
No.1

陸協 コード 競技会名 コード 21000001 審判長

主催団体 競技場名 コード 153030 記録主任

 07/18 小学生男子 決勝 1 穴澤  一真 小6 甲斐ACJr 3分22秒42 2 井上  翔琉 小4 甲斐ACJr 3分23秒03 3 宮原    心 小5 南アルプスAC 3分33秒75 4 鈴木    快 小6 甲斐ACJr 3分48秒07
1000m

5 手塚  蒼己 小4 甲斐ACJr 3分55秒47 6 小田切佑麿 小2 甲斐ACJr 3分58秒62 7 高石  星也 小2 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3分59秒81 8 飯田  隼平 小6 南アルプスAC 4分04秒17

 07/18 中学生男子 決勝 1 小野弘太郎 中3 白根巨摩中学校 10分04秒94 2 河西  玲弥 中3 櫛形中学校 10分14秒40 3 小林  侑稟 中3 田富中学校 10分16秒12 4 宮原    蓮 中3 櫛形中学校 10分17秒61
3000m

5 小澤  駿哉 中3 双葉中学校 10分32秒63 6 片山  寛隆 中2 双葉中学校 10分34秒04 7 田中  瑛紫 中2 玉穂中学校 10分36秒16 8 新井  青優 中2 八田中学校 10分42秒67

 07/18 小学生男子 決勝 1 浅利  龍雅 小6 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14秒11 2 岩田  恭侑 小6 南アルプスAC 14秒34 3 寄特  悠雅 小6 南アルプスAC 14秒54 4 阿部  岳史 小6 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14秒68
100m -1.9m -1.1m -1.9m -1.9m

5 三澤  悠悟 小5 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15秒37 6 宮原    心 小5 南アルプスAC 15秒42 7 穴澤  一真 小6 甲斐ACJr 15秒48 8 長田  美希 小6 甲斐ACJr 15秒53
-1.1m -1.1m -1.9m -1.1m

 07/18 一般男子 決勝 -1.6m 1 森實  高毅 一般 双葉中学校 11秒28 2 宮原  正成 一般 METAC 11秒49 3 石原  秀星 一般 巨摩高校 11秒53 4 藤巻  拓人 一般 巨摩高校 11秒53
100m

5 赤井悠次郎 一般 METAC 11秒55 6 加藤  孝明 一般 梨大医陸 11秒75 7 麻野  康基 一般 梨大医陸 11秒79 8 中込  志弥 一般 巨摩高校 11秒82

 07/18 中学生男子 決勝 -3.1m 1 清水  陽翔 中3 八田中学校 11秒55 2 霜田　一慶 中3 櫛形中学校 11秒97 3 鈴木　弘斗 中2 玉穂中学校 12秒06 4 上野　翔悟 中3 田富中学校 12秒10
100m

5 五味  琉生 中2 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 12秒20 6 雨宮  壮志 中3 櫛形中学校 12秒26 7 深沢　藍希 中3 甲西中学校 12秒34 8 中里　優太 中2 玉穂中学校 12秒46

 07/18 一般・３０才代・４０才代・５０才以上男子 決勝 1 五味  翔太 一般 南アルプス市陸協 4分20秒52 2 秦    一馬 一般 田んぼ耕し隊 4分21秒73 3 細野  貴寛 30才 甲斐市陸協 4分26秒55 4 齊藤  佑輔 一般 櫛形中学校 4分39秒01
1500m 一般 一般 30才代 一般

5 中澤    淳 40才 南アルプス市陸協 4分41秒35 6 古屋  賢一 40才 南アルプス市陸協 4分55秒72 7 寺島  春樹 一般 田んぼ耕し隊 5分04秒41 8 中込  友也 一般 南アルプスAC 5分16秒16
40才代 40才代 一般 一般

 07/18 ３０才代・４０才代・５０才以上男子 決勝 -0.6m 1 石原  義臣 40才 N/A ism 12秒99 2 穴澤  拓未 40才 甲斐ACJr 13秒36 3 吉永  敦至 30才 SKﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 13秒36 4 並木  文哉 30才 双葉中学校 13秒47
100m 40才代 40才代 30才代 30才代

5 今村  光作 40才 甲斐市 13秒92 6 菊池  宏和 50才 SKﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 14秒20 7 石川  繁行 40才 SKﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 17秒35
40才代 50才以上 40才代

 07/18 小学生男子 決勝 浅利  來矢 小4 浅利  龍雅 小6 河西  凜音 小6 小沢    蓮 小6

4×100mR 1 村上  晴哉 小6 北西陸上ｸﾗﾌﾞＤ 1分01秒58 2 清水  壽泰 小5 北西陸上ｸﾗﾌﾞＢ 1分04秒88 3 名取  慧人 小5 小笠原ACＡ 1分05秒22 4 中島  颯人 小4 北西陸上ｸﾗﾌﾞＣ 1分06秒76
阿部  岳史 小6 田口  侑典 小4 沢登  祐心 小6 三澤  悠悟 小5

