
順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 番 号 氏 名 所 属 記 録
1 101 古屋 匠海 中村塾 13.85 -1.5 1 8 中山 蒼太 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.16.94
2 7 荻野 聖也 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 14.38 -1.5 2 71 藤木 海成 八幡小学校 3.22.12
3 262 川窪 康生 南アルプスＡＣ 14.51 -0.5 3 801 フィセット慶 フリースタイル 3.26.89
4 70 古屋 聡太 ﾁｰﾑ塩山ﾎﾞｰｲｽﾞ 14.78 +0.8 4 292 川崎 翔哉 南アルプスＡＣ 3.28.66
5 263 小池 直幸 南アルプスＡＣ 14.78 -0.5 5 255 深澤 亮雅 南アルプスＡＣ 3.29.40
6 8 中山 蒼太 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 14.82 -1.5 6 4 石原 颯太 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.29.72
7 108 三神 琉輝 中村塾 14.86 -1.5 7 266 白鳥 拓海 南アルプスＡＣ 3.31.74
8 195 廣田 健人 小笠原ＡＣ 15.02 -1.5 8 108 三神 琉輝 中村塾 3.34.18
9 300 依田 來人 南アルプスＡＣ 15.27 -0.4 9 19 内堀 柊 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.37.93

10 194 小松 馨 小笠原ＡＣ 15.39 -1.5 10 106 在原 愛斗 中村塾 3.40.23
11 206 望月 俊希 小笠原ＡＣ 15.41 +0.8 11 23 向山 汐音 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.40.68
12 23 向山 汐音 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 15.54 +0.8 12 16 石渡 大也 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.43.50
13 211 渡邉 航太 小笠原ＡＣ 15.70 -0.9 13 56 清水 康生 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.44.73
14 208 小林 竜士朗 小笠原ＡＣ 15.74 -0.9 14 57 赤岡 拓磨 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.45.55
15 292 川崎 翔哉 南アルプスＡＣ 15.82 -0.5 15 51 中込 有和 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.45.62
16 250 一瀬 塁 南アルプスＡＣ 15.84 -0.4 16 204 土屋 陽仁 小笠原ＡＣＢ 3.51.86
17 260 名執 悠大 南アルプスＡＣ 15.91 -0.5 17 21 内堀 勇 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.53.84
18 51 中込 有和 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 16.08 +0.6 18 262 川窪 康生 南アルプスＡＣ 3.53.92
19 15 鷹野 将汰 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 16.09 -0.8 19 52 大木 千空 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.55.92
20 212 永江 龍輝 小笠原ＡＣ 16.14 -1.5 20 809 佐藤 隼人 フリースタイル 3.57.85
21 266 白鳥 拓海 南アルプスＡＣ 16.16 -0.5 21 53 佐藤 柊生 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.58.49
22 821 渋佐 優羽 フリースタイル 16.24 +0.2 22 9 馬場 天海 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.58.57
23 203 海野 和紀 小笠原ＡＣ 16.29 -0.9 23 202 渡邊 真 小笠原ＡＣＡ 4.00.18
24 55 吉良 心之祐 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 16.36 +0.6 24 58 森本 耀仁 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 4.02.11
25 814 芳澤 大輝 フリースタイル 16.38 ＋0.4 25 813 岩崎 奏太 フリースタイル 4.05.49
26 204 土屋 陽仁 小笠原ＡＣ 16.38 -0.9 26 820 佐藤 鷹人 フリースタイル 4.07.47
27 261 矢崎 慶 南アルプスＡＣ 16.44 -0.4 27 3 原 稜太 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4.09.15
