
日付 種目

野沢　晴樹(3) 11.40 (+1.6) 猪俣　誠温(3) 11.45 (+1.6) 德永　叶夢(3) 11.50 (+1.6) 白石　流緯(3) 11.77 (+1.6) 佐藤　優心(3) 11.86 (+1.6) 五十嵐　一満(2) 11.92 (+1.6) 恩田　叶生(3) 11.93 (+1.6) 山谷　日向(3) 11.93 (+1.6)

上越･城西中 TR3 柏崎･第二中 TR3 柏崎･柏崎翔洋中等(中) TR3 上越･春日中 TR3 上越･三和中 TR3 柏崎･第一中 TR2 糸魚川･糸魚川中 上越･春日中

猪俣　誠温(3) 23.16 (+1.0) 德永　叶夢(3) 23.68 (+1.0) 田辺　純大朗(2) 23.71 (+1.0) 五十嵐　一満(2) 24.23 (+1.0) 野本　爽太(3) 24.45 (+1.0) 作林　海琉(3) 24.57 (+1.0) 釜田　優(3) 25.06 (+1.0)

柏崎･第二中 TR 柏崎･柏崎翔洋中等(中) TR 上越･春日中 TR 柏崎･第一中 TR 糸魚川･糸魚川中 妙高･妙高中 妙高･新井中

作林　海琉(3) 54.69 中川　結生(3) 54.94 霜鳥　康(2) 55.58 米持　響(3) 56.08 罍　晴仁(3) 58.04 茂垣　蒼太(3) 1:00.47 坪内　新汰(3) 1:00.49

妙高･妙高中 TR 上越･城東中 TR 妙高･新井中 TR 妙高･新井中 上越･上教大附中 上越･城東中 妙高･新井中

新部　雄大(3) 2:03.49 江口　功真(3) 2:07.55 罍　晴仁(3) 2:09.93 中川　結生(3) 2:10.93 霜鳥　康(2) 2:11.16 松苗　新(3) 2:12.57 鎌田　健司(2) 2:13.95 池田　陽介(3) 2:14.35

柏崎･第二中 TR 上越･城東中 TR 上越･上教大附中 TR 上越･城東中 妙高･新井中 上越･直江津東中 糸魚川･糸魚川中 妙高･妙高高原中

新部　雄大(3) 4:18.22 岡田　幸輝(2) 4:22.26 上田　准平(3) 4:23.91 谷口　巧(3) 4:25.01 丸田　佳(3) 4:25.44 江口　功真(3) 4:26.27 山﨑　玲士(2) 4:27.41 岩崎　蒼琉(2) 4:30.13

柏崎･第二中 TR 上越･中郷中 TR 糸魚川･糸魚川中 TR 上越･城東中 TR 上越･上教大附中 TR 上越･城東中 TR 上越･中郷中 TR 妙高･新井中

谷口　巧(3) 9:23.65 岡田　幸輝(2) 9:24.91 山﨑　玲士(2) 9:27.69 丸田　佳(3) 9:32.93 比護　一稀(2) 9:33.23 上田　准平(3) 9:44.27 岩崎　蒼琉(2) 9:45.62 宮山　侑真(2) 9:50.56

上越･城東中 TR 上越･中郷中 TR 上越･中郷中 TR 上越･上教大附中 TR 上越･城東中 TR 糸魚川･糸魚川中 TR 妙高･新井中 柏崎･第一中

野澤　優斗(3) w15.73 (+2.7) 保坂　怜音(3) w15.74 (+2.7) 阿部　晴斗(3) w16.16 (+2.7) 山本　琉稀(3) w16.21 (+2.7) 松浦　柊真(3) w16.32 (+2.7) 佐藤　優樹(3) w17.11 (+2.7) 太田　莉来(2) w17.88 (+2.7) 中村　奏志郎(2) w17.95 (+2.7)

上越･板倉中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･第二中 柏崎･第二中 上越･大潟町中 上越･板倉中 上越･名立中

糸魚川･糸魚川中 45.89 上越･春日中 45.91 上越･城西中 46.34 柏崎･第二中 46.41 上越･三和中 46.50 上越･城東中 46.73 柏崎･第一中 47.22 上越･板倉中 47.32

