
日付 種目

田浦　裕樹(2)  24.92 (-0.1) 吉田　航(2)  25.17 (-0.1) 西潟　武杜(2)  25.46 (-0.1) 山﨑　海渡(2)  25.55 (-0.1) 木村　光輝(1)  25.84 (-0.1) 吉田　琉稀(2)  25.92 (-0.1) 川野　祥太(1)  25.95 (-0.1) 小田　博大(2)  26.41 (-0.1)

三条･第二中 三条･栄中 加茂･加茂中 三条･第一中 三条･第一中 三条･下田中 三条･栄中 見附･西中

伊藤　佳吾(2)  1:00.17 鈴木　多聞(2)  1:00.17 目黒　凪琉(2)  1:00.65 坂爪　駿斗(2)  1:00.88 齋藤　構(2)  1:00.92 小林　幸生(2)  1:02.17 田巻　瑛士(2)  1:02.43 佐藤　隼也(2)  1:02.55

南蒲･田上中 見附･西中 三条･第二中 三条･第一中 三条･第一中 加茂･葵中 三条･大崎中 三条･下田中

小坂井　龍慎(2)  2:11.87 髙橋　怜央(2)  2:14.05 髙橋　慶(2)  2:17.78 桑原　陽太(1)  2:21.89 鹿間　楓弥(1)  2:22.46 玉井　浩希(1)  2:23.35 鈴木　海悠(2)  2:23.89 目黒　凪琉(2)  2:25.03

見附･見附中 三条･大崎中 加茂･葵中 三条･第一中 南蒲･田上中 見附･西中 三条･本成寺中 三条･第二中

竹石　優(1)  9:43.12 野村　正樹(2)  9:49.43 佐郷　幸多(2)  9:56.88 内田　善登(2)  10:00.29 長井　大翔(2)  10:04.40 岡　恵護(2)  10:08.55 井上　卓哉(1)  10:46.18 齋藤　瑞季(2)  10:48.48

三条･大崎中 見附･見附中 加茂･葵中 三条･第四中 見附･南中 三条･栄中 加茂･葵中 三条･大崎中

林　義己(2)  18.24 (-1.6) 大谷　拓也(2)  18.63 (-1.6) 木菱　翔太(2)  19.00 (-1.6) 馬場　申二(1)  19.43 (-1.6) 星　征京(1)  19.89 (-1.6) 味方　佑真(1)  20.21 (-1.6) 皆木　奏多(1)  20.95 (-1.6) 坂口　侑弥(1)  21.16 (-1.6)

見附･見附中 見附･見附中 三条･第二中 三条･大崎中 加茂･加茂中 見附･西中 南蒲･田上中 見附･西中

三条･第一中  47.74 見附･見附中  48.45 三条･栄中  48.65 三条･大崎中  48.99 三条･第二中  49.06 三条･下田中  50.26 見附･西中  50.44 加茂･加茂中  55.13

木村　航成(2) 原山　風優人(1) 山﨑　慧(2) 蝶名林　和輝(2) 木菱　翔太(2) 木村　玲人(1) 鈴木　多聞(2) 星　征京(1)

山﨑　海渡(2) 小坂井　龍慎(2) 川野　祥太(1) 大湊　陽介(1) 田浦　裕樹(2) 五十嵐　拓哉(2) 矢嶋　爽生(1) 西潟　武杜(2)

木村　光輝(1) 田邊　陽輝(2) 栗林　大地(1) 金子　和樹(2) 土田　勇心(2) 佐藤　利玖(1) 小林　大輝(2) 五十嵐　悠貴(2)

市野　冬馬(2) 林　義己(2) 吉田　航(2) 長谷川　学飛(2) 勝又　天斗(2) 吉田　琉稀(2) 小田　博大(2) 堀内　彪真(1)

小林　嵩良(2)  1.50

加茂･葵中

力石　晟歌(2)  5.34 (+0.1) 田邊　陽輝(2)  5.33 (+0.4) 岡田　泰朋(2)  5.30 (+0.4) 金子　和樹(2)  5.28 (+0.3) 宮島　直也(2)  5.15 (+1.1) 佐藤　剣太(2)  4.96 (+0.6) 伊藤　陽起(2)  4.95 (+0.2) 橘　祐里(1)  4.75 (+0.3)