28 53 佐藤 柊生 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 16.48 +0.6 28 258 平林 塁仕 南アルプスＡＣ 4.09.77
29 54 早川 響輝 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 16.50 +0.6 29 736 小林 拓樹 桃の郷ＡＣ 4.12.01
30 186 清水 駿人 小笠原ＡＣ 16.54 -0.8 30 289 保坂 和志 南アルプスＡＣ 4.17.01
31 120 菊島 咲音 中村塾 16.55 +0.2 31 280 保々 拓斗 南アルプスＡＣ 4.18.15
32 298 中嶋 優至 南アルプスＡＣ 16.55 -0.5 32 811 坂東 瑞輝 フリースタイル 4.18.91
33 56 清水 康生 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 16.59 -0.4 33 59 野中 朋也 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 4.20.64
34 58 森本 耀仁 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 16.59 -0.4 34 5 石渡 干也 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4.22.03
35 106 在原 愛斗 中村塾 16.64 -1.5 35 822 岩崎 葵 フリースタイル 4.34.77
36 736 小林 拓樹 桃の郷ＡＣ 16.66 +0.8 36 277 宮原 蓮 南アルプスＡＣ 4.35.61
37 255 深澤 亮雅 南アルプスＡＣ 16.92 -0.5 37 818 岩崎 瑛斗 フリースタイル 4.36.32
38 9 馬場 天海 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 16.93 +0.8 38 815 湊 達希 フリースタイル 4.36.51
39 813 岩崎 奏太 フリースタイル 16.97 ＋0.4 39 55 吉良 心之祐 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 4.37.48
40 251 北村 悠聖 南アルプスＡＣ 17.10 -0.4 40 819 奥脇 脩人 フリースタイル 4.38.75
41 815 湊 達希 フリースタイル 17.14 ＋0.4 41 122 在原 蓮優 中村塾 4.38.81
42 19 内堀 柊 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 17.18 +0.8
43 3 原 稜太 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 17.23 ＋0.9
44 57 赤岡 拓磨 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 17.24 -0.4
45 253 望月 航成 南アルプスＡＣ 17.24 -0.9
46 297 中島 空人 南アルプスＡＣ 17.24 -0.9
47 188 永江 蓮 小笠原ＡＣ 17.29 +0.2
48 817 河西 晃希 フリースタイル 17.29 ＋0.4
49 270 駒井 元貴 南アルプスＡＣ 17.30 -0.4
50 2 三井 瑛斗 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 17.31 -0.8
51 52 大木 千空 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 17.39 +0.6
52 59 野中 朋也 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 17.42 ＋0.4
53 258 平林 塁仕 南アルプスＡＣ 17.53 ＋0.4
54 60 有浦 悠人 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 17.56 +0.2
55 731 澤登 颯河 桃の郷ＡＣ 17.59 +0.8
56 16 石渡 大也 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 17.59 +0.8
57 289 保坂 和志 南アルプスＡＣ 17.63 -0.8
58 213 渡邉 悠太 小笠原ＡＣ 17.75 +0.2
59 291 畑田 竜之介 南アルプスＡＣ 17.80 -0.9
60 205 内藤 遙音 小笠原ＡＣ 17.85 -0.9
61 214 望月 大椰 小笠原ＡＣ 18.13 +0.2
62 21 内堀 勇 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 18.20 -0.8
63 181 清水 俊平 小笠原ＡＣ 18.60 ＋0.9
64 122 在原 蓮優 中村塾 19.10 ＋0.4
65 819 奥脇 脩人 フリースタイル 19.23 -0.8
66 189 秋山 悠人 小笠原ＡＣ 19.56 +0.2
67 5 石渡 干也 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 19.63 ＋0.4
68 33 保々 遼斗 南アルプスＡＣ 19.69 ＋0.9
69 182 豊島 大智 小笠原ＡＣ 19.88 -0.8
70 277 宮原 蓮 南アルプスＡＣ 19.97 +0.2
71 823 湊 叶多 フリースタイル 20.06 ＋0.9
72 280 保々 拓斗 南アルプスＡＣ 20.11 -0.8

