
日付 種目

髙野　颯汰  1:00.60

糸魚川･能生中

髙野　颯汰  2:21.71 滝田　陽輔  2:23.12 山田　夏希  2:27.84 藤巻　健太  3:01.68

糸魚川･能生中 上越･直江津中 上越･板倉中 上越･板倉中

岡本　大和  4:41.31 鎌田　健司  4:48.10 山田　夏希  4:48.50 滝田　陽輔  5:00.24 庄山　漣人  5:05.98 橋本　勇人  5:08.94 小池　海莱  5:08.98 仲林　光輝

糸魚川･能生中 糸魚川･糸魚川中 上越･板倉中 上越･直江津中 上越･板倉中 上越･直江津中 糸魚川･糸魚川中 糸魚川･糸魚川中

上田　准平  10:07.12 庄山　漣人  11:15.58 山﨑　友親  11:43.14

糸魚川･糸魚川中 上越･板倉中 上越･板倉中

110mH 太田　莉来  19.11

1.3 上越･板倉中

糸魚川･糸魚川中  47.23 上越･板倉中  49.15

恩田　叶生 宮腰　純

野本　爽太 山﨑　陽翔

松尾　颯 太田　莉来

曽根　悠大 藤本　竜輝

恩田　叶生  1.50

糸魚川･糸魚川中

木嶋　駿  5.77 (+1.8) 松尾　颯  5.75 (+0.8) 塚田　旬  w5.62 (+2.1) 渡邉　光  5.33 (+1.0) 野本　裕生  5.04 (+0.2) 松本　晟羽  4.27 (+1.7) 原田　航汰  4.17 (+0.6) 齊藤　千晃

上越･直江津中 糸魚川･糸魚川中 糸魚川･糸魚川中 糸魚川･青海中 糸魚川･糸魚川中 上越･名立中 糸魚川･青海中 糸魚川･糸魚川中

斉藤　爽太  7.12 岩島　優舞  6.20

糸魚川･青海中 上越･頸城中

100m 山本　大  w12.18

2.6 糸魚川

岡﨑　駿太郎  w24.75 (+2.2) 木島　翼  w24.94 (+2.2) 中川　龍一  w25.33 (+2.2)

糸魚川白嶺 糸魚川 糸魚川

木島　翼  54.86 中川　龍一  56.47 横川　将太  1:02.59

糸魚川 糸魚川 糸魚川白嶺

中谷　美そら  5:45.48 青木　結月  5:57.74 小林　未尋  6:05.86

上越･直江津中 糸魚川･糸魚川中 上越･直江津中

岸原　唯  17.11 (+1.2) 近藤　夏来  19.41 (+1.2) 小掠　叶夢  19.43 (+1.2) 田代　渚紗  19.59 (+1.2) 富田　みなみ  19.78 (+1.2) 吉原　杏  20.98 (+1.2) 渡辺　彩葉  21.11 (+1.2) 小林　未尋

上越･板倉中 糸魚川･糸魚川中 糸魚川･糸魚川中 糸魚川･糸魚川東中 糸魚川･能生中 糸魚川･糸魚川東中 糸魚川･糸魚川中 上越･直江津中

上越･板倉中  55.95 糸魚川･能生中A  57.47 糸魚川･糸魚川中  58.01 糸魚川･能生中B  59.64

岸原　唯 平塚　愛莉 長谷川　愛莉 富田　みなみ

福崎　祈愛 矢嶋　愛心 大島　三幸 齋藤　碧波

佐藤　ほのか 西　えな 小掠　叶夢 中嶋　咲花

一條　美峰 池田　希愛 近藤　夏来 橋立　晄和

嶋田　花音  1.15

糸魚川･糸魚川中

木口　愛華  4.42 (+0.5) 大島　三幸  4.01 (+1.3) 矢嶋　愛心  3.39 (+1.1)

上越･頸城中 糸魚川･糸魚川中 糸魚川･能生中

宮路　萌愛  7.88 内山　愛果  7.68 高橋　柑菜  7.09

糸魚川･能生中 上越･頸城中 糸魚川･青海中

青木　そら  w13.58 (+2.9) 卜部　杏樹  w15.75 (+2.9)

糸魚川 糸魚川白嶺

青木　そら  28.39 (+1.6) 渡邉　結友  32.81 (+1.6)

糸魚川 糸魚川白嶺

高校女子 4月29日 100m

4月29日 200m

4月29日 走幅跳

4月29日 砲丸投

4月29日 4x100mR

4月29日 走高跳

中学女子 4月29日 1500m

4月29日 100mH

高校男子 4月29日

4月29日 200m

4月29日 400m

4月29日 走幅跳

4月29日 砲丸投

4月29日

4月29日 4x100mR

4月29日 走高跳

4月29日 1500m

4月29日 3000m

7位 8位

中学男子 4月29日 400m

4月29日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

競技場名 美山陸上競技場 記録主任

主催団体名 糸魚川市陸上競技協会 陸協名

競技会名 2022年度　第1回　糸魚川市陸上競技記録会
期日・時刻 2022/4/29 審判長



田上　桃花  2:59.30

糸魚川

齋藤　瑞月  1.30

糸魚川白嶺

磯貝　穂乃香  3.88 (+1.7)

糸魚川
4月29日 走幅跳

w (wind assist) : 追風参考

4月29日 800m

4月29日 走高跳



 5:09.72

 3.74 (+1.2)

 21.28 (+1.2)

8位



w (wind assist) : 追風参考


