
日付 種目

野内　優太郎(3)  1.80 保苅　楓太(2)  1.60 阿部　和真(2)  1.50 長谷川　朔太朗(2)  1.50 木村　郁海(2)  1.45

新潟･白根第一中 新潟･石山中 新潟･石山中 新潟･高志中等(中) 新潟･新津第五中

大矢　歩夢(3)  3.00 小田　結斗(3)  2.60 増子　岳暁(2)  2.30 秋山　湧翔(2)  2.00 原　祐生(2)  1.90

新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中

西海　太晴(3)  2.30

新潟･小針中

古寺　星生良(3)  5.71 (+0.4) 塩谷　友陽(3)  5.71 (+1.3) 川﨑　幸樹(3)  5.50 (-1.6) 齋藤　良河(3)  5.41 (-3.3) 三浦　日向葵(3)  5.40 (+1.5) 藤橋　夢成(2)  5.32 (-1.2) 谷　刹那(2)  5.27 (+1.4) 真柄　樹(2)  5.11 (+0.3)

新潟･亀田中 新潟･関屋中 新潟･木崎中 新潟･亀田西中 新潟･坂井輪中 新潟･黒埼中 新潟･巻西中 新潟･新津第一中

田村　凪(3)  13.30 中川　冬夢(2)  9.86 山森　龍志(3)  9.17 野内　瑞輝(3)  9.14 小林　宙樹(3)  8.76 大内　皓貴(3)  8.55 本多　芯(2)  8.38 松本　陽山(3)  8.32

新潟･上山中 新潟･下山中 新潟･黒埼中 新潟･小新中 新潟･白南中 新潟･附属新潟中 新潟･小新中 新潟･巻西中

近藤　嵐(2)  2104 三浦　遙仁(2)  1856 藤山　哲平(3)  1579 白井　千聖(2)  1407

新潟･巻東中 新潟･坂井輪中 新潟･新津第五中 新潟･新津第五中

5月3日 110mH

5月3日 砲丸投

5月3日 走高跳

5月3日 400m

清水　夢真(3)  1.46 松原　梨奈(3)  1.43 栗原　杏奈(3)  1.40 景山　桃佳(3)  1.35 荒木　もえ(3)  1.35 皆川　沙妃(3)  1.35 阿部　七海(3)  1.35

新潟･巻西中 新潟･宮浦中 新潟･藤見中 新潟･新津第二中 新潟･新津第二中 新潟･宮浦中 新潟･小針中

野瀬　佐利和(3)  1.35

新潟･宮浦中

廣瀬　結羽(3)  2.40 南　統子(2)  2.30 中川　未遥(2)  2.10 山田　美優(2)  1.90

新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中

菅野　日向実(3)  2.40

新潟･東新潟中

小林　栞那(3)  4.66 (+0.4) 西川　さくら(3)  w4.64 (+2.7) 山田　瑚子(2)  4.53 (+1.2) 岩﨑　葉夕南(3)  4.31 (-0.7) 佐藤　結月(2)  4.29 (-0.3) 大久保　華香(3)  4.28 (+1.6) 齋藤　桜優(2)  4.25 (+0.7) 山崎　葉月(3)  4.24 (-0.1)

新潟･山潟中 新潟･上山中 新潟･小針中 新潟･小須戸中 新潟･巻西中 新潟･光晴中 新潟･山の下中 新潟･石山中

山本　絆(3)  9.79 佐々木　唯衣(2)  9.55 野口　歩夏(3)  8.90 土田　紗礼(3)  8.89 佐藤　子涼(3)  8.76 小塚　梨恵(3)  8.64 帆苅　椿紀(3)  8.63 小林　麗美華(3)  8.49

新潟･巻東中 新潟･新津第一中 新潟･両川中 新潟･新津第五中 新潟･下山中 新潟･小針中 新潟･新津第五中 新潟･両川中

亀山　らら(3)  1884 土田　あみ(3)  1752 田村　優菜(2)  1648 佐野　美月(3)  1417 多田　響音(3)  1196 武者　恋奈(3)  1190

新潟･白根北中 新潟･巻西中 新潟･黒埼中 新潟･木戸中 新潟･小針中 新潟･葛塚中

5月3日 100mH

5月3日 走高跳

5月3日 砲丸投

5月3日 200m

w (wind assist) : 追風参考

 30.04 (-0.3)  30.47 (-0.3)  29.24 (-0.3)  32.04 (-0.3)  30.25 (-0.3)  32.48 (-0.3)

 1.30

 8.04  7.51  7.94  7.53  6.43  5.78

 19.56 (+0.4)  21.86 (+0.4)  21.34 (+0.4)

 1.30  1.30  1.25  1.25  1.15

5月3日 四種競技

 17.02 (+0.4)  17.65 (+0.4)  19.37 (+0.4)

5月3日 走幅跳

5月3日 砲丸投

共通女子 5月3日 走高跳

5月3日 棒高跳

 56.88  1:00.03  1:01.76  1:03.38

 1.70  1.65  1.65  1.55

 20.49 (-0.7)

 7.22  8.80  8.47  7.97

5月3日 四種競技

 16.16 (-0.7)  17.98 (-0.7)  20.30 (-0.7)

5月3日 走幅跳

5月3日 砲丸投

7位 8位

共通男子 5月3日 走高跳

5月3日 棒高跳

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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