
日付 種目

小林　虹介(2)  12.20 (-2.1) 西野　優生(2)  12.32 (-2.1) 小林　涼(2)  12.33 (-2.1) 貝瀬　稜真(2)  12.36 (-2.1) 山本　翔瑛(2)  12.65 (-2.1) 梅崎　凱吏(2)  12.84 (-2.1) 水上　竜希(2)  12.87 (-2.1) 阿部　詩音(2)  13.05 (-2.1)

十日町･川西中 南魚沼･八海中 南魚沼･塩沢中 南魚沼･塩沢中 南魚沼･六日町中 十日町･水沢中 魚沼･堀之内中 魚沼･小出中

南雲　晟司郎(2)  25.08 (-2.3) 西野　優生(2)  25.17 (-2.3) 小林　虹介(2)  25.55 (-2.3) 西方　碧(2)  25.56 (-2.3) 上倉　風咲(2)  25.62 (-2.3) 武淵　佑海(2)  26.11 (-2.3) 細貝　太良(2)  26.37 (-2.3) 石沢　竜雅(2)  26.86 (-2.3)

十日町･川西中 南魚沼･八海中 十日町･川西中 十日町･南中 中魚･津南中等(中) 南魚沼･六日町中 小千谷･東小千谷中 中魚･津南中

佐藤　克樹(1)  54.15 南雲　晟司郎(2)  56.87 太田　圭汰(2)  58.70 星野　汐音(2)  1:00.45 小川　功貴(2)  1:01.36 大平　香椎(2)  1:01.75 松原　大河(2)  1:01.77 田中　海晴(2)  1:02.40

南魚沼･六日町中 十日町･川西中 十日町･中条中 魚沼･広神中 小千谷･小千谷中 南魚沼･八海中 南魚沼･八海中 十日町･川西中

穴沢　凪人(2)  2:12.32 平賀　琉斗(2)  2:12.82 大平　優真(2)  2:13.04 桜井　遥人(2)  2:13.20 渡邉　悠都(2)  2:18.98 田中　夏琉(1)  2:20.24 栁　歩邑(2)  2:21.01 小川　功貴(2)  2:22.10

魚沼･魚沼北中 南魚沼･六日町中 南魚沼･六日町中 南魚沼･六日町中 十日町･下条中 小千谷･東小千谷中 十日町･吉田中 小千谷･小千谷中

穴沢　凪人(2)  4:27.39 富所　晃和(2)  4:27.45 星野　好誠(2)  4:29.38 川上　大敬(1)  4:32.80 平賀　琉斗(2)  4:34.61 佐藤　五輪(2)  4:34.69 津端　英大(2)  4:35.87 武井　結大(2)  4:39.44

魚沼･魚沼北中 魚沼･小出中 小千谷･小千谷中 十日町･川西中 南魚沼･六日町中 十日町･吉田中 中魚･津南中 南魚沼･塩沢中

津端　英大(2)  9:43.59 富所　晃和(2)  9:48.48 笹崎　郁人(2)  9:59.68 渡辺　麗凰(1)  10:03.39 村田　大翔(2)  10:04.02 湯本　悠仁(2)  10:04.18 星野　好誠(2)  10:04.89 中野　琥太朗(2)  10:06.48

中魚･津南中 魚沼･小出中 小千谷･小千谷中 魚沼･魚沼北中 小千谷･小千谷中 魚沼･魚沼北中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中

太田　圭汰(2)  16.50 (-1.1) 川邊　大輝(1)  17.21 (-1.1) 葉葺　諄也(2)  18.11 (-1.1) 湯本　悠仁(2)  18.32 (-1.1) 櫻井　惇志(1)  18.58 (-1.1) 齋藤　煌(2)  18.65 (-1.1) 目崎　将吾(2)  18.86 (-1.1) 大島　颯(2)  19.58 (-1.1)

十日町･中条中 南魚沼･六日町中 十日町･水沢中 魚沼･魚沼北中 南魚沼･六日町中 十日町･川西中 小千谷･小千谷中 魚沼･魚沼北中

南魚沼･塩沢中  46.77 十日町･川西中  47.71 南魚沼･八海中  47.75 南魚沼･六日町中  47.77 中魚･津南中等(中)  49.04 魚沼･小出中  49.43 魚沼･堀之内中  49.81 十日町･南中  50.02

江口　龍ノ介(2) 丸山　悠李(2) 井口　暖斗(2) 武淵　佑海(2) 福原　弥夢(1) 秋元　清太(2) 平等　智也(2) 大津　亜門(2)

小林　涼(2) 小林　虹介(2) 松原　大河(2) 佐藤　克樹(1) 上倉　風咲(2) 酒井　達輝(1) 水上　竜希(2) 西方　碧(2)

林　和音(2) 仲嶋　脩悟(2) 黒瀧　乃碧(2) 石田　櫂斗(2) 倉石　恵吾(2) 渡邉　暖士(2) 吉田　迅(2) 樋口　玲生(1)

