
日付 種目

岡田　丈(3) 11.31 (+0.1) 長谷川　輝(3) 11.45 (+0.1) 栗林　航(3) 11.55 (+0.1) 小杉　宗獅(3) 11.80 (+0.1) 田代　成(3) 11.85 (+0.1) 渡邉　椿樹(3) 12.13 (+0.1) 髙橋　伯門(3) 12.15 (+0.1) 齋藤　尋斗(3) 12.26 (+0.1)

村上･村上第一中 新発田･第一中 新発田･加治川中 新発田･猿橋中 五泉･村松桜中 岩船･関川中 村上･村上第一中 新発田･第一中

岡田　丈(3) 22.91 (+1.0) 長谷川　輝(3) 23.09 (+1.2) 小杉　宗獅(3) 23.60 (+1.2) 田代　成(3) 23.90 (+1.2) 小野　魁時(3) 24.57 (+1.0) 髙橋　伯門(3) 24.60 (+1.2) 鈴木　晴翔(3) 24.70 (+1.0) 羽賀　昊大(3) 24.84 (+0.3)

村上･村上第一中 新発田･第一中 新発田･猿橋中 五泉･村松桜中 村上･村上第一中 村上･村上第一中 五泉･村松桜中 阿賀野･水原中

江川　大(3) 54.04 東海林　大夢(3) 54.41 中山　遼希(3) 56.88 渡邉　大登(3) 56.98 松野　颯太(3) 58.72 天野　皓貴(3) 59.16 亀田　佑真(3) 1:00.03 羽賀　陽樹(3) 1:00.78

五泉･五泉北中 村上･村上第一中 胎内･中条中 新発田･加治川中 新発田･佐々木中 新発田･本丸中 新発田･紫雲寺中 阿賀野･水原中

安達　光流(3) 2:09.39 安達　光希(3) 2:09.56 須貝　汰一(3) 2:12.99 眞保　楓汰(3) 2:22.91 中野　有貴(3) 2:24.58 加藤　輝流(3) 2:34.95 神田　佳汰(3) 2:37.77 嶋津　櫂(3) 2:45.41

五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 胎内･中条中 新発田･猿橋中 新発田･佐々木中 阿賀野･水原中 新発田･紫雲寺中 新発田･東中

安達　光流(3) 4:26.81 阿部　由跳(3) 4:29.16 石黒　雄大(3) 4:32.63 菊地　亮輔(3) 4:34.00 安達　光希(3) 4:35.23 相馬　日向大(3) 4:41.74 渡邉　颯(3) 4:45.82 志村　成琉(3) 4:45.87

五泉･五泉北中 新発田･本丸中 五泉･村松桜中 新発田･本丸中 五泉･五泉北中 村上･荒川中 五泉･村松桜中 胎内･中条中

菊地　亮輔(3) 10:19.67 渡邉　颯(3) 10:23.65 野本　快斗(3) 10:25.93 杉崎　循駿(3) 10:36.60 石黒　雄大(3) 10:38.28 鈴木　陽登(3) 10:44.32 遠藤　琉翔(3) 10:53.69 笹川　竜太(3) 10:55.24

新発田･本丸中 五泉･村松桜中 新発田･佐々木中 新発田･猿橋中 五泉･村松桜中 村上･村上第一中 新発田･猿橋中 五泉･五泉中

髙橋　瑛大(3) 15.34 (-0.7) 島津　一世(3) 16.73 (-0.7) 那須野　翔(3) 17.54 (-0.7)

新発田･猿橋中 新発田･加治川中 新発田･加治川中

阿部　煌太(3) 1.75 倉嶋　慎太郎(3) 1.70 渡邉　煌士(3) 1.60

新発田･加治川中 新発田･本丸中 新発田･加治川中

小野　結生(3) 6.01 (+1.6) 齋藤　尋斗(3) 5.60 (+1.5) 齋藤　快琉(3) w5.21 (+2.3) 荻間　陽生(3) 5.17 (+1.9) 阿部　駿太郎(3) 5.10 (+1.8) 渡辺　朋也(3) 5.03 (+1.0) 齋藤　空(3) 5.00 (-1.2) 渡辺　雄也(3) 4.81 (-0.4)

胎内･中条中 新発田･第一中 新発田･東中 胎内･中条中 阿賀野･京ヶ瀬中 新発田･本丸中 北蒲･聖籠中 五泉･村松桜中

北原　宝元(3) 12.02 八幡　昂志郎(3) 11.40 中野　太月(3) 10.37 渡邉　英大(3) 9.88 高田　晋央(3) 8.92 山田　悠太(3) 8.86 坂井　皆理(3) 6.18

新発田･紫雲寺中 村上･荒川中 新発田･加治川中 新発田･加治川中 新発田･本丸中 村上･荒川中 阿賀野･安田中

四種競技 渡邉　英大(3) 1794 遠山　卓冶(3) 1556

新発田･加治川中 胎内･中条中

7月25日 110mH 18.64 (-0.2) 19.30 (-0.2)

