
平成２７年度　第６１回山梨県高等学校陸上競技新人大会　兼関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会予選
山梨中銀スタジアム 平成２７年９月２１日（月）、２２日（火）

日付 種目

渡辺　陵(2) 10.90 佐野　航平(2) 10.99 土屋　拓斗(1) 11.15 辰巳　海斗(2) 11.38 渡辺　陸(2) 11.51 窪田　雄人(2) 11.57 小幡　隆史(1) 11.58

山梨・駿台甲府 山梨・身延 山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・谷村桂興譲館 山梨・甲府第一 山梨・山梨学院

野村　涼(1) 11.58

山梨・山梨学院

中山　一樹(2) 49.70 若杉　武史(2) 50.57 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ(1) 50.84 保延　海都(2) 51.45 水野　大夢(2) 51.79 和田　優樹(2) 52.04 村松　諒哉(2) 52.43

山梨・韮崎 山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・甲府南 山梨・都留 山梨・日大明誠 山梨・甲府南

成田　成司(2) 4:07.19 吉川　敦史(2) 4:07.24 望月　悠斗(1) 4:09.97 藤巻　天(1) 4:10.86 田中　丈流(2) 4:12.31 佐野　敦希(2) 4:14.37 小林　汰介(2) 4:14.73 望月　岳斗(2) 4:15.70

山梨・韮崎 山梨・山梨学院 山梨・韮崎 山梨・甲府工業 山梨・山梨学院 山梨・身延 山梨・山梨学院 山梨・甲府西

菊地　拓磨(2) 16.15 石倉　翔(2) 16.27 樋川　昂史朗(2) 16.43 齋藤　聡(2) 16.51 今井　貫人(1) 16.88 赤井　滉太郎(1) 17.07 名取　純矢(1) 18.38 秋山　智哉(2) 18.82

山梨・駿台甲府 山梨・富士河口湖 山梨・甲府南 山梨・谷村桂興譲館 山梨・駿台甲府 山梨・身延 山梨・巨摩 山梨・巨摩

深澤　亮哉(2) 9:54.97 梅津　充(2) 9:55.37 松永　武康(2) 10:11.20 雨宮　聖(1) 10:18.46 小澤　一元(2) 10:36.54 山田　駿(1) 10:45.75 江連　祐伍(1) 10:47.80 西澤　圭介(1) 10:54.08

山梨・山梨学院 山梨・甲府工業 山梨・日大明誠 山梨・山梨学院 山梨・韮崎 山梨・韮崎 山梨・韮崎 山梨・農林

入倉　丈(2) 23:51.86 望月　太貴(2) 24:48.47 杉本　勝(2) 27:03.78 池田　穂高(1) 27:29.76 小俣　大地(2) 28:53.68 村松　滉太(1) 30:08.11 藤本　椋太(1) 34:58.62

山梨・甲府昭和 山梨・身延 山梨・谷村桂興譲館 山梨・甲府昭和 山梨・谷村桂興譲館 山梨・山梨学院 山梨・谷村桂興譲館

駿台甲府 41.80 身延 42.48 甲府西 42.92 韮崎 43.43 甲府南 43.68 都留 43.91 山梨学院附属 43.93 甲府工業 52.93

辰巳　海斗(2) GR 野口　和輝(2) 大勝　立己(1) 海瀬　一真(2) 荻原　龍馬(1) 水野　大夢(2) 依田　大雅(2) 寄特　想(2)

渡辺　陵(2) 望月　璃雅(2) 功刀　啓太郎(2) 横森　友朗(2) 樋川　昂史朗(2) 髙坂　佳希(1) 野村　涼(1) 新奥　亮雅(1)

若杉　武史(2) 望月　郁杜(2) 内田　暁久(2) 中山　一樹(2) 榊原　智仁(1) 小俣　洋(2) 雨宮　健仁(1) 内藤　光(1)

土屋　拓斗(1) 佐野　航平(2) 牛山　翔太(1) 廣瀬　拓巳(2) 石黒　直哉(2) 渡邊　友弘(2) 小幡　隆史(1) 川和田　龍聖(1)

水上　雄也(1) 3m90 深澤　広大(2) 3m80 奥田　雅也(1) 3m70 宮下　真(2) 3m50 坂巻　佑都(2) 3m40 佐藤　舜紀(2) 3m00 手塚　裕太(2) 2m60

山梨・巨摩 山梨・巨摩 山梨・甲府西 山梨・富士北稜 山梨・巨摩 山梨・都留 山梨・韮崎工業

平井　大智(1) 3m00

山梨・富士北稜

望月　璃雅(2) 6m78(+0.8) 上野　　旭(2) 6m76(+1.1) 横森　友朗(2) 6m74(+2.2) 大久保　雄平(2) 6m59(+0.7) 高野　隼人(2) 6m57(+1.4) 羽入田　直斗(1) 6m47(+1.9) 田之口　修平(2) 6m47(+0.6) 菊池　柊斗(2) 6m41(+1.8)

山梨・身延 山梨・都留 山梨・韮崎 山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・谷村桂興譲館 山梨・甲府南 山梨・上野原

前田　匡蔵(1) 37m26 望月　大輝(2) 31m84 秋山  甲斐(2) 31m74 佐野　智哉(2) 29m87 伊藤　聖流(2) 27m09 野澤　侑飛(2) 26m84 深澤　澪(2) 26m18 中山　凌真(1) 24m39

