
日付 種目

加藤　翔太(3)  11.10 (+0.1) 稲毛　碧(2)  11.17 (+0.1) 岡田　昌真(3)  11.19 (+0.1) 菅原　悠太(3)  11.25 (+0.1) 髙木　健太朗(3)  11.30 (+0.1) 南雲　大地(3)  11.46 (+0.1) 渡邊　東輝(3)  11.49 (+0.1) 市川　敦也(3)  11.50 (+0.1)

阿賀野･水原中 ZR 新潟･新潟柳都中 ZR 燕･燕中 ZR 新潟･南浜中 長岡･南中 上越･上教大附中 新発田･紫雲寺中 新潟･附属新潟中

加藤　翔太(3)  22.75 (-2.1) 稲毛　碧(2)  23.15 (-2.1) 髙木　健太朗(3)  23.34 (-2.1) 加瀬　翔天(3)  23.35 (-2.1) 菅原　悠太(3)  23.55 (-2.1) 南雲　大地(3)  23.57 (-2.1) 渡邊　東輝(3)  23.87 (-2.1)

阿賀野･水原中 ZR 新潟･新潟柳都中 長岡･南中 長岡･大島中 新潟･南浜中 上越･上教大附中 新発田･紫雲寺中

荻原　元(3)  51.86 宮　翼(3)  51.89 西巻　光(3)  52.40 栗岩　健太(3)  52.58 曽我　竜也(3)  53.69 玉澤　竜司(3)  54.12 池田　幸太(3)  55.35

新発田･猿橋中 長岡･宮内中 柏崎･松浜中 上越･城北中 長岡･中之島中 新発田･本丸中 上越･板倉中

竹田　俊輔(3)  2:00.16 大宮　桂伍(3)  2:02.65 栗岩　健太(3)  2:03.23 安達　理陽(2)  2:04.14 田代　一馬(3)  2:05.13 澤田　康之介(3)  2:05.73 櫻井　健虎(3)  2:07.15

妙高･妙高高原中 ZR 上越･板倉中 上越･城北中 新潟･光晴中 糸魚川･青海中 新潟･亀田西中 三条･第四中

岸本　大紀(3)  4:04.51 横田　俊吾(3)  4:04.54 澤潟　士以(3)  4:09.65 大宮　桂伍(3)  4:12.95 安達　理陽(2)  4:13.76 松岡　竜矢(3)  4:13.92 山本　暖(3)  4:13.99 宮澤　陸(3)  4:14.64

燕･分水中 ZR 五泉･山王中 ZR 十日町･吉田中 上越･板倉中 新潟･光晴中 燕･吉田中 上越･直江津東中 燕･吉田中

岸本　大紀(3)  8:57.95 横田　俊吾(3)  8:58.13 澤潟　士以(3)  9:11.83 阿部　爽真(3)  9:16.53 神子島　颯汰(3)  9:19.79 山本　暖(3)  9:20.53 田中　歩夢(2)  9:21.02 松岡　竜矢(3)  9:21.08

燕･分水中 ZR 五泉･山王中 ZR 十日町･吉田中 五泉･五泉北中 三条･本成寺中 上越･直江津東中 中魚･津南中 燕･吉田中

本間　大誠(3)  14.39 (+0.3) 永山　諒(3)  14.81 (+0.3) 多川　恭輔(3)  14.92 (+0.3) 徳永　真人(3)  15.14 (+0.3) 澤田　利希(3)  15.38 (+0.3) 土屋　篤志(3)  15.55 (+0.3) 阿部　優輝(3)  16.14 (+0.3) 鈴木　邦陽(3)  16.16 (+0.3)

新潟･藤見中 ZR 魚沼･湯之谷中 ZR 新潟･亀田中 ZR 上越･春日中 柏崎･第三中 新潟･新津第一中 新潟･下山中 見附･見附中

燕･燕中  43.94 新潟･木戸中  44.05 新潟･附属新潟中  44.17 長岡･南中  45.25 妙高･新井中  45.31 阿賀野･水原中  45.46 新潟･木崎中  45.72 糸魚川･能生中  46.04

小越　有翔(3) 佐々木　唯人(2) 川出　爽太(3) 今井　大和(3) 藤井　裕成(3) 渡邊　大輝(3) 今村　海斗(2) ナカムラ　拓海(2)

