
日付 種目

入澤　勇輔  11.75 (-0.1) 根津　諒大  11.76 (-0.1) 松原　誓哉  11.86 (-0.1) 保坂　翔海  11.88 (-0.1) 海津　義暉  12.01 (-0.1) 小川　雄大  12.09 (-0.1) 丸山　詩温  12.10 (-0.1) 樋口　康成  12.20 (-0.1)

柏崎･東中 上越･城東中 柏崎･鏡が沖中 上越･城東中 柏崎･第三中 柏崎･第一中 上越･城東中 妙高･新井中

山田　英誉  56.67 大橋　蒼  58.57 寺口　龍  59.89 中村　天翔  1:02.16 石田　駿  1:02.40 桒山　大和  1:03.38 浅香　諒哉  1:03.61 目﨑　晃大  1:05.74

柏崎･瑞穂中 柏崎･第三中 南魚･湯沢中 柏崎･南中 柏崎･南中 柏崎･第二中 柏崎･第二中 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

柴野　爽  4:31.83 山崎　冬和  4:37.17 阿部　泰輝  4:37.90 片桐　禅太  4:41.43 半澤　朝陽  4:44.97 大橋　蒼  4:47.80 加藤　飛隆  4:53.99 砂塚　新汰  4:55.30

柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･東中 柏崎･第二中 南魚･湯沢中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･鏡が沖中

小熊　大翔  9:43.34 柴野　爽  9:59.48 片桐　禅太  10:21.01 山本　光太  10:24.54 山崎　冬和  10:36.31 田邉　勇來  10:37.22 加藤　飛隆  10:41.69 村山　龍志  10:44.22

柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･第二中 柏崎･第三中

原　崚平  16.20 (+1.4) 布施　幸祐  16.82 (+1.4) 松井　凜音  17.90 (+1.4) 佐藤　頼侍  20.74 (+1.4) 町田　悠樹  20.74 (+1.4) 古川　祐也  20.83 (+1.4) 鈴木　創太  21.52 (+1.4)

柏崎･第一中 柏崎･南中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･西山中 柏崎･西山中

上越･城東中A  46.12 柏崎･第三中  49.00 柏崎･第二中  49.73 妙高･新井中Ａ  49.76 柏崎･瑞穂中  50.21 柏崎･南中  50.58 柏崎･第一中  51.48 南魚･湯沢中  51.80

大森　柾 山崎　冬和 浅香　諒哉 小熊　優和 梨本　羽琉 中村　天翔 原　崚平 林　大翔

根津　諒大 海津　義暉 桒山　大和 大原　優 倉部　航 布施　幸祐 小川　雄大 髙橋　碧海

保坂　翔海 石本　皓葉 松井　凜音 金子　颯汰 品川　央樹 石田　駿 入澤　昊輝 岩村　天清

丸山　詩温 岡村　迅 菊田　光一 樋口　康成 山田　英誉 坂詰　真吾 齊藤　祐矢 寺口　龍

遠藤　琉維  1.60 吉川　明歩  1.55 大原　優  1.55

三島･出雲崎中 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 妙高･新井中

岡村　迅  3.60 伊部　龍琥  3.20 押見　陽太  2.40 髙橋　海道  2.30 茂野　響生  2.10 金子　快輝  2.00

柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 柏崎･第二中 刈羽･刈羽中 柏崎･第三中 柏崎･第三中

渡邉　幸希  6.19 (+1.1) 海津　義暉  6.10 (+1.0) 布施　翔悟  5.91 (+0.9) 布施　幸祐  5.81 (+1.3) 金子　颯汰  5.35 (+0.3) 松井　凜音  5.24 (-0.1) 古川　悠斗  4.68 (-0.1) 倉部　航  4.67 (+0.3)

上越･城東中 柏崎･第三中 上越･城東中 柏崎･南中 妙高･新井中 柏崎･第二中 妙高･新井中 柏崎･瑞穂中

中野　翔太  10.64 寺澤　達也  8.94 石川　眞緒  7.70 佐藤　汰一  7.08 坂詰　真吾  5.65 関矢　頼  5.28 山﨑　奏  5.25

