
日付 種目

小島　巧実  w10.71 (+2.4) 土田　達己  w10.88 (+2.4) 鶴巻　陽太  w10.90 (+2.4) 本間　悠暉  w10.99 (+2.4) 木村　隼也  w11.00 (+2.1) 田﨑　空  w11.02 (+2.4) 秋山　輝斗  w11.05 (+2.1) 藤田　健太郎  w11.10 (+2.4)

新潟江南 新潟東 三条 新潟産大附 新潟産大附 見附 新潟産大附 新潟東

瀬沼　大進  52.64 舘野　颯  52.88 川永　柊乃介  52.97 酒井　陽  53.05 山口　優太  53.29 田中　ひかる  53.38 珊瑚　聖也  53.62 野水　瞭  53.97

新潟産大附 小出 六日町 三条 六日町 小出 三条東 三条東

井上　卓哉  1:59.71 佐藤　友  2:00.16 岡　恵護  2:02.39 勝又　鋼芽  2:03.09 大久保　颯  2:03.38 上村　康太  2:05.93 島倉　歩夢  2:07.21 半澤　朝陽  2:08.16

三条商 三条 長岡工 長岡 見附 小出 長岡工 長岡

小黒　慧  4:15.37 遠藤　凪従  4:15.69 大石　佳典  4:21.94 勝又　鋼芽  4:26.25 半澤　朝陽  4:29.59 井上　卓哉  4:32.76 瀧澤　心  4:33.88 山之内　奏真  4:34.58

長岡商 小出 六日町 長岡 長岡 三条商 加茂暁星 六日町

上村　大樹  16.72 (-1.2) 山﨑　みらい  17.66 (-1.2) 小林　龍史  20.48 (-1.2)

長岡 加茂農林 長岡

笹岡　奏汰  56.76 水澤　大地  57.47 小河　匡平  59.09 金田　颯空  1:05.01 牧口　奏太  1:09.10

長岡商 長岡 六日町 長岡商 柏崎翔洋中等

織田　叶夢  10:07.16 藤澤　陽人  11:25.38 関口　明輝  11:34.24

長岡商 長岡商 長岡

杉田　大夢  1.95 遠藤　琉維  1.80 泉田　成  1.80 橘　伯  1.75 吉田　悠人  1.75 伊佐　朋広  1.70 神﨑　悠  1.70 髙橋　瞭斗  1.70

新潟産大附 新潟産大附 三条東 新潟県央工 長岡工 新潟県央工 長岡商 長岡工

岡村　迅  4.50 川端　皓斗  3.80 吉沢　悠太  2.80

新潟産大附 柏崎 新潟産大附

武井　悠和  6.77 (+1.6) 福井　晃誠  6.63 (+1.5) 藤田　健太郎  6.43 (-0.1) 柿﨑　皓介  6.39 (+1.2) 橘　祐里  w6.33 (+2.4) 石塚　大理  w5.98 (+2.4) 松井　凜音  5.86 (-0.2) 飯塚　立夢  5.84 (+1.0)

三条東 小出 新潟東 長岡 三条東 長岡 新潟産大附 六日町

桒原　寧大  w13.78 (+2.5) 福井　晃誠  12.67 (+2.0) 石塚　大理  w12.45 (+3.3) 佐藤　駿哉  w12.42 (+2.8) 永山　尚  w12.34 (+3.3) 伊佐　朋広  w11.25 (+2.6) 橘　伯  10.85 (+1.4) 金子　椋  w10.07 (+3.1)

三条東 小出 長岡 長岡工 小出 新潟県央工 新潟県央工 新潟県央工

皆川　将伍  12.42 松原　誓哉  11.71 神代　大輝  9.70 山田　航成  9.39 牧　聖心  9.24 小池　真輝  9.07 渡邊　翔愛  8.76 米持　寿臣也  6.94

新潟県央工 新潟産大附 新潟県央工 長岡工 柏崎翔洋中等 小千谷西 加茂農林 長岡工

中野　翔太  38.55 皆川　将伍  37.88 佐野　琳太郎  31.13 尾畑　建希  28.82 坂爪　暖  26.06 白井　優杜  25.74 小林　優太  24.75 廣瀬　竣也  20.77

