
日付 種目

⼭本 晴琉(3)  w11.45 (+2.5) 神⽥ ⼤和(2)  w11.59 (+2.8) 近藤 嵐(1)  12.12 (+1.9) 栗林 要(3)  12.18 (+1.9) ⽥村 優気(2)  w12.22 (+3.0) ⽚⼭ 啓聖(2)  w12.44 (+3.0) ⼩林 柊翔(2)  12.51 (+1.9) 岩野 瑛太(2)  w12.55 (+3.8)
三条･栄中 三条･⼤崎学園（中） 新潟･巻東中 三条･第⼀中 加茂･葵中 ⾒附･⾒附中 ⾒附･⾒附中 燕･燕北中
⼭本 晴琉(3)  w23.24 (+3.4) ⼭⼝ ⼤介(3)  w24.90 (+3.4) ⽥村 優気(2)  w25.31 (+3.6) 河治 和太琉(2)  w25.61 (+2.3) ⼯藤 優作(2)  w25.75 (+3.8) 渡邉 惺(2)  w25.77 (+3.2) 飯塚 翔空(2)  w26.35 (+3.3) 佐藤 ⾵⾺(1)  w26.57 (+3.2)
三条･栄中 三条･第⼀中 加茂･葵中 燕･吉⽥中 三条･第三中 新潟･巻東中 三条･下⽥中 ⾒附･南中
⼭⼝ ⼤介(3)  55.13 渡邉 彪我(1)  1:02.06 ⼟⽥ 奏(2)  1:04.97 細⼭ 思惟(2)  1:06.65 佐藤 ⾵⾺(1)  1:06.75 ⻑⾕川 徹(2)  1:10.38 ⼩林 優友(1)  1:11.21 ⼩林 伊織(1)  1:14.81
三条･第⼀中 三条･第四中 三条･下⽥中 新潟･巻東中 ⾒附･南中 三条･第四中 ⾒附･南中 三条･第⼆中
⻲⼭ 翼(2)  2:05.32 丸⼭ 蓮⽃(2)  2:22.31 更科 諒(2)  2:22.94 富⼭ 瑛冬(2)  2:25.76 桶屋 良謙(2)  2:27.07 ⽻賀 ⼤陽(2)  2:29.64 渡邊 悠樹(2)  2:30.20 川上 玲⾳(1)  2:31.33
加茂･加茂中 燕･燕中 三条･第⼀中 新潟･巻東中 加茂･葵中 ⾒附･⻄中 ⻑岡･寺泊中 ⾒附･⾒附中
張⼾ 怜史(2)  4:40.89 安達 駿(1)  4:41.68 ⼩栁 凜(2)  4:45.54 佐々⽊ 陸(2)  4:51.84 ⼤橋 陽⽃(3)  4:52.45 ⽴川 琉⽃(1)  4:56.87 丸⼭ 展(1)  4:58.51 川上 玲⾳(1)  5:00.38
⾒附･南中 三条･栄中 燕･燕中 ⾒附･⾒附中 三条･第⼀中 ⻄蒲･弥彦中 燕･吉⽥中 ⾒附･⾒附中
吉⽥ 優⼠(3)  9:38.15 張⼾ 怜史(2)  9:40.38 皆川 武蔵(3)  9:47.94 丸⼭ 翔(3)  9:55.14 佐々⽊ 陸(2)  10:31.36 ⽴川 琉⽃(1)  10:32.60 髙林 ⼤和(3)  11:10.04 星野 奏⼈(2)  11:11.62
⾒附･⾒附中 ⾒附･南中 加茂･加茂中 燕･燕中 ⾒附･⾒附中 ⻄蒲･弥彦中 ⾒附･⾒附中 燕･燕中
柿崎 皓介(3)  15.65 (+1.2) ⼯藤 優作(2)  17.36 (+1.2) ⼩林 柊翔(2)  w18.29 (+3.5) 栢森 慶太(2)  18.56 (+1.2) 平井 遥也(1)  19.43 (+1.2) 坪⾕ 優⾳(2)  w19.62 (+3.5) 廣川 隼⼠(1)  w22.35 (+3.5) 深⼝ 裕都(1)  w22.39 (+3.5)
三条･本成寺中 三条･第三中 ⾒附･⾒附中 加茂･加茂中 ⾒附･南中 加茂･加茂中 三条･本成寺中 三条･⼤崎学園（中）
三条･第⼀中C  49.37 三条･第⼀中A  49.72 燕･⼩池中Ａ  49.97 加茂･加茂中  50.80 三条･下⽥中  50.83 ⾒附･⾒附中  51.29 新潟･巻東中  51.33 ⾒附･南中  51.70
⼤橋 陽⽃(3) 岡⽥ 有乃(2) ⼩皆 ⼤地(2) 栢森 慶太(2) ⼤⽵ 來勇(1) ⻑⾕部 優⼼(1) 渡邉 惺(2) ⻑⾕川 泰⽣(2)
平井 晴(3) 佐藤 海翠(2) 沖坂 蓮⽃(2) ⼭⼝ 海星(2) 飯塚 翔空(2) ⽚⼭ 啓聖(2) 近藤 嵐(1) 平井 遥也(1)
⼭⼝ ⼤介(3) 丸⼭ 智⼰(2) 冨⽥ 雅⾐⼈(2) 坪⾕ 優⾳(2) ⼟⽥ 奏(2) 髙橋 伊吹(1) ⼩林 晟也(1) 張⼾ 怜史(2)
栗林 要(3) 更科 諒(2) 髙桑 悠太(2) ⻲⼭ 翼(2) 藤﨑 蒼太(2) ⼩林 柊翔(2) ⽴川 陽⼼(1) 佐藤 ⾵⾺(1)
神⽥ ⼤和(2)  1.60 佐藤 楓介(1)  1.35
三条･⼤崎学園（中） 燕･燕中
桑原 慶(2)  5.12 (+1.4) 岡⽥ 有乃(2)  4.93 (+0.6) 岩野 瑛太(2)  4.77 (+1.3) 菅原 ⻁太郎(2)  4.53 (+1.4) 鈴⽊ ⿓徳(1)  4.39 (+2.0) 安中 遼成(2)  w4.33 (+2.5) 平井 遥也(1)  4.33 (+0.7) ⽊原 光星(1)  4.23 (+0.6)
三条･栄中 三条･第⼀中 燕･燕北中 三条･第⼀中 三条･第⼀中 三条･第四中 ⾒附･南中 三条･栄中
太⽥ 平慈(2)  8.78 横⼭ 修磨(2)  7.43 ⼤橋 侑起(2)  7.09 藤⽥ 智耶(2)  7.04 渡邉 涼太(2)  6.33 清⽔ 悠⽣(2)  5.84 渡邉 真叶(1)  5.82 廣澤 直樹(2)  5.80
燕･吉⽥中 三条･⼤崎学園（中） 三条･第⼆中 加茂･葵中 三条･第⼆中 燕･⼩池中 燕･⼩池中 ⻄蒲･弥彦中
近藤 嵐(1)  1762
新潟･巻東中