小学男子１００ｍ 決勝
（タイムレース）

小学男子１０００ｍ 決勝
（タイムレース）

第３２回峡中陸上競技選手権大会記録集



順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 チーム名 氏 名 記 録
1 101 古屋 匠海 中村塾 4.48 +1.1 1 大国陸上ｸﾗﾌﾞＡ 向山 汐音 57.91
2 7 荻野 聖也 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4.01 +1.6 荻野 聖也
3 70 古屋 聡太 ﾁｰﾑ塩山ﾎﾞｰｲｽﾞ 4.01 +1.3 鷹野 将汰
4 263 小池 直幸 南アルプスＡＣ 3.75 +0.9 中山 蒼太
5 251 北村 悠聖 南アルプスＡＣ 3.50 +2.5 2 小笠原ＡＣＡ 永江 龍輝 59.92
6 211 渡邉 航太 小笠原ＡＣ 3.41 +0.8 廣田 健人
7 203 海野 和紀 小笠原ＡＣ 3.38 +0.0 渡邊 真
8 250 一瀬 塁 南アルプスＡＣ 3.35 +1.0 小松 馨
9 821 渋佐 優羽 フリースタイル 3.32 -0.3 3 小笠原ＡＣＢ 渡邉 航太 61.11

10 812 渋佐 陽叶 フリースタイル 3.28 -0.1 土屋 陽仁
11 300 依田 來人 南アルプスＡＣ 3.27 +0.8 小林 竜士朗
12 204 土屋 陽仁 小笠原ＡＣ 3.25 +1.8 望月 俊希
13 261 矢崎 慶 南アルプスＡＣ 3.24 +1.8 4 南アルプスＡＣB 深澤 亮雅 63.01
14 260 名執 悠大 南アルプスＡＣ 3.20 +0.6 白鳥 拓海
15 15 鷹野 将汰 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.19 -0.3 川崎 翔哉
16 51 中込 有和 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.18 +0.0 中嶋 優至
17 806 野田 柊月 フリースタイル 3.18 +0.3 5 南アルプスＡＣＣ 矢崎 慶 64.66
18 297 中島 空人 南アルプスＡＣ 3.16 -0.9 一瀬 塁
19 206 望月 俊希 小笠原ＡＣ 3.14 +2.5 北村 悠聖
20 291 畑田 竜之介 南アルプスＡＣ 3.11 +0.9 駒井 元貴
21 2 三井 瑛斗 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 3.10 +1.0 6 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱB 早川 響輝 64.95
22 188 永江 蓮 小笠原ＡＣ 3.09 +0.0 吉良 心之祐
23 208 小林 竜士朗 小笠原ＡＣ 3.07 +0.5 赤岡 拓磨
24 802 清水 勇吾 フリースタイル 3.02 +0.9 森本 耀仁
25 54 早川 響輝 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.98 +1.1 7 フリースタイル 湊 達希 65.80
26 205 内藤 遙音 小笠原ＡＣ 2.98 +2.2 芳澤 大輝
27 55 吉良 心之祐 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.93 +1.0 渋佐 陽叶
28 804 藤原 治親 フリースタイル 2.88 +1.1 渋佐 優羽
29 53 佐藤 柊生 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.83 +0.8 8 大国陸上ｸﾗﾌﾞＢ 馬場 天海 66.03
30 56 清水 康生 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.82 -0.3 石原 颯太
31 57 赤岡 拓磨 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.74 +0.8 石渡 大也
32 186 清水 駿人 小笠原ＡＣＣ 2.72 +0.7 内堀 柊
33 213 渡邉 悠太 小笠原ＡＣ 2.67 -0.1 9 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱA 中込 有和 67.18
34 5 石渡 干也 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 2.66 +1.7 大木 千空
35 253 望月 航成 南アルプスＡＣ 2.57 +1.4 佐藤 柊生
36 813 岩崎 奏太 フリースタイル 2.54 +0.0 清水 康生
37 270 駒井 元貴 南アルプスＡＣ 2.53 +1.1 10 小笠原ＡＣＣ 海野 和紀 68.66
38 189 秋山 悠人 小笠原ＡＣ 2.39 +1.1 内藤 遙音
39 181 清水 俊平 小笠原ＡＣ 2.27 -0.1 清水 駿人
40 52 大木 千空 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.23 +0.1 豊島 大智

735 井上 榊 桃の郷ＡＣ NM 11 南アルプスＡＣＤ 望月 航成 70.84
中島 空人
畑田 竜之介
保坂 和志

12 大国陸上ｸﾗﾌﾞＣ 三井 瑛斗 72.38
原 稜太
石渡 干也
内堀 勇

13 小笠原ＡＣＤ 渡邉 悠太 73.63
永江 蓮
望月 大椰
秋山 悠人

小学男子 走幅跳 決勝
小学男子 ４×１００ｍＲ 決勝

（タイムレース）



順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 番号 氏 名 所 属 記 録
1 196 今津 紗加 小笠原ＡＣ 14.78 -1.7 1 16 萩原 美優 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 2.49.14
2 275 河西 莉乃葉 南アルプスＡＣ 15.05 -0.6 2 294 山口 はる菜 南アルプスＡＣ 2.59.31
3 258 江俣 和花 南アルプスＡＣ 15.08 -0.6 3 284 小笠原 悠 南アルプスＡＣ 3.02.71
4 290 土屋 ゆい 南アルプスＡＣ 15.11 -0.6 4 121 妻木 恵恋 中村塾 3.05.17
5 295 杉山 璃紗 南アルプスＡＣ 15.30 -1.7 5 53 高橋 南奈 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.08.94
6 291 田中 理子 南アルプスＡＣ 15.56 -0.6 6 282 飯田 真菜 南アルプスＡＣ 3.09.68
7 285 齊藤 美貴 南アルプスＡＣ 15.65 -2.2 7 286 森 彩音 南アルプスＡＣ 3.15.54
8 197 佐藤 彩乃 小笠原ＡＣ 15.72 -1.7 8 287 川窪 希実 南アルプスＡＣ 3.19.17
9 280 石黒 美光 南アルプスＡＣ 15.94 -2.6 9 54 藤原 陽 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.23.22

