
日付 種目

市野 冬⾺(3)  11.60 (+1.2) 川野 祥太(2)  12.29 (+1.2) 吉⽥ 琉稀(3)  12.30 (+1.2) 鈴⽊ 伶央(2)  12.31 (+1.2) 吉⽥ 航(3)  12.41 (+1.2) ⼭本 晴琉(1)  12.47 (+1.2) 村⽥ 映⼼(2)  12.54 (+1.2) ⽊村 玲⼈(2)  12.63 (+1.2)
三条･第⼀中 三条･栄中 三条･下⽥中 三条･第⼀中 三条･栄中 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･下⽥中
⽊村 光輝(2)  54.58 岡 恵護(3)  57.14 村⽥ 映⼼(2)  57.86 ⽊村 航成(3)  57.92 吉⽥ 琉稀(3)  58.35 ⻑沢 ⽻琉(2)  59.38 齋藤 構(3)  59.45 ⽊菱 翔太(3)  1:00.41
三条･第⼀中 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･第⼀中 三条･下⽥中 三条･第四中 三条･第⼀中 三条･第⼆中
⽵⽯ 優(2)  9:34.76 内⽥ 善登(3)  9:40.79 桑原 陽太(2)  10:31.04 瀧澤 ⼼(2)  11:42.61
三条･⼤崎学園（中） 三条･第四中 三条･第⼀中 三条･下⽥中
⾼橋 京太郎(2)  17.66 (+0.5) ⽊菱 翔太(3)  17.70 (+0.5)
三条･本成寺中 三条･第⼆中
三条･第⼀中A  47.44 三条･第⼀中B  47.81 三条･栄中Ａ  48.38 三条･本成寺中  48.83 三条･下⽥中A  48.83 三条･栄中Ｂ  50.71 三条･⼤崎学園（中）  50.78 三条･下⽥Ｂ  51.06
⽊村 航成(3) 駒形 優季(2) 茂野 駿(2) ⼟⽥ 朔也(1) ⽊村 玲⼈(2) 浅賀 遥⽃(2) ⼩林 ⼀太(2) 岡⽥ 怜亜(2)
市野 冬⾺(3) ⽊村 光輝(2) 栗林 ⼤地(2) 村⽥ 映⼼(2) 五⼗嵐 拓哉(3) 平原 凰介(1) ⻄川 諒(2) 橘 祐⾥(2)
宮島 直也(3) 松⾕ 晴希(2) ⼭本 晴琉(1) 柿崎 皓介(1) 佐藤 利玖(2) 桒原 寧⼤(2) ⼤湊 陽介(2) 佐藤 琉⾐(1)
⼭﨑 海渡(3) 鈴⽊ 伶央(2) 川野 祥太(2) ⾼橋 京太郎(2) 吉⽥ 琉稀(3) ⽚野 亮汰(2) ⾦安 駿介(2) 堀⼝ 亮(2)
⾼橋 京太郎(2)  1.40
三条･本成寺中
佐藤 凛來(1)  1.40
三条･栄中
⽊村 光輝(2)  5.96 (+1.1) 柿崎 皓介(1)  5.28 (-1.1) 橘 祐⾥(2)  5.18 (-0.1) 佐藤 利玖(2)  4.96 (+0.6) 倉重 旭(2)  4.84 (+0.8) ⼭⼝ 哲也(2)  4.75 (+1.9) 本間 皓⼤(2)  4.69 (+0.3) 桒原 寧⼤(2)  4.69 (0.0)
三条･第⼀中 GR 三条･本成寺中 三条･下⽥中 三条･下⽥中 三条･栄中 三条･第四中 三条･栄中 三条･栄中
皆川 将伍(2)  9.21 ⽯塚 ⼤理(2)  7.80 神代 ⼤輝(2)  7.79 岡⽥ 怜亜(2)  7.61 ⼩林 ⼀太(2)  7.39 諸橋 神義(1)  7.17 五⼗嵐 拓哉(3)  6.95 ⼭⽥ 健太(2)  6.35
三条･栄中 三条･本成寺中 三条･下⽥中 三条･下⽥中 三条･⼤崎学園（中） 三条･栄中 三条･下⽥中 三条･下⽥中
⽵⽯ 優(2)  4:19.65 内⽥ 善登(3)  4:27.43 桑原 陽太(2)  4:33.39 鈴⽊ 海悠(3)  4:56.91 須⼾ 航希(3)  5:04.70 髙柳 亮空(2)  5:11.37 齋藤 瑞季(3)  5:14.41 瀧澤 ⼼(2)  5:16.20
三条･⼤崎学園（中） GR 三条･第四中 GR 三条･第⼀中 三条･本成寺中 三条･栄中 三条･栄中 三条･⼤崎学園（中） 三条･下⽥中