南蒲･田上中 見附･見附中 三条･第一中 三条･大崎中 三条･第一中 三条･第四中 三条･本成寺中 三条･下田中

田邊　陽輝(2)  11.38 (+0.6) 小林　嵩良(2)  10.85 (+1.6) 佐藤　剣太(2)  10.23 (+1.3) 佐野　和生(2)  10.18 (+0.3) 遠藤　颯(2)  9.97 (+0.8) 日高　望光(2)  8.91 (+0.8) 遠間　海斗(1)  8.35 (+1.1)

見附･見附中 加茂･葵中 三条･第四中 見附･見附中 三条･第四中 南蒲･田上中 南蒲･田上中

髙野　伊汰(2)  8.18 江部　治真(2)  7.91 皆川　将伍(1)  7.37 福島　成梧(2)  7.20 神代　大輝(1)  6.99 五十嵐　拓哉(2)  6.44 牛腸　瑛斗(1)  6.36 関川　敦仁(2)  6.01

三条･第四中 三条･大崎中 三条･栄中 見附･西中 三条･下田中 三条･下田中 南蒲･田上中 加茂･葵中

佐野　力斗(1)  1250 遠藤　颯(2)  1110

見附･見附中 三条･第四中

9月27日 110mH

9月27日 砲丸投

9月27日 走高跳

9月27日 400m

川野　祥太(1)  12.38 (+1.6) 木村　光輝(1)  12.53 (+1.6) 原山　風優人(1)  12.55 (+1.6) 鈴木　伶央(1)  12.61 (+1.6) 矢嶋　爽生(1)  13.03 (+1.6) 小川　呼人(1)  13.19 (+1.6) 佐野　力斗(1)  13.26 (+1.6)

三条･栄中 三条･第一中 見附･見附中 三条･第一中 見附･西中 加茂･加茂中 見附･見附中

竹石　優(1)  4:31.68 伊佐　昂大(1)  4:35.68 桑原　陽太(1)  4:39.33 玉井　浩希(1)  4:53.59 鹿間　楓弥(1)  4:57.05 栗山　冬輝(1)  4:58.75 井上　卓哉(1)  5:00.08 長沢　羽琉(1)  5:03.04

三条･大崎中 GR 見附･西中 三条･第一中 見附･西中 南蒲･田上中 三条･第二中 加茂･葵中 三条･第四中

田﨑　空(2)  12.03 (0.0) 市野　冬馬(2)  12.10 (0.0) 田浦　裕樹(2)  12.11 (0.0) 吉田　航(2)  12.37 (0.0) 西潟　武杜(2)  12.39 (0.0) 力石　晟歌(2)  12.39 (0.0) 金子　和樹(2)  12.49 (0.0) 長谷川　学飛(2)  12.66 (0.0)

見附･南中 三条･第一中 三条･第二中 三条･栄中 加茂･加茂中 南蒲･田上中 三条･大崎中 三条･大崎中

小坂井　龍慎(2)  4:33.31 髙橋　怜央(2)  4:36.01 野村　正樹(2)  4:40.49 岡　恵護(2)  4:40.79 長井　大翔(2)  4:41.78 内田　善登(2)  4:41.90 髙橋　慶(2)  4:41.92 鈴木　海悠(2)  4:42.65

見附･見附中 三条･大崎中 見附･見附中 三条･栄中 見附･南中 三条･第四中 加茂･葵中 三条･本成寺中

２年男子 9月27日 100m

9月27日 1500m

１年男子 9月27日 100m

9月27日 1500m

 1:03.94  1:04.33

 8.78  7.71

9月27日 四種競技

 20.24 (-2.3)  22.14 (-2.3)

