
日付 種目

安達　有羽  12.29 (-1.2) 佐藤　汀  12.59 (-1.2) 林　明優  12.61 (-1.2) 遠田　海佳  12.75 (-1.2) 田中　夕愛  12.79 (-1.2) 中町　真菜  12.87 (-1.2) 岸　玲伽  12.88 (-1.2) 西牧　杏璃  13.07 (-1.2)

中越 新潟産大附 長岡 十日町 新潟産大附 十日町 長岡大手 小出

佐藤　汀  26.37 (-1.5) 林　明優  27.06 (-1.5) 樋口　涼花  27.16 (-1.5) 山村　紋叶  27.34 (-1.5) 相馬　茜菜  27.38 (-1.5) 岸　玲伽  27.45 (-1.5) 鈴木　真由  27.73 (-1.5) 後藤　公子  27.75 (-1.5)

新潟産大附 長岡 高田 中越 糸魚川白嶺 長岡大手 小出 高田北城

岸　玲伽  58.46 山村　紋叶  59.22 相馬　茜菜  59.96 矢島　美緒  1:00.73 川上　璃々  1:01.13 長谷川　淑乃  1:01.67 樋口　涼花  1:03.27 志田　和香奈  1:03.89

長岡大手 中越 糸魚川白嶺 高田 長岡 中越 高田 三条東

矢島　美緒  2:18.94 小林　萌香  2:21.15 大石　朋佳  2:23.85 山添　さくら  2:25.80 佐藤　みなみ  2:27.26 鈴木　沙也加  2:27.76 本間　彩花  2:30.66 武田　彩花  2:37.94

高田 中越 十日町 長岡大手 三条 八海 柏崎 三条

小柳　千依  4:46.13 柿倉　悠杏  4:46.25 大石　朋佳  4:49.33 本間　彩花  4:57.46 田中　絢音  4:58.60 清水　彩愛  5:02.15 佐藤　礼奈  5:02.28 平賀　さつき  5:04.85

小千谷 小千谷 十日町 柏崎 新潟産大附 高田 十日町 十日町総合

小柳　千依  10:26.21 関　萌華  10:43.14 羽鳥　さくら  10:50.96 田中　絢音  10:57.02 岡田　果瑚  10:59.14 清水　彩愛  11:03.47 津端　喜子  11:08.51 岩﨑　菜々子  11:10.44

小千谷 三条東 小千谷 新潟産大附 新潟産大附 高田 十日町 高田北城

原　知世  14.75 (-1.5) 佐藤　菜月  15.48 (-1.5) 庭野　由結  15.60 (-1.5) 俵山　紗乙  15.64 (-1.5) 稲田　珠乙  16.63 (-1.5) 松井　愛音  16.67 (-1.5)

新潟産大附 十日町 十日町 十日町 長岡商 柏崎

土田　菜里香  1:04.94 川上　璃々  1:05.81 種岡　明莉  1:06.25 原　知世  1:06.27 永井　もも  1:07.54 庭野　由結  1:10.06 花岡　あんな  1:10.22 田中　柚希  1:13.22

高田 長岡 新潟産大附 新潟産大附 長岡商 十日町 中越 見附

磯部　あゆ  24:22.92 石坂　菜月  25:32.59 小田原　愛奈  26:52.13 丸山　優  28:14.46 髙橋　ひな  28:15.30 志賀　百恵  28:43.64 阿部　李々子  28:58.90 岩田　汐莉  36:34.63

十日町総合 GR 長岡大手 小出 国際情報 新潟産大附 新潟産大附 八海 長岡商

新潟産大附  48.40 十日町  49.66 長岡  49.81 長岡商  50.45 長岡大手  50.58 小出  50.65 高田  51.27 中越  54.70

尾崎　愛実 俵山　紗乙 長島　優花 草間　夏音 伊部　優妃 氏原　博子 志賀　花菜 小林　萌香

原　知世 遠田　海佳 髙田　優心 松岡　花奈 岸　玲伽 鈴木　真由 土田　菜里香 五十嵐　陽菜

佐藤　汀 遠田　花 川上　璃々 永井　もも 加藤　こなつ 小嶋　愛梨 丸山　風歌 安達　有羽

田中　夕愛 中町　真菜 林　明優 稲田　珠乙 武田　実咲 西牧　杏璃 樋口　涼花 山村　紋叶

中越  3:57.49 長岡大手  4:03.93 新潟産大附  4:07.33 高田  4:09.66 十日町  4:11.72 長岡  4:12.17 小出  4:12.46 三条  4:25.11

長谷川　淑乃 岸　玲伽 田中　夕愛 土田　菜里香 庭野　由結 川上　璃々 大塚　瑞輝 武田　彩花

山村　紋叶 加藤　こなつ 種岡　明莉 樋口　涼花 遠田　海佳 林　明優 仲　美晴 渡邉　由夏

安達　有羽 保坂　萌 尾崎　結稀 志賀　花菜 遠田　花 金子　知佳 瀧澤　さくら 小坂井　禎奈

小林　萌香 山添　さくら 原　知世 矢島　美緒 丸山　亜美 髙田　優心 小嶋　愛梨 佐藤　みなみ

陸川　明日香  1.59 髙井　咲希  1.59 齋藤　日菜  1.45 小西　愛咲  1.45 関崎　未唯  1.40 篠宮　千乃  1.40 齋藤　美羽  1.40

