
No.1

陸協 甲斐市陸上競技協会 コード 19 競技会名 コード 19000001 審判長

主催団体 競技場名 コード 153030 記録主任

 06/30 30才 総合 1 中澤    淳 30才 南アルプス市陸協 18分18秒80
5000m

 06/30 40才 総合 1 菊池    努 40才 17分47秒83
5000m

 06/30 一般 総合 1 槌屋  啓太 一般 南アルプス市陸協 17分12秒49 2 細野  貴寛 一般 甲斐市陸協 18分32秒86
5000m

 06/30 小学生男子 決勝 1 串田  義基 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分27秒70 2 清水    颯 小5 南アルプスＡＣ 3分32秒47 3 瀧口  晃平 小6 双葉東小学校 3分36秒61 4 鈴木    快 小4 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分45秒98
1000m

5 穴澤  一真 小4 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分46秒78 6 前田  湊斗 小5 小笠原ＡＣ 3分48秒06 7 中込  友也 小6 南アルプスＡＣ 3分50秒07 8 宮原    心 小3 南アルプスＡＣ 3分50秒86

 06/30 小学生女子 決勝 1 中島穂乃花 小6 南アルプスＡＣ 2分46秒33 2 長田  はな 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2分47秒00 3 小笠原  羚 小6 南アルプスＡＣ 2分47秒31 4 新井  凛花 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2分57秒89
800m

5 大崎  美希 小4 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2分58秒24 6 奈良村小町 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分01秒18 7 鈴木  奈緒 小4 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3分02秒24 8 市川  舞帆 小5 南アルプスＡＣ 3分02秒35

 06/30 ６０才以上 決勝 1 飯野  信二 60才 南アルプス市陸協 8秒50 2 清水  直樹 60才 甲斐市陸協 9秒09
60m

 06/30 30才 総合 1 穴澤  拓未 30才 甲斐ＡＣ 13秒30
100m

 06/30 50才 総合 1 相川  伸二 50才 南アルプス市陸協 13秒15
100m

 06/30 一般男子 決勝 1 望月  勇人 一般 南アルプス市陸協 11秒58 2 宮原  正成 一般 甲府工業AC 11秒87 3 望月  翔太 一般 南アルプス市陸協 11秒91
100m

 06/30 小学生男子 決勝 1 野口  大輝 小6 南アルプスＡＣ 14秒77 2 櫻田  碧叶 小5 南アルプスＡＣ 15秒37 3 春日  一吹 小6 小笠原ＡＣ 15秒40 4 村松  蒼生 小5 南アルプスＡＣ 15秒58
100m

5 中島    蒼 小4 南アルプスＡＣ 15秒91 6 前田  湊斗 小5 小笠原ＡＣ 15秒95 7 遠藤比奈太 小5 小笠原ＡＣ 16秒01 8 有泉  圭吾 小5 南アルプスＡＣ 16秒14

8 河西  敦哉 小5 南アルプスＡＣ 16秒14

 06/30 小学生女子 決勝 1 斎藤  若菜 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 14秒98 2 中込  十和 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 15秒02 3 鶴田  朔弓 小6 南アルプスＡＣ 15秒07 4 倉地  音羽 小5 南アルプスＡＣ 15秒20
100m

5 森本  彩叶 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 15秒57 6 小池  彩葉 小6 南アルプスＡＣ 15秒68 7 井上みなみ 小6 小笠原ＡＣ 15秒89 8 新井  凛花 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 15秒90

 06/30 30才 総合 1 中澤    淳 南アルプス市陸協 4分42秒42 2 中島  克典 ダンディーダッシュA 5分33秒47 3 穴澤  拓未 甲斐ＡＣ 5分52秒49
1500m

 06/30 40才 総合 1 中島  広喜 ダンディーダッシュA 5分35秒16 2 堀内  敬修 ダンディーダッシュA 6分05秒43
1500m

 06/30 50才 総合 1 長澤  陽介 南アルプス市陸協 5分21秒00
1500m

 06/30 一般 総合 1 五味  翔太 南アルプス市陸協 4分22秒06 2 槌屋  啓太 南アルプス市陸協 4分48秒18 3 中込  大志 南アルプス市陸協 4分48秒89 4 細野  貴寛 甲斐市陸協 4分52秒20
1500m

 06/30 小学生男子 決勝 小野  悠馬 小6 常盤  欧佑 小6 田中  莉音 小5 河西  敦哉 小5

4×100mR 1 野口  大輝 小6 南アルプスAC　A 1分01秒11 2 前田  湊斗 小5 小笠原ＡＣ 1分02秒27 3 有泉  圭吾 小5 南アルプスAC　C 1分05秒96 4 澤登慎之輔 小5 南アルプスAC　B 1分06秒14
櫻田  碧叶 小5 清水  俊平 小6 清水    颯 小5 秋山  英慶 小5