10 212 丸山 星乃 小笠原ＡＣ 16.09 -1.3 10 119 古屋 那奈 中村塾 3.23.23
11 284 小笠原 悠 南アルプスＡＣ 16.29 -0.6 11 57 熊谷 綾奈 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.23.49
12 801 望月 日葵 フリースタイル 16.35 -1.8 12 281 中島 想 南アルプスＡＣ 3.28.01
13 810 新見 元芽 フリースタイル 16.59 -2.6 13 56 小尾 夏鈴 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.31.57
14 277 林 わか菜 南アルプスＡＣ 16.63 -2.6 14 58 渡辺 芽美 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.32.49
15 286 森 彩音 南アルプスＡＣ 16.78 -1.3 15 51 太田 有咲 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.32.50
16 210 斉藤 莉果 小笠原ＡＣ 16.82 -2.6 16 60 中込 十和 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.38.15
17 294 山口 はる菜 南アルプスＡＣ 16.87 -0.6 17 270 小笠原 瑶 南アルプスＡＣ 3.43.48
18 732 永坂 莉羅 桃の郷ＡＣ 16.87 -1.3 18 59 斉藤 香織 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 3.55.39
19 54 藤原 陽 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 17.12 -2.2
20 119 古屋 那奈 中村塾 17.13 -1.3
21 53 高橋 南奈 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 17.14 -2.2
22 201 今津 朋加 小笠原ＡＣ 17.16 -0.5
23 16 萩原 美優 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 17.17 -2.6 順位 チーム名 氏 名 記 録
24 282 飯田 真菜 南アルプスＡＣ 17.35 -1.7 1 南アルプスＡＣA 齊藤 美貴 59.53
25 213 吉留 優香 小笠原ＡＣ 17.48 -1.7 江俣 和花
26 276 志村 彩希 南アルプスＡＣ 17.55 -1.8 田中 理子
27 57 熊谷 綾奈 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 17.69 -1.8 土屋 ゆい
28 121 妻木 恵恋 中村塾 17.70 -0.5 2 南アルプスＡＣB 山口 はる菜 61.42
29 287 川窪 希実 南アルプスＡＣ 17.94 -0.5 河西 莉乃葉
30 51 太田 有咲 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 18.31 -2.2 小笠原 悠
31 60 中込 十和 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 18.35 -1.4 杉山 璃紗
32 56 小尾 夏鈴 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 18.45 -1.8 3 小笠原ＡＣB 斉藤 莉果 65.88
33 58 渡辺 芽美 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 18.52 -1.8 吉留 優香
34 270 小笠原 瑶 南アルプスＡＣ 18.62 -0.5 今津 朋加
35 281 中島 想 南アルプスＡＣ 19.13 -0.5 丸山 星乃
36 253 小笠原 羚 南アルプスＡＣ 19.71 -1.4 4 南アルプスＡＣC 飯田 真菜 66.78
37 90 斉藤 若菜 甲斐市 20.09 -1.4 林 わか菜
38 292 河西 埜乃葉 南アルプスＡＣ 20.15 -1.4 志村 彩希
39 257 宮原 凛 南アルプスＡＣ 20.66 -1.4 石黒 美光
40 61 金川 茉優 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 20.90 -1.4 5 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱA 藤原 陽 70.91
41 278 森 天音 南アルプスＡＣ 22.82 -1.3 渡辺 芽美

高橋 南奈
太田 有咲

6 南アルプスＡＣD 森 彩音 74.94
小笠原 瑶
中島 想
川窪 希実

7 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱB 小尾 夏鈴 75.98
熊谷 綾奈
斉藤 香織
中込 十和

順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力
1 290 土屋 ゆい 南アルプスＡＣ 3.75 +2.4
2 732 永坂 莉羅 桃の郷ＡＣ 3.66 +2.9
3 285 齊藤 美貴 南アルプスＡＣ 3.55 +2.4
4 258 江俣 和花 南アルプスＡＣ 3.54 +2.6
5 291 田中 理子 南アルプスＡＣ 3.45 +1.4
6 275 河西 莉乃葉 南アルプスＡＣ 3.41 +3.8
7 810 新見 元芽 フリースタイル 3.33 +2.9
8 295 杉山 璃紗 南アルプスＡＣ 3.31 +0.7
9 277 林 わか菜 南アルプスＡＣ 3.07 +1.1

10 276 志村 彩希 南アルプスＡＣ 2.85 +1.1
11 280 石黒 美光 南アルプスＡＣ 2.84 +3.5
12 53 高橋 南奈 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.81 +2.0
13 801 望月 日葵 フリースタイル 2.79 +3.4
14 121 妻木 恵恋 中村塾 2.79 +0.9
15 56 小尾 夏鈴 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.63 +1.6
16 57 熊谷 綾奈 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.54 +2.0
17 811 今井 美結 フリースタイル 2.48 +1.1
18 58 渡辺 芽美 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ 2.31 +2.5

