府 537 小野　瑞希(3) ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 49.66
107 田口　紗羽(3) ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ 538 城山　愛衣(3) ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ
118 杉井　咲心(2) ｽｷﾞｲ ｻｺ 536 小川　莉世(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｾ
113 浦濱　佳代(3) ｳﾗﾊﾏ ｶﾖ 535 塩谷　花音(3) ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ

2 8 都留 382 阿部　雪乃(3) ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ 52.26 2 8 巨摩 237 清水　遥菜(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 53.28
381 樋口　実桜(3) ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 236 奥野　美海(1) ｵｸﾉ ﾐﾐ
383 天野　萌絵香(3) ｱﾏﾉ ﾓｴｶ 229 佐久間　みつ貴(2) ｻｸﾏ ﾐﾂｷ
384 脇坂　早也(2) ﾜｷｻｶ ｻｱﾔ 223 井上　みらい(2) ｲﾉｳｴ ﾐﾗｲ

3 5 甲府昭和A 170 丸山　星乃(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 52.47 3 7 都留興譲館B 429 中村　紗綾(1) ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 54.95
176 望月　琴葉(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾄﾊ 425 菅谷　希愛(1) ｽｶﾞﾔ ﾉｱ
165 小田切　菜々花(3) ｵﾀｷﾞﾘ ﾅﾅｶ 424 小俣　沙季(1) ｵﾏﾀ ｻｷ
177 伊藤　里菜(2) ｲﾄｳ ﾘﾅ 428 山口　由乃(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾉ

4 6 青洲 281 市川　結愛(1) ｲﾁｶﾜ ﾕｱ 53.55 4 4 甲府南B 120 平山　果歩(1) ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 55.08
272 後藤　未侑(2) ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 115 小池　琉南(2) ｺｲｹ ﾙﾅ
282 坂本　友里香(1) ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ 123 田口　真羽(1) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾅﾊ
277 小林　歩夏(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 116 白倉　寧々(2) ｼﾗｸﾗ ﾈﾈ

5 7 日大明誠高 612 有海　知佳(3) ｱﾘｳﾐ ﾁｶ 54.78 5 3 甲府工 646 本田　陽菜(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅ 56.93
613 古谷　桃実(3) ﾌﾙﾔ ﾓﾓﾐ 143 土橋　紗奈(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ｻﾅ
614 三樹　楓(3) ﾐｷ ｶｴﾃﾞ 144 栁本　夏奈(2) ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｶﾅ
618 米沢　菜柚(2) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾕ 145 窪田　桜空(2) ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾗ

2 都留興譲館A DNS 5 山梨学院 DNS

4 韮崎A DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子共通 4X100mR
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          47.25     駿台甲府(福田・山口・古屋・岩浅)      2017 6月4日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 韮崎B 42 白倉　歩実(3) ｼﾗｸﾗ ｱﾕﾐ 55.50
54 石川　渚(1) ｲｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ
53 相山　柚葉(1) ｱｲﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ
43 飯野　真由(2) ｲｲﾉ ﾏﾕ

2 4 富士学苑 601 須山　愛叶(3) ｽﾔﾏ ﾏﾅｶ 57.08
602 小松　愛生(2) ｺﾏﾂ ﾒｲ
604 鈴木　佑捺(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ
603 長田　優那(1) ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾅ

3 6 甲府西 93 平井　美言(1) ﾋﾗｲ ﾐｺﾄ 57.29
87 田中　柚衣(2) ﾀﾅｶ ﾕｲ
88 羽田　結稀(2) ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ
90 渡邊　愛子(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ

4 5 甲府昭和B 180 手塚　茉凛(1) ﾃﾂﾞｶ ﾏﾘﾝ 57.55
181 中澤　彩(1) ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔ
183 若尾　愛姫(1) ﾜｶｵ ｱｷ
182 古屋　優衣(1) ﾌﾙﾔ ﾕｲ

5 7 上野原 404 尾形　葵衣(2) ｵｶﾞﾀ ｱｵｲ 58.10
402 井上　夏姫(3) ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾒ
405 小嶋　菜未(3) ｺｼﾞﾏ ﾅﾐ
406 伊奈　心乃(1) ｲﾅ ｺｺﾉ