田中  隆盛 小3 守屋    心 小4 小田  莉久 小5 宮澤  那連 小5

柳邊  千尋 小5

5 横山  紘人 小3 小笠原ACＢ 1分13秒67
鈴木健太郎 小2

斉藤    日 小2

 07/18 中学生男子 決勝 神野  太洋 中3 小野  悠介 中3 深澤  颯太 中3 内藤流唯斗 中2

4×100mR 1 伊藤  晴哉 中3 玉穂中学校Ａ 45秒39 2 大芝  優槻 中3 八田中学校Ａ 45秒41 3 霜田  一慶 中3 櫛形中学校Ａ 45秒47 4 折居    翼 中3 田富中学校Ａ 47秒91
小山  朝陽 中2 加藤  桜雅 中3 雨宮  壮志 中3 園田  恵都 中3

鈴木  弘斗 中2 清水  陽翔 中3 井本健太郎 中3 上野  翔悟 中3

澤登  蒼太 中3 上田    望 中2 藤田  祐輝 中3 飯田  拓也 中1

5 望月  大椰 中3 櫛形中学校Ｂ 48秒30 6 三浦  壮真 中3 玉幡中学校 48秒39 7 柴田  和歩 中3 若草中学校Ａ 48秒65 8 保坂  康介 中1 甲西中学校Ｂ 52秒68
深澤  誠也 中3 宮沢龍之介 中2 中嶋  健斗 中3 髙石    琉 中1

藤原  永翔 中2 高荷  三雲 中2 青柳  岬希 中3 深澤  寛介 中1

 07/18 一般男子 決勝 望月  玲佑 一般 須崎  稜介 一般

4×800mR 1 矢崎  那央 一般 巨摩高校Ａ 8分13秒19 2 内堀    勇 一般 巨摩高校Ｄ 8分52秒31
中込  大地 一般 大会新 村松福太郎 一般

仲田  真悟 一般 沢登  一心 一般
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第３８回峡中陸上選手権大会 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

南アルプス市陸上競技協会
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第３８回峡中陸上選手権大会 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

南アルプス市陸上競技協会

 07/18 一般男子・女子 決勝 山崎    響 藤巻  拓人 金丸    樹 近藤  羽純
4×100mR 1 赤井悠次郎 METAC 43秒82 2 石原  秀星 巨摩高校Ａ 45秒38 3 中込  志弥 巨摩高校Ｂ 46秒09 4 奥田    愛 巨摩高校(女子) 50秒34

樋口  祥哉 有野    琳 望月  一心 ｵｰﾌﾟﾝ 佐久間咲来
宮原  正成 田中    響 渡邉  航太 名執  真生

 07/18 小学生女子 決勝 1 仁科  希來 小6 小笠原AC 14秒25 2 鈴木  奈緒 小6 甲斐ACJr 14秒93 3 赤岡  心寧 小6 甲斐ACJr 15秒31 4 中込  真愛 小6 南アルプスAC 15秒86
100m +0.9m +0.9m +0.9m -0.4m

5 遠藤帆乃夏 小6 甲斐ACJr 15秒88 6 古谷穂乃香 小5 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 15秒98 7 井上わかな 小6 小笠原AC 16秒16 8 今田満莉奈 小5 小笠原AC 16秒20
-0.4m -0.4m -0.4m +0.4m

 07/18 一般女子 決勝 +0.2m 1 奥田    愛 一般 巨摩高校 12秒95 2 近藤  羽純 一般 巨摩高校 13秒15 3 佐久間咲来 一般 巨摩高校 13秒34 4 吉澤  美咲 一般 巨摩高校 13秒76
100m

 07/18 中学生女子 決勝 -2.4m 1 藤森  玲音 中3 双葉中学校 13秒36 2 奥野  美海 中3 玉穂中学校 13秒63 3 佐野　愛実 中2 田富中学校 13秒71 4 池田　未優 中2 櫛形中学校 14秒16
100m

5 秋山　悠佳 中3 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 14秒19 6 市川　結愛 中3 玉幡中学校 14秒35 7 相澤　さくら 中2 玉幡中学校 14秒37 8 長田　葵葉 中1 白根巨摩中学校 14秒51

 07/18 小学生女子 決勝 1 鈴木  奈緒 小6 甲斐ACJr 2分42秒79 2 長澤    杏 小6 南アルプスAC 2分46秒59 3 望月陽茉莉 小4 甲斐ACJr 2分48秒78 4 赤岡  心寧 小6 甲斐ACJr 2分52秒73
800m