60 中込 十和 甲斐ＡＣｼﾞｭﾆｱ NM

小学女子１００ｍ 決勝
（タイムレース）

小学女子８００ｍ 決勝
（タイムレース）

小学女子 走幅跳 決勝

小学女子 ４×１００ｍＲ 決勝
（タイムレース）



順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力
1 388 小田切 脩流 若草中学校 12.63 -0.4 Q 1 388 小田切 脩流 若草中学校 12.63 -1.0
2 398 三枝 史弥 若草中学校 13.35 -0.4 Q 2 388 幡野 貫太 若草中学校 13.23 -1.0
3 388 幡野 貫太 若草中学校 13.35 -0.8 Q 3 939 保坂 浩輔 若草中学校 13.46 -1.0
4 301 村上 悦輝 玉穂中学校 13.39 -0.4 Q 4 303 乙黒 智 玉穂中学校 13.48 -1.0
5 382 成澤 楽人 若草中学校 13.41 +0.7 Q 5 398 三枝 史弥 若草中学校 13.49 -1.0
6 395 青木 妙樹 若草中学校 13.45 -0.3 Q 6 382 成澤 楽人 若草中学校 13.56 -1.0
7 939 保坂 浩輔 双葉中学校 13.53 +0.7 Q 7 301 村上 悦輝 玉穂中学校 13.64 -1.0
8 303 乙黒 智 玉穂中学校 13.57 -0.3 Q 8 395 青木 妙樹 若草中学校 13.72 -1.0
9 1762 田中 翔大 桃の郷ＡＣ 13.68 +0.7
10 937 小林 歩夢 双葉中学校 13.72 -0.3
11 439 タケハラ ヒデキ 甲西中学校 13.73 -0.4
12 433 馬目 滉 甲西中学校 13.75 -0.8
13 1763 丸山 駿人 桃の郷ＡＣ 13.98 -0.3 順位 番号 氏 名 所 属 記 録
14 431 向山 力斗 甲西中学校 14.01 -0.8 1 939 新海 航太 双葉中学校 2.17.49
15 1653 山下 聖和 中村塾 14.58 -0.4 2 381 市川 舜太 若草中学校 2.24.23
16 410 大谷 紘次郎 櫛形中学校 14.61 +0.7 3 313 望月 駿也 玉穂中学校 2.26.52
17 306 藤原 健太 玉穂中学校 14.61 -0.8 4 394 野口 蘭丸 若草中学校 2.28.05
18 407 名取 彪磨 櫛形中学校 15.26 -0.3 5 398 三枝 史弥 若草中学校 2.36.43
19 426 佐藤 蓮 櫛形中学校 15.84 -0.3 6 433 馬目 滉 甲西中学校 2.38.77
20 429 長谷川 瑠生 櫛形中学校 16.02 +0.7 7 935 清水 敦矢 双葉中学校 2.42.26
21 436 弘中 玲央 甲西中学校 18.00 -0.4 8 305 山下 颯斗 玉穂中学校 2.42.55

順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 番号 氏 名 所 属 記 録
1 397 加藤 翔 若草中学校 5.26 +0.5 1 311 佐野 隼平 玉穂中学校 09.51.90
2 1763 丸山 駿人 桃の郷ＡＣ 4.86 +1.7 2 305 河野 賢次郎 玉穂中学校 10.35.40
3 419 半田 誠志郎 櫛形中学校 4.72 +1.0 3 437 今津 貫太 甲西中学校 10.37.12
4 938 橋本 恵汰 双葉中学校 4.57 +1.4 4 434 志村 翔太郎 甲西中学校 11.13.76
5 303 乙黒 昴 玉穂中学校 4.51 +0.8 5 100 長田 育 玉穂中学校 11.25.49
6 398 深澤 広喜 若草中学校 4.51 -1.5 6 304 角本 隆真 玉穂中学校 12.32.93
7 1762 田中 翔大 桃の郷ＡＣ 4.46 +0.0
8 422 中島 悠貴 櫛形中学校 4.40 +0.8
9 314 伊藤 駿 玉穂中学校 4.20 +1.1

10 400 笹本 修平 若草中学校 4.03 -0.5
11 312 五味 裕輝 玉穂中学校 4.02 +0.9 順位 チーム名 氏 名 記 録
12 396 恒石 晴矢 若草中学校 3.81 -0.1 1 玉穂中学校Ａ 松野 滉大 GR 44.98
13 433 馬目 滉 甲西中学校 3.77 +1.3 五味 勇太
14 302 猪爪 隆斗 玉穂中学校 3.75 +0.7 山形 裕規
15 1653 山下 聖和 中村塾 3.66 +1.8 小山 翔太朗
16 308 植田 涼 玉穂中学校 3.06 +2.0 2 櫛形中学校Ａ 小山 和馬 46.60

村田 翔哉
横内 俊
丸山 礼聖

3 若草中学校 加藤 翔 50.06
順位 番号 氏 名 所 属 記 録 幡野 貫太

1 388 小田切 脩流 若草中学校 1.70 三枝 史弥
2 443 セアン・Ｆ・Ａ 甲西中学校 1.35 小田切 脩流
3 381 市川 舜太 若草中学校 1.30 4 櫛形中学校Ｂ 野芉 陣 50.28