岡田　昌真(3) 本間　大輝(3) 知野　竜斗(3) 加納　大己(3) 間島　楓(2) 二瓶　晃希(3) 久住　蓮(2) 瀧　寛丸(2)

武井　翔(3) 土田　耀大(3) 市川　敦也(3) 多田　和樹(3) 吉川　渓(2) 山川　智也(3) 田澤　史音(3) 杉田　滉(3)

阿部　太輝(3) 大海　広(3) 松永　幸哉(3) 髙木　健太朗(3) 矢坂　昇太(3) 加藤　翔太(3) 遠藤　皐輝(3) 大野　健太郎(3)

五十嵐　晴人(2)  1.80 長谷川　了亮(3)  1.80 横山　輝(3)  1.75 太田　朝陽(3)  1.75 伏見　幸太(3)  1.75 田村　空嶺(3)  1.70 土井　颯馬(3)  1.70

新潟･新津第五中 三条･第四中 新潟･東石山中 上越･頸城中 新潟･亀田中 上越･八千浦中 新潟･上山中

田村　凜太朗(3)  1.70

三条･第一中

清水　龍(3)  4.20 中山　祐希(3)  3.90 星名　晃輔(3)  3.60 生田　岳之(3)  3.50 秋山　友飛(3)  3.50 櫻井　太貴(3)  3.50 生田　峰之(3)  3.50 阿部　慶一郎(3)  3.40

十日町･中条中 ZR 刈羽･刈羽中 十日町･川西中 柏崎･第三中 十日町･中条中 十日町･十日町中 柏崎･第三中 十日町･十日町中

近藤　蒼依(3)  6.50 (0.0) 荒川　康生(3)  6.40 (+0.7) 本間　大輝(3)  6.32 (-0.6) 上野　夏人(3)  6.11 (0.0) 馬場　大冴(3)  6.00 (0.0) 古市　雄大(3)  5.99 (0.0) 増子　港大(3)  5.94 (0.0) 武井　翔(3)  5.87 (0.0)

柏崎･東中 ZR 新潟･新津第五中 新潟･木戸中 村上･荒川中 新発田･東中 糸魚川･青海中 新発田･本丸中 燕･燕中

荒川　康生(3)  w12.95 (+3.8) 山﨑　真吾(3)  12.64 (+1.2) 下村　春(3)  w12.49 (+2.5) 上野　夏人(3)  12.42 (+1.4) 小林　真嘉(3)  12.24 (+2.0) 堀　喜成(3)  w12.12 (+2.4) 渡邊　竜之介(2)  w12.10 (+3.2) 種村　真尚(3)  w12.08 (+2.6)

新潟･新津第五中 糸魚川･青海中 長岡･東中 村上･荒川中 三条･栄中 村上･村上第一中 長岡･東中 南魚沼･塩沢中

小幡　建斗(3)  12.46 阿部　直輝(2)  11.94 笠井　凌介(2)  11.84 内山　隼輝(3)  10.99 遠藤　寛文(2)  10.57 髙津　有希(3)  10.30 小出　龍弥(3)  10.30 加藤　悠太(3)  9.83

魚沼･広神中 十日町･中条中 佐渡･両津中 上越･浦川原中 新潟･巻西中 上越･城北中 新潟･新津第一中 村上･荒川中

土屋　篤志(3)  2379 渡部　貴幸(3)  2290 鈴木　蓮(3)  2195 横山　輝(3)  2192 岩下　初音(3)  2187 山崎　敬太郎(3)  2150 田邉　竜也(3)  2116 鈴木　邦陽(3)  2109

新潟･新津第一中 小千谷･小千谷中 三条･第二中 新潟･東石山中 柏崎･西山中 妙高･新井中 長岡･中之島中 見附･見附中

7月24日 110mH  15.24 (+1.7) 821  16.17 (+1.7) 714  16.24 (+1.7) 706  17.39 (+1.8) 584  16.93 (+0.9) 632  16.79 (+1.8) 646  15.98 (+1.8) 735  15.87 (+0.9) 747

7月24日 砲丸投  10.53 518  8.87 418  9.64 464  9.00 426  9.14 434  9.37 448  7.96 364  9.83 475

7月25日 走高跳  1.62 480  1.71 552  1.62 480  1.77 602  1.71 552  1.62 480  1.56 434  1.50 389