貝瀬　稜真(2) 南雲　晟司郎(2) 西野　優生(2) 山本　翔瑛(2) 上原　天馬(2) 阿部　詩音(2) 山田　聖人(2) 金子　丈陽(1)

大島　颯(2)  1.56 川邊　大輝(1)  1.50 村山　空冬(2)  1.40 中澤　奏(2)  1.40 上村　彪雅(1)  1.35 大嶋　瞬(1)  1.35 阿部　琉祐(2)  1.35 村山　望翔(1)  1.30

魚沼･魚沼北中 南魚沼･六日町中 十日町･下条中 中魚･津南中等(中) 十日町･下条中 十日町･中条中 南魚沼･塩沢中 十日町･十日町中

佐藤　天真(2)  3.40 髙橋　路(2)  3.00 佐藤　響(2)  2.50 羽鳥　壮太(2)  2.40 岩田　一輝(1)  1.20

十日町･南中 GR 十日町･川西中 十日町･川西中 小千谷･小千谷中 十日町･中条中

風間　惺互(2)  5.77 (+1.5) 林　和音(2)  w5.59 (+4.5) 関　佑真(2)  w5.39 (+2.5) 木村　晏(2)  5.27 (+1.7) 貝瀬　稜真(2)  5.19 (+1.2) 倉石　恵吾(2)  w5.06 (+2.5) 小澤　昊生(1)  5.00 (+2.0) 宮崎　悠真(1)  w4.99 (+2.5)

小千谷･小千谷中 南魚沼･塩沢中 小千谷･東小千谷中 小千谷･小千谷中 南魚沼･塩沢中 中魚･津南中等(中) 南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中

齋藤　大輔(2)  8.89 行方　大晴(2)  8.07 小林　竜胆(2)  7.47 金澤　竜汰(2)  7.18 石田　櫂斗(2)  6.12 関　秋司(1)  5.98 河野　漣桜(2)  5.86 山崎　慶生(2)  5.85

十日町･下条中 南魚沼･八海中 魚沼･広神中 十日町･水沢中 南魚沼･六日町中 南魚沼･大和中 南魚沼･六日町中 南魚沼･八海中

仲嶋　脩悟(2)  1436 上原　天馬(2)  1259 井口　智成(2)  858

十日町･川西中 中魚･津南中等(中) 南魚沼･八海中

110mH  20.80 289  21.11 267  22.28 191

砲丸投  7.86 358  8.04 369  4.43 158

走高跳  1.50 389  1.35 283  1.35 283

400m  1:00.39 400  1:02.24 340  1:06.23 226

福原　弥夢(1)  16.66 (-1.3) 種村　滉大(1)  17.25 (-1.3) 目崎　信之介(1)  17.62 (-1.3) 樋口　玲生(1)  18.09 (-1.3) 小島　陽良(1)  18.25 (-1.3) 福嶋　賢素(1)  19.22 (-1.3) 久保田　楓斗(1)  19.41 (-1.3) 荒川　時人(1)  19.45 (-1.3)

中魚･津南中等(中) 南魚沼･八海中 南魚沼･塩沢中 十日町･南中 南魚沼･塩沢中 十日町･下条中 中魚･津南中 南魚沼･塩沢中
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　田中　博

主催団体名 魚沼四市二郡中学校体育連盟　南魚沼市陸上競技協会　湯沢町陸上競技協会 陸協名 南魚沼市陸上競技協会

競技会名 魚沼四市二郡中学校新人陸上競技大会
期日・時刻 2020年9月24日 審 判 長 　本田　俊夫

競技場名 十日町市陸上競技場 記録主任



日付 種目

今成　真菜(2)  13.34 (-0.9) 長谷川　くらら(1)  13.56 (-0.9) 小林　ゆり(2)  13.74 (-0.9) 荻野　由侑(1)  13.87 (-0.9) 佐藤　愛花(2)  14.15 (-0.9) 大渕　茉緒(1)  14.19 (-0.9) 加藤　いろは(2)  14.22 (-0.9) 富澤　巴那(2)  14.25 (-0.9)

南魚沼･六日町中 十日町･下条中 十日町･十日町中 小千谷･小千谷中 小千谷･南中 小千谷･南中 南魚沼･八海中 十日町･南中

池　来実(1)  27.45 (-0.9) 長谷川　くらら(1)  28.06 (-0.9) 春日　悠花(1)  28.31 (-0.9) 滝沢　まゆな(2)  29.04 (-0.9) 佐藤　結菜(1)  29.42 (-0.9) 久川　藍(1)  29.50 (-0.9) 石田　妃菜佳(2)  29.62 (-0.9) 松田　優(1)  29.92 (-0.9)

小千谷･小千谷中 十日町･下条中 十日町･南中 中魚･津南中 南魚沼･八海中 南魚沼･八海中 中魚･津南中 南魚沼･大和中

阿部　和夏(2)  2:29.18 山岸　野乃(2)  2:30.69 庭野　陽子(1)  2:30.69 武藤　ゆづき(1)  2:31.66 大塚　彩世(2)  2:31.99 桑原　由奈(2)  2:32.02 柳　凜花(2)  2:32.24 渡邉　杏菜(2)  2:32.81