野中 琢冬
名取 梓
深澤 悠朔

5 玉穂中学校Ｂ 乙黒 智 52.27
村上 悦輝

順位 番号 氏 名 所 属 記 録 伊藤 駿
1 408 佐藤 丈 櫛形中学校 3.10 五味 裕輝
2 414 齊藤 勇貴 櫛形中学校 3.00
3 395 青木 妙樹 若草中学校 2.00

順位 番号 氏 名 所 属 記 録
1 381 市川 舜太 若草中学校 8.68
2 449 新海 大成 甲西中学校 8.01
3 382 成澤 楽人 若草中学校 7.49

中学男子１００ｍ 予選 中学男子１００ｍ 決勝

中学男子８００ｍ 決勝

中学男子３０００ｍ 決勝中学男子 走幅跳 決勝

中学男子 ４×１００ｍＲ 決勝
（タイムレース）

中学男子走高跳 決勝

中学男子棒高跳 決勝

中学男子砲丸投 決勝



順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力
1 310 小川 芽来 玉穂中学校 13.75 -0.9 Q 1 310 小川 芽来 玉穂中学校 13.88 -3.5
2 381 斉藤 果音 若草中学校 14.32 -1.4 Q 2 444 毛利 来夢 甲西中学校 14.50 -3.5
3 444 毛利 来夢 甲西中学校 14.42 -0.9 Q 3 312 近藤 葵 玉穂中学校 14.69 -3.5
4 312 近藤 葵 玉穂中学校 14.44 -0.9 Q 4 381 斉藤 果音 若草中学校 14.85 -3.5
5 934 山寺 由乃 双葉中学校 14.63 -0.9 Q 5 383 深澤 優菜 若草中学校 14.94 -3.5
6 382 池川 佳帆 若草中学校 14.70 -1.4 Q 6 934 山寺 由乃 双葉中学校 14.96 -3.5
7 415 相川 明日香 櫛形中学校 14.70 +0.4 Q 7 382 池川 佳帆 若草中学校 14.99 -3.5
8 383 深澤 優菜 若草中学校 14.73 -1.4 Q 8 415 相川 明日香 櫛形中学校 15.26 -3.5
9 447 保坂 奈央 甲西中学校 14.84 +0.4

10 928 見藤 茉和 双葉中学校 14.86 -1.1

11 311 葛西 朱桃 玉穂中学校 14.96 +0.4

12 423 矢崎 優 櫛形中学校 14.98 -1.1 順位 番号 氏 名 所 属 記 録
13 308 三浦 葉水妃 玉穂中学校 15.10 -1.1 1 398 亀ケ川 幸子 若草中学校 2.30.47
14 926 中平 安美 双葉中学校 15.23 -1.1 2 301 桜井 百香 玉穂中学校 2.34.18
15 391 遠藤 綺 若草中学校 15.24 -1.4 3 444 河込 ひかる 甲西中学校 2.38.34
16 928 岡田 優奈 双葉中学校 15.26 -0.9 4 302 森泉 歩美 玉穂中学校 2.45.18
17 413 村田 陽菜 櫛形中学校 15.31 -1.4 5 927 饗庭 那乃海 双葉中学校 2.46.65
18 443 駒井 はるか 甲西中学校 15.42 +0.4 6 398 伴野 瑞希 若草中学校 2.49.46
19 315 窪川 真生 玉穂中学校 15.45 -1.1 7 313 松野 好花 玉穂中学校 2.50.45
20 389 網倉 彩花 若草中学校 15.63 -1.4 8 311 葛西 朱桃 玉穂中学校 2.56.89
21 432 河野 優花 甲西中学校 15.65 +0.4 9 311 小山 尚子 玉穂中学校 2.56.99
22 382 中澤 友季恵 若草中学校 15.77 -1.4 10 80 佐藤 万葉 フリースタイル 3.07.00

11 431 永田 櫻 甲西中学校 3.09.55

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 チーム名 氏 名 記 録
1 930 菊池 梨湖 双葉中学校 4.43 +0.8 1 玉穂中学校A 綿貫 里咲 53.71
2 312 近藤 葵 玉穂中学校 4.27 -0.2 小宮山 未来
3 929 大森 麻代 双葉中学校 4.14 +1.5 入澤 優菜
4 384 山口 未琴 若草中学校 4.09 +1.4 保坂 雛奈乃
5 381 斉藤 果音 若草中学校 4.07 +0.5 2 若草中学校B 二宮 優衣 56.03
6 393 二宮 優衣 若草中学校 3.98 +0.5 池川 佳帆
7 928 岡田 優奈 双葉中学校 3.90 +0.2 山口 未琴
8 935 保坂 真央 双葉中学校 3.90 +2.6 斉藤 果音
9 409 進藤 美空 櫛形中学校 3.80 +3.1 3 櫛形中学校B 村田 陽菜 56.34