6 8 吉田 447 天野　花音(2) ｱﾏﾉ ｶﾉﾝ 58.76
449 小川　紗矢(2) ｵｶﾞﾜ ｻﾔ
452 櫻井　望愛(3) ｻｸﾗｲ ﾉｱ
437 中西　そら(3) ﾅｶﾆｼ ｿﾗ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 駿台甲府 537 小野　瑞希(3) ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 49.66
538 城山　愛衣(3) ｼﾛﾔﾏ ﾒｲ
536 小川　莉世(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｾ
535 塩谷　花音(3) ｴﾝﾔ ｶﾉﾝ

2 甲府南A 109 南　葵(3) ﾐﾅﾐ ｱｵｲ 50.71
107 田口　紗羽(3) ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾞﾊ
118 杉井　咲心(2) ｽｷﾞｲ ｻｺ
113 浦濱　佳代(3) ｳﾗﾊﾏ ｶﾖ

3 都留 382 阿部　雪乃(3) ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ 52.26
381 樋口　実桜(3) ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ
383 天野　萌絵香(3) ｱﾏﾉ ﾓｴｶ
384 脇坂　早也(2) ﾜｷｻｶ ｻｱﾔ

4 甲府昭和A 170 丸山　星乃(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 52.47
176 望月　琴葉(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾄﾊ
165 小田切　菜々花(3) ｵﾀｷﾞﾘ ﾅﾅｶ
177 伊藤　里菜(2) ｲﾄｳ ﾘﾅ

5 巨摩 237 清水　遥菜(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 53.28
236 奥野　美海(1) ｵｸﾉ ﾐﾐ
229 佐久間　みつ貴(2) ｻｸﾏ ﾐﾂｷ
223 井上　みらい(2) ｲﾉｳｴ ﾐﾗｲ

6 青洲 281 市川　結愛(1) ｲﾁｶﾜ ﾕｱ 53.55
272 後藤　未侑(2) ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ
282 坂本　友里香(1) ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ
277 小林　歩夏(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

7 日大明誠高 612 有海　知佳(3) ｱﾘｳﾐ ﾁｶ 54.78
613 古谷　桃実(3) ﾌﾙﾔ ﾓﾓﾐ
614 三樹　楓(3) ﾐｷ ｶｴﾃﾞ
618 米沢　菜柚(2) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾕ

8 都留興譲館B 429 中村　紗綾(1) ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 54.95
425 菅谷　希愛(1) ｽｶﾞﾔ ﾉｱ
424 小俣　沙季(1) ｵﾏﾀ ｻｷ
428 山口　由乃(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾉ

凡例  DNS:欠場



少年女子共通 走高跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           1m68     原田　真妃(山梨)                      1981 6月4日 12:00 決　勝

決　勝　

ｶﾀﾔﾏ ｺｺﾛ 山梨 － － － － ○ ○ ×○ ×××

1 11 235 片山　こころ(1) 巨摩 1m50
ﾖﾈﾔﾏ ｲｵﾘ 山梨 － － － ○ ○ ○ ×××

2 13 497 米山　いおり(3) 富士北稜 1m45
ﾋｶﾜ ｶﾅｴ 山梨 － － － － ×○ ○ ×××

3 12 137 樋川　奏映(1) 甲府東 1m45
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅ 山梨 － － ○ ×○ ××○ ○ ×××

4 3 646 本田　陽菜(1) 甲府工 1m45
ｲｲﾉ ﾏﾕ 山梨 － － － － ○ ×××

5 5 43 飯野　真由(2) 韮崎 1m40
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｶﾅ 山梨 － － － ○ ○ ×××

5 8 144 栁本　夏奈(2) 甲府工 1m40
ｷｳﾁ ﾐﾌﾞｷ 山梨 － － － ○ ×○ ×××

7 1 278 木内　美吹(2) 青洲 1m40
ｸﾇｷﾞ ﾏｺﾄ 山梨 － ○ ○ ○ ××○×××

8 6 108 功刀　麻琴(3) 甲府南 1m40
ﾀｶﾔ ﾊﾅ 山梨 － － － ○ ×××

9 10 617 高家　華(2) 日大明誠 1m35
ﾅｶﾀﾞﾃ ｻｷ 山梨 － － － ×○ ×××

10 7 50 中楯　紗季(1) 韮崎 1m35
ﾋﾛｾ ｻﾔ 山梨 － ○ ××○×××

11 9 545 廣瀬　紗耶(1) 駿台甲府 1m30
ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾒﾊ 山梨

