
第７１回　山梨県高校総合体育大会　陸上競技大会 

山梨中銀スタジアム 2019年5月3日,8日,9日

日付 種目

功刀　友貴(3) 48.98 羽田　虎太郎(3) 50.54 酒井　凌佑(3) 50.91 村松　星哉(3) 52.03 霜田　陸(3) 52.10 鈴木　颯(2) 52.54 望月　真(3) 52.83 小泉　直斗(3) 53.08

山梨・甲府西 山梨・身延 山梨・巨摩 山梨・身延 山梨・日大明誠 山梨・駿台甲府 山梨・身延 山梨・韮崎

加藤　聡太(3) 4:07.42 中込　空(3) 4:07.43 田中　莉生(3) 4:07.52 横内　晴人(3) 4:09.35 漆畑　徳輝(3) 4:09.81 額賀　稜平(3) 4:11.58 小林　拓登(3) 4:13.88 鶴田　拓(1) 4:15.12

山梨・山梨学院 山梨・巨摩 山梨・笛吹 山梨・韮崎 山梨・山梨学院 山梨・山梨学院 山梨・甲府昭和 山梨・笛吹

川崎　陽暉(2) 27:44.19 望月　歩夢(2) 27:55.49 荻原　那和(2) 29:35.01 川口　佳音(2) 30:18.06 白鳥　晴基(3) 32:31.20 髙山　賢人(2) 33:48.54

山梨・甲陵 山梨・身延 山梨・笛吹 山梨・身延 山梨・都留興譲館 山梨・都留興譲館

甲府西 42.13 駿台甲府 42.59 都留 42.69 甲府工 42.87 身延 42.87 甲府昭和 42.95 巨摩 43.60 山梨学院 43.90

伊藤　真心(2) 深澤　拓真(1) 金子　知樹(2) 百田　國光(3) 望月　颯(2) 石原　大暉(3) 中込　諒一(3) 大村　拓矢(3)

川手　拓朗(2) 宮川　玲(1) 藤木　大嗣(3) 飯島　郁(2) 珊瑚　龍之介(3) 古屋　皓大(3) 村田　翔哉(3) 久保田　輝(2)

鎌倉　裕朗(3) 石田　光希(3) 竹田　浩輝(3) 樋口　祥哉(2) 田中　翔大(2) 有野　勝(2) 名取　梓(2) 望月　陸渡(3)

功刀　友貴(3) 大柴　流空(2) 藤本　功輝(3) 赤井　悠次郞(3) 村松　星哉(3) 丸山　礼聖(3) 秋山　拓朗(3) 依田　柊哉(3)

佐藤　遼(3) 1m95 藤木　大嗣(3) 1m95 土屋　俊貴(3) 1m90 松本　昌太郎(3) 1m80 佐藤　豪(3) 1m80 澤登　柊衣(2) 1m75 平田　聖(1) 1m75

山梨・甲府南 山梨・都留 山梨・都留 山梨・甲府工 山梨・都留興譲館 山梨・駿台甲府 山梨・甲府工

天野　綾也(3) 1m80

山梨・吉田

小田切　優也(2) 4m00 飯野　隼斗(3) 3m60 中嶋　洸介(1) 3m60 小宮山　拓海(2) 3m50 樋口　祥哉(2) 3m50 井上　颯太(2) 3m30 青木　妙樹(3) 3m20 赤池　航(1) 3m20

山梨・甲府西 山梨・巨摩 山梨・巨摩 山梨・甲府南 山梨・甲府工 山梨・巨摩 山梨・甲府城西 山梨・甲府南

赤井　悠次郞(3) 7m18(+2.5) 樋川　晴之(2) 6m83(+1.8) 田中　翔大(2) 6m65(+2.1) 天野　綾也(3) 6m56(+0.8) 大柴　流空(2) 6m48(+1.5) 有野　勝(2) 6m47(+0.8) 土屋　俊貴(3) 6m45(+1.1) 金子　知樹(2) 6m40(+1.6)

山梨・甲府工 公7m00(+0.8) 山梨・北杜 山梨・身延 公6m61(+1.7) 山梨・吉田 山梨・駿台甲府 山梨・甲府昭和 山梨・都留 山梨・都留

鴨井　賢(2) 13m02 河野　飛羽(1) 12m78 小林　真(2) 12m44 小森　直吏(1) 12m38 成澤　楽人(3) 12m31 三井　玄(3) 11m89 丹澤　洸哉(1) 11m44 田中　悠太(3) 11m38

山梨・農林 山梨・農林 山梨・身延 山梨・身延 山梨・甲府南 山梨・甲府西 山梨・身延 山梨・農林

中村　遥香(3) 59.38 毛利　来夢(2) 59.38 向山　ひかり(2) 1:00.18 小林　杏樹(3) 1:00.23 雨宮　倫可(1) 1:00.81 横山　葵(2) 1:00.90 立澤　真弥(2) 1:01.10 堀内　菜央(2) 1:02.34

