
日付 種目

山之内　優斗(3)  11.83 (-3.4) 羽吹　一晟(2)  12.16 (-3.4) 井口　智洋(3)  12.24 (-3.4) 上村　琉星(3)  12.36 (-3.4) 田村　一晴(3)  12.40 (-3.4) 星　京市(3)  12.47 (-3.4) 黒井　海音(3)  12.58 (-3.4)

魚沼･小出中 TR 南魚沼･六日町中 TR 魚沼･小出中 南魚沼･塩沢中 南魚沼･塩沢中 魚沼･湯之谷中 南魚沼･大和中

富永　瞬汰(3)  22.99 (+0.4) 岡元　蒼人(3)  23.62 (+0.4) 山之内　優斗(3)  23.78 (+0.4) 羽吹　一晟(2)  24.06 (+0.4) 星　京市(3)  24.30 (+0.4) 上村　琉星(3)  24.30 (+0.4) 今野　悠太(3)  24.74 (+0.4)

魚沼･小出中 TR-GR 小千谷･小千谷中 TR-GR 魚沼･小出中 TR-GR 南魚沼･六日町中 TR 魚沼･湯之谷中 TR 南魚沼･塩沢中 TR 魚沼･堀之内中

富永　瞬汰(3)  51.69 岡元　蒼人(3)  53.52 関　健士郎(3)  55.23 内山　日向(3)  55.42 羽鳥　碧生(2)  56.56 佐藤　肇紀(3)  56.81 館野　颯(2)  57.47 田端　稜真(2)  58.08

魚沼･小出中 TR-GR 小千谷･小千谷中 TR 南魚沼･大和中 TR 魚沼･広神中 TR 小千谷･小千谷中 魚沼･広神中 南魚沼･塩沢中 魚沼･小出中

中俣　陽貴(3)  2:11.11 山本　陸央(3)  2:12.98 樋口　丈輝(3)  2:13.43 星野　佑槙(3)  2:14.14 山田　和馬(3)  2:16.18 保坂　拓人(2)  2:16.42 遠藤　凪従(2)  2:16.95 河辺　幸咲(3)  2:17.10

南魚沼･八海中 魚沼･広神中 小千谷･南中 小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中 魚沼･小出中 魚沼･広神中 南魚沼･八海中

渡邉　大貴(3)  4:24.26 梅澤　光哉(3)  4:24.61 堀澤　大夢(2)  4:25.66 髙橋　宏輔(3)  4:25.77 中俣　陽貴(3)  4:25.95 星野　佑槙(3)  4:26.47 山本　陸央(3)  4:29.03 川上　直哉(3)  4:29.04

小千谷･小千谷中 TR 南魚沼･塩沢中 TR 小千谷･小千谷中 TR 小千谷･小千谷中 TR 南魚沼･八海中 TR 小千谷･小千谷中 TR 魚沼･広神中 TR 小千谷･東小千谷中 TR

阿部　涼大(1)  9:33.14 堀澤　大夢(2)  9:41.83 梅澤　光哉(3)  9:51.41 渡邉　大貴(3)  9:55.96 小池　大翔(3)  9:59.11 鈴木　丞太郎(3)  10:00.09 川上　直哉(3)  10:00.37 羽賀　秀晴(3)  10:21.81

南魚沼･塩沢中 TR 小千谷･小千谷中 TR 南魚沼･塩沢中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中 小千谷･南中 小千谷･東小千谷中 南魚沼･大和中

駒形　凌大(3)  w15.22 (+2.6) 渡辺　友羽(3)  w15.40 (+2.6) 半澤　拓真(3)  w17.87 (+2.6) 小河　匡平(2)  w18.50 (+2.6) 渡部　隼人(2)  w19.18 (+2.6) 宮澤　暖向(1)  w19.63 (+2.6) 渡辺　聖矢(2)  w20.87 (+2.6)

南魚沼･塩沢中 魚沼･小出中 魚沼･湯之谷中 南魚沼･六日町中 魚沼･広神中 南魚沼･六日町中 小千谷･東小千谷中

魚沼･小出中  45.00 小千谷･小千谷中  46.76 魚沼･湯之谷中  47.14 南魚沼･塩沢中  47.48 南魚沼･八海中  47.75 南魚沼･大和中  47.87 小千谷･南中  48.53 南魚沼･六日町中  48.54

井口　智洋(3) 新澤　迅太(3) 永山　尚(3) 上村　琉星(3) 関　公覇(3) 関　寛夏(3) 瀬下　希良(2) 羽吹　一晟(2)