新潟産大附 三条商 長岡向陵 津南中等 長岡大手 高田 長岡

田村　まりあ  1.40

八海

小野　花織  3.40 山田　菜奈  3.10 野村　つぐみ  2.80 酒井　涼葉  2.80 濁川　萌々子  1.80

柏崎 GR 新潟産大附 #NAME? 新潟産大附 新潟産大附 柏崎

後藤　透海  w5.41 (+3.0) 志田　美颯  w5.14 (+2.3) 小野　花織  5.10 (-0.1) 佐藤　七瀬  w5.00 (+2.6) 山宮　百葉  4.99 (+0.6) 武田　詩歩  w4.87 (+3.9) 小川　侑真  w4.86 (+2.7) 石山　真百  4.80 (+1.9)

長岡向陵 長岡大手 柏崎 新潟産大附 長岡農 三条 新潟産大附 三条商

小川　侑真  10.62 (+1.9) 福原　莉子  10.09 (+0.8) 戸田　結衣菜  9.97 (+1.7) 五十嵐　怜  9.95 (+1.3) 志田　美颯  9.85 (+0.7) 市川　愛己  9.69 (+1.6) 鈴木　奏羽  9.67 (+0.8) 鈴木　渚  9.57 (+1.0)

新潟産大附 津南中等 高田北城 中越 長岡大手 高田北城 長岡向陵 小千谷

北見　優花  10.69 武田　玲南  10.12 上村　珠央  10.08 福原　麗奈  9.13 小田島　夏生  8.30 本山　明香莉  8.24 和栗　奈々  7.59 田中　有紗  7.36

長岡商 長岡商 十日町 十日町松之山 新潟産大附 十日町 新潟産大附 長岡工

武田　玲南  32.97 小田島　夏生  28.59 上村　珠央  28.37 本山　明香莉  28.32 北見　優花  24.59 浅野　愛  23.32 和栗　奈々  19.39 橘川　美優  18.91

長岡商 新潟産大附 十日町 十日町 長岡商 柏崎 新潟産大附 高田北城

北見　優花  46.71 武田　玲南  37.00 浅野　愛  24.70 和栗　奈々  14.25

長岡商 GR 長岡商 柏崎 新潟産大附

浅野　愛  36.53 髙橋　ひとみ  35.32 近藤　梨々香  34.93 金沢　舞衣  31.53 細貝　沙良  30.42 堤　佳愛  29.80 内山　愛  29.36 水島　理那  29.00

柏崎 十日町 新潟産大附 十日町 三条商 新潟産大附 十日町 関根学園

早川　文音  3425 武田　実咲  3311 金子　碧華  3232 南雲　佑希  3188 松井　愛音  3134 曳田　理乃  3045 内山　愛  3032 瀬沼　凪紗  2657

新潟産大附 長岡大手 新潟産大附 十日町 柏崎 長岡 十日町 六日町

5月6日 やり投

5/7～5/8 七種競技

5月8日 円盤投

5月7日 ﾊﾝﾏｰ投

5月8日 三段跳

5月7日 砲丸投

5月6日 棒高跳

5月6日 走幅跳

5月8日 4x400mR

5月8日 走高跳

5月6日 5000mW

5月6日 4x100mR

5月6日 100mH

5月7日 400mH

5月6日 1500m

5月8日 3000m

5月6日 400m

5月8日 800m

7位 8位

女子 5月7日 100m

5月8日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 長岡市陸上競技協会・新潟県高等学校体育連盟 陸協名 長岡市陸上競技協会

競技会名 新潟県高等学校春季地区大会上越・中越地区陸上競技大会
期日・時刻 2019/5/8 審判長

競技場名 長岡市営陸上競技場 記録主任



5月7日 100mH

5月7日 走高跳

5月7日 砲丸投

5月7日 200m

5月8日 走幅跳

5月8日 やり投

5月8日 800m  2:48.35  2:52.01

w (wind assist) : 追風参考

#NAME?

 2:44.85  2:47.65  2:42.25  3:04.27  2:44.87  3:00.15

 4.44 (-0.3)  4.41 (-0.1)

 19.52  17.15  22.38  28.20  16.18  29.09  18.56  18.13

 4.72 (+0.9) w 4.33 (+2.5)  4.10 (+0.6)  4.46 (+1.9)  4.69 (+0.3)  4.31 (+0.9)

 6.84  6.55

 28.20 (-1.2)  27.64 (-1.2)  28.29 (-1.5)  28.99 (-1.2)  29.56 (-1.2)  29.24 (-1.5)  28.80 (-1.5)  29.73 (-1.5)

 8.80  6.77  7.28  7.84  7.35  7.40

 19.20 (+0.6)  19.02 (+0.6)

 1.30  1.43  1.35  1.20  1.25  1.30  1.49  1.25

w 16.40 (+2.1)  16.30 (+0.6)  16.97 (+0.6) w 15.76 (+2.1) w 16.18 (+2.1)  17.57 (+0.6)