2 376 飯島　夢羽(1) 山梨 DNS
ｵﾉ ﾐｸ 山梨

4 591 小野　美来(1) 山梨学院 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20 1m55

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

凡例  DNS:欠場



少年女子共通 走幅跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           6m07     山口　華枝(駿台甲府)                  2017 6月4日 12:00 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

ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 山梨 5m35 5m37 5m37 8 5m18 5m40 5m40

1 11 381 樋口　実桜(3) 都留 +2.1 -0.4 -0.4 +1.4 +0.4 +0.4
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 5m07 5m06 5m07 7 5m29 × 5m29

2 32 170 丸山　星乃(2) 甲府昭和 +0.7 +1.2 +0.7 +1.4 +1.4
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨 × 4m86 4m86 6 5m02 4m90 5m02

3 4 120 平山　果歩(1) 甲府南 +0.4 +0.4 +1.1 +0.3 +1.1
ﾜｷｻｶ ｻｱﾔ 山梨 × 4m67 4m67 3 4m89 × 4m89

4 25 384 脇坂　早也(2) 都留 +0.2 +0.2 +1.1 +1.1
ﾔｽﾀﾞ ｱﾔﾐ 山梨 4m62 4m55 4m62 1 4m80 4m68 4m80

5 7 513 安田　彩未(2) 甲府商 +2.0 -0.4 +2.0 +1.5 +0.9 +1.5
ﾏｴﾀﾞ ｻﾅ 山梨 4m70 4m66 4m70 4 4m77 4m75 4m77

6 23 239 前田　紗菜(1) 巨摩 +1.5 +0.5 +1.5 +1.7 -1.6 +1.7
ﾄﾞﾊﾞｼ ｱﾔﾈ 山梨 4m59 4m63 4m63 2 4m51 4m74 4m74

7 2 371 土橋　彩音(3) 山梨 +0.6 0.0 0.0 +1.2 +1.5 +1.5
ｻｸﾏ ﾐﾂｷ 山梨 4m61 4m71 4m71 5 4m62 × 4m71

8 14 229 佐久間　みつ貴(2) 巨摩 +1.7 +1.1 +1.1 +1.3 +1.1
ﾀﾅｶ ﾕｲ 山梨 4m58 4m50 4m58 4m58

9 12 87 田中　柚衣(2) 甲府西 +1.8 -0.7 +1.8 +1.8
ｸﾂｶｹ ﾐﾚｲ 山梨 4m58 4m48 4m58 4m58

10 9 586 沓掛　美麗(3) 山梨学院 +1.3 -0.8 +1.3 +1.3
ﾐﾅﾐ ｱｵｲ 山梨 4m54 4m57 4m57 4m57

11 30 109 南　葵(3) 甲府南 +1.6 +1.5 +1.5 +1.5
ｲﾉｳｴ ﾐﾗｲ 山梨 4m57 4m30 4m57 4m57

12 1 223 井上　みらい(2) 巨摩 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7
ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ 山梨 × 4m57 4m57 4m57

13 16 382 阿部　雪乃(3) 都留 +1.9 +1.9 +1.9
ﾓﾘ ﾕｽﾞﾊ 山梨 4m56 × 4m56 4m56

14 28 386 森　ゆず葉(1) 都留 +2.4 +2.4 +2.4
ｶﾄｳ ﾓﾓｶ 山梨 4m11 4m40 4m40 4m40

15 31 426 加藤　桃花(1) 都留興譲館 +1.0 +2.5 +2.5 +2.5
ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ 山梨 4m30 4m15 4m30 4m30

16 27 282 坂本　友里香(1) 青洲 +1.6 0.0 +1.6 +1.6
ｶﾄｳ ｱｲﾘ 山梨 4m25 4m10 4m25 4m25

17 21 373 加藤　愛理(2) 山梨 +1.6 +0.1 +1.6 +1.6
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕｳ 山梨 4m20 4m04 4m20 4m20

18 3 140 前田　美羽(1) 甲府東 +0.2 +0.3 +0.2 +0.2
ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾒ 山梨 4m09 4m16 4m16 4m16

19 15 402 井上　夏姫(3) 上野原 +0.3 +1.3 +1.3 +1.3
ｼﾗｸﾗ ﾈﾈ 山梨 × 4m15 4m15 4m15

20 10 116 白倉　寧々(2) 甲府南 0.0 0.0 0.0
ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｵﾘ 山梨 4m09 4m05 4m09 4m09