5 細川  桧菜 小6 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3分00秒03 6 中澤  花音 小5 甲斐ACJr 3分04秒17 7 相山  遥香 小4 甲斐ACJr 3分15秒96 8 堀内  和花 小3 南アルプスAC 3分17秒76

 07/18 中学生女子 決勝 1 中島    想 中3 白根巨摩中学校 2分25秒71 2 市川恵莉子 中3 若草中学校 2分35秒48 3 遠藤    華 中2 白根巨摩中学校 2分36秒67 4 古屋  碧來 中3 白根巨摩中学校 2分40秒13
800m

5 中島穂乃花 中2 櫛形中学校 2分41秒40 6 山田  るり 中2 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 2分41秒66 7 市橋  柚花 中3 若草中学校 2分42秒03 8 長田  茉絢 中3 若草中学校 2分42秒04

 07/18 一般女子 決勝 1 市川  美空 一般 巨摩高校 2分37秒07 2 松原    葵 一般 巨摩高校 2分41秒42 3 橋口  紗奈 一般 白根高校 3分10秒38
800m

 07/18 小学生女子 決勝 鈴木  奈緒 小6 有浦  彩純 小6 功刀  梨生 小5 金丸  琴実 小5

4×100mR 1 遠藤帆乃夏 小6 甲斐ACJrＡ 1分02秒20 2 望月  心結 小5 小笠原ACＡ 1分02秒42 3 濟藤凜乙菜 小5 北西陸上ｸﾗﾌﾞＤ 1分08秒43 4 小林すみれ 小5 小笠原ACＢ 1分10秒79
中澤  花音 小5 井上わかな 小6 細川  桧菜 小6 中込  彩絢 小5

赤岡  心寧 小6 仁科  希來 小6 三澤  凜奈 小2 今田満莉奈 小5

織内  菜羽 小3 古谷穂乃香 小5 河西  果音 小2

5 功刀  光織 小3 小笠原ACＣ 1分11秒56 6 小笠原夕夏 小5 北西陸上ｸﾗﾌﾞＣ 1分17秒25 7 尾崎向日梨 小3 小笠原ACＤ 1分22秒14
小田  華暖 小3 深沢  麻凛 小4 入倉    愛 小3

井上かなえ 小5 椎名  琴音 小2 河野  心海 小3

 07/18 中学生女子 決勝 上田  優芽 中3 相澤さくら 中3 功刀  杏浬 窪田茉佑香 中3

4×100mR 1 相山  柚葉 中3 双葉中学校 53秒53 2 清水  るい 中1 玉幡中学校 54秒70 3 植松愛莉咲 北西陸上ｸﾗﾌﾞＢ 55秒27 4 本田陽菜 中3 甲西中学校Ａ 55秒45
栁田  雪乃 中3 清水  遥菜 中3 野田菜々美 依田真歩 中3

藤森  玲音 中3 市川  結愛 中3 山田  るり 坂本友里香 中3

井上みなみ 中2 高橋  果歩 中2 桑原  愛佳 中3 秋山  悠佳 中3

5 福島  倖杏 中2 櫛形中学校Ａ 55秒49 6 今福  瑠菜 中3 若草中学校Ａ 55秒61 7 樋口    諒 中2 田富中学校Ｂ 56秒12 8 藤川  郁音 中2 北西陸上ｸﾗﾌﾞＡ 57秒20
池田  未優 中2 三木しずく 中2 平山  千鈴 中3 ｵｰﾌﾟﾝ 青柳  絢星 中3

小川穂乃実 中2 厚芝  まい 中3 佐野  愛実 中2 丹澤  真子 中3



No.3

陸協 南アルプス市陸上競技協会 コード 競技会名 コード 21000001 審判長

主催団体 競技場名 コード 153030 記録主任

 07/18 30才代 1 吉永  敦至 30才 SKﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 6m64
砲丸投[7.260kg]

 07/18 40才代 1 石川  繁行 40才 SKﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 5m52
砲丸投[6.0kg]

 07/18 50才代 1 菊池  宏和 50才 SKﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 8m04 2 三枝  芳樹 50才 SKﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 7m17
砲丸投[5kg] 5kg

 07/18 一般A 1 望月  一心 一般 巨摩高校 7m46 2 上野  羽流 一般 巨摩高校 7m36
砲丸投[6.0kg] 6kg

 07/18 一般B 1 白石  智也 一般 SKﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 6m30
砲丸投[7.260kg]