10 407 塩谷 奈々 櫛形中学校 3.68 +0.7 三吉 里緒
11 312 中田 紗愛 玉穂中学校 3.33 +1.0 川住 志歩
12 313 村松 美優流 玉穂中学校 3.22 +0.9 矢崎 優

4 櫛形中学校A 澤登 美伶 57.72
三吉 南緒
相原 咲良

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 齊藤 凪沙
1 425 田澤 久留未 櫛形中学校 1.40 5 双葉中学校 見藤 茉和 57.81

404 齊藤 優香 櫛形中学校 NM 大森 麻代
菊池 梨湖
中平 安美

6 玉穂中学校C 萩原 海青 58.14
順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 三浦 葉水妃

1 401 三吉 南緒 櫛形中学校 9.59 窪川 真生
2 925 高根 美咲 双葉中学校 8.14 中田 紗愛
3 431 永田 櫻 甲西中学校 7.96
4 420 塩澤 悠莉 櫛形中学校 7.75
5 429 金丸 里沙 櫛形中学校 7.09
6 405 山岸 風花 櫛形中学校 5.74

中学女子 ４×１００ｍＲ 決勝
（タイムレース）中学女子走幅跳 決勝

中学女子走高跳 決勝

中学女子砲丸投 決勝

中学女子１００ｍ 決勝中学女子１００ｍ 予選

中学女子８００ｍ 決勝

(タイムレース）



順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 番号 氏 名 所 属 記 録 風力
1 95 石黒 直哉 甲府南高校 11.58 -1.1 Q 1 95 石黒 直哉 甲府南高校 11.68 -1.6
2 194 古屋 有留人 巨摩高校 11.89 -1.1 Q 2 89 藤原 瑞木 甲府南高校 11.99 -1.6
3 89 藤原 瑞木 甲府南高校 11.89 -1.4 Q 3 194 古屋 有留人 巨摩高校 12.03 -1.6
4 195 勝俣 雄登 巨摩高校 12.01 +0.2 Q 4 195 勝俣 雄登 巨摩高校 12.09 -1.6
5 2474 望月 亮輔 田中道場 12.10 -1.4 Q 5 213 笛 遼太 巨摩高校 12.15 -1.6
6 213 笛 遼太 巨摩高校 12.13 -1.4 q 6 196 深澤 広大 巨摩高校 12.16 -1.6
7 3908 由井 玄太 ＴＹＰＥ-Ｒ 12.15 +0.2 Q 7 2474 望月 亮輔 田中道場 12.18 -1.6
8 196 深澤 広大 巨摩高校 12.17 -1.4 q 8 3908 由井 玄太 ＴＹＰＥ-Ｒ 12.36 -1.6
9 215 望月 雅起 巨摩高校 12.21 -1.1
10 3389 大石 光冶 桃の郷ＡＣ 12.31 -1.4
11 2801 内藤 祐貴 山梨大学 12.44 -1.1 順位 番号 氏 名 所 属 記 録
12 218 名取 慶星 巨摩高校 12.72 +0.2 1 4562 橋爪 孔明 山梨大学 51.60
13 205 荻野 祐悟 巨摩高校 13.06 -1.4 2 89 藤原 瑞木 甲府南高校 52.63

3 200 小林 達彦 巨摩高校 53.48
一般男子走幅跳 決勝 4 201 飯野 峻太 巨摩高校 54.03

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風力 5 215 望月 雅起 巨摩高校 55.22
1 204 市川 翔太 巨摩高校 6.42 +2.7 6 210 名取 純矢 巨摩高校 56.20
2 195 勝俣 雄登 巨摩高校 6.10 +2.5 7 3394 鮎澤 賢介 桃の郷ＡＣ 56.35
3 216 河西 佑哉 巨摩高校 5.99 +2.9 8 219 小山 周馬 巨摩高校 56.89
4 206 丹澤 寛太 巨摩高校 5.85 +0.9 9 213 笛 遼太 巨摩高校 57.07
5 2090 大瀧 雄司 山梨大学 5.83 +3.5 10 218 名取 慶星 巨摩高校 57.31
6 5230 伊藤 弘樹 山梨大学 5.53 +1.9 11 3389 大石 光冶 桃の郷ＡＣ 57.41
7 2801 内藤 祐貴 山梨大学 5.49 +1.1 12 95 石黒 直哉 甲府南高校 60.31
8 194 古屋 有留人 巨摩高校 5.38 +2.6

一般男子走高跳 決勝 順位 番号 氏 名 所 属 記 録
順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 1 24 有泉 潤 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 4.27.18