9月27日 三段跳

9月27日 砲丸投

9月27日 走高跳

9月27日 走幅跳

9月27日 110mH

9月27日 4x100mR

9月27日 800m

9月27日 3000m

7位 8位

共通男子 9月27日 200m

9月27日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

競技会名 三市南蒲原郡中学校親善体育大会
期日・時刻 2017/9/27 審判長 藤田五郎/菅井国次/皆川弘保

競技場名 長岡市営陸上競技場 記録主任 溝口祐介
主催団体名 三条市・見附市・加茂市・南蒲原郡各中体連　各陸上競技協会 陸協名 三条市陸上競技協会

 1.25  1.35



日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

競技会名 三市南蒲原郡中学校親善体育大会
期日・時刻 2017/9/27 審判長 藤田五郎/菅井国次/皆川弘保

競技場名 長岡市営陸上競技場 記録主任 溝口祐介
主催団体名 三条市・見附市・加茂市・南蒲原郡各中体連　各陸上競技協会 陸協名 三条市陸上競技協会

比企　彩菜(2)  27.76 (-0.4) 齋藤　美姫(1)  28.48 (-0.4) 落合　美月(2)  29.37 (-0.4) 阿部　紗弓(2)  29.39 (-0.4) 丸山　美優里(2)  29.76 (-0.4) 中林　沙耶(2)  29.81 (-0.4) 泉田　佳乃(2)  29.84 (-0.4) 金安　杏果(2)  29.95 (-0.4)

見附･西中 見附･見附中 三条･第四中 三条･第二中 三条･大崎中 三条･本成寺中 加茂･加茂中 三条･栄中

田村　彩葉(2)  5:23.94 西山　愛唯実(1)  5:25.54 齋藤　千之(2)  5:27.73 永井　都湖(1)  5:31.13 桒原　萌(2)  5:33.42 長澤　日和(2)  5:34.62 木戸　愛梨(2)  5:35.82 鈴木　佑唯(1)  5:41.48

見附･西中 三条･栄中 加茂･葵中 加茂･葵中 三条･第二中 三条･第四中 三条･本成寺中 三条･第二中

村山　小夏(2)  16.24 (-2.3) 青木　美涼(2)  17.31 (-2.3) 宮嶋　菜羽(1)  17.91 (-2.3) 金子　由依(1)  18.27 (-2.3) 山岸　希歩(2)  18.32 (-2.3) 宮﨑　想菜(1)  18.57 (-2.3) 若塚　日彩(2)  19.15 (-2.3) 髙山　咲良(1)  19.99 (-1.4)

三条･第一中 三条･第四中 見附･見附中 三条･栄中 三条･栄中 見附･西中 南蒲･田上中 見附･南中

見附･西中  53.96 加茂･加茂中  54.74 三条･第四中  54.93 三条･第一中  55.16 三条･大崎中  55.23 三条･栄中  55.60 南蒲･田上中  55.96 見附･南中  56.84

渡會　心愛(2) 久保　紗香(2) 坂井　里紅(2) 村山　小夏(2) 諸橋　穂乃花(1) 長谷川　明里(1) 渡邉　絆(2) 小林　香奈(1)

渡辺　美月(2) 泉田　佳乃(2) 青木　美涼(2) 古田　愛奈(2) 山田　乙羽(2) 金子　由依(1) 弦巻　小晴(1) 廣瀬　あずみ(2)

原　侑菜(1) 荒井　めい(2) 落合　美月(2) 小林　蘭(1) 牛腸　愛玲(2) 諸橋　蝶(2) 武田　柚依(1) 張戸　陽菜多(2)

比企　彩菜(2) 柳生田　桃子(2) 永井　遥(2) 石山　真百(2) 丸山　美優里(2) 金安　杏果(2) 佐藤　萌子(2) 三沢　のあ(2)

古田　愛奈(2)  1.46 永井　遥(2)  1.43 渡邉　美遼(2)  1.40 渡邉　絆(2)  1.35 青山　汐里(1)  1.30 山田　千穂(2)  1.20

三条･第一中 三条･第四中 三条･下田中 南蒲･田上中 三条･第四中 見附･西中

渡辺　美月(2)  1.20

見附･西中

石山　真百(2)  4.46 (+0.9) 落合　美月(2)  4.38 (+1.7) 坂井　里紅(2)  4.26 (+1.1) 加藤　瑠衣(2)  w4.23 (+2.3) 三沢　のあ(2)  4.16 (+0.8) 吉田　亜美(2)  4.07 (+2.0) 青柳　樹乃(1)  3.95 (+2.0) 佐藤　琴映(2)  3.88 (+1.6)