柏崎･瑞穂中 柏崎･西山中 柏崎･第二中 上越･城東中 柏崎･南中 柏崎･第二中 柏崎･第一中

吉川　めぐり  13.15 (-0.1) 山田　萌々  13.17 (-0.1) 尾﨑　瑠那  13.54 (-0.1) 小野寺　優姫  13.69 (-0.1) 伊藤　葵  14.02 (-0.1) 阿部　夏歩  14.45 (-0.1) 山田　望月  14.52 (-0.1) 宮下　向日葵  14.63 (-0.1)

上越･大島中 柏崎･第三中 上越･城東中 柏崎･第二中 上越･城東中 柏崎･第三中 南魚･湯沢中 柏崎･南中

川野　歩莉  2:30.49 竹田　依央奈  2:31.08 児玉　友梨花  2:36.65 竹田　乃琉  2:43.30 山崎　圭璃  2:45.49 福原　夢葉  2:46.29 岩間　皐季  2:47.05 中村　穂希  2:47.51

柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 南魚･湯沢中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第三中 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

川野　歩莉  5:13.88 竹田　依央奈  5:15.71 渡邊　萌日  5:30.68 福原　夢葉  5:49.02 小山　果音  5:57.98 尾木　彩都  6:07.95

柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 柏崎･瑞穂中 柏崎･瑞穂中 柏崎･西山中 柏崎･南中

松本　愛美  14.42 (-0.5) 壁下　澪  15.87 (+0.5) 渡邉　宇海  17.17 (-0.5) 近藤　真彩  18.15 (+0.5) 丸山　朱音  18.65 (-0.5) 永井　楓奈  19.15 (+0.5) 下鳥　桜  19.77 (-0.5) 関口　寧音  19.90 (-0.5)

柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 妙高･新井中 柏崎･第三中 上越･城東中 柏崎･第二中

柏崎･第三中  54.13 上越･城東中A  55.18 上越･城東中B  55.49 南魚･湯沢中  57.13 柏崎･南中  58.31 柏崎･鏡が沖中  58.52 柏崎･西山中  59.33 妙高･新井中Ｂ  59.49

熊木　舞子 山﨑　莉花 大河原　陽菜 中澤　葵 鈴木　杏奈 服部　由麻 阿部　さゆり 東條　初花

阿部　夏歩 小林　香乃 下鳥　桜 樋口　晴菜 宮下　向日葵 吉村　友李 三富　愛奈 鴨井　弐羽

山田　萌々 阿部　幸音 宮澤　さつき 郡司　瑚白 尾木　彩都 渡邊　帆風 池田　百花 島田　楓音

渡邉　宇海 尾﨑　瑠那 伊藤　葵 山田　望月 髙野　怜奈 山崎　茉凛 小山　瑠菜 丸山　莉奈

渡邉　宇海  1.43 石川　穂夏  1.40 山崎　茉凛  1.35

柏崎･第三中 妙高･新井中 柏崎･鏡が沖中

こと子　かのん  2.40 近藤　愛加  2.40 有岡　鈴音  2.00

刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中

藤懸　葉月  4.73 (+0.7) 山﨑　莉花  4.56 (+1.5) 小林　香乃  4.44 (+2.0) 鈴木　杏奈  4.31 (+1.6) 小林　美咲  4.28 (+1.1) 佐藤　楓  4.09 (+1.1) 宮澤　さつき  4.08 (+1.4) 竹田　乃琉  3.98 (+0.9)

柏崎･第三中 上越･城東中 上越･城東中 柏崎･南中 妙高･新井中 柏崎･東中 上越･城東中 柏崎･第二中

村田　虹海  8.02 小山　瑠菜  7.64 桑田　美夢  5.68 末崎　ひまり  5.58 渡邊　帆風  5.30 樋口　晴菜  5.20 吉岡　望咲  4.87

柏崎･第二中 柏崎･西山中 柏崎･西山中 柏崎･瑞穂中 柏崎･鏡が沖中 南魚･湯沢中 柏崎･瑞穂中
11月3日 砲丸投

11月3日 棒高跳

11月3日 走幅跳

11月3日 走高跳

11月3日 4x100mR

11月3日 1500m

11月3日 100mH

中学女子 11月3日 100m

11月3日 800m

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 110mH

11月3日 4x100mR

11月3日 1500m

11月3日 3000m

7位 8位

中学男子 11月3日 100m

3位 4位 5位 6位

11月3日 400m

1位 2位
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