1 204 市川 翔太 巨摩高校Ｃ 1.75 2 25 五味 翔太 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 4.37.00
2 197 望月 舜 巨摩高校 1.60 3 203 石川 伶音 巨摩高校 4.41.18
3 210 名取 純矢 巨摩高校Ｃ 1.55 4 23 槌屋 啓太 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 4.44.84
4 207 津久井 恵斗 巨摩高校 1.40 5 207 津久井 恵斗 巨摩高校 4.48.68

208 鶴田 嵩 巨摩高校 NM
3072 小林 祥典 都留興譲館高教員 1.95 オープン

順位 番号 氏 名 所 属 記 録
一般男子棒高跳 決勝 1 25 五味 翔太 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 16.58.73

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 2 24 有泉 潤 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 17.59.38
1 214 水上 雄也 巨摩高校 3.80 3 5 清水野 拓 甲州市 18.26.65
2 193 坂巻 佑都 巨摩高校 3.50 5229 島田 陸 山梨大学 DNF
3 196 深澤 広大 巨摩高校 3.10
4 4549 佐藤 信賢 山梨大学 3.00
5 208 鶴田 嵩 巨摩高校 2.80 順位 チーム名 氏 名 記 録

4557 足立 悠輔 山梨大学 NM 1 巨摩高校Ａ 小林 達彦 45.01
4025 戸田 和文 山梨陸協 NM 古屋 有留人

勝俣 雄登
深澤 広大

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 2 巨摩高校Ｂ 樋口 壮人 45.98
1 2815 村松 康平 山梨大学 8.39 笛 遼太
2 217 上野 利輝 巨摩高校 7.46 丹澤 寛太
3 211 畑川 優人 巨摩高校 5.47 小山 周馬

3 巨摩高校Ｃ 石川 伶音 49.66
河西 佑哉
荻野 祐悟
名取 純矢

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風 力
1 8198 山路 舞香 山梨大学 13.47 -1.5
2 87 赤沢 広美 巨摩高校 13.70 -1.5
3 8411 相原 千枝 山梨大学 13.84 -1.5 順位 番 号 氏 名 所 属 記 録
4 89 名執 奏波 巨摩高校 14.14 -1.5 1 8202 富岡 綾菜 山梨大学 11.43.61
5 2803 友松 未来 山梨大学 14.46 -1.5 2 2085 中矢 亜有美 山梨大学 12.10.08

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風 力
1 8198 山路 舞香 山梨大学 5.04 +3.0
2 91 野田 穂乃花 巨摩高校 4.82 +0.6 順位 チーム名 氏 名 記 録

1 山梨大学 友松 未来 52.18
荒谷 明日香

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 太田 美世
1 86 石川 幸歩 巨摩高校 1.5 宮澤 佑季

2 巨摩高校 赤沢 広美 52.93
名執 奏波

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 野田 穂乃花
1 88 久保田 せな 巨摩高校 6.88 石川 幸歩

一般男子４００ｍ 決勝

一般女子砲丸投 決勝

一般男子砲丸投 決勝

一般女子100ｍ 決勝

一般女子走幅跳 決勝

一般女子走高跳 決勝

一般男子１５００ｍ 決勝

一般男子５０００ｍ 決勝

一般男子 ４×１００ｍＲ 決勝

一般女子３０００ｍｍ 決勝

一般女子４×１００ｍ 決勝

一般男子１００ｍ 決勝一般男子１００ｍ 予選



順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 チーム名 氏 名 記 録
1 11 金川 潤一 甲斐ＡＣ 13.15 -2.5 1 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 内堀 あきら 51.62 30代
2 12 片桐 徳治 甲斐ＡＣ 15.55 -2.5 石原 飛佳 40代

石渡 光悦 40代
馬場 一秀 40代

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風力 順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風力
1 2 馬場 一秀 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 13.27 -2.5 1 6 斉藤 渡 甲斐市 4.83 +3.0
2 3901 三枝 悟 ＴＹＰＥ-Ｒ 13.55 -2.5
3 29 飯野 信二 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 14.24 -2.5

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録 風力
1 3551 加藤 清貴 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4.14 +2.1

順位 番 号 氏 名 所 属 記 録
順位 番号 氏 名 所 属 記 録 1 3551 加藤 清貴 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 1.20

1 22 中澤 淳 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 4.38.66
2 4011 長田 孝治 甲西 4.42.79
3 1 石原 飛佳 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 4.54.74 順位 番 号 氏 名 所 属 記 録
4 31 保々 暁 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 5.04.58 1 3551 加藤 清貴 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 7.97

５０才代男子１００ｍ 決勝

５０才以上男子砲丸投 決勝

３０代男子走幅跳 決勝

５０才以上男子走幅跳 決勝

５０才以上男子走高跳 決勝

３０、４０才代男子 ４×１００ｍＲ 決勝４０才代男子１００ｍ 決勝

３０才代男子１５００ｍ 決勝


