
日付 種目

山本　嶺心(3)  22.07 (+0.1) 津田　伊万(2)  22.47 (+0.1) 木村　峻也(3)  22.52 (+0.1) 福島　凛(3)  22.72 (+0.1) 小池　真生(3)  22.88 (+0.1) 中村　哉翔(3)  23.10 (+0.1) 木村　光輝(3)  23.12 (+0.1)

富山･呉羽中 石川･金石中 新潟･長岡南中 富山･富大附属中 福井･勝山南部中 富山･入善中 新潟･三条第一中

北原　大輝(3)  22.72 (+0.1)

新潟･新津第五中

安坂　丈瑠(3)  50.00 小田嶋　大夢(3)  50.46 三柳　遥暉(3)  50.89 服部　航太(3)  51.02 吉野　一志(3)  51.74 近藤　皓哉(3)  52.39 長谷　龍昇(3)  54.56

長野･開成中 新潟･五十嵐中 石川･穴水中 新潟･十日町南中 新潟･黒埼中 長野･下伊那松川中 福井･三方中

輪湖　颯(3)  51.74

長野･梓川中

小坂　悠太(3)  1:56.37 張戸　大雅(2)  1:58.62 石山　智也(3)  2:00.55 梅北　琉成(3)  2:01.06 浦野　太平(3)  2:01.49 山崎　優葵(3)  2:01.62 澤井　克樹(3)  2:01.65 石倉　陵羽(3)  2:02.64

長野･仁科台中 GR 新潟･見附南中 新潟･大江山中 新潟･板倉中 長野･高社中 長野･更埴西中 石川･津幡南中 富山･早月中

竹石　優(3)  4:06.66 松尾　悠登(3)  4:07.10 小田切　幹太(3)  4:08.55 野崎　健太朗(2)  4:09.98 森　和翔(3)  4:10.27 笹川　洸成(3)  4:10.73 陸川　前(3)  4:12.67 武江　淳樹(3)  4:12.75

新潟･大崎学園中 長野･下諏訪社中 長野･宮田中 石川･七尾中 福井･足羽中 新潟･燕中 新潟･中郷中 新潟･牧中

吉岡　大翔(3)  8:53.04 定塚　利心(3)  8:56.32 佐藤　蓮(3)  8:59.02 大湊　柊翔(3)  9:01.18 山田　惇仁(3)  9:01.91 長屋　匡起(3)  9:05.21 栁原　颯太(3)  9:08.15 和田　瑛登(3)  9:08.42

長野･川中島中 石川･中能登中 新潟･新潟松浜中 新潟･小針中 石川･野田中 富山･雄山中 富山･雄山中 長野･戸倉上山田中

サクロ　アイバン(3)  14.24 (+1.3) 見山　大翔(3)  14.25 (+1.3) 鈴木　彰吾(3)  14.67 (+1.3) 櫻井　陽生(3)  14.68 (+1.3) 内海　亮平(3)  14.74 (+1.3) 村上　碧(3)  14.80 (+1.3) 小池　集万(3)  14.83 (+1.3) 古村　拓海(3)  14.89 (+1.3)

新潟･城西中 GR 新潟･坂井輪中 GR 新潟･木戸中 新潟･鏡が沖中 長野･上田第一中 福井･粟野中 長野･犀陵中 長野･浅間中

富山･速星中  43.35 新潟･燕中  43.62 新潟･城東中  43.91 石川･根上中  44.14 福井･足羽第一中  44.37 長野･小諸東中  44.59 新潟･藤見中  44.77 富山･大門中  44.80

山岸　夢喜(3) 安中　稜祐(3) 布施　翔悟(3) 西道　大翔(3) 角谷　謙太(3) 山本　赳瑠(2) 関根　真央(3) 松原　玲夢(3)

大西　史太郎(3) 武井　悠和(3) 根津　諒大(3) 安田　信志(3) 森川　琉斗(2) 伊藤　壮一郎(2) 茅原　槙吾(3) 長谷　海翔(3)

鍋島　一星(3) 横山　浩亮(3) 丸山　詩温(3) 梶井　基成(3) 谷口　聡汰(3) 南澤　爽太(3) 栗原　勇平(3) 豊田　勇信(3)

喜多　健士郎(3) 斎藤　海晴(2) 渡邉　幸希(3) 大杉　浩史(3) 宮浦　寿明(3) 佐々木　隆之介(2) 井藤　希(3) 種谷　有翼(3)

稲手　理玖(3)  1.89 三浦　大地(3)  1.83 梶川　新(3)  1.83 重山　瑠心(3)  1.83 小平　遥暉(3)  1.80 本田　大騎(3)  1.80 笠原　彰紘(2)  1.80

