
日付 種目

斎藤 海晴(3)  12.03 (-5.9) 鶴巻 陽太(3)  12.19 (-5.9) ⼭本 晴琉(3)  12.25 (-5.9) 布川 琉翔(3)  12.28 (-5.9) ⽩井 煌弥(3)  12.73 (-5.9) 平原 凰介(3)  12.74 (-5.9) ⼤久保 然(3)  12.87 (-5.9) 武藤 光明(3)  12.34 (-1.8)
燕･燕中 加茂･七⾕中 三条･栄中 ⻑岡･⼤島中 ⻑岡･⼤島中 三条･栄中 ⻑岡･中之島中 ⻑岡･東北中
鶴巻 陽太(3)  22.72 (+0.3) 斎藤 海晴(3)  22.73 (+0.3) ⽊村 隼也(3)  22.90 (+0.6) ⽯⿊ 陸(3)  23.02 (+0.3) 布川 琉翔(3)  23.07 (+0.3) ⼭本 晴琉(3)  23.11 (+0.3) ⽥邉 宙三(3)  23.76 (+0.3) 武藤 光明(3)  24.13 (+0.6)
加茂･七⾕中 燕･燕中 ⻑岡･⼤島中 ⻑岡･旭岡中 ⻑岡･⼤島中 三条･栄中 燕･吉⽥中 ⻑岡･東北中
⽯⿊ 陸(3)  52.43 渡辺 莉亜寿(3)  52.88 反町 幹太(3)  53.93 ⼤久保 颯(3)  54.50 佐藤 衞⼈(3)  54.88 ⻄潟 榛⼈(3)  54.94 ⼭⼝ ⼤介(3)  54.97
⻑岡･旭岡中 三条･第四中 ⻑岡･堤岡中 ⾒附･南中 ⻑岡･⼤島中 加茂･加茂中 三条･第⼀中

岸本 優樹(3)  54.97
三条･本成寺中

張⼾ ⼤雅(3)  1:59.62 ⼤久保 颯(3)  2:05.58 尾坂 郁翔(3)  2:06.32 ⼤⽵ 恭輔(3)  2:07.07 吉⽥ 優⼠(3)  2:07.91 佐藤 友(3)  2:09.20 皆川 武蔵(3)  2:09.71 殖栗 洸希(3)  2:14.73
⾒附･南中 ⾒附･南中 ⻑岡･江陽中 ⾒附･⻄中 ⾒附･⾒附中 三条･下⽥中 加茂･加茂中 ⻑岡･堤岡中
張⼾ ⼤雅(3)  4:16.37 ⼩⿊ 慧(3)  4:23.73 柳⽥ 光(3)  4:24.29 吉⽥ 優⼠(3)  4:27.42 皆川 武蔵(3)  4:28.97 殖栗 洸希(3)  4:30.96 ⽥伏 夏芽(3)  4:32.47 保坂 凌宇(3)  4:33.59
⾒附･南中 ⻑岡･江陽中 燕･吉⽥中 ⾒附･⾒附中 加茂･加茂中 ⻑岡･堤岡中 ⾒附･南中 ⻑岡･江陽中
丸⼭ 翔(3)  9:41.31 ⼩⿊ 慧(3)  9:45.47 柳⽥ 光(3)  9:48.10 保坂 凌宇(3)  9:49.83 ⽥伏 夏芽(3)  9:56.25 平沢 光⼤(3)  10:04.26 ⽥覺 新太(3)  10:08.82 嶋津 明良(3)  10:09.19
燕･燕中 ⻑岡･江陽中 燕･吉⽥中 ⻑岡･江陽中 ⾒附･南中 ⻑岡･宮内中 ⻑岡･東中 ⻑岡･⼤島中
⼤久保 然(3)  14.65 (+0.6) 上村 ⼤樹(3)  15.61 (+0.6) ⽥邉 宙三(3)  16.12 (+0.6) ⽯坂 好誠(3)  16.98 (+0.6) ⽩井 煌弥(3)  17.14 (+0.6) ⼩⿊ ⾼⻁(3)  17.22 (+0.6) 深森 博英(3)  18.46 (+0.6) ⻄潟 榛⼈(3)  16.41 (+1.1)
⻑岡･中之島中 ⻑岡･⻄中 燕･吉⽥中 ⾒附･⾒附中 ⻑岡･⼤島中 ⻑岡･堤岡中 ⻑岡･旭岡中 加茂･加茂中
泉⽥ 成(3)  1.75 井開 琉未那(3)  1.70 刈屋 伯(3)  1.70 川野 響⽣(3)  1.55 髙橋 瞭⽃(3)  1.50 佐藤 凛來(3)  1.40
三条･⼤崎学園（中） ⻑岡･堤岡中 三条･⼤崎学園（中） 三条･栄中 ⻑岡･中之島中 三条･栄中
柿崎 皓介(3)  6.73 (-0.5) 深森 博英(3)  6.04 (-0.4) 押⾒ ⽃和(3)  5.97 (-1.3) 勝沼 旺介(3)  5.92 (-1.1) ⾼橋 暖(3)  5.54 (-0.5) 藤原 央将(3)  5.49 (-0.7) 吉川 健⽣(3)  5.34 (-0.4) 吉⽥ 光汰(3)  5.07 (-1.3)
三条･本成寺中 ⻑岡･旭岡中 ⻑岡･南中 ⻑岡･南中 ⻑岡･東中 ⻄蒲･弥彦中 ⻑岡･東中 ⻑岡･⻄中
諸橋 神義(3)  9.73 五⼗嵐 翼(3)  8.95 中村 ⼼哉(3)  8.83 佐藤 寛太(3)  8.45 ⽶持 寿⾂也(3)  7.90 ⻑⼾ 清正(3)  7.81 ⼭本 晴也(3)  7.78 武⽯ ⾵雅(3)  7.76
三条･栄中 三条･本成寺中 三条･下⽥中 ⻑岡･栖吉中 ⻑岡･江陽中 ⻑岡･堤岡中 ⻑岡･刈⾕⽥中 燕･燕中
⽯⿊ 翔(3)  2286 ⾦⼦ 侑和(3)  1673 澁⾕ 康太(3)  1572 ⽯澤 秀真(3)  1501 ⼤原 ひと志(3)  1425 近 晴輝(3)  1342 藤嵜 陸仁(3)  1066
⻑岡･旭岡中 三条･第四中 ⻑岡･栖吉中 南蒲･⽥上中 三条･第四中 ⻑岡･東北中 三条･第四中