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

野田　みりか(2) 4:52.94 川下　玲奈(3) 4:55.25 渡辺　萌梨(2) 4:56.12 平塚　莉珠(3) 4:56.41 桜井　百香(3) 4:57.27 土屋　愛佳(3) 5:03.67 名取　万記歩(3) 5:10.35 飯島　佑理(2) 5:11.20

山梨・韮崎 山梨・山梨学院 山梨・山梨学院 山梨・山梨学院 山梨・笛吹 山梨・笛吹 山梨・韮崎 山梨・笛吹

渡辺　愛梨(3) 29:15.80 橘田　美来(3) 29:25.61 鈴木　彩夏(2) 33:15.23 望月　咲希(3) 35:05.17 橋本　樹里(2) 35:15.48 中村　夢花(3) 35:43.13 佐々木　遥香(2) 38:46.47

山梨・身延 山梨・笛吹 山梨・笛吹 山梨・身延 山梨・身延 山梨・山梨 山梨・韮崎

駿台甲府 48.73 甲府昭和 48.94 山梨学院 49.36 巨摩 49.41 韮崎 49.46 甲府西 49.66 甲府南 50.85 身延 50.95

福田　倭子(2) 池川　佳帆(2) 中村　美紀子(3) 帶金　玲菜(3) 中村　遥香(3) 和光　紀佳(2) 市川　真也子(1) 佐野　鈴香(2)

古屋　日奈子(2) 後藤　唯衣(2) 立澤　亜弥(2) 東海林　幸(2) 清水　優花(3) 山岸　彩香(3) 村松　美穂(3) 珊瑚　菜帆(2)

小林　杏樹(3) 大原　梨央(2) 立澤　真弥(2) 帶金　莉子(2) 向山　ひかり(2) 窪田　光莉(2) 小川　芽来(3) 鞍打　見春(3)

西村　わかな(3) 小林　美咲(2) 雨宮　倫可(1) 毛利　来夢(2) 堀部　優衣(1) 石田　直子(2) 堀内　菜央(2) 横山　葵(2)

山﨑　るな(3) 1m64 東海林　幸(2) 1m64 渡邉　美亜(3) 1m50 辻　彩花(3) 1m50 町田　結(2) 1m50 井上　咲音(3) 1m50 八巻　一紗(1) 1m45

山梨・都留 山梨・巨摩 山梨・日大明誠 山梨・甲府南 山梨・富士河口湖 山梨・巨摩 山梨・駿台甲府

大久保　凜(3) 1m50 三宅　春菜(1) 1m45

山梨・甲府昭和 山梨・身延

三吉　里緒(2) 2m80 斉藤　果音(2) 2m10 小俣　美月(3) 2m10

山梨・巨摩 GR 山梨・巨摩 山梨・富士北稜

古屋　日奈子(2) 5m95(+4.3) 小林　杏樹(3) 5m39(+4.3) 西村　わかな(3) 5m29(+0.5) 渡辺　侑希(3) 5m21(+2.2) 土屋　ゆい(1) 5m08(+2.1) 勝俣　萌(2) 5m03(+1.4) 今井　梨緒(3) 4m98(+1.5) 辻　彩花(3) 4m90(+1.5)

山梨・駿台甲府 公5m74(+1.6) 山梨・駿台甲府 公5m36(+1.4) 山梨・駿台甲府 山梨・吉田 公4m92(+1.4) 山梨・巨摩 公5m04(+0.9) 山梨・富士河口湖 山梨・北杜 山梨・甲府南

今村　美玲(3) 10m79 永田　櫻(3) 9m53 三井　陽麗(3) 9m42 有坂　月華(3) 9m34 望月　舞夏(3) 8m92 広瀬　七彩(2) 8m77 永田　舞(1) 8m72 今井　萌圭(2) 8m65

山梨・身延 山梨・農林 山梨・山梨学院 山梨・富士北稜 山梨・身延 山梨・駿台甲府 山梨・農林 山梨・身延

GR:大会新

5月3日 女子棒高跳

5月3日 女子走幅跳

5月3日 女子砲丸投(4.000kg)

5月3日 女子4×100mR

5月3日 女子走高跳

5月3日 女子400m

5月3日 女子1500m

5月3日 女子5000mW

5月3日 男子棒高跳

5月3日 男子走幅跳

5月3日 男子砲丸投(6.000kg)

5月3日 男子4×100mR

5月3日 男子走高跳

8位

5月3日 男子400m

5月3日 男子1500m

5月3日 男子5000mW

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
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