石川･美川中 新潟･坂井輪中 長野･山辺中 新潟･東北中 長野･高森中 石川･志賀中 福井･中央中

下鳥　慧大(3)  1.83

新潟･板倉中

岡村　迅(3)  4.20 重田　篤希(3)  4.20 安部　桂史郎(3)  4.10 中谷　息吹(3)  3.90 伊部　龍琥(3)  3.70 渡邊　琉汰(3)  3.70 加藤　暖都(2)  3.40 吉田　祐峻(3)  3.20

新潟･柏崎第三中 長野･山辺中 長野･原中 長野･三郷中 新潟･刈羽中 新潟･荒川中 富山･城山中 富山･福光中

武井　悠和(3)  6.74 (-0.7) 渡邉　幸希(3)  6.58 (-0.6) 門田　吉平(3)  6.47 (+0.4) 吉田　悠真(3)  6.46 (+0.2) 渡辺　春希(3)  6.37 (+0.3) 海津　義暉(3)  6.36 (-0.6) 勝山　友翔(3)  6.16 (-0.4) 大竹　輝希(3)  6.12 (+1.2)

新潟･燕中 新潟･城東中 石川･川北中 福井･社中 石川･布水中 新潟･柏崎第三中 富山･志貴野中 新潟･亀田中

渡辺　豹冴(3)  14.63 木藤　海琉(3)  13.85 中野　翔太(3)  13.40 花田　成琉(3)  13.26 髙橋　勇翔(3)  12.91 田近　資武(3)  12.50 嶌村　翼(3)  12.34 今井　佑哉(3)  12.28

新潟･荒川中 長野･芦原中 新潟･瑞穂中 福井･粟野中 長野･開成中 長野･王滝中 石川･星稜中 新潟･村松桜中

古澤　侑大(3)  2616 和田　研正(3)  2609 能登　悠晴(3)  2474 小林　伶鳳(3)  2347 相馬　瑠来(3)  2303 荻原　巧(3)  2291 工藤　航介(3)  2203 戸川　建太朗(2)  2140

新潟･直江津東中 富山･鷹施中 富山･高志野中 富山･早月中 新潟･加治川中 長野･高社中 長野･伊那東部中 福井･春江中

8月6日 110mH

8月6日 砲丸投

8月6日 走高跳

8月6日 400m

石黒　敬浩(1)  11.74 (+0.9) 三浦　朋来(1)  11.89 (+0.9) 圓山　倫生(1)  12.02 (+0.9) 八木　魁大(1)  12.16 (+0.9) 川島　誠人(1)  12.23 (+0.9) 木内　光波(1)  12.27 (+0.9) 源野　羽飛(1)  12.32 (+0.9) 山本　涼聖(1)  12.41 (+0.9)

新潟･与板中 新潟･板倉中 新潟･新津第一中 新潟･吉川中 福井･明倫中 長野･浅間中 福井･丸岡南中 富山･上市中

南澤　道大(1)  4:30.34 井上　朋哉(1)  4:30.80 亀山　翼(1)  4:33.86 堀田　礼人(1)  4:34.21 藤森　大和(1)  4:34.22 帆苅　圭哉(1)  4:36.53 内藤　零也(1)  4:38.93 坂井　雅喜(1)  4:40.96

長野･赤穂中 石川･中能登中 新潟･加茂中 富山･速星中 長野･諏訪南中 新潟･山潟中 石川･緑中 新潟･佐々木中

橋本　悠叶(2)  11.14 (+0.2) 鈴木　慎吾(2)  11.22 (+0.2) 水木　優乃介(2)  11.45 (+0.2) 東川　大輝(2)  11.48 (+0.2) 高木　稜太(2)  11.48 (+0.2) 山本　赳瑠(2)  11.53 (+0.2) 長谷川　輝(2)  11.53 (+0.2) 渡邉　慧(2)  11.62 (+0.2)

石川･北星中 GR 長野･北安松川中 GR 富山･出町中 石川･野々市中 福井･万葉中 長野･小諸東中 新潟･新発田第一中 新潟･糸魚川中

関口　裕太(3)  11.00 (+0.1) 落合　華七斗(3)  11.09 (+0.1) 新藤　千馬(3)  11.09 (+0.1) 星　健太(3)  11.32 (+0.1) 大山　悠希(3)  11.35 (+0.1) 林　大晟(3)  11.39 (+0.1) 須藤　歩夢(3)  11.42 (+0.1) 安田　信志(3)  11.51 (+0.1)