新潟産大附 新潟県央工 長岡工 長岡商 新潟県央工 長岡向陵 見附 長岡工

坂爪　暖  43.56 関　柊平  39.70 神代　大輝  37.35 佐野　琳太郎  36.08 石田　智仁  30.21 黒﨑　碧琉  21.84

新潟県央工 長岡商 新潟県央工 長岡工 見附 長岡工

小林　奏太朗  46.72 遠藤　琉維  46.68 西丸　黎  46.44 石井　飛空  37.65 川上　慎太郎  32.67 上村　笙太郎  32.15 五十嵐　翼  29.67 山口　哲也  28.58

長岡 新潟産大附 三条 三条 長岡 長岡工 三条商 三条

石坂　好誠  w16.68 (+2.1) 横山　翼  w19.52 (+2.1)

三条 長岡

山田　萌々  w12.39 (+3.2) 林　幸結叶  w12.58 (+3.2) 笠井　優妃  w12.87 (+3.2) 渡辺　咲羽  w13.07 (+3.2) 皆木　凜香  w13.26 (+3.2) 島津　ユタ  w13.34 (+3.2) 上村　星来  w13.37 (+3.1) 鈴木　日奈葵  w13.42 (+3.1)

新潟産大附 長岡 小出 長岡商 三条 長岡 長岡 長岡

富田　穂菜美  1:02.70 島津　ユタ  1:04.86 横井　美沙希  1:05.34 湯浅　栞  1:06.08 板垣　優希子  1:06.54 黒﨑　慶  1:06.83 樋髙　美弥子  1:07.32 酒井　知香  1:07.84

三条 長岡 三条東 小千谷西 長岡 柏崎翔洋中等 六日町 三条

吉原　颯織  2:24.85 清塚　奈津美  2:34.07 田村　彩葉  2:34.97 渡辺　寛子  2:34.99 和田　柚希  2:35.65 関　翼  2:37.43 横井　美沙希  2:37.47 数間　月奈  2:42.85

長岡 長岡 長岡 三条東 長岡 長岡 三条東 長岡商

吉原　颯織  4:56.13 竹田　依央奈  5:18.91 田村　彩葉  5:20.58 丸山　加奈  5:21.53 清塚　奈津美  5:23.57 和田　柚希  5:25.20 鈴木　まこ  5:25.78 関　翼  5:27.24

長岡 柏崎総合 長岡 三条東 長岡 長岡 長岡 長岡

松本　愛美  14.10 (0.0) 皆木　凜香  15.64 (0.0) 渡辺　咲羽  15.91 (0.0) 坂西　莉歩  17.87 (0.0)

新潟産大附 三条 長岡商 六日町

板垣　優希子  1:13.45

長岡

渡邉　宇海  1.50 清水　莉沙  1.40 山崎　茉凜  1.40

新潟産大附 長岡 新潟産大附

郡司　瑚白  1.40
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六日町

近藤　愛加  3.00 鈴木　梨央  2.60

新潟産大附 新潟産大附

竹田　乃琉  4.98 (+0.2) 田邊　祐希  4.82 (-0.5) 滝沢　輝美  4.66 (+1.7) 太田　莉子  4.52 (+1.1) 林　みおの  4.52 (+0.6) 八代　萌花  4.42 (-1.3) 金安　心  4.40 (+0.8) 吉田　翠  4.13 (+1.2)

新潟産大附 三条東 新潟産大附 三条 新潟江南 長岡工 長岡商 三条

竹田　乃琉  w10.20 (+3.8) 滝沢　輝美  w9.79 (+2.9) 林　みおの  w9.73 (+3.6) 八代　萌花  9.20 (+1.0)

新潟産大附 新潟産大附 新潟江南 長岡工

梅田　明歩  7.73

六日町

田中　有紗  28.50 梅田　明歩  23.62 若月　秋佳里  20.16 山岸　優真  14.83

長岡工 六日町 長岡工 柏崎総合

西澤　眞叶  31.18 金子　碧華  29.27 鈴木　梨央  29.07 梅田　彩香  23.00

長岡 新潟産大附 新潟産大附 長岡

田中　那奈子  19.13 (-0.7)

長岡
国体種目女子 7月22日 100mH

w (wind assist) : 追風参考

7月22日 ﾊﾝﾏｰ投

7月22日 やり投

7月22日 砲丸投

7月22日 円盤投

7月22日 走幅跳

7月22日 三段跳

7月22日 走高跳

7月22日 棒高跳