7月26日 110mH

7月26日 砲丸投

7月26日 走高跳

7月26日 400m

⽥中 優華(3)  13.25 (-3.0) 林 幸結叶(3)  13.33 (-3.0) ⾦⼦ けいな(3)  13.53 (-3.0) 岩⽅ ⼼彩(3)  13.94 (-1.3) ⾦⼭ 琴々⾳(3)  14.01 (-3.0) ⼭村 あかり(3)  14.14 (-1.3) ⽥中 千裡(3)  14.19 (-3.0) 吉川 くるみ(3)  14.24 (-1.3)
燕･吉⽥中 ⻑岡･南中 ⻑岡･⻄中 燕･燕中 ⻑岡･江陽中 ⾒附･⻄中 ⻑岡･東中 ⻑岡･江陽中
⾦⼦ けいな(3)  27.12 (-1.2) ⽥中 優華(3)  27.16 (-1.2) 林 幸結叶(3)  27.62 (-1.2) 岩⽅ ⼼彩(3)  28.62 (-1.2) 鈴⽊ ⽇奈葵(3)  28.65 (-0.7) 湯浅 栞(3)  28.82 (-1.2) ⾦⼭ 琴々⾳(3)  28.84 (-1.2) 安達 ほのか(3)  29.10 (-0.7)
⻑岡･⻄中 燕･吉⽥中 ⻑岡･南中 燕･燕中 ⻑岡･東中 ⻑岡･旭岡中 ⻑岡･江陽中 ⻑岡･江陽中
樋⼝ 直央(3)  2:24.74 近藤 結⾐(3)  2:30.87 ⽔⾕ 彩奈(3)  2:36.03 細⾙ 菜々美(3)  2:37.00 丸⼭ 凛⼦(3)  2:37.93 ⼩川 璃⾳(3)  2:39.09 和⽥ 柚希(3)  2:39.25 清塚 奈津美(3)  2:39.30
燕･分⽔中 ⻑岡･東北中 ⻑岡･旭岡中 ⻑岡･岡南中 三条･第⼆中 燕･分⽔中 ⻑岡･⼤島中 ⻑岡･⼤島中
皆川 寿々⼦(3)  5:01.42 近藤 結⾐(3)  5:02.23 樋⼝ 直央(3)  5:06.20 ⽔⾕ 彩奈(3)  5:12.18 和⽥ 柚希(3)  5:23.73 清塚 奈津美(3)  5:23.77 笠原 芽依(3)  5:24.92 ⼩川 璃⾳(3)  5:26.18
⾒附･⾒附中 ⻑岡･東北中 燕･分⽔中 ⻑岡･旭岡中 ⻑岡･⼤島中 ⻑岡･⼤島中 ⻑岡･⼤島中 燕･分⽔中
吉川 くるみ(3)  16.36 (+0.8) 渡辺 優詩(3)  16.60 (+0.8) 桑原 希⽔(3)  17.40 (+0.8) 中村 陽⾹(3)  17.71 (+0.8) 坂井 舞優(3)  17.79 (+0.8) 今井 亜美(3)  18.10 (+0.6) 平澤 円花(3)  18.11 (+0.8) 中村 彩桜(3)  18.13 (+0.8)
⻑岡･江陽中 三条･第⼀中 ⻑岡･堤岡中 ⻑岡･江陽中 三条･栄中 ⻑岡･⻄中 ⻑岡･堤岡中 ⻑岡･江陽中
篭島 ⽢奈(3)  1.30 栗林 すみれ(3)  1.30 熊倉 明花莉(3)  1.30 中村 蒼葉(3)  1.25 仲野 紗璃⾐(3)  1.20
燕･吉⽥中 ⻑岡･中之島中 南蒲･⽥上中 南蒲･⽥上中 南蒲･⽥上中

