
日付 種目

神⽥ ⼤和(2)  11.42 (+0.6) 鶴巻 陽太(3)  11.43 (-1.4) 斎藤 海晴(3)  11.56 (-1.4) ⼭本 晴琉(3)  11.62 (-1.4) ⽥邉 宙三(3)  11.74 (-1.4) 平原 凰介(3)  11.78 (+0.6) 泉⽥ 碧翔(3)  11.93 (+0.6) 野⽔ 瞭(3)  11.98 (-1.0)

三条･⼤崎学園（中） 加茂･七⾕中 燕･燕中 三条･栄中 燕･吉⽥中 三条･栄中 燕･分⽔中 ⾒附･⻄中

渡辺 莉亜寿(3)  55.01 斎藤 海晴(3)  55.32 ⼭⼝ ⼤介(3)  55.94 平原 凰介(3)  56.58 ⻄潟 榛⼈(3)  56.75 野⽔ 瞭(3)  56.91 岸本 優樹(3)  57.95 藤原 央将(3)  59.40

三条･第四中 燕･燕中 三条･第⼀中 三条･栄中 加茂･加茂中 ⾒附･⻄中 三条･本成寺中 ⻄蒲･弥彦中

⻲⼭ 翼(2)  4:24.77 柳⽥ 光(3)  4:30.79 皆川 武蔵(3)  4:34.51 佐藤 友(3)  4:34.94 安達 駿(1)  4:35.91 五⼗嵐 ⼤(3)  4:41.38 ⼤橋 陽⽃(3)  4:41.94 中村 友哉(3)  4:46.28

加茂･加茂中 燕･吉⽥中 加茂･加茂中 三条･下⽥中 三条･栄中 三条･第四中 三条･第⼀中 三条･栄中

⽥邉 宙三(3)  17.44 (-2.6) 近藤 嵐(1)  17.73 (-1.5) ⾦⼦ 侑和(3)  18.13 (-2.6) 丸⼭ 祐輝(3)  18.60 (-2.6) ⼤越 輝(3)  18.76 (-2.6) ⻄潟 榛⼈(3)  18.89 (-1.5) 栢森 慶太(2)  19.08 (-1.3) 坂上 春翔(3)  20.01 (-2.6)

燕･吉⽥中 新潟･巻東中 三条･第四中 燕･燕中 燕･燕中 加茂･加茂中 加茂･加茂中 南蒲･⽥上中

三条･第四中A  47.49 三条･栄中A  47.64 燕･吉⽥中  47.70 燕･分⽔中  48.26 三条･第⼀中Ａ  48.55 南蒲･⽥上中  49.34 加茂･加茂中  49.65 燕･⼩池中  50.93

⼤原 ひと志(3) 中村 友哉(3) 渡邊 吾⽣(3) 松井 結希(3) 岡⽥ 有乃(2) 坂上 春翔(3) 栢森 慶太(2) ⼩皆 ⼤地(2)

渡辺 莉亜寿(3) 平原 凰介(3) ⽥邉 宙三(3) 齋藤 航太郎(3) 佐藤 海翠(2) 髙橋 泰雅(3) ⻄潟 榛⼈(3) 棲井 俐玖(2)

相⽥ 煌貴(3) 川野 響⽣(3) 松崎 拓澄(2) 桑原 優太(3) ⼭⼝ ⼤介(3) ⽯澤 秀真(3) 皆川 武蔵(3) 冨⽥ 雅⾐⼈(2)

⾦⼦ 侑和(3) ⼭本 晴琉(3) 森 颯太(3) 泉⽥ 碧翔(3) 栗林 要(3) 刈⽥ 晄樹(3) ⻲⼭ 翼(2) 髙桑 悠太(2)

泉⽥ 成(3)  1.75 刈屋 伯(3)  1.72 ⼩⼭ ⼠穏(3)  1.66 ⽯澤 秀真(3)  1.50 川野 響⽣(3)  1.45 佐藤 凛來(3)  1.40 ⽥邉 尚志(3)  1.40 久須美 涼久(1)  1.35

三条･⼤崎学園（中） 三条･⼤崎学園（中） 新潟･巻東中 南蒲･⽥上中 三条･栄中 三条･栄中 燕･燕中 燕･分⽔中

桑原 優太(3)  w5.39 (+2.9) 岡⽥ 有乃(2)  5.16 (-1.0) ⼟岐 涼太(3)  5.13 (+1.2) 桑原 慶(2)  4.88 (-1.5) 平井 晴(3)  4.66 (-1.4) 齋藤 幸志郎(2)  4.65 (+1.8) 菅原 ⻁太郎(2)  w4.49 (+2.2) 新保 快晟(2)  4.43 (+1.4)

燕･分⽔中 三条･第⼀中 ⻄蒲･弥彦中 三条･栄中 三条･第⼀中 南蒲･⽥上中 三条･第⼀中 三条･本成寺中

中村 ⼼哉(3)  8.90 諸橋 神義(3)  8.89 五⼗嵐 翼(3)  8.84 武⽯ ⾵雅(3)  7.87 横⼭ 修磨(2)  7.49 松井 結希(3)  6.44 静野 元之(2)  5.93 藤⽥ 智耶(2)  5.83

三条･下⽥中 三条･栄中 三条･本成寺中 燕･燕中 三条･⼤崎学園（中） 燕･分⽔中 加茂･葵中 加茂･葵中

⽥中 優華(3)  13.11 (-0.6) 秋澤 理沙(1)  13.23 (-0.6) 櫻井 智⾥(2)  13.47 (-0.8) 江⽥ なつみ(1)  13.70 (-1.7) ⼟肥 ⼩織(3)  13.72 (-0.6) 川村 友菜(2)  13.84 (-0.6) 江⽥ はつみ(1)  13.86 (-1.7) ⼭村 あかり(3)  13.88 (-0.6)