渡辺 莉亜寿(1)  5:21.43 中村 友哉(1)  5:22.45 五⼗嵐 諒哉(1)  5:22.73 佐藤 光(1)  5:38.08 ⽊菱 碧(1)  5:42.93 外⼭ 昌幸(1)  5:50.54
三条･第四中 三条･栄中 三条･下⽥中 三条･⼤崎学園（中） 三条･栄中 三条･⼤崎学園（中）
村⼭ ⼩夏(3)  13.92 (-0.2) ⼩海 愛梨(1)  14.06 (-0.2) 古⽥ 愛奈(3)  14.12 (-0.2) ⽯⼭ 真百(3)  14.17 (-0.2) 松永 凜(2)  14.23 (-0.2) 渡邉 夏歩(2)  14.24 (-0.2) 太⽥ 瑠⾐梨(1)  14.29 (-0.2) ⼟肥 ⼩織(1)  14.35 (-0.2)
三条･第⼀中 三条･⼤崎学園（中） 三条･第⼀中 三条･第⼀中 三条･第⼀中 三条･第⼀中 三条･⼤崎学園（中） 三条･⼤崎学園（中）
⼤桃 花菜(1)  1:12.61
三条･第四中
中川 いろは(2)  5:25.99 ⻄⼭ 愛唯実(2)  5:26.72 ⻄川 涼⼦(1)  5:27.30 燕 幸⾹(2)  5:40.07 丸⼭ 凛⼦(1)  5:48.19 中村 琴実(1)  6:03.93 吉野 ⽇菜(2)  6:26.00 吉野 花菜(2)  6:30.25
三条･⼤崎学園（中） 三条･栄中 三条･下⽥中 三条･⼤崎学園（中） 三条･第⼆中 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･本成寺中
⻄⼭ 愛唯実(2)  11:57.81 中川 いろは(2)  12:10.68
三条･栄中 三条･⼤崎学園（中）
村⼭ ⼩夏(3)  15.53 (+0.5) ⼭岸 希歩(3)  18.91 (+0.5) 坂内 蘭(2)  19.21 (+0.5) 太⽥ 瑠⾐梨(1)  19.76 (+1.0) 芳賀 朱梨(2)  21.42 (+1.0) ⽊村 和可(1)  21.80 (+1.0) 坂井 舞優(1)  22.31 (+1.0)
三条･第⼀中 GR 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･⼤崎学園（中） 三条･本成寺中 三条･栄中 三条･栄中
三条･第⼀中  53.98 三条･⼤崎学園（中）  54.51 三条･栄中Ａ  57.08 三条･栄中Ｂ  1:01.50
松永 凜(2) 諸橋 穂乃花(2) 星野 美⾹⼦(2) ⽊村 和可(1)
⽯⼭ 真百(3) 太⽥ 瑠⾐梨(1) 駒野 菫(2) 坂井 舞優(1)
古⽥ 愛奈(3) ⼟肥 ⼩織(1) 中澤 ひな(2) 中村 琴実(1)
村⼭ ⼩夏(3) ⼩海 愛梨(1) ⻑⾕川 明⾥(2) ⼭岸 星那(1)
古⽥ 愛奈(3)  1.46 渡邉 夏歩(2)  1.35 三本 麗華(3)  1.25 駒野 菫(2)  1.20
三条･第⼀中 GR 三条･第⼀中 三条･栄中 三条･栄中
⽯⼭ 真百(3)  4.67 (+1.5) 吉⽥ 翠(2)  3.91 (+1.3) ⼩⿊ 優⽉(1)  3.75 (+0.3) 池野 詩奈(1)  3.74 (+1.9) 星野 塑南(1)  w3.43 (+2.2)
三条･第⼀中 三条･本成寺中 三条･⼤崎学園（中） 三条･第四中 三条･⼤崎学園（中）
中澤 ひな(2)  8.03 外⼭ 咲花(2)  7.57 星野 美⾹⼦(2)  6.01
三条･栄中 三条･本成寺中 三条･栄中

w (wind assist) : 追風参考

8月19日 走幅跳

8月19日 砲丸投

8月19日 走高跳

8月19日 4x100mR

8月19日 3000m

8月19日 100mH

8月19日 400m

8月19日 1500m

中学共通女子 8月19日 100m

中学１年男子 8月19日 1500m

中学２・３年男子 8月19日 1500m

8月19日 走幅跳

8月19日 砲丸投

8月19日 走高跳

8月19日 4x100mR

8月19日 3000m

8月19日 110mH

中学共通男子 8月19日 100m

8月19日 400m
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