三条･第一中 三条･第四中 三条･第四中 三条･第二中 見附･南中 三条･第四中 見附･西中 三条･第二中

諸橋　蝶(2)  8.92 古川　倫(2)  7.48 三本　麗華(2)  7.32 若月　秋佳里(1)  7.07 外山　咲花(1)  7.04 武田　柚依(1)  6.80 中澤　ひな(1)  6.62 五十嵐　あさひ(2)  6.60

三条･栄中 三条･栄中 三条･栄中 見附･南中 三条･本成寺中 南蒲･田上中 三条･栄中 三条･第二中

村山　小夏(2)  2034 青木　美涼(2)  1689 金子　由依(1)  1616 山岸　希歩(2)  1505 舘岡　愛莉(1)  1452 若塚　日彩(2)  1428 三本　麗華(2)  1412 永井　遥(2)  1398

三条･第一中 GR 三条･第四中 三条･栄中 三条･栄中 見附･見附中 南蒲･田上中 三条･栄中 三条･第四中

9月27日 100mH

9月27日 走高跳

9月27日 砲丸投

9月27日 200m

齋藤　美姫(1)  13.66 (-0.2) 和田　ゆず(1)  13.97 (-0.2) 原　侑菜(1)  14.05 (-0.2) 弦巻　小晴(1)  14.07 (-0.2) 濱田　瑠梨(1)  14.34 (-0.2) 宮嶋　菜羽(1)  14.45 (-0.2) 額田　あいか(1)  14.53 (-0.2) 佐久間　愛結(1)  14.69 (-0.2)

見附･見附中 加茂･葵中 見附･西中 南蒲･田上中 加茂･若宮中 見附･見附中 見附･西中 三条･第二中

西山　愛唯実(1)  2:35.71 永井　都湖(1)  2:36.59 原　侑菜(1)  2:41.41 中川　いろは(1)  2:44.14 横井　美沙希(1)  2:46.15 星田　彩莉(1)  2:47.09 鈴木　佑唯(1)  2:50.34 芦田　羽菜(1)  2:53.15

三条･栄中 加茂･葵中 見附･西中 三条･大崎中 加茂･加茂中 見附･見附中 三条･第二中 三条･大島中

比企　彩菜(2)  13.66 (-1.1) 佐藤　萌子(2)  13.89 (-1.1) 渡辺　美月(2)  14.03 (-1.1) 山田　乙羽(2)  14.08 (-1.1) 廣瀬　あずみ(2)  14.12 (-1.1) 坂井　里紅(2)  14.17 (-1.1) 中林　沙耶(2)  14.34 (-1.1) 張戸　陽菜多(2)  14.42 (-1.1)

見附･西中 南蒲･田上中 見附･西中 三条･大崎中 見附･南中 三条･第四中 三条･本成寺中 見附･南中

田村　彩葉(2)  2:34.78 荒井　めい(2)  2:36.38 齋藤　千之(2)  2:36.45 桒原　萌(2)  2:37.26 木戸　愛梨(2)  2:38.50 明田川　栞(2)  2:38.74 長澤　日和(2)  2:38.79 捧　亜優(2)  2:39.36

見附･西中 加茂･加茂中 加茂･葵中 三条･第二中 三条･本成寺中 南蒲･田上中 三条･第四中 三条･第二中

w (wind assist) : 追風参考

２年女子 9月27日 100m

9月27日 800m

１年女子 9月27日 100m

9月27日 800m

 7.32  5.36

 29.52 (+0.7)  31.20 (+0.7)  30.18 (+0.4)  30.40 (+0.4)  32.26 (+0.4)  31.88 (+0.7)  31.76 (+0.7)  30.89 (+0.7)

 7.56  7.14  6.42  5.83  6.86  6.49

 19.66 (-1.4)  21.34 (-1.4)

 1.30  1.25  1.20  1.20  1.35  1.20  1.25  1.43

 15.81 (-1.4)  17.11 (-1.4)  17.55 (-0.6)  18.11 (-0.6)  19.67 (-0.6)  18.33 (-1.4)

9月27日 砲丸投

9月27日 四種競技

9月27日 走高跳

9月27日 走幅跳

9月27日 100mH

9月27日 4x100mR

共通女子 9月27日 200m

9月27日 1500m