山梨・山梨学院 山梨・山梨学院 山梨・山梨学院 山梨・身延 山梨・韮崎 山梨・甲府工業 山梨・甲府東 山梨・甲府工業

勝俣　雄登(2) 38m11 松永　賢哉(2) 31m33 望月　大輝(2) 30m95 今村　海渡(1) 28m81 菊地　翔太(1) 22m98 大石　達也(1) 21m14 荻野　祐悟(1) 20m88 上野　利輝(1) 20m46

山梨・巨摩 山梨・身延 山梨・山梨学院 山梨・身延 山梨・富士北稜 山梨・都留 山梨・巨摩 山梨・巨摩

秋山　萌(2) 12.63 中田　舞花(1) 12.81 松本　佳菜(1) 13.02 望月　愛(1) 13.21 望月　優(1) 13.36 小池　知穂(1) 13.36 白鳥　舞子(2) 13.39 渡辺　彩花(2) 13.60

山梨・駿台甲府 山梨・身延 山梨・甲府昭和 山梨・山梨学院 山梨・山梨学院 山梨・日川 山梨・甲府西 山梨・甲府昭和

横山　文香(2) 59.50 小林　茉優(2) 1:00.40 長田　侑加(2) 1:01.23 堀内　美成子(2) 1:01.53 横森　一加(1) 1:02.33 板楠　千尋(1) 1:02.65 増山　彩夏(1) 1:02.93 稲場　理乃(1) 1:04.00

山梨・駿台甲府 山梨・山梨学院 山梨・駿台甲府 山梨・富士河口湖 山梨・甲府昭和 山梨・山梨学院 山梨・韮崎 山梨・韮崎

村松　実桜(1) 4:59.94 工藤　楓(1) 5:03.61 石原　朱理(2) 5:04.64 落合　真子(1) 5:05.23 大澤　侑愛(2) 5:08.53 小林　真和(2) 5:14.14 手塚　彩絵(2) 5:16.67 南部　みなみ(1) 5:19.78

山梨・韮崎 山梨・甲府南 山梨・農林 山梨・農林 山梨・甲府第一 山梨・甲府昭和 山梨・日川 山梨・駿台甲府

樫山　結(2) 15.82 今村　令那(1) 16.11 赤沢　広美(1) 16.34 名執　奏波(1) 17.26 竹馬　李星(2) 17.38 篠原　理加(2) 17.41 田中　りお(1) 18.00 山田　怜奈(2) 18.17

山梨・身延 山梨・駿台甲府 山梨・巨摩 山梨・巨摩 山梨・甲府南 山梨・駿台甲府 山梨・笛吹 山梨・山梨学院

深沢　真優子(2) 31:01.55 滝井　紀沙羅(2) 31:52.02 市川　夏生(1) 32:14.19 鈴木　麻衣(2) 32:25.94

山梨・身延 山梨・身延 山梨・身延 山梨・谷村桂興譲館

駿台甲府 49.28 山梨学院附属 50.96 甲府昭和 51.21 甲府西 52.05 身延 52.39 韮崎 52.99 甲府南 53.22

長田　侑加(2) 望月　愛(1) 松本　佳菜(1) 大森　杏華(1) 秋山　こころ(2) 稲場　理乃(1) 粕谷　美玖(1)

秋山　萌(2) 小林　茉優(2) 渡辺　彩花(2) 長谷川　佳南(1) 中田　舞花(1) 柳生　希実子(1) 神澤　朱里(2)

横山　文香(2) 板楠　千尋(1) 梶原　瑞奈(2) 赤岡　紗代(2) 佐野　葵(1) 赤澤　雅(1) 竹馬　李星(2)

今村　令那(1) 望月　優(1) 横森　一加(1) 白鳥　舞子(2) 樫山　結(2) 猪股　南美(2) 宮本　成美(2)

保坂　奈菜(2) 5m25(+0.9) 篠原　理加(2) 5m24(+1.6) 知見　真衣(2) 5m09(+1.0) 雨宮　珠麻(1) 5m02(+0.2) 野田　穂乃花(1) 4m91(+2.6) 渡辺　瑠理(2) 4m64(+1.6) 半田　心(1) 4m61(+1.4) 宮川　蘭子(2) 4m58(+0.9)

山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・都留 山梨・駿台甲府 山梨・巨摩 山梨・富士北稜 山梨・甲府昭和 山梨・甲府昭和

青木　瑞歩(2) 33m15 角屋　朝花(1) 28m62 杉本　香桜(2) 26m73 菊川　泉(1) 26m37 河西　美奈(2) 26m11 秋山　こころ(2) 25m98 依田　こなみ(1) 25m35 辻　杏里(2) 24m25

山梨・身延 山梨・山梨 山梨・谷村桂興譲館 山梨・甲府昭和 山梨・甲府昭和 山梨・身延 山梨・山梨学院 山梨・山梨学院

凡例 

7位 8位

21日
男子100m
風：-1.2

1位 2位 3位 4位 5位 6位

21日 男子5000mW

21日 男子棒高跳

21日 男子400m

21日 男子1500m

21日
男子110mH(1.067m)

風：-3.3

21日 男子走幅跳

21日
男子円盤投

(1.750kg)

21日
男子ハンマー投

(6.000kg)

21日 女子5000mW

21日 女子走幅跳

21日
女子100m
風：-0.8

21日 女子400m

21日 女子1500m

21日
女子円盤投

(1.000kg)

21日
男子

3000mSC(0.914m)

21日 男子4X100mR

21日 女子4X100mR

21日
女子100mH(0.840m)

風：-2.8
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