新潟･木崎中 長野･堀金中 石川･布水中 新潟･岩室中 新潟･城北中 富山･上市中 新潟･能生中 石川･根上中

GR

長谷川和弘
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8月6日 800m

8月6日 1500m

7位 8位

共通男子 8月6日 200m

8月6日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月6日 4x100mR

8月6日 走高跳

8月6日 3000m

8月6日 110mH

8月6日 砲丸投

8月6日 四種競技

8月6日 棒高跳

8月6日 走幅跳

 16.31 (-1.1)  16.86 (-1.1)

 10.30  13.17  9.38  10.98  10.97  10.39  10.15  8.43

 15.52 (+0.3)  15.30 (-1.1)  15.02 (+0.3)  15.80 (-1.1)  16.19 (-1.1)  15.65 (+0.3)

 1.55  1.70

 52.63  52.77  52.22  54.45  58.58  56.37  55.36  55.86

 1.80  1.55  1.60  1.55  1.75  1.60

２年男子 8月6日 100m

３年男子 8月6日 100m

１年男子 8月6日 100m

8月6日 1500m

GR：大会新記録



日付 種目

酢谷　羽瑠菜(3)  25.70 (-0.5) 横山　恵理菜(3)  25.80 (-0.5) 佐藤　瑠海(2)  26.01 (-0.5) 三澤　百佳(3)  26.21 (-0.5) 藤森　七海(3)  26.51 (-0.5) 中村　空夏(3)  26.69 (-0.5) 竹田　蘭(3)  26.90 (-0.5) 鈴木　初菜(2)  26.95 (-0.5)

石川･緑中 福井･武生第一中 新潟･六日町中 長野･開成中 長野･諏訪西中 長野･諏訪南中 新潟･妙高高原中 福井･成和中

渡邉　陽乃(3)  2:14.69 鈴木　結菜(3)  2:15.60 垣田　愛(3)  2:17.17 居城　日向(3)  2:17.32 古川　さこ(3)  2:17.96 市川　笑花(3)  2:18.05 山口　晏音衣(3)  2:18.35 遠田　鈴(3)  2:18.75

長野･佐久東中 新潟･胎内中条中 石川･七尾中 新潟･本丸中 新潟･東北中 長野･野沢中 福井･足羽第一中 新潟･十日町南中

佐藤　悠花(3)  4:40.54 名和　夏乃子(2)  4:42.40 福原　陽(3)  4:42.60 山田　寿々菜(2)  4:42.80 示野　悠奈(3)  4:42.83 牧内　大華(2)  4:43.35 齋藤　鈴菜(3)  4:43.82 松岡　さくら(1)  4:44.09

長野･下伊那松川中 長野･岡谷南部中 新潟･まつのやま学園中 新潟･十日町中 石川･七尾中 長野･丸子北中 富山･速星中 石川･津幡中

吉田　明永(3)  14.51 (+0.3) 宮嶋　菜羽(3)  14.53 (+0.3) 中村　美南(3)  14.54 (+0.3) 唐澤　さくら(2)  14.56 (+0.3) 荻原　希乃愛(3)  14.77 (+0.3) 細山　唯愛(3)  14.77 (+0.3) 田中　優花(3)  15.18 (+0.3)

新潟･新津第一中 新潟･見附中 富山･藤ノ木中 長野･箕輪中 長野･軽井沢中 新潟･燕中 福井･勝山北部中

石川･浅野川中  48.97 福井･粟野中  49.74 長野･坂城中  50.44 福井･春江中  50.89 石川･北星中  51.20 富山･堀川中  51.21 福井･中央中  51.71

龍湖　唯(3) 深町　美翔(3) 富山　萌衣(3) 高松　亜里紗(2) 中山　和泉(3) 斉藤　千空(2) 水野　愛梨(3)

坂井　希帆(3) 宮松　志希(3) 牧内　愛実(3) 中山　結香(3) 田中　心唯(2) 西村　充夏(3) 田中　奈菜(3)

山禄　夏美(3) 彦瀬　媛里(2) 宮下　留花(3) 塩谷　芹(3) 堀　さくら(2) 北谷　早蓉(3) 和田　絢柚子(3)

太田　美沙希(3) 友佐　優来(3) 宮原　凛成(3) 小林　菜月(3) 寺田　千夏(2) 吉崎　夢叶(2) 西村　栞(3)

大﨑　真奈(3)  1.64 中田　和那(2)  1.61 細谷　志帆(3)  1.61 西條　詩乃(2)  1.55 小林　菜月(3)  1.55 原田　栞里(3)  1.55 杉山　汐里(3)  1.50 德田　瑠南(3)  1.50