富永　瞬汰(3) 岡元　蒼人(3) 関　龍哉(3) 羽吹　龍生(3) 内田　洸希(2) 関　玖祥(3) 中村　快(3) 町田　大夢(2)

渡辺　友羽(3) 羽鳥　碧生(2) 半澤　拓真(3) 田村　一晴(3) 田鍋　瑠亜(2) 黒井　海音(3) 渡邊　蒼大(3) 髙橋　真(2)

山之内　優斗(3) 西脇　夏跡(3) 星　京市(3) 駒形　凌大(3) 五十嵐　智希(3) 関　健士郎(3) 樋口　丈輝(3) 桑原　光希(3)

永山　尚(3)  1.68 髙橋　悠純(3)  1.62 千國　大生(2)  1.53 星　泰成(1)  1.40 上村　脩太(1)  1.35

魚沼･湯之谷中 TR 南魚沼･六日町中 南魚沼･六日町中 魚沼･湯之谷中 南魚沼･塩沢中

関　龍哉(3)  5.98 (+1.8) 五十嵐　智希(3)  5.95 (+1.5) 中村　快(3)  5.77 (+1.0) 林　泉里(3)  w5.66 (+2.6) 青木　杏利(2)  5.62 (+1.8) 小林　海里(3)  5.34 (+1.3) 星野　瑠輝(2)  5.30 (+1.0) 八木　健輔(2)  5.19 (+0.5)

魚沼･湯之谷中 TR-GR 南魚沼･八海中 TR-GR 小千谷･南中 南魚沼･塩沢中 南魚沼･六日町中 南魚沼･塩沢中 魚沼･広神中 魚沼･堀之内中

八木　健輔(2)  11.69 (-2.6) 井口　智洋(3)  11.61 (+1.2) 五十嵐　智希(3)  11.60 (+0.6) 髙橋　旺佑(3)  10.81 (+0.8)

魚沼･堀之内中 魚沼･小出中 南魚沼･八海中 南魚沼･塩沢中

上村　峰心(3)  10.88 加藤　智也(3)  8.47 浅井　亮輝(2)  8.46 浅井　海莉(3)  7.58 山田　航成(2)  7.32 中嶋　航大(2)  6.98 中嶋　笙太(1)  6.85 飯塚　寛太(3)  5.90

南魚沼･八海中 TR 南魚沼･塩沢中 魚沼･入広瀬中 魚沼･入広瀬中 小千谷･東小千谷中 小千谷･東小千谷中 南魚沼･八海中 南魚沼･八海中

渡辺　友羽(3)  2149

魚沼･小出中 TR

6月1日 110mH

6月1日 砲丸投

6月1日 走高跳

6月1日 400m

大平　駿也(1)  13.18 (-1.9) 角本　駿介(1)  13.36 (-1.9) 室橋　一輝(1)  13.37 (-1.9) 関　隼人(1)  13.52 (-1.9) 上村　佳廣(1)  13.56 (-1.9) 南雲　楽久(1)  13.79 (-1.9) 平等　遥喜(1)  13.90 (-1.9) 林　大翔(1)  13.99 (-1.9)

魚沼･小出中 南魚沼･六日町中 南魚沼･塩沢中 魚沼･小出中 南魚沼･八海中 小千谷･小千谷中 魚沼･堀之内中 南魚･湯沢中

阿部　涼大(1)  4:39.62 小川　愛斗(1)  4:45.84 大石　佳典(1)  4:50.32 五十嵐　洋平(1)  4:50.92 半澤　朝陽(1)  4:54.45 小岩　真弥(1)  5:01.20 小泉　煌(1)  5:07.00 金澤　琉唯(1)  5:08.49

南魚沼･塩沢中 TR-GR 小千谷･小千谷中 TR-GR 小千谷･小千谷中 TR-GR 小千谷･小千谷中 TR-GR 南魚･湯沢中 TR 魚沼･湯之谷中 南魚沼･大和中 小千谷･南中

１年男子 6月1日 100m

6月1日 1500m

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

TR : 通信共通記録、通信1年記録

 55.25  [589]

 1.56  [434]

6月1日 四種競技

 15.85 (+0.4)  [750]

6月1日 三段跳

6月1日 砲丸投

6月1日 走高跳

6月1日 走幅跳

6月1日 110mH

6月1日 4x100mR

6月1日 1500m

6月1日 3000m

6月1日 400m

6月1日 800m

7位 8位

共通男子 6月1日 100m

6月1日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 小千谷市・魚沼市・南魚沼郡市中学校体育連 陸協名 魚沼市陸上競技協会