 07/18 中学生男子 決勝 1 宮崎  太郎 中3 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 5m74 2 高荷  三雲 中2 玉幡中学校 5m73 3 大芝  優槻 中3 八田中学校 5m57 4 向山  結音 中3 田富中学校 5m54
走幅跳 +1.0m +0.5m +0.3m +0.3m

5 桑本虎太郎 中3 白根巨摩中学 5m41 6 佐藤  巧河 中3 甲西中学校 5m39 7 穴水  龍進 中3 白根巨摩中学 5m16 8 平林  塁任 中3 白根巨摩中学 5m11
+0.3m +0.9m -0.7m +1.0m

 07/18 小学生男子 決勝 1 三澤  悠悟 小5 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4m39 2 浅利  龍雅 小6 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 4m34 3 清水  壽泰 小5 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3m55 4 小沢    蓮 小6 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 3m49
走幅跳 +1.1m +0.4m +0.2m +0.6m

5 堀内  海鯨 小5 南アルプスAC 3m33 6 宮原    心 小5 南アルプスAC 3m28 7 穴澤  一真 小6 甲斐ACJr 3m16 8 田口  侑典 小4 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 2m82
+1.4m +1.6m +0.5m 0.0m

 07/18 30才代 1 志村  優斗 30才 櫛形中学校 5m90
走幅跳 +3.2m

 07/18 40才代 1 秋山    崇 40才 南ｱﾙﾌﾟｽ市陸協 4m89
走幅跳 +2.2m

 07/18 一般 1 金丸    樹 一般 巨摩高校 6m48 2 足立  蒼河 一般 巨摩高校 6m46 3 渡邉  航太 一般 巨摩高校 6m21 4 中込  志弥 一般 巨摩高校 5m55
走幅跳 +2.7m +1.7m +3.4m +0.9m

 07/18 中学生男子 決勝 1 藤田  祐輝 中3 若草中学校 11m76 2 春日  一吹 中2 櫛形中学校 11m05 3 北原    空 中3 田富中学校 9m62 4 深澤  明生 中2 八田中学校 8m72
砲丸投[5.0kg]

5 宮沢龍之介 中2 玉幡中学校 8m57 6 諸星  奏良 中1 玉穂中学校 7m99 7 髙石    琉 中1 甲西中学校 6m60 8 小倉  玲音 中1 田富中学校 6m12

 07/18 小学生女子 決勝 1 仁科  希來 小6 小笠原AC 4m73(+1.0m) 2 有浦  彩純 小6 小笠原AC 3m57 3 井上わかな 小6 小笠原AC 3m24 4 望月  心結 小5 小笠原AC 3m11
走幅跳 大会新 +1.0m +1.0m +0.2m

5 中込  真愛 小6 南アルプスAC 3m09 6 井上かなえ 小5 小笠原AC 2m86 7 深沢  麻凛 小4 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 2m63 8 三澤  凜奈 小2 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 2m11
+1.5m +1.5m +1.0m +0.2m

 07/18 一般女子 1 井上みらい 一般 巨摩高校 4m72 2 佐久間みつ貴 一般 巨摩高校 4m43 3 山形  栞莉 一般 巨摩高校 4m34
走幅跳 +1.5m +1.4m +1.7m

 07/18 中学女子 1 井上みなみ 中2 櫛形中学校 4m65 2 村松璃音 中2 甲西中学校 4m58 3 吉田ジュリア 中3 田富中学校 4m47 4 清水  るい 中1 玉幡中学校 4m45
走幅跳 +1.8m +1.8m +1.5m +0.7m

5 井上  結心 中3 玉幡中学校 4m38 6 名取  遥香 中3 玉幡中学校 4m30 7 坂本友里香 中3 甲西中学校 4m23 8 中村  夢吹 中2 玉幡中学校 4m19
+1.8m +2.0m +1.7m +1.2m

 07/18 中学生女子 決勝 1 大木瑚都 中3 甲西中学校 9m91 2 樋川  奏映 中3 玉穂中学校 9m01 3 髙野瑚々 中3 甲西中学校 8m20 4 片山こころ 中3 白根巨摩中学 8m14
砲丸投[2.75kg]

5 井上  結心 中3 玉幡中学校 8m13 6 深沢栞菜 中2 甲西中学校 8m06 7 小畑結希乃 中2 白根巨摩中学 7m81 8 星野  杏果 中2 玉穂中学校 7m60

 07/18 一般女子 決勝 1 名執  真生 一般 巨摩高校 9m24 2 山形  栞莉 一般 巨摩高校 7m45 3 望月  果歩 一般 白根高校 7m38 4 高根    萌 一般 白根高校 5m99
砲丸投[4.0kg]

5 大屋  七海 一般 巨摩高校 5m90 6 片山  彩名 一般 巨摩高校 4m97
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第３８回峡中陸上選手権大会 小林直樹
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