
第６８回山梨県高等学校総合体育大会　陸上競技の部　兼第６９回関東高等学校陸上競技大会県予選会
中銀スタジアム 平成28年5月7,11,12日

日付 種目

中山　一樹(3) 48.46 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ(2) 50.02 宮下　滉平(3) 50.39 村松　諒哉(3) 50.47 内藤　光(2) 50.78 依田　侑大(3) 50.78 藤原　瑞木(3) 52.00 栗田　航希(3) 53.93
山梨・韮崎 山梨・駿台甲府 山梨・甲府昭和 山梨・甲府南 山梨・甲府工業 山梨・身延 山梨・甲府南 山梨・甲府西
飯澤　千翔(1) 4:03.58 矢島　洸一(2) 4:04.47 成田　成司(3) 4:05.64 八重畑　龍和(2) 4:06.05 穂坂　快晴(3) 4:06.30 宮下　隼人(2) 4:06.96 藤巻　天(2) 4:09.42 望月　満帆(1) 4:11.45
山梨・山梨学院 山梨・山梨学院 山梨・韮崎 山梨・山梨学院 山梨・農林 山梨・富士河口湖 山梨・甲府工業 山梨・甲府第一
望月　太貴(3) 23:56.02 杉本　勝(3) 24:45.48 遠藤　楓河(3) 24:51.24 池田　穂高(2) 25:02.11 小俣　大地(3) 26:17.73 村松　滉太(2) 26:58.44 中村　維吹(3) 27:55.03 荻原　央隆(3) 28:52.11
山梨・身延 山梨・都留興譲館 山梨・身延 山梨・甲府昭和 山梨・都留興譲館 山梨・山梨学院 山梨・農林 山梨・農林
駿台甲府　 41.13 身延　 42.21 甲府西　 42.30 山梨学院 42.65 韮崎　 42.75 甲府南　 43.02 甲府工業　 43.16 巨摩　 43.29
辰巳　海斗(3) GR 野口　和輝(3) 大勝　立己(2) 野村　　涼(2) 櫻井　啓裕(3) 荻原　龍馬(2) 山田　健二(2) 小山　周馬(2)
田中　拓海(2) 望月　璃雅(3) 功刀　啓太郎(3) 小幡　隆史(2) 横森　友朗(3) 樋川　昂史朗(3) 新奥　亮雅(2) 古屋　有留人(3)
土屋　拓斗(2) 赤井　滉太郎(2) 内田　暁久(3) 雨宮　健仁(2) 中山　一樹(3) 榊原　智仁(2) 川和田　龍聖(2) 勝俣　雄登(3)
大久保　雄平(3) 佐野　航平(3) 牛山　翔太(2) 上野　祐馬(3) 廣瀬　拓巳(3) 石黒　直哉(3) 伴野　雄高(3) 山本　　武(3)
水上　雄也(2) 3m80 平井　大智(2) 3m70 坂巻　佑都(3) 3m50 小山　和馬(1) 3m50 宮下　真(3) 3m40 功刀　滉二郎(1) 3m30 佐藤　舜紀(3) 3m00 野澤　広輝(2) 2m80
山梨・巨摩 山梨・富士北稜 山梨・巨摩 山梨・甲府昭和 山梨・富士北稜 山梨・甲府西 山梨・都留 山梨・都留
横森　友朗(3) 6m96(+0.3) 髙野　隼人(3) 6m75(+1.5) 加藤　大虎(1) 6m67(+1.8) 望月　璃雅(3) 6m66(+0.6) 小川　和人(3) 6m65(+1.7) 上野　　旭(3) 6m61(+1.5) 菊池　柊斗(3) 6m60(+1.3) 丹澤　寛太(2) 6m44(+1.1)
山梨・韮崎 山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・身延 山梨・都留 山梨・都留 山梨・上野原 山梨・巨摩
前田　匡蔵(2) 43m54 秋山  甲斐(3) 33m47 星野　優人(3) 31m97 佐野　智哉(3) 31m10 野澤　侑飛(3) 29m55 片山　主税(2) 28m86 野澤　大輝(2) 28m80 深澤　澪(3) 28m58
山梨・山梨学院 GR 山梨・山梨学院 山梨・甲府昭和 山梨・身延 山梨・甲府工業 山梨・山梨学院 山梨・都留 山梨・甲府東
勝俣　雄登(3) 40m57 辻口　裕一(3) 39m08 前田　匡蔵(2) 38m48 大石　達也(2) 34m25 今村　海渡(2) 32m65 松永　賢哉(3) 32m58 長谷川　翔太(2) 32m46 佐野　智哉(3) 30m76
山梨・巨摩 山梨・日本航空 山梨・山梨学院 山梨・都留 山梨・身延 山梨・身延 山梨・東海大甲府 山梨・身延