7月25日 400m  55.99 560  54.83 606  56.37 545  55.48 580  55.74 569  55.57 576  55.39 583  57.60 498

w (wind assist) : 追風参考

ZR : 全中参加標準記録

全中：第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会出場資格

7月25日 砲丸投

7/24～7/25 四種競技

7月24日 走幅跳

7月25日 三段跳

7月24日 走高跳

7月24日 棒高跳

7月24日 110mH

7月25日 4x100mR

7月24日 1500m

7月25日 3000m

7月24日 400m

7月25日 800m

7位 8位

男子 7月24日 100m

7月25日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 新潟県中学校体育連盟　新潟陸上競技協会 陸協名 新潟陸上競技協会

競技会名 第46回新潟県中学校総合体育大会
期日・時刻 2015/7/25 審判長 小岩　　修

競技場名 柏崎市陸上競技場 記録主任 長谷川　和弘

全中



日付 種目

吉井　里々子(2)  12.35 (+1.3) 鈴木　杏(3)  12.51 (+1.3) 長井　未吹(3)  12.64 (+1.3) 綠川　愛夏(2)  12.65 (+1.3) 髙橋　ひなた(2)  12.68 (+1.3) 塚本　朱璃(3)  12.73 (+1.3) 髙橋　里歌(3)  12.73 (+1.3) 池田　咲恵佳(3)  12.75 (+1.3)

新潟･鳥屋野中 ZR 新潟･岩室中 ZR 長岡･小国中 燕･吉田中 十日町･川西中 新潟･上山中 柏崎･鏡が沖中 上越･板倉中

鈴木　杏(3)  26.47 (-2.8) 長井　未吹(3)  26.65 (-2.8) 塚本　朱璃(3)  27.12 (-2.8) 綠川　愛夏(2)  27.33 (-2.8) 平野　愛奈(3)  27.35 (-2.8) 中村　花菜(3)  27.38 (-2.8) 小林　美空(3)  27.58 (-2.8) 田中　更紗(3)  27.96 (-2.8)

新潟･岩室中 長岡･小国中 新潟･上山中 燕･吉田中 上越･春日中 糸魚川･糸魚川東中 阿賀野･京ヶ瀬中 北蒲･聖籠中

谷間　咲南(3)  2:17.37 中町　有里(3)  2:19.77 西山　未来(3)  2:19.95 望月　春香(3)  2:20.00 森橋　美月(3)  2:20.50 栁　愛子(3)  2:21.50 杉本　雛鞠(2)  2:22.59

新潟･鳥屋野中 十日町･下条中 燕･燕中 上越･城北中 新潟･新津第一中 十日町･吉田中 新潟･鳥屋野中

谷間　咲南(3)  4:47.55 佐々木　藍衣(3)  4:48.42 栁　愛子(3)  4:53.64 近藤　愛(3)  4:54.51 野田　春花(2)  4:54.58 田村　愛(3)  4:55.32 西山　未来(3)  4:55.35 田島　美聡(3)  4:55.67

新潟･鳥屋野中 新潟･小針中 十日町･吉田中 十日町･下条中 新潟･鳥屋野中 新潟･新津第一中 燕･燕中 阿賀野･水原中

柳　万葉(3)  15.11 (-2.9) 本田　菜々(3)  15.14 (-2.9) 吉井　里々子(2)  15.27 (-2.9) 髙橋　優愛(3)  15.66 (-2.9) 髙﨑　織音(3)  15.88 (-2.9) 田中　舞(3)  15.99 (-2.9) 田村　咲(3)  16.14 (-2.9) 田中　みなみ(3)  16.25 (-2.9)

十日町･水沢中 新潟･関屋中 新潟･鳥屋野中 南魚沼･塩沢中 北蒲･聖籠中 新潟･東新潟中 新潟･上山中 小千谷･小千谷中

上越･上教大附中  50.39 新潟･内野中  50.49 上越･板倉中  50.91 新潟･上山中  51.12 燕･吉田中  51.52 新潟･小新中  52.21 長岡･江陽中  52.47 新潟･関屋中  55.59

広瀬　結菜(3) 内山　莉穂(3) 小川　侑真(2) 樋口　奈菜(3) 黒田　桃子(3) 大野　花蓮(2) 松井　日和(3) 青木　真子(2)

土田　菜里香(2) 今井　稀月(3) 池田　咲恵佳(3) 塚本　朱璃(3) 綠川　愛夏(2) 岡部　愛実(3) 棚橋　美穂(3) 本田　菜々(3)