横川　颯真(2) TR 池田　悠人(3) TR 寺島　丈流(3) TR 石塚　守貴(3) TR 西條　智貴(3) TR 中島　諒仁(3) TR 押見　昊哉(2) TR 宮腰　純(3)

曽根　悠大(3) 田辺　純大朗(2) 野沢　晴樹(3) 猪俣　誠温(3) 横尾　嵐優(3) 茂垣　蒼太(3) 五十嵐　一満(2) 藤本　竜輝(3)

恩田　叶生(3) 山谷　日向(3) 中井　涼太(3) 阿部　晴斗(3) 野口　拓人(3) 伊藤　悠星(3) 佐藤　日楽(2) 野澤　優斗(3)

野本　爽太(3) 白石　流緯(3) 古木　維人(3) 廣川　結斗(2) 佐藤　優心(3) 澤田　倖之介(3) 笹川　元希(3) 下鳥　漣大(3)

下鳥　漣大(3) 1.75 大竹　亘(3) 1.70 金井　章透(3) 1.65 古木　維人(3) 1.60 阿部　晴斗(3) 1.60 齊藤　陽太(2) 1.55 南條　陽星(3) 1.55 髙橋　泰樹(2) 1.55

上越･板倉中 TR 上越･大潟町中 TR 上越･上教大附中  =TR 上越･城西中 柏崎･第二中 上越･城北中 上越･三和中 上越･春日中

髙橋　大泉(3) 3.10 鬼山　結翔(1) 2.70 片山　航祐(2) 2.60 茂野　蒼次郎(3) 2.60 萩野　瑠輝哉(2) 2.50 吉川　翔空(2) 2.40 渡辺　歩輝(1) 2.20

柏崎･第三中 TR 刈羽･刈羽中  =TR 柏崎･第三中 柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中

釜田　優(3) w6.04 (+2.6) 和栗　虎雅(3) 6.01 (+1.1) 横尾　嵐優(3) w5.87 (+2.5) 遠藤　里生楓(3) w5.84 (+2.2) 渡邉　光(3) 5.84 (-0.4) 木嶋　駿(3) w5.81 (+3.4) 保坂　怜音(3) w5.70 (+2.6) 宮腰　純(3) 5.61 (+1.5)

妙高･新井中 上越･春日中 TR 上越･三和中 刈羽･刈羽中 糸魚川･青海中 TR 上越･直江津中 柏崎･第三中 上越･板倉中

恩田　叶生(3) 11.40 西條　智貴(3) 11.05 池田　唯人(3) 9.26 下條　剛(3) 9.26 吉村　裕斗(2) 9.22 山﨑　友斗(3) 9.00 武江　奏大(3) 8.96 吉田　陽翔(3) 8.77

糸魚川･糸魚川中 TR 上越･三和中 TR 柏崎･第三中 柏崎･第三中 上越･大潟町中 柏崎･西山中 上越･牧中 柏崎･東中

四種競技 古木　維人(3) w1746 岡田　名央(2) w1499 金井　羚汰(3) w1493 木嶋　奏太(2) w1341 阪谷　瑞稀(2) w1330 中村　聖空(3) w1304 落合　咲弥(3) w1241 竹田　泰樹(3) w1171

上越･城西中 上越･城東中 上越･牧中 上越･雄志中 上越･城東中 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 妙高･新井中 柏崎･松浜中

6月14日 110mH w19.70 (+3.1) w18.35 (+2.1) w19.49 (+2.1) w20.10 (+3.1) w20.27 (+3.1) w19.84 (+2.1) w19.51 (+3.1) w23.23 (+3.1)

6月14日 砲丸投 8.95 6.56 9.92 6.98 6.96 6.82 6.26 7.42

6月14日 走高跳 1.55 1.35 1.40 1.45 1.35 1.40 1.35 1.40

6月15日 400m 56.92 59.12 1:03.44 1:02.17 59.98 1:02.63 1:03.38 1:00.91

上越･城東中 47.94 妙高･新井中 49.03 糸魚川･糸魚川中 49.20 上越･春日中 49.82 上越･直江津東中 50.96 上越･大潟町中 51.06 上越･直江津中 51.53 上越･城西中 51.70

井上　草太郎(2) 宮下　大和(2) 鈴鹿　湊斗(2) 中村　玲(2) 石山　優仁(2) 佐藤　來生(2) 齊藤　朱璃(2) 呉村　航(2)

