
第２８回 峡中陸上競技選手権大会

種 目

100ｍ 内田 智也 11.65 深澤 勇飛 12.01 金丸 隼涼 12.22 土橋 知弥 12.28 田中 孝太 12.37 伊藤 拓哉 12.47 堀内 亮佑 12.54 内田 真司 12.58

巨摩高 -3.7 巨摩高 巨摩高 巨摩高 巨摩高 巨摩高 巨摩高 巨摩高

400ｍ 天羽 航平 54.87 名取 佳輝 58.90 溝口 岳 61.93

山梨大AC 巨摩高 巨摩高

1500ｍ 早川 真悟 4:26.69 薬袋 真央 4:31.51

南ア陸協 中央陸協

4×100ｍ 巨摩高 44.08 南ア陸協 48.80

土橋 知弥 天羽 航平

深澤 勇飛 相原 樹

田中 孝太 穴水 恭平

内田 智也 早川 真悟

走幅跳 塩澤 大輔 6ｍ11 松土 光男 6ｍ06 堀内 亮佑 5ｍ87

巨摩高 ＋5.6 巨摩高 ＋5.1 巨摩高 ＋4.5

走高跳 塩澤 大輔 １ｍ７０ 小池 慎太郎 １ｍ６５

巨摩高 巨摩高

棒高跳 相原 樹 3m40 天羽 航平 3m20 江添 大空 3m00

山梨大AC 山梨大AC 巨摩高

砲丸投 須田裕太郎 １３ｍ４３ 村松 克磨 １３ｍ０９ 横内 章裕 １０ｍ０５ 功刀 公輔 ８ｍ１１

（7.26Ｋｇ） 巨摩高 巨摩高 巨摩高 巨摩高

100ｍ 原田 真衣 13.95 村上 史奈 14.33 深沢 果夏 14.42 長谷部いずみ 14.47

巨摩高 -3.7 巨摩高 -3.7 巨摩高 -3.7 巨摩高 -3.7

800ｍ 内田 莉奈 2:34.46 勝俣 有理 2:34.70 秋山 来恵 2:45.55 村松安綺奈 2:53.45

巨摩高 巨摩高 巨摩高 巨摩高

4×100ｍ 巨摩高Ａ 50.03 巨摩高Ｂ 52.17

甘利 渚 長谷部いずみ

井上 愛梨 原田 真衣

勝俣 有理 深沢 果夏

内田 莉奈 村上 史奈

走幅跳 横山 啓 ４ｍ６７ 早川 実沙 ４ｍ６０ ４ｍ１１ ４ｍ１１ 井上 愛梨 ４ｍ０４

巨摩高 ＋２．１ 巨摩高 ＋４．４ 巨摩高 ＋４．０ 巨摩高 ＋２．５

走高跳 坂巻 奈穂 １ｍ３５ 長谷部いずみ １ｍ３０ 甘利 渚 １ｍ３０

巨摩高 巨摩高 巨摩高
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第２８回 峡中陸上競技選手権大会

種 目

1500m 名取 秀記 4:57:87

南ア陸協

5000m 中尾 亘考 20:16.6

甲斐市陸協

砲丸投 飯沼 哲雄 ９ｍ４２

（7.26Ｋｇ） 甲斐市陸協

100ｍ 相川 伸二 13.51

南ア陸協 -4.1

1500ｍ 宮川 勇徳 4:31:95

湯殿館

100ｍ 飯野 信二 13.97

南ア陸協 -4.1

1500ｍ 飯野 信二 5:13:81 秋山 寿彦 5:16:22

南ア陸協 山梨県庁

走幅跳 東條 一邦 4ｍ90 清水 直樹 4ｍ49

南ア陸協 ＋4.9 甲斐市陸協 ＋4.8

走高跳 東條 一邦 １ｍ３０

南ア陸協

砲丸投 金丸 健 ７ｍ９７

（5.0Ｋｇ） 南ア陸協
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第２８回 峡中陸上競技選手権大会

種 目

100ｍ 中田 彰宏 12.53 相川 史弥 12.63 内藤 祐貴 12.74 池田 海人 12.53 飯久保 明洋 12.89 名取 新 13.28 早川 泰斗 13.40 加藤 真嵩 13.42

櫛形中 -4.1 櫛形中 -4.1 櫛形中 -4.1 櫛形中 -4.1 櫛形中 -4.1 櫛形中 -4.1 櫛形中 -4.1 櫛形中 -4.1

800ｍ 落合 啓 2:19.74 望月 岳斗 2:22.97 藤崎 敦也 2:30.21 清水 聖史 2:46.88 保延 聖人 2:46.99 清水 詠介 3:17.58

