
日付 種目

長谷川　由樹(3)  24.56 (-3.2) 若井　快晴(3)  24.67 (-2.0) 樋口　向陽(3)  25.10 (-3.2) 成田　賢士郎(3)  25.20 (-3.2) 大戸　陽生(3)  25.33 (-3.2) 松田　達哉(2)  25.50 (-3.2) 相木　響(3)  25.62 (-3.2) 高橋　歓太(3)  26.68 (-2.0)

村上･荒川中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 村上･村上中等(中) 胎内･中条中 村上･荒川中 胎内･中条中 胎内･中条中

鈴木　紅我(3)  54.38 成田　賢士郎(3)  55.24 松井　滉樹(3)  55.89 高澤　楓音(2)  59.85 吉田　伊吹(2)  1:00.87 鈴木　友惺(3)  1:05.90

胎内･中条中 TR 村上･村上中等(中) TR 胎内･中条中 TR 胎内･中条中 五泉･五泉中 村上･荒川中

梅田　悠生(2)  2:32.04 渡邉　悠斗(2)  2:35.09 蟹井　来咲(2)  2:46.75

村上･村上中等(中) 北蒲･聖籠中 村上･荒川中

落合　蓮(2)  4:39.83 中村　梨玖(3)  4:54.22 渡辺　博愛(3)  4:59.29 小林　陽翔(2)  5:07.24 渡邉　悠斗(2)  5:11.98 渡邉　橙生(2)  5:12.97 船山　空飛(3)  5:18.48 原　璃空(2)  5:25.69

五泉･五泉中 北蒲･聖籠中 胎内･中条中 村上･荒川中 北蒲･聖籠中 村上･村上中等(中) 村上･荒川中 北蒲･聖籠中

田中　康遥(3)  10:31.44 井浦　俊太(1)  11:23.61

胎内･中条中 五泉･五泉中

石山　拓弥(3)  18.58 (-3.8) 中村　陽介(2)  21.45 (-3.8)

胎内･中条中 北蒲･聖籠中

五泉･五泉中A  46.35 胎内･中条中A  46.62 胎内･中条中B  48.49 北蒲･聖籠中  50.19 五泉･五泉中B  53.32

鈴木　龍彦(3) 富樫　怜皇(2) 羽田野　愛琉(3) 中村　陽介(2) 鷲尾　翔弥(2)

尾花　陽(3) 大戸　陽生(3) 高澤　楓音(2) 渡邉　雄大(2) 青木　佑樹(3)

樋口　向陽(3) 相木　響(3) 石山　拓弥(3) 髙松　月羅(2) 堀井　凛久(1)

若井　快晴(3) 松井　滉樹(3) 鈴木　紅我(3) 中村　梨玖(3) 武藤　隼(3)

青木　佑樹(3)  1.30

五泉･五泉中

渡邉　雄大(2)  5.13 (+1.6) 杉田　翔哉(2)  4.83 (+0.9) 藤間　翼(2)  4.79 (+1.5) 鷲尾　翔弥(2)  4.60 (+1.0) 小林　聖(2)  4.35 (+1.8) 飯田　彗斗(2)  w4.10 (+2.2) 渡邉　琉生(2)  4.01 (+0.9)

北蒲･聖籠中 五泉･五泉中 胎内･中条中 五泉･五泉中 北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中 胎内･中条中

武藤　隼(3)  9.85 羽田野　愛琉(3)  8.11 髙橋　昇生(2)  7.94 長田　琉玖(2)  7.65 高橋　歓太(3)  6.84 須貝　聖道(2)  6.19 荒木　美貴(2)  6.01

五泉･五泉中 胎内･中条中 北蒲･聖籠中 村上･荒川中 胎内･中条中 村上･村上中等(中) 北蒲･聖籠中

五十嵐　聖貴(1)  13.62 (-0.9) 箕輪　絢太(1)  13.74 (-2.3) 風間　裕希(1)  13.84 (-1.5) 高橋　柊(1)  13.87 (-2.3) 堀井　凛久(1)  14.11 (-2.3) 渡辺　虎太郎(1)  14.89 (-1.5) 塚野　凌冴(1)  14.98 (-0.9) 儀同　成(1)  15.29 (-0.9)

胎内･中条中 五泉･五泉中 胎内･中条中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 胎内･中条中 胎内･中条中 胎内･中条中

井浦　俊太(1)  5:11.95 佐藤　英新(1)  5:18.00 鈴木　煌也(1)  5:31.56 本間　叶夢(1)  5:32.33 今井　煌(1)  5:46.47

五泉･五泉中 村上･村上中等(中) 五泉･五泉中 胎内･中条中 村上･村上中等(中)

富樫　怜皇(2)  12.08 (+0.2) 渡邊　月(2)  12.22 (+0.2) 松田　達哉(2)  12.33 (+0.2) 樽木　駿人(2)  12.54 (+0.2) 高澤　楓音(2)  12.81 (+0.2) 髙松　月羅(2)  12.86 (-0.3) 遠山　漣(2)  12.92 (+0.2) 藤間　翼(2)  13.10 (-0.3)

胎内･中条中 TR2 村上･荒川中 村上･荒川中 村上･荒川中 胎内･中条中 北蒲･聖籠中 村上･荒川中 胎内･中条中

長谷川　由樹(3)  11.63 (-1.0) 若井　快晴(3)  11.82 (-1.0) 鈴木　龍彦(3)  12.01 (-1.0) 樋口　向陽(3)  12.14 (-1.0) 松井　滉樹(3)  12.15 (-1.0) 相木　響(3)  12.23 (-1.0) 鈴木　紅我(3)  12.45 (-1.0) 大戸　陽生(3)  12.46 (-1.8)