21 29 222 山形　栞莉(3) 巨摩 +1.4 +1.4 +1.4 +1.4
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾉ 山梨 × 3m57 3m57 3m57

22 8 428 山口　由乃(1) 都留興譲館 0.0 0.0 0.0
ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 山梨 3m48 3m24 3m48 3m48

23 26 429 中村　紗綾(1) 都留興譲館 +1.8 +0.4 +1.8 +1.8
ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾂﾒ 山梨 × ×

18 357 飯塚　なつめ(2) 日川
ｲﾜﾏ ｱﾔﾒ 山梨

5 543 岩間　彩芽(1) 駿台甲府 DNS
ｵﾏﾀ ｻｷ 山梨

6 424 小俣　沙季(1) 都留興譲館 DNS
ｽｶﾞﾔ ﾉｱ 山梨

13 425 菅谷　希愛(1) 都留興譲館 DNS
ｸﾏﾉ ﾌｳｱ 山梨

17 539 熊野　楓彩(2) 駿台甲府 DNS
ﾉｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨

19 124 野澤　亜矢(1) 甲府南 DNS
ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ 山梨

20 283 加藤　千尋(1) 青洲 DNS
ﾊﾀﾞ ﾁﾋﾛ 山梨

22 443 羽田　千紘(2) 吉田 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子共通 走幅跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)           6m07     山口　華枝(駿台甲府)                  2017 6月4日 12:00 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

ｱﾂｼﾊﾞ ﾏｲ 山梨

24 125 厚芝　まい(1) 甲府南 DNS
ﾋｼﾔﾏ ﾅﾕ 山梨

33 112 菱山　那柚(3) 甲府南 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 山梨

34 514 渡邊　優月(1) 甲府商 DNS
ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 山梨

35 540 長濱　愛里咲(2) 駿台甲府 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 山梨

36 515 髙橋　佑菜(1) 甲府商 DNS
ﾊﾔｼ ﾈﾈ 山梨

37 427 林　ねね(1) 都留興譲館 DNS
ﾂﾏｷ ｴﾚﾝ 山梨

38 155 妻木　恵恋(1) 甲府城西 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子共通 三段跳
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

山梨県高校記録(YHR)          12m57     剱持　クリア(山梨学院)                2014 6月4日 14:00 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

ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 山梨 10m57 10m89 10m89 7 11m20 11m00 11m20

1 7 381 樋口　実桜(3) 都留 +0.5 +1.1 +1.1 +1.8 +2.0 +1.8
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉ 山梨 10m65 10m95 10m95 8 × 10m98 10m98

2 13 170 丸山　星乃(2) 甲府昭和 +1.6 +2.0 +2.0 +2.5 +2.5
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 山梨 × 10m61 10m61 6 10m83 × 10m83

3 5 584 永坂　莉羅(3) 山梨学院 +2.0 +2.0 +1.6 +1.6
ｶｻｲ ｱﾔﾈ 山梨 10m27 10m50 10m50 5 － × 10m50

4 11 273 河西　彩音(3) 青洲 +1.6 +1.3 +1.3 +1.3
ﾜｷｻｶ ｻｱﾔ 山梨 10m06 10m36 10m36 3 10m44 9m98 10m44

5 2 384 脇坂　早也(2) 都留 +2.2 +2.6 +2.6 +0.6 +1.3 +0.6
ﾂﾙﾀ ﾅﾂｷ 山梨 10m16 10m43 10m43 4 10m30 10m35 10m43

6 1 219 鶴田　菜月(3) 巨摩 +3.9 +1.6 +1.6 +2.0 +2.0 +1.6
ｱﾍﾞ ﾕｷﾉ 山梨 9m77 9m93 9m93 1 10m06 10m21 10m21

7 10 382 阿部　雪乃(3) 都留 +1.1 +3.2 +3.2 +0.3 +4.3 +4.3
ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 9m78 10m16 10m16 2 9m90 9m88 10m16

8 4 177 伊藤　里菜(2) 甲府昭和 +2.9 +1.6 +1.6 +2.0 +2.7 +1.6
ｸﾂｶｹ ﾐﾚｲ 山梨 9m54 9m73 9m73 9m73

9 12 586 沓掛　美麗(3) 山梨学院 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1
ｲﾉｳｴ ﾐﾗｲ 山梨 9m27 9m59 9m59 9m59