十日町･十日町中 十日町･中条中 小千谷･小千谷中 魚沼･小出中 十日町･南中 中魚･津南中 十日町･吉田中 南魚沼･塩沢中

髙橋　美空(2)  4:52.73 山岸　野乃(2)  4:53.46 阿部　和夏(2)  4:55.16 春日　未鈴(1)  4:55.61 渡邉　杏菜(2)  5:05.03 小島　ひかる(2)  5:06.23 原田　來夏(1)  5:06.59 庭野　陽子(1)  5:06.89

十日町･十日町中 十日町･中条中 十日町･十日町中 十日町･南中 南魚沼･塩沢中 小千谷･東小千谷中 南魚沼･塩沢中 小千谷･小千谷中

山賀　凪(2)  15.01 (-1.8) 今成　真菜(2)  15.55 (-1.8) 小林　ゆり(2)  15.89 (-1.8) 池　来実(1)  16.18 (-1.8) 髙橋　那奈依(1)  17.33 (-1.8) 林　心紅(2)  17.79 (-1.8) 桑原　小陽(1)  17.86 (-1.8) 丸山　さら(1)  18.84 (-1.8)

十日町･松代中 南魚沼･六日町中 十日町･十日町中 小千谷･小千谷中 十日町･十日町中 南魚沼･塩沢中 南魚沼･八海中 中魚･津南中等(中)

十日町･南中  53.44 南魚沼･六日町中  54.14 中魚･津南中  54.69 十日町･松代中  55.12 小千谷･南中  55.49 南魚沼･八海中  55.91 十日町･十日町中  57.18

末吉　みやび(1) 中俣　百音(1) 小山　結夏(1) 関谷　くらら(2) 阿部　陽菜多(2) 阿部　結月(2) 村山　碧(2)

春日　悠花(1) 星野　花恋(1) 滝沢　ゆりな(2) 山賀　凪(2) 佐藤　愛花(2) 廣田　沙耶(2) 小林　ゆり(2)

富澤　巴那(2) 青木　仁菜(2) 石田　妃菜佳(2) 牧田　鈴葉(2) 大渕　茉緒(1) 笠原　こはく(2) 村山　玲奈(1)

島田　芽衣(2) 今成　真菜(2) 滝沢　まゆな(2) 樋口　心優(2) 髙橋　心桜(2) 加藤　いろは(2) 髙橋　那奈依(1)

山賀　凪(2)  1.57 樋口　心優(2)  1.44 星名　香凜(2)  1.35 水落　萌乃華(2)  1.35 小川　奏海(2)  1.30 宮山　陽羽(1)  1.30 山口　ルアン(1)  1.30 田村　碧彩(1)  1.25

十日町･松代中 GR 十日町･松代中 十日町･川西中 十日町･下条中 十日町･十日町中 小千谷･小千谷中 南魚沼･塩沢中 中魚･津南中等(中)

島田　芽衣(2)  5.30 (+1.4) 荻野　由侑(1)  5.05 (+1.2) 吉樂　美夏野(2)  4.55 (+1.1) 星野　優里奈(2)  4.47 (+1.5) 丸山　実咲(1)  4.36 (+0.6) 山田　朱美玲(2)  4.30 (+1.1) 阿部　陽菜多(2)  4.25 (+0.5) 青木　仁菜(2)  4.16 (+1.3)

十日町･南中 GR 小千谷･小千谷中 中魚･津南中等(中) 魚沼･湯之谷中 十日町･吉田中 中魚･津南中等(中) 小千谷･南中 南魚沼･六日町中

春日　愛々花(2)  9.10 角屋　綾音(2)  8.70 北野　理絵(2)  8.38 中川　緑(2)  7.52 梅田　恵芽(2)  7.48 富澤　彩加(1)  6.62 服部　珠弓(1)  6.30 相澤　優希(2)  6.13

十日町･吉田中 魚沼･堀之内中 十日町･吉田中 魚沼･湯之谷中 魚沼･小出中 中魚･津南中 十日町･中里中 十日町・まつのやま学園

上村　那智(2)  982

南魚沼･八海中

100mH  19.89 (+0.7) 311

走高跳  1.05 180

砲丸投  5.12 216

200m  33.33 (-1.7) 275

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

　田中　博

主催団体名 魚沼四市二郡中学校体育連盟　南魚沼市陸上競技協会　湯沢町陸上競技協会 陸協名 南魚沼市陸上競技協会

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 魚沼四市二郡中学校新人陸上競技大会
期日・時刻 2020年9月24日 審 判 長 　本田　俊夫

競技場名 十日町市陸上競技場 記録主任

9月24日 四種競技

9月24日 走幅跳

9月24日 砲丸投

9月24日 4x100mR

9月24日 走高跳

9月24日 1500m

9月24日 100mH

9月24日 200m

9月24日 800m

共通女子 9月24日 100m