瀧本　弓子(2) 古俣　真由子(3) 閏間　美智加(3) 込山　りん(2) 池田　つぶら(3) 岩野　遥(3) 長谷川　悠理(3) 齋藤　沙耶(3)

上野　真琴(3) 長谷川　サラ(2) 新井　真理彩(3) 田村　咲(3) 五十嵐　星花(2) 藤田　咲花(2) 安達　有羽(2) 飯原　美帆(3)

渡邉　日和(3)  1.50 新保　伽奈(3)  1.50 村山　朝霞(3)  1.50 権瓶　祐季奈(3)  1.45 長野　美々(3)  1.45 山本　ありさ(2)  1.40

新潟･下山中 上越･大潟町中 長岡･岡南中 新潟･小須戸中 糸魚川･糸魚川東中 糸魚川･能生中

釼持　ひろ(3)  1.45 髙橋　詠理(3)  1.40

新発田･第一中 岩船･関川中

三宮　瑞季(3)  1.45 田村　朱実(2)  1.40

刈羽･刈羽中 南魚沼･塩沢中

陸川　明日香(2)  1.40

上越･中郷中

上野　真琴(3)  5.49 (+1.5) 髙橋　ひなた(2)  5.43 (+0.9) 樋口　夢乃(3)  5.40 (+0.9) 星野　百香(3)  5.15 (+1.5) 小野　花織(2)  5.08 (+2.0) 瀧澤　凜(3)  4.93 (+0.2) 渡辺　叶乃子(3)  4.90 (+1.8) 笠木　美玖莉(3)  4.89 (+1.3)

上越･上教大附中 ZR 十日町･川西中 ZR 阿賀野･京ヶ瀬中 ZR 見附･見附中 柏崎･第一中 小千谷･南中 糸魚川･青海中 佐渡･金井中

中山　芽(3)  12.61 北見　優花(2)  11.83 仲川　真梨亜(3)  10.99 新井　真理彩(3)  10.98 金子　遥菜(3)  10.74 六井　ゆり(3)  10.66 宮沢　美里(3)  10.33 牧野　華乃(3)  9.98

新潟･巻西中 ZR 長岡･東中 佐渡･金井中 上越･板倉中 新潟･巻西中 新発田･東中 十日町･水沢中 糸魚川･糸魚川東中

今井　明日香(3)  2483 寺澤　瑞穂(3)  2249 大野　花蓮(2)  2148 磯部　萌(2)  2144 飯田　珠子(3)  2134 斉藤　里華(3)  2119 髙﨑　織音(3)  2117 飯原　美帆(3)  2074

魚沼･小出中 長岡･旭岡中 新潟･小新中 村上･荒川中 上越･上教大附中 新発田･猿橋中 北蒲･聖籠中 新潟･関屋中

7月24日 100mH  16.06 (+0.7) 707  15.91 (+1.6) 725 w 16.04 (+2.4) 709  15.45 (+1.6) 783  15.83 (+1.4) 735  16.72 (+0.7) 628  15.33 (+0.7) 799 w 15.36 (+2.4) 795

7月25日 走高跳  1.57 701  1.27 379  1.30 409  1.24 350  1.36 470  1.42 534  1.21 321  1.30 409

7月25日 砲丸投  10.20 543  10.21 543  8.22 414  8.97 462  7.63 375  7.26 352  9.34 486  7.15 345

7月25日 200m  29.30 (-4.4) 532  28.37 (-4.4) 602  28.19 (-1.6) 616  29.07 (-4.4) 549  29.00 (-4.4) 554  28.33 (-1.6) 605  29.59 (-4.4) 511  29.40 (-4.4) 525

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 新潟県中学校体育連盟　新潟陸上競技協会 陸協名 新潟陸上競技協会

審判長 小岩　　修

競技場名 柏崎市陸上競技場 記録主任 長谷川　和弘

w (wind assist) : 追風参考

ZR : 全中参加標準記録

全中：第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会出場資格

競技会名 第46回新潟県中学校総合体育大会
期日・時刻 2015/7/25

7月24日 砲丸投

7/24～7/25 四種競技

7月25日 走高跳

7月25日 走幅跳

7月25日 100mH

7月25日 4x100mR

7月24日 800m

7月25日 1500m

女子 7月24日 100m

7月25日 200m

全中