9月19日 110mH

9月19日 砲丸投

9月19日 走高跳

9月19日 400m

⽥中 優華(3)  12.89 (+1.8) 江⽥ はつみ(1)  13.50 (+1.6) ⽥中 莉來(2)  13.59 (+1.6) 櫻井 智⾥(2)  13.60 (+1.6) 江⽥ なつみ(1)  13.65 (+1.6) 川村 友菜(2)  13.68 (+1.6) 丸⼭ 珠⾥(2)  w13.86 (+2.5)
燕･吉⽥中 ⾒附･⻄中 燕･燕中 三条･第⼆中 ⾒附･⻄中 燕･⼩池中 燕･吉⽥中

諏訪 莉央(2)  13.86 (+1.8)
燕･吉⽥中

秋澤 理沙(1)  w25.86 (+3.2) ⽯川 桃⼦(1)  w28.13 (+3.2) ⽬⿊ 晴⾹(1)  w28.91 (+3.2) ⽥中 莉來(2)  w29.34 (+2.8) ⼩出 奈菜(2)  w29.59 (+3.2) 阿部 莉璃奈(2)  w29.81 (+3.2) 南波 夏宝(2)  w30.18 (+3.0) ⽵⽥ ⼼⾳(1)  w30.23 (+3.0)
燕･吉⽥中 新潟･巻東中 加茂･葵中 燕･燕中 ⻄蒲･弥彦中 三条･第四中 ⾒附･南中 燕･燕北中
⽯川 桃⼦(1)  2:24.34 永井 庵(2)  2:39.08 渡邊 蒼空(1)  2:40.40 ⾦⼭ 琴美(2)  2:40.61 ⼩柳 夏澄(2)  2:41.79 池⽥ 千夏(1)  2:42.38 ⼩川 ひびね(1)  2:43.26 河合 苺⾹(2)  2:44.21
新潟･巻東中 加茂･葵中 ⻄蒲･弥彦中 燕･⼩池中 三条･第四中 ⻄蒲･弥彦中 燕･燕中 燕･燕中
皆川 寿々⼦(3)  5:14.65 細⾙ 唯莉(2)  5:17.13 ⼩柳 夏澄(2)  5:34.88 渡邊 菜々⼦(3)  5:39.81 永井 庵(2)  5:54.44 ⽯⿊ ⽇和(3)  6:13.77 橋本 果歩(2)  6:15.85 宮島 芽⽣(1)  6:25.89
⾒附･⾒附中 燕･燕中 三条･第四中 ⾒附･⾒附中 加茂･葵中 ⾒附･⾒附中 三条･第四中 ⾒附･南中
松⽥ 果桜(2)  17.54 (+1.6) 霜⿃ ⼼⾥(2)  17.65 (+1.7) ⼤久保 ⼀花(1)  18.66 (+1.6) ⼤⼝ 莉緒(2)  20.80 (+1.7) ⿃⽻ 美涼(2)  21.10 (+1.7) 五⼗嵐 美優(2)  21.28 (+1.6) 阿部 胡桃(1)  22.11 (+1.7) ⼤桃 琴⼦(2)  23.14 (+1.6)
燕･分⽔中 燕･吉⽥中 燕･燕中 三条･栄中 ⾒附･⻄中 三条･本成寺中 燕･吉⽥中 三条･第四中
⾒附･⻄中  55.17 燕･燕中  56.71 三条･第⼀中A  56.82 三条･第四中A  58.28 燕･⼩池中  58.51 ⾒附･南中  58.72 三条･第⼀中B  58.88 三条･第⼆中  59.46
菊池 聖菜(2) ⼤久保 ⼀花(1) 髙取 帆乃(2) ⻑澤 和花(2) 川﨑 優奈(2) ⼭⼝ ひより(2) 星野 アン美安(2) 横⼭ 葵(1)
江⽥ はつみ(1) 押久保 姫奈(2) 五⼗嵐 実⽻(1) ⾼橋 遥姫(2) 川村 友菜(2) 南波 夏宝(2) ⽯橋 杏未(1) 櫻井 智⾥(2)