岡田　名央(2) 後藤　慎吾(2) 山崎　翔和(1) 石塚　大貴(2) 竹内　樹李(2) 大浦　慎太郎(2) 佐藤　陽太(2) 佐藤　康生(2)

山田　梛月(2) 西山　響(2) 安田　朗(2) 原　光輝(2) 新保　雄大(2) 大瀧　優弥(2) 吉野　斗基(2) 前田　剛(2)

猪田　絆冬(2) 中川　晴太(1) 冨井　健生(2) 小林　来飛(2) 笠原　羽琉(2) 齋藤　優真(2) 佐藤　光晟(2) 土屋　武尊(2)
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日付 種目

髙橋　和夏葉(3) 12.59 (+1.8) 福崎　祈愛(3) 12.98 (+1.8) 須貝　理央(1) 13.04 (+1.8) 品田　羽海(3) 13.05 (+1.8) 西脇　花琳(2) 13.13 (+1.8) 角張　ほの花(3) 13.15 (+1.8) 持田　心愛(3) 13.26 (+1.8) 岩崎　ゆう(3) 13.53 (+1.8)

上越･城北中 TR3 上越･板倉中 TR3 柏崎･第三中 TR1 柏崎･松浜中 TR3 妙高･新井中 TR2 上越･春日中 TR3 柏崎･東中 TR3 上越･春日中

髙橋　和夏葉(3) 26.66 (+1.2) 須貝　理央(1) 26.90 (+1.2) 西脇　花琳(2) 26.95 (+1.2) 品田　羽海(3) 27.95 (+1.2) 岩崎　ゆう(3) 28.22 (+1.2) 福崎　祈愛(3) 28.43 (+1.2) 岡田　璃子(3) 28.47 (+1.2) 津野　美来(3) 29.16 (+1.2)

上越･城北中 TR 柏崎･第三中 TR 妙高･新井中 TR 柏崎･松浜中 TR 上越･春日中 上越･板倉中 上越･城西中 上越･城東中

川野　莉央(3) 2:25.91 安達　爽良(3) 2:26.73 遠藤　碧愛(2) 2:32.83 宮下　真央(3) 2:34.40 ノゲイラ　愛子(2) 2:35.20 岡田　七海(3) 2:35.25 相浦　依莉紗(1) 2:40.65

柏崎･第三中 TR 刈羽･刈羽中 TR 刈羽･刈羽中 柏崎･第三中 上越･上教大附中 妙高･妙高高原中 妙高･新井中

川野　莉央(3) 5:09.58 椎葉　海絵(2) 5:12.55 岡田　七海(3) 5:14.41 藤田　里彩(3) 5:14.73 宮下　真央(3) 5:14.76 中村　若菜(3) 5:14.78 安達　爽良(3) 5:14.96 相浦　依莉紗(1) 5:14.99

柏崎･第三中 TR 妙高･妙高高原中 妙高･妙高高原中 上越･城西中 柏崎･第三中 上越･上教大附中 刈羽･刈羽中 妙高･新井中

坂井　水樹(3) 16.10 (+1.3) 髙宮　花純(2) 16.19 (+1.3) 岸原　唯(2) 16.32 (+1.3) 樋口　志音(2) 16.47 (+1.3) 遠藤　友里(3) 16.60 (+1.3) 梅原　杏(3) 17.39 (+1.3) 大島　心那(3) 17.39 (+1.3) 土屋　咲來(3) 18.13 (+1.3)

妙高･妙高中 TR 柏崎･南中 TR 上越･板倉中 TR 妙高･新井中 TR 柏崎･第二中 TR 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･第二中 上越･城北中

上越･春日中 52.38 妙高･新井中 53.30 上越･板倉中 53.78 柏崎･第三中 53.87 柏崎･東中 53.96 上越･上教大附中 54.40 柏崎･西山中 54.42 糸魚川･能生中 54.43

近藤　愛結(3) TR 古川　千里(2) TR 岸原　唯(2) TR 山本　咲斐(2) TR 小出　依珠(3) 村山　真櫻(3) 田中　陽香(2) 平塚　愛莉(3)

角張　ほの花(3) 鷲澤　結(2) 福崎　祈愛(3) 西潟　悠(3) 持田　心愛(3) 中野　葵花(3) 齋藤　桜(3) 矢嶋　愛心(3)