福井･春江中 福井･明道中 新潟･上教大附中 新潟･上教大附中 福井･春江中 長野･赤穂中 石川･港中 富山･城端中

吉尾　彩(2)  5.51 (0.0) 宮松　志希(3)  5.34 (+0.8) 西　桃花(2)  5.24 (+0.2) 牧内　愛実(3)  5.24 (+0.6) 齊藤　真子(2)  5.21 (+0.4) 富山　萌衣(3)  5.15 (+0.7) 堀　さくら(2)  5.10 (-0.2) 三膳　りりあ(2)  5.09 (-0.1)

富山･福光中 福井･粟野中 石川･野々市中 長野･坂城中 福井･足羽第一中 長野･坂城中 石川･北星中 新潟･曽野木中

大橋　聖香(3)  14.57 倉田　紗優加(3)  13.67 岡田　彩音(3)  13.62 三村　啓恵(3)  12.70 柏　輝美(3)  12.17 深沢　千夏(3)  12.11 小柳　夏菜(3)  12.10 中村　愛美(3)  11.80

富山･高岡西部中 長野･南箕輪中 福井･足羽第一中 福井･武生第一中 新潟･白根第一中 石川･津幡中 長野･七二会中 石川･松任中

大森　里香(3)  2730 石澤　心結(3)  2502 松田　若葉(2)  2449 川住　萌恵(3)  2380 源　桜来(3)  2360 榎本　奈知(3)  2352 開澤　蘭(3)  2318 中嶋　愛佳(3)  2261

長野･芦原中 新潟･佐々木中 新潟･長岡南中 新潟･城西中 石川･錦城中 新潟･胎内中条中 富山･高志野中 長野･佐久長聖中

8月6日 100mH

8月6日 走高跳

8月6日 砲丸投

8月6日 200m

鷲山　芽生(1)  13.17 (+0.7) 田中　巴那(1)  13.22 (+0.7) 山岸　音葉(1)  13.33 (+0.7) 喜多　陽香(1)  13.34 (+0.7) 内山　花香(1)  13.38 (+0.7) 沖田　優奈(1)  13.39 (+0.7) 金子　亜瑠(1)  13.40 (+0.7) 印牧　仁菜(1)  13.53 (+0.7)

長野･女鳥羽中 福井･高志中 長野･篠ノ井東中 石川･北星中 新潟･六日町中 石川･根上中 長野･坂城中 福井･勝山南部中

中倉　茉咲(2)  12.53 (-0.9) 田中　優華(2)  12.67 (-0.9) 植木　明音(2)  12.81 (-0.9) 小柳　梨乃(2)  13.00 (-0.9) 福田　笑未(2)  13.01 (-0.9) 開道　里菜(2)  13.09 (-0.9) 古田　波音(2)  13.12 (-0.9) 俵　光歩(2)  13.30 (-0.9)

新潟･紫雲寺中 新潟･燕吉田中 新潟･高志中等中 長野･東御東部中 長野･堀金中 石川･羽咋中 長野･丸ノ内中 石川･額中

坂井　希帆(3)  12.54 (-0.2) 村田　明梨(3)  12.75 (-0.2) 友佐　優来(3)  12.77 (-0.2) 齋藤　ゆき(3)  12.81 (-0.2) 森山　花菜(3)  12.83 (-0.2) 岡野　未梨(3)  12.94 (-0.2) 濵田　みなと(3)  12.96 (-0.2) 山田　萌々(3)  12.99 (-0.2)

石川･浅野川中 石川･松東中 福井･粟野中 新潟･関屋中 新潟･堀之内中 福井･松陵中 長野･春富中 新潟･柏崎第三中

GR

8月6日 1500m

8月6日 100mH

共通女子 8月6日 200m

8月6日 800m

 15.45 (-0.5)  15.57 (-0.5)  15.70 (-0.5)

 1.55  1.45  1.50  1.50  1.55

8月6日 四種競技

 14.31 (-0.5)  15.47 (-0.2)  15.51 (-0.5)

 1.30  1.40  1.30

 8.96  9.53  8.33  9.41  8.11  8.39  8.52

２年女子 8月6日 100m

 9.57

 27.69 (+0.6)  27.68 (+0.6)  27.98 (+0.6)  28.94 (+0.6)  29.10 (+0.6)  26.72 (+0.6)  28.33 (+0.6)  28.40 (+0.6)

競技会名 北信越中学校選手権
期日・時刻

主催団体名 北信越中学校体育連盟・（一財）新潟陸上競技協会 陸協名

１年女子 8月6日 100m

 16.04 (-0.2)  15.88 (-0.5)

8月6日 走幅跳

8月6日 砲丸投

8月6日 4x100mR

8月6日 走高跳

8位

GR：大会新記録

（一財）新潟陸上競技協会

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

2019/8/6 審判長 遠藤純一・五十嵐勇人

競技場名 デンカビッグスワンスタジアム 記録主任 長谷川和弘

３年女子 8月6日 100m