藤原 結花(2) ⼭崎 ちひろ(2) 望⽉ 真⼦(2) 阿部 莉璃奈(2) ⾦⼭ 琴美(2) 佐藤 唯菜(1) 佐藤 実⾳(1) 佐藤 亜優(2)
江⽥ なつみ(1) ⽥中 莉來(2) 梨本 ゆい(1) ⼩柳 夏澄(2) ⾼橋 悠理亜(2) 諸橋 こころ(2) 堀 光⾥(1) 蒲原 惺良(1)
阿部 莉璃奈(2)  1.30 ⽬⿊ 晴⾹(1)  1.05
三条･第四中 加茂･葵中
江⽥ なつみ(1)  w4.54 (+2.3) 江⽥ はつみ(1)  w4.39 (+3.5) 川村 友菜(2)  w4.35 (+2.9) 梨本 ゆい(1)  w4.09 (+3.7) 川﨑 優奈(2)  w4.04 (+2.9) 押久保 姫奈(2)  w3.98 (+3.3) 丸⼭ 珠⾥(2)  3.95 (+1.7) 松永 英莉(2)  w3.87 (+2.7)
⾒附･⻄中 ⾒附･⻄中 燕･⼩池中 三条･第⼀中 燕･⼩池中 燕･燕中 燕･吉⽥中 燕･吉⽥中
近藤 ひかり(3)  8.02 本間 万葉(2)  7.61 ⼭本 絆(2)  7.06 ⼤桃 琴⼦(2)  7.00 倉茂 亜優(2)  6.19 ⾼橋 俐那(2)  5.83 岩⽅ 結芽(1)  5.27 北村 優⽉(1)  5.17
新潟･巻東中 三条･本成寺中 新潟･巻東中 三条･第四中 三条･第四中 ⾒附･⾒附中 燕･燕中 ⾒附･⾒附中
堀 光⾥(1)  w1511 望⽉ 真⼦(2)  w1475 ⻑澤 和花(2)  w1318 鈴⽊ 夏瀬(1)  w846
三条･第⼀中 三条･第⼀中 三条･第四中 三条･本成寺中

9月19日 100mH

9月19日 走高跳

9月19日 砲丸投

9月19日 200m

w (wind assist) : 追風参考

w 30.22 (+3.7) w 29.54 (+3.7) w 30.90 (+3.7) w 32.16 (+3.7)

 5.55  5.56  5.63  5.43

 1.25  1.20  1.25  1.05

 18.46 (+0.9)  18.84 (+0.9)  20.15 (+0.9)  23.26 (+0.9)

9月19日 砲丸投

9月19日 四種競技

9月19日 走高跳

9月19日 走幅跳

9月19日 100mH

9月19日 4x100mR

9月19日 800m

9月19日 1500m

女子 9月19日 100m

9月19日 200m

 57.35

 1.50

 6.34

 17.27 (+1.2)

9月19日 砲丸投

9月19日 四種競技

9月19日 走高跳

9月19日 走幅跳

9月19日 110mH

9月19日 4x100mR

9月19日 1500m

9月19日 3000m

9月19日 400m

9月19日 800m

7位 8位

男子 9月19日 100m

9月19日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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