競技会名 三市一郡中学校陸上競技大会
期日・時刻 2018/6/1 審判長 横山　高司

競技場名 十日町市陸上競技場 記録主任 寺澤　隆志

TR-GR TR TR TR TR TR

 8.16  [376]



日付 種目

井口　小雪(3)  13.29 (-2.2) 近藤　萌笑(3)  13.34 (-2.2) 須田　いろ葉(3)  13.36 (-2.2) 宮　愛葉(3)  13.49 (-2.2) 山田　芽依(3)  13.68 (-2.2) 森山　花菜(2)  13.71 (-2.2) 佐藤　玲奈(3)  13.88 (-2.2) 皆川　彩葉(3)  13.92 (-2.2)

南魚沼･塩沢中 TR 南魚沼･塩沢中 TR 小千谷･小千谷中 TR 南魚沼･塩沢中 TR 南魚沼･塩沢中 魚沼･堀之内中 魚沼･湯之谷中 魚沼･小出中

井口　小雪(3)  w26.32 (+3.0) 須田　いろ葉(3)  w26.66 (+3.0) 近藤　萌笑(3)  w26.67 (+3.0) 宮　愛葉(3)  w26.68 (+3.0) 山田　芽依(3)  w27.48 (+3.0) 佐藤　瑠海(1)  w27.49 (+3.0) 星　夏鈴(3)  w27.61 (+3.0) 松田　愛(2)  w28.25 (+3.0)

南魚沼･塩沢中 TR 小千谷･小千谷中 TR 南魚沼･塩沢中 TR 南魚沼･塩沢中 TR 南魚沼･塩沢中 TR 南魚沼･六日町中 TR 魚沼･小出中 TR 南魚沼･大和中

吉原　あかり(3)  2:23.17 関　美空(3)  2:25.76 和田　鈴帆(2)  2:27.08 小林　日香莉(2)  2:30.74 青木　琴花(2)  2:31.49 吉田　萌恵(3)  2:33.82 上村　幸来(2)  2:34.14 星野　美咲(3)  2:34.55

小千谷･小千谷中 TR-GR 小千谷･南中 TR-GR 小千谷･小千谷中 TR 小千谷･片貝中 南魚沼･六日町中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中 魚沼･広神中

吉原　あかり(3)  4:45.03 田中　雪菜(3)  4:54.98 和田　鈴帆(2)  4:56.27 小林　日香莉(2)  4:59.89 青木　琴花(2)  5:04.72 星野　美咲(3)  5:09.47 上村　幸来(2)  5:09.48 磯部　あまめ(1)  5:09.71

小千谷･小千谷中 TR-GR 小千谷･小千谷中 TR 小千谷･小千谷中 TR 小千谷･片貝中 TR 南魚沼･六日町中 TR 魚沼･広神中 TR 小千谷･小千谷中 TR 魚沼･小出中 TR

佐藤　玲奈(3)  15.76 (+0.8) 星野　香澄(2)  16.13 (+0.8) 山口　友希(2)  16.28 (+0.8) 皆川　彩葉(3)  16.68 (+0.8) 櫻井　美波(3)  16.78 (+0.8) 坂西　莉歩(2)  17.41 (+0.8) 種村　美宙(2)  17.53 (+0.8) 小林　亜未(3)  17.57 (+0.8)

魚沼･湯之谷中 TR 小千谷･小千谷中 TR 南魚沼･塩沢中 TR 魚沼･小出中 TR 南魚沼･六日町中 TR 南魚沼･六日町中 南魚沼･大和中 南魚沼･塩沢中

南魚沼･塩沢中  50.33 小千谷･小千谷中  52.10 南魚沼･六日町中  53.36 魚沼･小出中  53.52 魚沼･湯之谷中  54.47 魚沼･堀之内中  54.49 南魚沼･大和中  55.32 小千谷･南中  58.88

近藤　萌笑(3) 伊東　梨乃(2) 坂西　莉歩(2) 中澤　緑(2) 安田　彩花(2) 上村　星来(2) 笠井　優妃(1) 近藤　萌々子(3)

山田　芽依(3) 中野　佑紀(3) 櫻井　美波(3) 板垣　優希子(2) 須佐　珠美(2) 森山　花菜(2) 松田　愛(2) 大渕　莉子(3)

宮　愛葉(3) 星野　香澄(2) 髙橋　沙和(2) 星　夏鈴(3) 星　琴莉(3) 上村　愛彩(3) 飯酒盃　花歩(1) 関　未柚(2)