村上･荒川中 TR3 五泉･五泉中 TR3 五泉･五泉中 五泉･五泉中 胎内･中条中 胎内･中条中 胎内･中条中 胎内･中条中

２年男子 5月16日 100m

３年男子 5月16日 100m

１年男子 5月16日 100m

5月16日 1500m

5月16日 走幅跳

5月16日 砲丸投

5月16日 4x100mR

5月16日 走高跳

5月16日 3000m

5月16日 110mH

5月16日 800m

5月16日 1500m

7位 8位

共通男子 5月16日 200m

5月16日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 新発田市陸上競技協会 陸協名 新潟

競技会名 2021下越地区中学校スプリング記録会
期日・時刻 2021/5/16 審判長 佐藤　良司

競技場名 新発田市五十公野公園陸上競技場 記録主任 髙柳　竜司

TR TR



日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 新発田市陸上競技協会 陸協名 新潟

競技会名 2021下越地区中学校スプリング記録会
期日・時刻 2021/5/16 審判長 佐藤　良司

競技場名 新発田市五十公野公園陸上競技場 記録主任 髙柳　竜司

星野　心実(2)  28.58 (0.0) 須貝　和果(2)  29.83 (0.0) 庭野　萌永(3)  30.03 (0.0) 齋藤　楓(3)  30.06 (-2.0) 木村　千佳(2)  30.73 (0.0) 髙﨑　芽音(3)  30.77 (-2.0) 渡辺　彩心(3)  32.15 (-2.0)

五泉･五泉中 胎内･中条中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 胎内･中条中 北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中

丸山　実優(3)  2:35.10 中川　陽華(3)  2:37.14 髙橋　日和(3)  2:43.55 片野　えがお(2)  2:45.92 髙橋　ひかり(2)  2:46.57 中川　夏凛(2)  2:54.51 齋藤　楓(3)  2:55.04

北蒲･聖籠中 胎内･中条中 北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中 村上･村上中等(中) 五泉･五泉中 五泉･五泉中

瀧川　彩良(2)  5:40.45 吉塚　蘭(2)  6:08.33

胎内･中条中 五泉･五泉中

髙﨑　芽音(3)  18.17 (-3.2) 坪谷　純花(2)  18.35 (-3.2) 細貝　奏花(3)  19.54 (-3.2) 皆川　七星(2)  21.00 (-3.2)

北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中 胎内･中条中

胎内･中条中  55.94 五泉･五泉中A  56.03 北蒲･聖籠中  56.92 村上･村上中等(中)  59.87 五泉･五泉中B  1:00.63

木村　千佳(2) 星野　心実(2) 渡辺　彩心(3) 神田　侑里阿(1) 月岡　日々希(1)

皆川　七星(2) 吉塚　蘭(2) 髙橋　空羽(2) 遠山　智得美(2) 落合　優(2)

中川　陽華(3) 庭野　萌永(3) 渡部　愛生(3) 河面　愛花(1) 八田　芽吹(2)

須貝　和果(2) 齋藤　楓(3) 髙﨑　芽音(3) 髙橋　ひかり(2) 鈴木　美羽(1)

成田　百花(3)  4.56 (-1.5) 渡部　愛生(3)  4.20 (-0.3) 髙橋　空羽(2)  4.14 (-0.6) 鶴巻　妃莉(2)  3.99 (-0.5) 木村　千佳(2)  3.81 (-0.2) 八田　芽吹(2)  3.47 (-1.0)

村上･村上第一中 北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中 胎内･中条中 五泉･五泉中

加藤　真実(3)  6.19 落合　優(2)  5.93 五十嵐　杏那(2)  5.11

胎内･中条中 五泉･五泉中 五泉･五泉中

加藤　真実(3)  16.79

胎内･中条中

鈴木　美羽(1)  15.29 (-1.8) 河面　愛花(1)  15.58 (-0.3) 羽田　結香(1)  16.01 (-1.8) 月岡　日々希(1)  16.20 (-0.3) 神田　侑里阿(1)  16.21 (-1.8) 小澤　実紗季(1)  16.38 (-0.3) 朽網　瑠奈(1)  16.54 (-0.3) 桐生　もも(1)  17.54 (-0.3)

五泉･五泉中 村上･村上中等(中) 胎内･中条中 五泉･五泉中 村上･村上中等(中) 胎内･中条中 胎内･中条中 胎内･中条中

鈴木　美羽(1)  2:40.82

五泉･五泉中

小田　桃葉(2)  13.67 (-1.5) 星野　心実(2)  13.72 (-1.5) 須貝　和果(2)  14.06 (-1.5) 坪谷　純花(2)  14.31 (-1.5) 皆川　七星(2)  14.52 (-0.1) 遠山　智得美(2)  14.77 (-0.1) 小野　真白(2)  14.79 (-0.1) 五十嵐　杏那(2)  14.97 (-0.1)

村上･村上第一中 五泉･五泉中 胎内･中条中 北蒲･聖籠中 胎内･中条中 村上･村上中等(中) 村上･神林中 五泉･五泉中

阿部　かえら(3)  14.06 (+0.1) 大野　友愛(3)  14.20 (+0.1) 庭野　萌永(3)  14.34 (-0.8) 細野　莉子(3)  14.89 (-0.8) 須貝　美紅(3)  15.57 (-0.8)

北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中 五泉･五泉中 北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中

TR3 : 通信3年記録

３年女子 5月16日 100m

w (wind assist) : 追風参考

TR : 通信共通記録

TR2 : 通信2年記録

5月16日 800m

２年女子 5月16日 100m

5月16日 円盤投

１年女子 5月16日 100m

5月16日 走幅跳

5月16日 砲丸投

5月16日 4x100mR

5月16日 走高跳

5月16日 1500m

5月16日 100mH

共通女子 5月16日 200m

5月16日 800m


