
日付 種目

近藤　蒼依  10.85 (+1.3) 矢坂　昇太  10.96 (+1.3) 浅原　峻  11.04 (+1.3) 山崎　智晴  11.05 (+1.3) 近藤　翠月  11.27 (+1.3) 間島　楓  11.28 (+1.3) 大橋　諒  11.47 (+1.3)

新潟産大附高 新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎高 新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎市陸協

山崎　智晴  51.06 押見　浩志  51.81 萩野　由大  52.09 長部　雅也  52.86 ナカムラ　拓海  53.23 山田　流矢  53.54 鈴木　一至  53.59 渡邉　拓海  54.08

柏崎高 柏崎工業高 柏崎高 新潟産大附高 糸魚川白嶺高 新潟産大附高 FREERUN 柏崎工業高

宮川　光  4:15.62 中村　浩祐  4:29.69 小海　旭  4:30.01 田中　啓輔  4:32.12 霜鳥　龍之介  4:33.18 宮内　颯  4:35.25 中村　有汰  4:35.26 西山　大輔  4:37.70

柏崎市役所 柏崎市陸協 高田商業高 R2中日本 上越総合技術高 上越総合技術高 柏崎常盤高 柏崎常盤高

宮川　光  16:29.11 桑山　浩伸  16:29.83 砂塚　篤史  16:59.36 平澤　孝志  16:59.60 久我　信義  17:09.32 冨士田　椋  17:27.97 村田　和政  17:38.15 宮﨑　晃  18:10.83

柏崎市役所 柏崎市陸協 柏崎市陸協 柏崎市陸協 柏崎市役所 柏崎市役所 柏崎市陸協 上越総合技術高

風間　未来  16.01 (+1.6) 北原　銀太  17.19 (+1.6) 前澤　晃司  21.34 (+1.6)

新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎総合高

新潟産大附高A  41.80 新潟産大附高C  44.06 柏崎工業高A  44.27 新潟産大附高B  44.74 柏崎高  44.76 糸魚川白嶺高  45.39 柏崎総合高  48.14 柏崎工業高B  48.59

間島　楓 北原　銀太 髙橋　邑樹 風間　未来 和田　栄祐 中村　龍生 庭山　烈王 永見　佳大

浅原　峻 久住　孔太 横山　悠生 長部　雅也 本田　知寛 恩田　莉希 原　一樹 楡井　翔平

矢坂　昇太 山田　流矢 藤澤　快 岩崎　唯人 阿部　一樹 寺﨑　駿佑 五十嵐　一貴 内山　陸斗

近藤　蒼依 近藤　翠月 押見　浩志 堀越　朝登 萩野　由大 ナカムラ　拓海 前澤　晃司 市村　凌久

五十嵐　一貴  1.75 齋藤　大斗  1.75 長野　成真  1.75

柏崎総合高 新潟産大附高 新潟産大附高

小俣　伊織  4.70 小林　陸玖  4.10 小潟　陸斗  3.90 永井　主馬  3.60 石本　頼来  3.30

日本体育大 柏崎高 柏崎工業高 新潟産大附高 柏崎工業高

近藤　蒼依  7.36 (+0.4) 和田　栄祐  6.33 (+1.1) 風間　未来  6.14 (+0.9) 本田　知寛  6.05 (+0.9) 岩井　佑樹  5.73 (+0.5) 楡井　翔平  5.72 (+1.1) 田邉　悠真  5.66 (+0.6) 田中　柊哉  5.39 (+0.7)

新潟産大附高 柏崎高 新潟産大附高 柏崎高 高田商業高 柏崎工業高 柏崎常盤高 柏崎常盤高

木間　和也  53.47 北原　銀太  48.87 浅原　峻  40.35

柏崎工業高 新潟産大附高 新潟産大附高

中塚　公輝  13.58 上村　光  10.78 綱島　健太朗  10.05 鈴木　大洋  9.81 長島　龍騎  6.99 大瀬　拓斗  6.96

新潟産大附高 柏崎高 糸魚川白嶺高 長岡明徳高 新潟産大附高 糸魚川白嶺高

中塚　公輝  39.97 松井　健二  39.42 末崎　日成太  25.72 黒﨑　光星  25.51 佐野　友樹  25.46 稲数　岬  24.70 志賀　健太  21.34

新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎工業高 上越総合技術高 上越総合技術高 上越総合技術高 柏崎工業高

松井　健二  42.81 小平　郁陽  35.48 前田　瑛藍  33.00 上村　光  24.38 末崎　日成太  19.88

新潟産大附高 上越総合技術高 柏崎高 柏崎高 柏崎工業高

佐藤　汀  12.68 (+0.8) 松本　愛美  12.73 (+0.8) 尾崎　愛実  12.78 (+0.8) 田中　夕愛  12.90 (+0.8) 原　知世  12.95 (+0.8) 小川　侑真  13.23 (+0.8) 猪爪　真衣  13.27 (+0.8) 樋熊　美珠  13.34 (+0.8)

新潟産大附高 柏崎･鏡が沖中 新潟産大附高 新潟産大附高 新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎常盤高 新潟産大附高

相馬　茜菜  1:00.57 壁下　澪  1:05.06

糸魚川白嶺高 柏崎･第三中

前澤　美奈子  2:39.39 佐藤　日和  2:40.40 桐山　結羽  3:05.67

柏崎総合高 柏崎常盤高 高田商業高

羽鳥　春奈  5:21.43

糸魚川白嶺高

100mH 早川　文音  18.78

0.5 新潟産大附高

新潟産大附高  49.10 柏崎高  52.57 柏崎総合高  53.96

佐藤　汀 小野　花織 金塚　琴音

尾崎　愛実 渡邊　祐加 中村　未来

田中　夕愛 玉木　そよ花 稲田　美里

原　知世 朝賀　里桜 田邉　麗安

陸川　明日香  1.40 田邉　麗安  1.35 原　知世  1.30

新潟産大附高 柏崎総合高 新潟産大附高

小野　花織  2.90 杭田　萌  2.70 酒井　涼葉  2.60 朝賀　里桜  2.40

柏崎高 新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎高

野村　つぐみ  2.70

新潟産大附高

小野　花織  5.07 (+1.4) 早川　文音  4.91 (+1.8) 小川　侑真  4.89 (+1.7)

柏崎高 新潟産大附高 新潟産大附高

岡田　菜美樹  8.14

柏崎工業高

新井　真理彩  39.44 小田島　夏生  28.86 岡田　菜美樹  22.29 田辺　千尋  16.17 長谷川　美妃  12.75

新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎工業高 長岡明徳高 長岡明徳高

浅野　愛  19.93

柏崎高

近藤　梨々香  33.28 堤　佳愛  31.18 浅野　愛  30.17 田邉　麗安  20.67

新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎高 柏崎総合高
11月3日 やり投

11月3日 円盤投

11月3日 ﾊﾝﾏｰ投

11月3日 走幅跳

11月3日 砲丸投

11月3日 走高跳

11月3日 棒高跳

11月3日 1500m

11月3日

11月3日 4x100mR

11月3日 400m

11月3日 800m

11月3日 ﾊﾝﾏｰ投

高校・一般女子 11月3日 100m

高校男子 11月3日 砲丸投

11月3日 円盤投

11月3日 走幅跳

11月3日 やり投

11月3日 走高跳

11月3日 棒高跳

11月3日 110mH

11月3日 4x100mR

11月3日 1500m

11月3日 5000m

7位 8位

高校・一般男子 11月3日 100m

11月3日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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