井口　小雪(3) 須田　いろ葉(3) 髙橋　りお(3) 皆川　彩葉(3) 佐藤　玲奈(3) 山田　陽葉里(2) 種村　美宙(2) 関　美空(3)

近藤　萌々子(3)  1.46 伊東　梨乃(2)  1.34 田村　琳音(3)  1.34 金丸　奈々花(1)  1.34 堀　紗耶(3)  1.34 関　真織(3)  1.31 関　なゆた(2)  1.25

小千谷･南中 TR 小千谷･小千谷中 小千谷･東小千谷中 魚沼･小出中 南魚沼･塩沢中 南魚沼･大和中 小千谷･南中

野澤　詩朋(3)  4.55 (+0.5) 土田　葉月(3)  4.43 (+1.3) 杵淵　心花(2)  4.36 (+2.0) 宮田　美緒(2)  4.31 (+1.3) 安部　すみれ(3)  4.22 (+1.0) 西牧　栞那(3)  4.17 (+1.9) 佐藤　音羽(2)  4.08 (0.0) 山田　望月(2)  3.98 (0.0)

小千谷･小千谷中 南魚沼･塩沢中 小千谷･東小千谷中 南魚沼･塩沢中 南魚沼･塩沢中 小千谷･小千谷中 魚沼･入広瀬中 南魚･湯沢中

滝沢　紬(2)  9.25 櫻井　鈴音(3)  9.13 梅田　明歩(2)  9.05 関根　愛莉(2)  8.42 丸山　華音(2)  8.06 南雲　彩華(3)  7.77 長橋　明里(2)  7.56 佐藤　美優(1)  7.51

魚沼･堀之内中 魚沼･入広瀬中 魚沼･小出中 魚沼･堀之内中 南魚･湯沢中 南魚沼･八海中 小千谷･小千谷中 南魚沼･八海中

中野　佑紀(3)  2414 滝沢　紬(2)  1754 荒井　莉々花(3)  821

小千谷･小千谷中 TR 魚沼･堀之内中 魚沼･小出中

6月1日 100mH

6月1日 走高跳

6月1日 砲丸投

6月1日 200m

佐藤　瑠海(1)  13.74 (-2.2) 佐藤　珠花(1)  14.19 (-2.2) 小宮山　莉央(1)  14.45 (-2.2) 飯酒盃　花歩(1)  14.53 (-2.2) 櫻井　千尋(1)  14.63 (-2.2) 目崎　南海(1)  14.72 (-2.2) 佐藤　文乃(1)  14.84 (-2.2) 笠井　優妃(1)  15.02 (-2.2)

南魚沼･六日町中 TR-GR 魚沼･湯之谷中 TR 南魚沼･六日町中 南魚沼･大和中 魚沼･小出中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中

西潟　娃里(1)  2:29.10 磯部　あまめ(1)  2:34.26 富所　みいな(1)  2:39.38 平賀　こはる(1)  2:43.16 櫻井　瑠子(1)  2:43.67 小林　月(1)  2:44.05 郡司　瑚白(1)  2:45.46 石田　沙樹(1)  2:47.14

南魚沼･六日町中 TR-GR 魚沼･小出中 南魚沼･六日町中 南魚沼･塩沢中 魚沼･小出中 南魚沼･塩沢中 南魚･湯沢中 南魚沼･大和中

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

TR : 通信共通記録、通信1年記録

１年女子 6月1日 100m

6月1日 800m

w 27.48 (+3.1)　[672] w 31.14 (+3.1)  [405] w 33.34 (+3.1)  [274]

 7.81 [387]  9.08  [469]  5.62  [247]

 1.46　[577]  1.28  [389] NM  [0]

 15.49 (+0.5)  [778]  17.98 (+0.5)　[491]  20.03 (+0.5)　[300]

6月1日 砲丸投

6月1日 四種競技

6月1日 走高跳

6月1日 走幅跳

6月1日 100mH

6月1日 4x100mR

6月1日 800m

6月1日 1500m

6月1日 200m

競技場名 十日町市陸上競技場 記録主任 寺澤　隆志

主催団体名 小千谷市・魚沼市・南魚沼郡市中学校体育連 陸協名 魚沼市陸上競技協会

競技会名 三市一郡中学校陸上競技大会

共通女子 6月1日 100m

期日・時刻 2018/6/1 審判長 横山　高司

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

TR-GR TR-GR TR TR TR TR