村松  蒼生 小5 春日  一吹 小6 中島    蒼 小4 橋本    悠 小6

中込  友也 小6 中込    旭 小3 渡辺  煌太 小6 井上  翔琉 小2

5 飯田  隼平 小4 南アルプスAC　D 1分09秒73 6 長田  哲太 小4 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱB 1分09秒78 7 山本  大翔 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱA 1分11秒71 8 小林  大心 小2 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱD 1分17秒73
堀内  海鯨 小3 穴澤  一真 小4 小林  一心 小5 手塚  蒼己 小2

橋本    慧 小3 鈴木    快 小4 古守  出蕗 小5 坂内  虎芽 小3
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トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第１６回南アルプス市体育祭陸上・第１５回甲斐市陸上記録会 小林　直樹

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 日世　南アルプススタジアム 末木　真悟
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陸協 甲斐市陸上競技協会 コード 19 競技会名 コード 19000001 審判長

主催団体 競技場名 コード 153030 記録主任
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トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第１６回南アルプス市体育祭陸上・第１５回甲斐市陸上記録会 小林　直樹

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 日世　南アルプススタジアム 末木　真悟

 06/30 小学生女子 決勝 小池  彩葉 小6 新井  凛花 小5 小笠原  羚 小6 井上わかな 小4

4×100mR 1 河西埜乃葉 小6 南アルプスAC　A 59秒93 2 中込  十和 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱA 1分01秒36 3 清水    嶺 小6 南アルプスAC　B 1分04秒53 4 仁科  希來 小4 小笠原AC A 1分05秒07
中島穂乃花 小6 斎藤  若菜 小6 倉地  音羽 小5 遠藤  日和 小5

鶴田  朔弓 小6 森本  彩叶 小6 宮原    凛 井上みなみ 小6

長田  はな 小6 市川  舞帆 小5 猪苗代柚乃 小6 長澤    杏 小4

5 福島    蘭 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱB 1分05秒50 6 若田  結良 小5 南アルプスAC　C 1分07秒28 7 辻    絢音 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱC 1分08秒78 8 中込  真愛 小4 南アルプスAC　D 1分11秒15
原野  愛梨 小6 森    天音 小5 小林  結愛 小5 渡邉    円 小3

川口  沙慧 小5 渡辺  柑凛 三国茉莉香 小5 梶山  美夢
 06/30 一般男女 決勝 秋山    崇 宮原  正成 中島  広喜 石井  知佳

4×100mR 1 望月  勇人 南アルプス市陸協 A 48秒65 2 清水  直樹 甲斐ACファザーズ 54秒20 3 小笠原  聡 ダンディーダッシュ A 57秒22 4 榊原  菜々 南プスACレディース 1分00秒55
相川  伸二 井上  正寛 堀内  敬修 河西  美穂
望月  翔太 穴澤  拓未 中島  克典 野田友梨花
相山真由美

5 市川  裕子 甲斐ACレディース 1分00秒71
相山  柚葉
奈良村亮子

 06/30 小学生男子 決勝 1 春日  一吹 小6 小笠原AC 3m71 2 野口  大輝 小6 南アルプスＡ 3m49 3 橋本    悠 小6 南アルプスＡ 3m46 4 瀧口  晃平 小6 双葉東小学校 3m32
走幅跳

5 常盤  欧佑 小6 小笠原AC 3m13 6 遠藤比奈太 小5 小笠原AC 3m12 7 清水  俊平 小6 小笠原AC 3m12 8 有泉  圭吾 小5 南アルプスＡ 2m94

 06/30 小学生女子 決勝 1 井上みなみ 小6 小笠原AC 4m16 2 小池  彩葉 小6 南アルプスＡ 3m96 3 中込  十和 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆ 3m19 4 宮原    凜 小5 南アルプスＡ 3m17
走幅跳

5 原野  愛梨 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆ 3m01 6 川口  沙慧 小5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆ 2m96 7 森    天音 小5 南アルプスＡ 2m94 8 斎藤  若菜 小6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆ 2m92

 06/30 女子 矢澤  綾子 40才 甲斐市 5m86
砲丸投

 06/30 男子 輿石  幸紀 40才 甲斐市 7m89
砲丸投

 06/30 40才 1 秋山    崇 40才 南アルプス市 4m80 2 輿石  幸紀 40才 甲斐市 4m28
走幅跳

 06/30 60才 1 清水  直樹 60才 甲斐市陸協 3m51
走幅跳

 06/30 一般 1 宮原  正成 一般 甲府工業AC 5m96
走幅跳