横森　一加(2) 59.26 小林　茉優(3) 59.35 今村　令那(2) 59.62 横山　文香(3) 1:00.56 雨宮　珠麻(2) 1:01.42 堀内　美成子(3) 1:01.45 柳生　希実子(2) 1:02.97 稲場　理乃(2) 1:04.87
山梨・甲府昭和 山梨・山梨学院 山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・駿台甲府 山梨・富士河口湖 山梨・韮崎 山梨・韮崎
小笠原　朱里(1) 4:36.92 山下　京香(3) 4:42.71 小田切　愛優(2) 4:45.17 原　恵梨子(3) 4:45.38 黄川田　優香(1) 4:49.66 大澤　侑愛(3) 4:50.00 村松　実桜(2) 4:52.81 石井　彩(3) 5:00.26
山梨・山梨学院 山梨・山梨学院 山梨・韮崎 山梨・韮崎 山梨・山梨学院 山梨・甲府第一 山梨・韮崎 山梨・農林
市川　夏生(2) 29:13.90 鈴木　麻衣(3) 31:29.95 滝井　紀沙羅(3) 32:11.95 深沢　真優子(3) 37:24.65
山梨・身延 山梨・都留興譲館 山梨・身延 山梨・身延
駿台甲府　 48.06 甲府昭和　 48.37 巨摩　 49.53 甲府西　 51.34 身延　 51.55 山梨学院 51.55 韮崎　 51.62 都留興譲館 52.48
長田　侑加(3) GR 渡辺　彩花(3) 赤沢　広美(2) 赤岡　紗代(3) 秋山　こころ(3) 望月　　愛(2) 稲場　理乃(2) 古屋　千晶(2)
山口　華枝(1) 松本　佳菜(2) 石川　幸歩(3) 長谷川　佳南(3) 中田　舞花(2) 小林　茉優(3) 柳生　希実子(2) 中村　早耶(3)
横山　文香(3) 宮川　蘭子(3) 相原　咲良(1) 大森　杏華(2) 佐野　葵(2) 板楠　千尋(2) 赤澤　雅(2) 伊奈　零亜(2)
秋山　萌(3) 横森　一加(2) 三吉　南緒(1) 白鳥　舞子(3) 樫山　結(3) 小野間　愛芽(2) 古屋　鈴子(1) 宮澤　日菜(3)
渡邊　野乃(3) 3m10 髙山　瑞生(2) 2m00
山梨・富士北稜 山梨・富士北稜
山口　華枝(1) 5m62(+0.3) 宮川　蘭子(3) 5m34(-0.9) 保坂　奈菜(3) 5m13(0.0) 野田　穂乃花(2) 5m05(-1.5) 渡邊　野乃(3) 5m01(-0.4) 角屋　朝花(2) 5m01(+2.0) 知見　真衣(3) 4m98(-0.3) 三吉　南緒(1) 4m98(-0.9)
山梨・駿台甲府 山梨・甲府昭和 山梨・駿台甲府 山梨・巨摩 山梨・富士北稜 山梨・山梨 山梨・都留 山梨・巨摩
青木　瑞歩(3) 34m32 菊川　泉(2) 32m58 角屋　朝花(2) 31m66 杉本　香桜(3) 29m99 秋山　こころ(3) 29m13 河西　美奈(3) 27m20 小林　綾花(2) 25m25 辻　杏里(3) 23m52
山梨・身延 山梨・甲府昭和 山梨・山梨 山梨・都留興譲館 山梨・身延 山梨・甲府昭和 山梨・韮崎 山梨・山梨学院
島田　愛花菜(2) 32m40 宮澤　まあや(2) 31m18 萩原　里帆(2) 30m56 羽田　美乃里(2) 24m48 杉本　香桜(3) 24m10 佐野　葵(2) 19m37 深沢　萌絵(1) 17m37
山梨・東海大甲府 山梨・身延 山梨・韮崎 山梨・富士北稜 山梨・都留興譲館 山梨・身延 山梨・身延

凡例  GR:大会記録

5位 6位 7位 8位

7日 男子400m

7日 男子1500m

1位 2位 3位 4位

7日 男子5000mW

7日 男子4X100mR

7日 男子棒高跳

7日 男子走幅跳

7日 男子円盤投(1.750kg)

7日
男子ハンマー投

(6.000kg)

7日 女子400m

7日 女子1500m

7日 女子5000mW

7日 女子円盤投(1.000kg)

7日
女子ハンマー投
(4.000kg)　OP

7日 女子4X100mR

7日 女子棒高跳　OP

7日 女子走幅跳
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