若草中 南アAC 甲西中 八田中 八田中 八田中

3000ｍ 齋藤 聖矢 10:30.56 田島 滉太 11:36.41 清水 陽介 11:37.03 菊地 武文 12:15.82

八田中 玉穂中 八田中 八田中

4×100ｍ 甲西中 46.79 櫛形中A 46.85 櫛形中B 48.89 早川中 52.47

有泉 裕貴 相川 史弥 早川 泰斗 本 祥馬

近藤 諒 中田 彰宏 名取 新 江本 拓未

功刀連太郎 内藤 祐貴 田草川 正明 太田 仁郁

川住 亮之 飯久保 明洋 池田 海人 杉山 晃輔

走幅跳 相川 史弥 ５ｍ８１ 田草川 正明 ５ｍ２５ 清水 航路 ４ｍ５１ 荻野 拓也 ４ｍ３９ 河西 真弥 ４ｍ０４ 佐野 一樹 ３ｍ９４ 入倉 隆一 ３ｍ８９ 笹本 千夢 ３ｍ６９

櫛形中 ＋１．５ 櫛形中 ＋１．１ 八田中 ＋１．１ 若草中 ＋１．２ 八田中 ＋１．８ 甲西中 ＋０．７ 櫛形中 ＋０．０ 八田中 ＋０．０

走高跳 太田 仁郁 １ｍ３５

早川中

棒高飛 加藤 真嵩 ３ｍ２０ 佐野 圭亮 ２ｍ５０

櫛形中 櫛形中

砲丸投 雨宮 巧 １１ｍ８４ 斉藤 亮太 １０ｍ１８ 保坂 昴祐 ７ｍ２６ 江本 拓未 ６ｍ３５ 入倉 隆一 ５ｍ２１ 川住 歩弥 ４ｍ７６

（5.0Ｋｇ） 櫛形中 GR

100ｍ 山岸 花陽 13.78 秋山 萌 14.20 野沢 美菜 14.26 杉山 夢実 14.29 河野 昌美 14.75 横内 智子 14.94 阿部 瞳 15.35 小池 遥香 15.54

櫛形中 -1.9 櫛形中 -1.9 玉穂中 -1.9 櫛形中 -1.9 櫛形中 -1.9 櫛形中 -1.9 八田中 -1.9 甲西中 -1.9

800ｍ 半沢 美沙 2:40:24 大谷 萌恵子 2:45:22 秋山 秀美 2:48:92 中込 瑞希 2:50:17 内藤 真理 2:52:22 川口 桃子 2:52:59 矢口 菜摘 2:53:26 望月 真名 2:56:35

八田中 櫛形中 八田中 甲西中 八田中 八田中 玉穂中 甲西中

4×100ｍ 櫛形中A 52.00 櫛形中B 56.33

相川 礼夏 中澤 空見

杉山 夢実 秋山 萌

山岸 花陽 大谷 萌恵子

大木 麻耶 保坂 奈菜

走幅跳 相川 礼夏 ４ｍ８６ 猪股 茜音 ４ｍ７２ 保坂 奈菜 ４ｍ５１ 中澤 空見 ３ｍ９１ 新津 奏 ３ｍ７９ 柳 里桜 ３ｍ７９ 小池 利奈 ３ｍ５３ 大原真衣乃 ３ｍ２８

櫛形中 ＋３．０ 双葉中 ＋５．３ 櫛形中 ＋４．８ 櫛形中 ＋５．０ 甲西中 ＋４．８ 甲西中 ＋３．５ 甲西中 ＋３．０ 甲西中 ＋２．８

走高跳 吉岡 麻利萌 １ｍ２５ 上田 凪紗 １ｍ２５ 柴田 涼花 １ｍ２０ 中込 実里 １ｍ２０ 内藤 史奈 １ｍ１５ 佐藤 里保 １ｍ１０

玉穂中 櫛形中 櫛形中 櫛形中 櫛形中 玉穂中

砲丸投 河野 杏佳 ８ｍ５４ 横内 夏希 ７ｍ９５ 川口 茉由 ６ｍ９８ 内藤 史奈 ６ｍ６５ 長田 亜美 ６ｍ３８ 白鳥 舞子 ６ｍ３０ 坂本 茉央 ６ｍ０４ 鴨井 沙知 ５ｍ７５

（2.75Ｋｇ） 櫛形中 櫛形中 八田中 櫛形中 八田中 櫛形中 櫛形中 櫛形中

砲丸投 澤登 裕佳 １０ｍ９７

（2.75Ｋｇ） オープン
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第２８回 峡中陸上競技選手権大会

種 目

100ｍ 内藤 悠稀 15.58 樋口 壮人 15.62 望月 悠斗 15.98 羽田 虎太郎 16.08 伊藤 裕哉 16.11 功刀 滉二郎 16.32 野呂瀬 瑞希 16.36 三井 陽斗 16.41

