
No.1

陸協 コード 競技会名 コード 審判長

主催団体 競技場名 コード 153030 記録主任

 06/19 一般男子・30才代・40才代 決勝 1 五味  翔太 一般 南アルプス市陸協 16分08秒86 2 黒木    瞬 一般 甲斐市陸協 16分28秒62 3 志村  悠平 一般 甲斐市陸協 16分28秒82 4 槌屋  啓太 30才 南アルプス市陸協 17分08秒32
5000m

5 山内  健一 40才 南アルプス市陸協 17分22秒87 6 中島  広喜 40才 櫛形 18分00秒36 7 小林  世紀 40才 甲斐市陸協 19分07秒99

 06/19 小学生男子 決勝 1 古屋  佑樹 小5 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3分13秒43 2 井上  翔琉 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分15秒94 3 保坂  悠新 小6 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3分40秒00 4 平井  啓太 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分45秒10
1000m

5 藤森  太陽 小3 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3分50秒96 6 藤森  葵斗 小3 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3分56秒11 7 渡邊  琉海 小3 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 3分57秒29 8 小田切佑磨 小3 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分58秒25

 06/19 小学生女子 決勝 1 望月陽茉莉 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2分44秒08 2 中澤  花音 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2分59秒26 3 相山  遥香 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分04秒19 4 平野  愛実 小4 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分11秒11
800m

5 早川  紅葵 小4 南アルプスAC 3分20秒80 6 中島    藍 小4 南アルプスAC 3分21秒78 7 井上  未尋 小4 南アルプスAC 3分30秒24 8 梶山  佳歩 小3 南アルプスAC 3分31秒12

 06/19 男子60才以上・女子50才代 決勝 1 斎藤    香 50才 南アルプス市陸協 11秒24
60m

 06/19 一般男子・40才・一般女子 決勝 1 石原  秀星 一般 よっちゃばれAC 11秒83 2 内藤  祐貴 一般 山梨大AC 12秒06 3 岩田  恭侑 一般 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 13秒83 4 五味  翔太 一般 南アルプス市陸協 14秒25
100m

5 高島  愛理 30才 TYPE-R 14秒79 6 五味  勇哉 一般 南アルプス市陸協 14秒80

 06/19 小学生男子 決勝 1 古屋  佑樹 小5 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 14秒18 2 河西  凜音 小6 小笠原AC 14秒93 3 小田  莉久 小6 小笠原AC 14秒95 4 市川  星七 小5 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 15秒24
100m

5 芦川  陽向 小5 小笠原AC 15秒70 6 宮原    心 小6 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 15秒96 7 堀内  斗貴 小3 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 16秒18 7 齊藤    日 小3 小笠原AC 16秒18

 06/19 小学生女子 決勝 1 今田満莉奈 小6 小笠原AC 15秒25 2 金丸  琴美 小6 小笠原AC 15秒43 3 望月  心結 小6 小笠原AC 15秒54 4 澤邊ゆかり 小5 南アルプスAC 15秒55
100m

5 斉木  心花 小6 小笠原AC 15秒64 6 望月陽茉莉 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 15秒88 7 中澤  花音 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 16秒05 8 小林すみれ 小6 小笠原AC 16秒10

 06/19 一般男子.30.40.50一般女子 決勝 1 黒木    瞬 一般 甲斐市陸協 4分17秒50 2 五味  翔太 一般 南アルプス市陸協 4分17秒72 3 志村  悠平 一般 甲斐市陸協 4分18秒71 4 井上  貴博 30才 南アルプス市陸協 4分28秒04
1500m

5 志村  仁夢 一般 甲斐市陸協 4分32秒43 6 田中    響 一般 よっちゃばれAC 4分35秒06 7 五味  勇哉 一般 南アルプス市陸協 4分41秒69 8 中澤    淳 40才 南アルプス市陸協 4分41秒74

 06/19 小学生男子 決勝 河西  凜音 小6 村松莉久斗 小6 井上  真生 小6 土屋  碧生 小4

4×100mR 1 小田  莉久 小6 小笠原ACA 1分01秒12 2 古屋  佑樹 小6 南アルプスACA 1分01秒47 3 中込    旭 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 1分06秒00 4 横山  紘人 小4 小笠原ACB 1分08秒37
齊藤  駿太 小4 宮原    心 小6 齋藤栄一汰 小6 齊藤    日 小4

芦川  陽向 小5 保坂  悠新 小6 小澤  陽太 小6 市瀬    晴 小4

藤森  太陽 小3 市川  星七 小5 上村  真世 小3 尾崎  晴士 小3

5 堀内  斗貴 小3 南アルプスACC 1分08秒91 6 川口  蒼生 小4 南アルプスACB 1分10秒09 7 渡邊  琉海 小3 南アルプスACD 1分14秒56 8 鈴木健太郎 小3 小笠原ACC 1分24秒94
藤森  葵斗 小3 花倉  隆翔 小4 笹本  碧葉 小3 鈴木  清治 小2

澤邊  太一 小3 石川  陽太 小5 白川  和杜 小3 岡部蒼太郎 小2

 06/19 小学生女子 決勝 今田満莉奈 小6 小林すみれ 小6 竹井  陽葵 小6 織内  菜羽 小4

4×100mR 1 望月  心結 小6 小笠原ACA 59秒84 2 斉木  心花 小6 小笠原ACB 1分03秒21 3 中澤  花音 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 1分04秒19 4 小田  華暖 小4 小笠原ACC 1分06秒96
髙野  彩心 小6 井上かなえ 小6 相山  遥香 小5 櫻田  葵子 小4

金丸  琴美 小6 深澤  結菜 小5 望月陽茉莉 小5 功刀  日織 小4

早川  紅葵 小4 河西  果音 小3 井上  未尋 小4

5 石井さくら 小6 南アルプスACA 1分07秒23 6 内藤日向子 小3 小笠原ACD 1分17秒08 7 大崎  陽葵 小3 南アルプスACB 1分26秒61
中島    藍 小4 尾崎向日梨 小4 梶山  佳歩 小3

澤邊ゆかり 小6 河野  心海 小4 松平優里奈 小3

 06/19 小学生男子 決勝 1 市川  星七 男 小5 3m74 2 芦川  陽向 男 小5 3m74 3 宮原    心 男 小6 3m48 4 小澤  陽太 男 小6 3m33
走幅跳 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 小笠原AC 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆ

5 村松莉久斗 男 小6 2m77 6 石川  陽太 男 小5 2m52
南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ
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第１９回南アルプス市体育祭陸上・第１８回甲斐市陸上記録会 中込　和彦

南アルプス市陸上競技協会・甲斐市陸上競技協会・中央市/昭和町陸上競技協会 櫛形総合公園　日世南アルプススタジアム 末木　真悟

 06/19 小学生女子 決勝 1 望月  心結 女 小6 3m49 2 石井さくら 女 小6 3m38 3 井上かなえ 女 小6 3m10
走幅跳 小笠原AC 南アルプスAC 小笠原AC

 06/19 男子40才代・女子30才代 決勝 1 秋山    崇 男 40才 4m83 高島  愛理 女 30才 途中棄権
走幅跳 南アルプス市 TYPE-R


