
富 士 山 な わ と び 大 会 記 録 保 持 者 
 【個人種目】                              （２０２０．０１．２８現在） 

種目 部門 男子（記録） 女子（記録） 

フジヤマ跳び 

（時間とび） 

 

※R1 新ルール 

☆上限３７７６秒 

フジヤマ賞 

（１時間２分５６秒まで） 

小１ 勝又 真弘（４７分 ５秒）H28 伊藤 咲良（１７分５０秒）H26 

小２ 成川 響弥（５８分１１秒）H29 影山 美羽（３４分４１秒）H28 

小３ 幸治 匠 （４４分２４秒）H27 影山 美羽（３１分４０秒）H29 

☆フジヤマ賞（３７７６秒） 
山本 和  R1 

小４ 幸治 匠 （５６分２２秒）H28 沖田 真優（1 時間１６分２０秒）H28 

☆フジヤマ賞（３７７６秒） 
西沢 咲奏 R1 

小５ 幸治 匠 （１時間１４分８秒）H29 沖田 真優（1 時間４２分２３秒）H29 

小６ 幸治 匠（１時間４４分１７秒）H30 植松彩里咲（1 時間７分１５秒）H30 

一般 渡辺 翔馬（1 時間８分６秒）H29    

☆フジヤマ賞（３７７６秒） 

植松彩里咲  森川祐輝  幸治匠  石田泰暉  蛯子裕樹  R1 

※フジヤマ跳び（元時間跳び）一般は、男女共通種目 

あやとび 小１ 佐野 喜一（ ４４８）R1 土屋 日菜（５１９）H25 

小２ 渡邉 尋斗（ ３８１）H29 阿部 聡南（５３８）H28 

小３ 内藤 星汰（ ８７１）H25 山本 和 （２３９４）R1 

小４ 杉山 達哉（１２１６）H28 新井 幌加（４４０）H28 

小５ 岩科 向起（１４９２）H26 植松 彩里咲（４１５）H29 

小６ 石田 泰暉（３８１２）H30 天野 萌生（５６８）H28 

交差とび 小１ 芦川 太一（ ５９） H30 影山 美羽（ ８０）H27 

小２ 渡邉 尋斗（１８２）H29 影山 美羽（２００）H28 

小３ 勝又 真弘（７６８）H30 木部 桃奈（４５６）H29 

小４ 勝又 真弘（１１８９）R1 高野 絢心（２０２）H28  

小５ 長谷川拓海（４４８）H29 小松崎泉澄（３１３）H30 

小６ 長谷川拓海（９４３）H30 福田 実杜（５８９）H30 

二重とび 

 

小１ 菊池 俊哉（１４６）H27 土屋 日菜（１１９）H25 

小２ 長岡建之介（２０５）H26 山口 希空（１３７）H28 

小３ 吉田 輝  （２０４）R1 山本 和 （２２８）R1 

小４ 本間 洸志（４０７）H26 河村 陽菜（３２３）H29 

小５ 幸治 匠 （２４２）H29 河村 陽菜（２７６）H30 

小６ 幸治 匠 （４８８）H30 沖田 真優（４４３）H30 

一般 遠藤 渉 （５２７）H29 ※二重とび一般は男女共通種目 

三重とび 小４ 工藤 吉平（ ４３）H29  

※三重とびは男女共通種目 小５ 工藤 吉平（ ６０）H30 

小６ 工藤 吉平（１２１）R1 

一般 幸治 匠 （８３） 



あや二重とび 小１ 菊池 俊哉（ ４１）H27 椿 真緒  （ １０）H26 

小２ 勝又 真弘（ ５３）H28  土屋 日菜（ ６６）H26 

小３ 佐藤 歩 （１２４）H29 土屋 日菜（ ９４）H27 

小４ 佐藤 歩 （１６０）H30 土屋 日菜（１２５）H28 

小５ 佐藤 歩 （１８１）R1 沖田 真優（１５０）H29 

小６ 前島 友聖（１０８）R1 金子 渓 （１０１）H25 

交差二重とび 小１ 勝又 真弘（ １８）H28  －出場者なし－ 

小２ 勝又 真弘（ ３０）H29 渡邉 玲実（ ７） H27 

小３ 勝又 真弘（１１０）H30 木部 桃奈（３０）H29 

小４ 勝又 真弘（ ９０）R1 西沢 咲奏（５９）R1 

小５ 吉田 恵梧（１０８）H26 河村 陽菜（５８）H30 

小６ 井上 拓哉（ ８３）H30 河村 陽菜（７６）H28 

後ろ二重とび 小１ 勝又 真弘（ ３４）H28 大箸 心陽（３０）H27 

小２ 工藤 吉平（ ３８）H27 小野寺海陽（６４）H30 

小３ 工藤 吉平（１１２）H29 土屋 日菜（５５）H27 

小４ 工藤 吉平（１１４）H29 岸田 珠美（５６）H30 

小５ 曽我部謙太朗（７０）H30 中野 彩音（７１）R1 

小６ 工藤 吉平（１８７）R1 金子 渓（１００）H25 

親子とび 

 

小１ 西沢 匠翔（７４２）H26  

 

 

※親子とびは男女共通種目 

 

小２ 西沢 咲奏（４０９）H29 

小３ 西沢 匠翔（７６５）H28 

小４ 西沢 咲奏（２８５）R1 

小５ 山本 大登（３９３）R1 

小６ R1 新種目（出場者なし） 

 
【団体種目】 

種目 部門 チーム名 （ 記録 ） 種目 部門 チーム名 （ 記録 ） 

長縄 

8 の字跳

び 

3 分間 

低学年 元気いっぱい南っ子   （３２７）H26 ダブル 

ダッチ 

シングル 

低学年 Takaoka 空駆ける天満（７７）H30 

中学年 チームきずな大福    （４６１）H25 中学年 E-Jump Fuji（７７）H30 

高学年 NSMR33        （５３７）

H25 

高学年 T’s Academyパフォーマーズ（１１５）H30 

長縄 

8 の字跳

び 

１分間 

低学年 E-Jump Fuji ドリーム（１０２）H29 ダブル 

ダッチ 

ダブル 

低学年 出場者なし 

中学年 E-Jump Fuji      （１３５）H28 中学年 T’s Academy「雷」（１４１）H29 

高学年 原田ジャンプロープクラブ(１８６）

H26 

高学年 ジャスティス４（１５３）H29 

※R１年度からダブルダッチは、シングルとダブルのみとなります。 