南アAC -2.0 南アAC -3.3 南アAC -2.0 南アAC -3.8 南アAC -3.3 白根東AC -3.8 南アAC -3.8 白根東AC -1.8

1000ｍ 望月 悠斗 3:09.79 内藤 悠稀 3:25.70 石川 伶音 3:27.04 羽田 虎太郎 3:30.52 遠藤 欽大 3:39.09 中込 隆貴 3:39.48 渡辺 大智 3:40.12 津久井 恵斗 3:40.66

南アAC 南アAC 南アAC 南アAC フリースタイル 南アAC 白根東AC 南アAC

4×100ｍ 南ｱﾙﾌﾟｽA 1：01.93 南ｱﾙﾌﾟｽB 1：05.15 白根東AC B 1：05.55 白根東AC C 1：07.89 南ｱﾙﾌﾟｽC 1：07.95 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 1：08.65 甲斐ACｼﾞｭﾆｱA1：13.76 白根東AC A 1：15.24

伊藤 裕哉 中込 隆貴 渡辺 大智 芦澤 伊織 石塚 翔矢 萩原 直沖 戸田 直樹 大久保 裕都

内藤 悠稀 石川 伶音 功刀 滉二郎 加茂 優樹 羽田 虎太郎 田中 哲史 西山 泰誠 小野 富生

望月 悠斗 小池 優孝 内田 輝正 櫻本 大雅 三枝 史弥 神戸 秀哉 三井 健裕 伊藤 智哉

樋口 壮人 津久井 恵斗 三井 陽斗 中込 壱 野呂瀬 瑞希 遠藤 欽大 清水 陽斗 安部 泰槻

走幅跳 功刀 滉二郎 ３ｍ６８ 伊藤 裕哉 ３ｍ６４ 芦澤 伊織 ３ｍ６０ 内藤 悠稀 ３ｍ５４ 三井 陽斗 ３ｍ５１ 望月 悠斗 ３ｍ４１ 中込 隆貴 ３ｍ３６ 内田 輝正 ３ｍ３４

白根東AC ＋５．１ 南アAC ＋４．８ 白根東AC ＋３．８ 南アAC ＋５．０ 白根東AC ＋３．０ 南アAC ＋３．２ 南アAC ＋３．９ 白根東AC ＋６．６

100ｍ 赤沢 広美 15.52 今村 令那 15.65 野田 穂乃花 15.74 笹本 みなみ 15.89 青柳 波留 16.08 雨宮 凛果 16.18 打川 真由 16.29 坂口 莉緒 16.30

南アAC -3.0 南アAC -3.6 南アAC -3.1 南アAC -3.2 南アAC -3.6 白根東AC -3.3 白根東AC -3.3 南アAC -3.3

800ｍ 小田切 愛優 2:38.98 羽田 麗子 2:43.12 笹本 みなみ 3:00.16 赤沢 広美 3:00.38 真野 裟弓 3:04.54 名取 万記歩 3:06.16 今村 令那 3:06.46 野田 穂乃花 3:08.96

南アAC 南アAC 南アAC 南アAC 甲斐ACｼﾞｭﾆｱ 南アAC 南アAC 南アAC

4×100ｍ 南ｱﾙﾌﾟｽAC A 1：00.10 南ｱﾙﾌﾟｽAC C 1：03.81 南ｱﾙﾌﾟｽAC B 1：05.20 白根東AC A 1：05.58 白根東AC B 1：05.98 甲斐ACジュニア1：11.39 白根東AC C 1：12.00 南ｱﾙﾌﾟｽAC D 1：2.189

今村 令那 相原 咲良 青柳 波留 笹本 明日美 甘利 妃那 真野 歩海 笹本 朱莉 今沢 美咲

野田 穂乃花 坂口 莉緒 小田切 愛優 佐久間 愛美 名取 澪 長田 理子 塚原 奈美 羽田 篤咲

赤沢 広美 松岡 実玖 羽田 麗子 打川 真由 安部 桜 戸田 沙織 中込 拓里 武重 桃香

笹本 みなみ 三吉 南緒 名取 万記歩 雨宮 凛果 佐藤 柚羽 中込 彩和 名取 舞菜 三吉 里緒

走幅跳 笹本 みなみ ３ｍ９９ 小田切 愛優 ３ｍ５７ 打川 真由 ３ｍ４４ 野田 穂乃花 ３ｍ４１ 笹本 明日美 ３ｍ４１ 赤沢 広美 ３ｍ３３ 今村 令那 ３ｍ３１ 青柳 波留 ３ｍ１３

南アAC ＋２．７ 南アAC ＋７．３ 白根東AC ＋４．３ 南アAC ＋４．６ 白根東AC ＋２．７ 南アAC ＋６．０ 南アAC ＋４．０ 南アAC ＋４．３
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