燕･吉⽥中 燕･吉⽥中 三条･第⼆中 ⾒附･⻄中 三条･⼤崎学園（中） 燕･⼩池中 ⾒附･⻄中 ⾒附･⻄中

⽥中 優華(3)  28.04 (-0.1) 江⽥ なつみ(1)  28.06 (-1.2) ⽯川 桃⼦(1)  28.53 (-1.2) ⼩海 愛梨(3)  28.72 (-2.1) 江⽥ はつみ(1)  28.78 (-1.2) ⾓⽥ 司(2)  28.91 (-2.1) ⼭村 あかり(3)  28.95 (-2.1) 岩⽅ ⼼彩(3)  28.98 (-2.1)

燕･吉⽥中 ⾒附･⻄中 新潟･巻東中 三条･⼤崎学園（中） ⾒附･⻄中 三条･第四中 ⾒附･⻄中 燕･燕中

樋⼝ 直央(3)  2:28.21 ⽯川 桃⼦(1)  2:29.89 細⾙ 唯莉(2)  2:32.06 橋本 和叶(2)  2:33.05 ⼩川 璃⾳(3)  2:33.95 丸⼭ 凛⼦(3)  2:37.53 河合 苺⾹(2)  2:42.55 ⼩柳 夏澄(2)  2:43.54

燕･分⽔中 新潟･巻東中 燕･燕中 燕･吉⽥中 燕･分⽔中 三条･第⼆中 燕･燕中 三条･第四中

丸⼭ 珠⾥(2)  16.74 (0.0) 渡辺 優詩(3)  16.86 (0.0) ⼭⽥ 帆夏(3)  17.24 (0.0) 渡邉 ⽇⾹(3)  17.55 (-0.5) 近藤 ひかり(3)  17.59 (0.0) ⼤⼝ 莉緒(2)  17.76 (0.0) 松⽥ 果桜(2)  17.80 (-0.5) 坂井 舞優(3)  18.69 (0.0)

燕･吉⽥中 三条･第⼀中 新潟･巻東中 三条･栄中 新潟･巻東中 三条･栄中 燕･分⽔中 三条･栄中

燕･吉⽥中  52.36 三条･⼤崎学園（中）  53.95 ⾒附･⻄中B  54.29 燕･燕中  54.62 ⾒附･⻄中A  54.95 燕･分⽔中  55.19 新潟･巻東中  55.84 三条･第四中A  55.85

諏訪 莉央(2) ⽥巻 夢叶(2) 菊池 聖菜(2) 宇佐美 莉⼦(2) 和⽥ 梨緒菜(3) 五⼗嵐 雪⾳(3) ⼭本 絆(2) 池野 詩奈(3)

⽥中 優華(3) ⼩海 愛梨(3) 江⽥ はつみ(1) 岩⽅ ⼼彩(3) ⼭村 あかり(3) 霜⿃ 妃那(3) ⼭⽥ 帆夏(3) ⾓⽥ 司(2)

丸⼭ 珠⾥(2) ⼟肥 ⼩織(3) ⿃⽻ 美涼(2) ⽔藻 毬乃(3) 藤原 結花(2) 松⽥ 万侑(3) 近藤 ひかり(3) 阿部 莉璃奈(2)

秋澤 理沙(1) 太⽥ 瑠⾐梨(3) 江⽥ なつみ(1) ⽥中 莉來(2) ⼭本 ⼼⾳(3) ⽥邊 祐希(3) ⽯川 桃⼦(1) ⻑澤 和花(2)

松⽥ 万侑(3)  1.43 熊倉 明花莉(3)  1.30 篭島 ⽢奈(3)  1.25 徳吉 愛⼼(3)  1.25 中村 蒼葉(3)  1.25 渡邉 ⽇⾹(3)  1.20 ⻑澤 和花(2)  1.15

燕･分⽔中 南蒲･⽥上中 燕･吉⽥中 燕･分⽔中 南蒲･⽥上中 三条･栄中 三条･第四中

仲野 紗璃⾐(3)  1.25

南蒲･⽥上中

⽥邊 祐希(3)  4.54 (-1.0) 飯塚 ⼩雪(3)  4.33 (-1.5) ⼩野澤 亜虹(1)  4.30 (-1.5) 押久保 姫奈(2)  4.01 (-1.3) 川﨑 優奈(2)  4.01 (-1.0) 佐藤 菜々⾹(2)  3.72 (-1.1) 徳吉 愛⼼(3)  3.71 (-1.4) 松永 英莉(2)  3.70 (-1.7)

燕･分⽔中 三条･第⼀中 南蒲･⽥上中 燕･燕中 燕･⼩池中 三条･本成寺中 燕･分⽔中 燕･吉⽥中

松⽥ 万侑(3)  11.16 ⽔藻 毬乃(3)  10.73 ⻑⾕川 瑠郁(3)  7.76 ⼭本 絆(2)  7.63 ⾼⼭ 未⽻(3)  7.17 本間 万葉(2)  7.03 近藤 ひかり(3)  6.99 ⼩海 すみれ(3)  6.59

燕･分⽔中 燕･燕中 新潟･巻東中 新潟･巻東中 ⻄蒲･弥彦中 三条･本成寺中 新潟･巻東中 三条･第四中
w (wind assist) : 追風参考

7月18日 走幅跳

7月18日 砲丸投

7月18日 4x100mR

7月18日 走高跳

7月18日 800m

7月18日 100mH

女子 7月18日 100m

7月18日 200m

7月18日 走幅跳

7月18日 砲丸投

7月18日 4x100mR

7月18日 走高跳

7月18日 1500m

7月18日 110mH

7位 8位

男子 7月18日 100m

7月18日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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