7月25日 砲丸投 10.99 7.78

7月25日 走高跳 1.51 1.48

7月25日 400m 1:00.72 59.75

中倉　茉咲(3) 12.93 (-1.0) 星野　良奈(3) 13.25 (-1.0) 古日山　繭里(3) 14.13 (-1.0) 佐藤　妃菜(3) 14.16 (-1.0) 伊藤　琴葉(3) 14.47 (-1.0) 此村　美蘭(3) 14.55 (-1.0) 仲野　光姫(3) 14.61 (-1.0) 笠原　綺良(3) 14.65 (-0.5)

新発田･紫雲寺中 新発田･第一中 阿賀野･水原中 新発田･猿橋中 五泉･五泉中 北蒲･聖籠中 阿賀野･水原中 五泉･五泉中

本多　真奈(3) 14.65 (-1.0)

阿賀野･水原中

中倉　茉咲(3) 25.68 (+1.0) 星野　良奈(3) 26.61 (+1.0) 古日山　繭里(3) 28.96 (+1.0) 仲野　光姫(3) 29.62 (+1.0) 伊藤　琴葉(3) 29.66 (+1.0) 本多　真奈(3) 30.66 (-0.1) 伊藤　ひなた(3) 30.91 (-0.1) 笠原　綺良(3) 31.32 (-0.1)

新発田･紫雲寺中 新発田･第一中 阿賀野･水原中 阿賀野･水原中 五泉･五泉中 阿賀野･水原中 五泉･五泉中 五泉･五泉中

平山　悠那(3) 2:25.99 黒谷　望美(3) 2:28.11 東　優菜(3) 2:33.01 佐藤　友梨(3) 2:34.77 伊藤　凛音(3) 2:36.59 明間　遥菜(3) 2:38.79 髙橋　怜奈(3) 2:45.63 信田　莉々佳(3) 2:49.17

新発田･猿橋中 五泉･村松桜中 村上･村上第一中 新発田･本丸中 新発田･猿橋中 五泉･五泉北中 岩船･関川中 新発田･紫雲寺中

黒谷　望美(3) 5:07.94 佐藤　友梨(3) 5:20.61 平山　悠那(3) 5:21.32 佐藤　彩華(3) 5:25.28 明間　遥菜(3) 5:30.94 伊藤　未來(3) 5:53.72 伊藤　ひなた(3) 5:53.92 信田　莉々佳(3) 6:01.14

五泉･村松桜中 新発田･本丸中 新発田･猿橋中 村上･荒川中 五泉･五泉北中 阿賀野･水原中 新発田･本丸中 新発田･紫雲寺中

釜田　美久(3) 17.90 (-0.3) 中山　美咲(3) 18.15 (-0.3) 関谷　嬉(3) 19.19 (-0.3) 山嵜　小椰(3) 19.23 (-0.3) 関口　翔帆(3) 19.95 (-0.3) 渡邉　愛菜(3) 20.04 (-0.3) 大竹　凜音(3) 21.23 (-0.3)

新発田･猿橋中 五泉･村松桜中 五泉･五泉中 新発田･猿橋中 阿賀野･京ヶ瀬中 新発田･猿橋中 新発田･東中

佐藤　妃菜(3) 1.48 星　陽香(3) 1.35 渡邉　ひかり(3) 1.30 阿部　紗希(3) 1.30 岡田　碧(3) 1.25 小柳　優風(3) 1.20

新発田･猿橋中 新発田･東中 新発田･猿橋中 新発田･東中 村上･荒川中 新発田･猿橋中

釜田　美久(3) 2.00 渡邉　愛菜(3) 1.90 小笠原　瑠那(3) 1.60

新発田･猿橋中 新発田･猿橋中 新発田･猿橋中

佐々木　美空(3) 4.35 (+2.0) 清野　朱音(3) 4.16 (+0.1) 湯淺　文音(3) 4.14 (-0.3) 陸　優芽(3) 3.97 (-0.5) 織笠　乃蒼(3) 3.82 (+0.5) 渋倉　ひなた(3) 3.76 (+0.6)

阿賀野･京ヶ瀬中 五泉･五泉中 新発田･東中 阿賀野･京ヶ瀬中 新発田･東中 新発田･第一中

星　陽香(3) 9.44 浅沼　楓姫(3) 8.40 小林　萌香(3) 8.28

新発田･東中 新発田･紫雲寺中 新発田･紫雲寺中

w:追風参考  

記録主任 髙柳　竜司

主催団体名 新潟陸上競技協会 陸協名 新潟

競技会名
新潟県中学3年生陸上競技選手権大会下越大会

期日・時刻 2020/07/25 審判長 遠藤　純一

競技場名 新発田市五十公野公園陸上競技場

7月25日 200m

1位 2位 7位 8位

男子 7月25日 100m

3位 4位 5位 6位

7月25日 400m

7月25日 800m

7月25日 1500m

7月25日 3000m

7月25日 110mH

7月25日 走高跳

7月25日 走幅跳

7月25日 砲丸投

女子 7月25日 100m

7月25日 200m

7月25日 800m

7月25日 1500m

7月25日 100mH

7月25日 走高跳

7月25日 砲丸投

7月25日 棒高跳

7月25日 走幅跳