徳吉 愛⼼(3)  1.30
燕･分⽔中

⽥邊 祐希(3)  4.62 (-0.2) ⾦安 ⼼(3)  4.53 (0.0) ⽥中 千裡(3)  4.49 (-0.3) 飯塚 ⼩雪(3)  4.45 (+0.2) 澁⽊ ⿇弥(3)  4.40 (+0.3) 五⼗嵐 ⽇夏⾥(3)  4.35 (+0.3) 丸⼭ 珂⾥菜(3)  4.32 (-0.7) ⼭⼝ 綾乃(3)  4.16 (-0.8)
燕･分⽔中 ⻑岡･中之島中 ⻑岡･東中 三条･第⼀中 燕･⼩池中 ⻑岡･⻄中 ⻑岡･越路中 ⻑岡･宮内中
⽔藻 毬乃(3)  11.78 松⽥ 万侑(3)  11.18 ⼩⽥原 稟桜(3)  10.05 ⼭内 光姫(3)  9.68 栗林 すみれ(3)  8.84 坂詰 菜純(3)  8.62 佐藤 華⾳(3)  8.36 ⽯橋 紗⽻(3)  8.04
燕･燕中 燕･分⽔中 ⻑岡･江陽中 ⻑岡･東中 ⻑岡･中之島中 ⻑岡･岡南中 ⻑岡･刈⾕⽥中 ⻑岡･江陽中
松⽥ 若葉(3)  2483 松⽥ 万侑(3)  2324 池野 詩奈(3)  1192
⻑岡･南中 燕･分⽔中 三条･第四中

7月26日 100mH

7月26日 走高跳

7月26日 砲丸投

7月26日 200m  27.50 (+1.0)  28.78 (+1.0)  30.64 (+1.0)

 8.75  11.06  5.68

 1.50  1.50  1.15

7月26日 四種競技

 15.77 (-1.0)  17.58 (-1.0)  20.83 (-1.0)

7月26日 走幅跳

7月26日 砲丸投

7月26日 100mH

7月26日 走高跳

7月26日 800m

7月26日 1500m

女子 7月26日 100m

7月26日 200m

 55.89  57.87  59.22  1:02.80  1:00.42  1:01.44  1:04.34

 7.00  5.95

 1.65  1.53  1.35  1.56  1.35  1.30  1.30

 19.44 (-1.0)  19.54 (-1.0)  19.14 (-1.0)  20.74 (-1.0)

 10.04  7.80  7.23  7.71  7.84

7月26日 四種競技

 16.02 (-1.0)  19.16 (-1.0)  17.96 (-1.0)

7月26日 走幅跳

7月26日 砲丸投

7月26日 110mH

7月26日 走高跳

7月26日 1500m

7月26日 3000m

7月26日 400m

7月26日 800m

7位 8位

男子 7月26日 100m

7月26日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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