10 8 223 井上　みらい(2) 巨摩 +2.2 +1.1 +1.1 +1.1
ｶﾄｳ ｱｲﾘ 山梨 9m34 9m09 9m34 9m34

11 9 373 加藤　愛理(2) 山梨 +3.3 +1.9 +3.3 +3.3
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ 山梨 9m05 9m33 9m33 9m33

12 3 154 秋山　悠佳(1) 甲府城西 +3.2 +4.5 +4.5 +4.5
ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｵﾘ 山梨 8m78 8m94 8m94 8m94

13 6 222 山形　栞莉(3) 巨摩 +1.9 +1.6 +1.6 +1.6
ﾋﾛｾ ｻﾔ 山梨 × ×

14 545 廣瀬　紗耶(1) 駿台甲府
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾎ 山梨 × ×

15 120 平山　果歩(1) 甲府南



U-16女子 ジャベリックスロー
審 判 長：小俣　宏記

記録主任：河野　公昭

6月4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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｲｱ 山梨

1 1 285 山口　結愛(1) 青洲 18m57 18m02 18m57 18m18 18m99 18m99



U-16女子 145m
審 判 長：奥田　正治

記録主任：河野　公昭

6月4日 14:55 決　勝

決　勝　

(風:-3.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉ ﾐｸ 山梨

1 3 591 小野　美来(1) 山梨学院 19.79

ｵｸﾉ ﾐﾐ 山梨

2 4 236 奥野　美海(1) 巨摩 20.06

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ 山梨

5 544 中村　陽莉(1) 駿台甲府 DNS

凡例  DNS:欠場



コンディション情報

大会総務 半田　昌一 トラック審判長 奥田　正治

跳躍審判長 小俣　宏記 投てき審判長 小俣　宏記

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)
2022/06/04 09:30 晴 25.5 45.0 南 1.4

10:00 晴 25.5 41.0 南東 0.8
11:00 晴 27.5 32.0 南南東 1.6
12:00 晴 28.0 33.0 北東 1.3
13:00 晴 29.0 29.0 東南東 1.0
14:00 晴 29.0 35.0 南東 1.4
15:00 晴 29.0 40.0 南 2.6
16:00 晴 28.0 42.0 南南東 2.9
17:00 晴 26.5 46.0 南西 3.5
17:39 晴 25.0 47.0 南西 4.0

測定場所
競技場

1 / 1


	20220604県高校学年別大会t8
	15-2-1 決勝一覧__男子
	15-2-1 決勝一覧__女子

	20220604180251_第３６回　山梨県高等学校学年別大会　兼国体選考会_リザルトリスト
	102_少年男子A 100m
	109_少年男子A 5000m
	123_少年男子A 400mH
	135_少年男子A 棒高跳_R6_1組
	136_少年男子A 走幅跳_R6_1組
	137_少年男子A 三段跳_R6_1組
	152_少年男子A ハンマー投_R6_1組
	157_少年男子A やり投_R6_1組
	185_少年男子A 300m
	202_少年男子B 100m
	208_少年男子B 3000m
	218_少年男子B 110mH(0.991m-9.14m)
	236_少年男子B 走幅跳_R6_1組
	246_少年男子B 円盤投(1.500kg)_R6_1組
	305_少年男子共通 800m
	328_少年男子共通 5000mW
	330_少年男子共通 4X100mR
	334_少年男子共通 走高跳_R6_1組
	784_U-16男子 ジャベリックスロー_R6_1組
	786_U-16男子 145m
	402_少年女子A 100m
	405_少年女子A 800m
	408_少年女子A 3000m
	415_少年女子A 100mH(0.838m-8.50m)
	421_少年女子A 400mH
	428_少年女子A 5000mW
	435_少年女子A 棒高跳_R6_1組
	440_少年女子A 砲丸投_R6_1組
	455_少年女子A やり投_R6_1組
	485_少年女子A 300m
	502_少年女子B 100m
	514_少年女子B 100mH(0.762m-8.50m)
	545_少年女子B 円盤投(1.000kg)_R6_1組
	630_少年女子共通 4X100mR
	634_少年女子共通 走高跳_R6_1組
	636_少年女子共通 走幅跳_R6_1組
	637_少年女子共通 三段跳_R6_1組
	884_U-16女子 ジャベリックスロー_R6_1組
	886_U-16女子 145m

	99コンディションリスト
	11-1-1 コンディションリスト