小関　愛花(2) 新井　未知琉(2) 佐藤　ほのか(3) 星野　日和(3) 竹田　愛梨(3) 坂上　奏子(2) 松井　心春(1) 富田　みなみ(2)

岩崎　ゆう(3) 西脇　花琳(2) 一條　美峰(2) 須貝　理央(1) 村山　紗彩(2) 山本　敦子(3) 親川　海音(2) 池田　希愛(2)

元井　咲菜(3) 1.49 伊藤　久夏(3) 1.49 手塚　絵菜(3) 1.40 品田　莉心(3) 1.40 野澤　美月(3) 1.35 三浦　紗季(2) 1.35 笠原　ゆうな(2) 1.35

柏崎･柏崎翔洋中等(中) TR 上越･城東中 TR 上越･中郷中 柏崎･第三中 上越･浦川原中 上越･三和中 上越･大潟町中

原　柊那(3) 1.35

上越･城北中

鬼山　愛唯(3) 2.20 こと子　結菜(3) 2.20

刈羽･刈羽中 TR 刈羽･刈羽中 TR

両田　亜子(2) 5.01 (+1.8) 木口　愛華(3) 4.51 (+0.8) 西潟　悠(3) 4.45 (+0.1) 星野　日和(3) 4.45 (+0.4) 鷲澤　結(2) w4.43 (+2.1) 長井　千夏(3) 4.37 (+1.9) 菅谷　もも(3) w4.32 (+2.6) 勝山　ゆれん(2) w4.31 (+2.1)

柏崎･瑞穂中 TR 上越･頸城中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 妙高･新井中 柏崎･第二中 上越･頸城中 上越･上教大附中

阿部　奈々(3) 10.60 小林　愛未(3) 10.29 野上　采愛(2) 9.40 内田　理音来(3) 9.02 内山　愛果(3) 8.25 佐藤　優浦(3) 8.07 田村　美桜(2) 7.78 小林　夏緒(3) 7.72

刈羽･刈羽中 TR 刈羽･刈羽中 TR 上越･三和中 柏崎･第二中 上越･頸城中 上越･大潟町中 上越･城東中 上越･板倉中

四種競技 土屋　咲來(3) 1960 大塩　風香(2) 1743 金田　陽咲(3) 1523 小林　優南(3) 1471 大滝　真結子(2) 1435 近藤　紗彩(3) 1402 髙橋　琳(2) 1189 小関　結愛(2) 1168

上越･城北中 上越･大潟町中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･南中 上越･吉川中 柏崎･第二中 上越･城東中 柏崎･第三中

6月14日 100mH w16.42 (+2.7) w17.73 (+2.5) w18.05 (+2.5) w17.80 (+2.7) w18.42 (+2.7) w19.79 (+2.5) w21.86 (+2.7) w23.01 (+2.5)

6月14日 走高跳 1.25 1.25 1.20 1.15 1.20 1.25 1.20 1.30

6月15日 砲丸投 7.84 5.62 7.57 6.87 6.35 6.70 6.84 5.16

6月15日 200m 29.08 (+0.9) 28.14 (+0.9) 31.93 (+0.9) 31.71 (+0.9) 31.49 (+0.9) 31.11 (+1.1) 31.44 (+1.1) 30.61 (+1.1)

妙高･新井中 56.24 上越･城東中 57.09 上越･上教大附中 57.19 柏崎･第三中 57.75 上越･直江津中 58.90 上越･三和中 59.10 柏崎･西山中 59.57 糸魚川･糸魚川中 1:00.43

樋口　志音(2) 南雲　珠里(2) 山崎　柚月(2) 渡邉　波瑠(2) 小林　未尋(2) 田中　あかね(2) 田中　徠愛(2) 伊井　双葉(2)

宮下　蒼空(2) 山﨑　茉美(2) 池亀　花(2) 三上　瑚乃葉(1) 竹田　光来(2) 野上　采愛(2) 室星　優衣(2) 青木　結月(2)

岡田　椿(2) 髙橋　琳(2) 笹﨑　心花(2) 小潟　結彩(2) 加藤　凛久(2) 宮澤　怜己(2) 吉岡　椿姫(1) 渡辺　彩葉(2)

稲生　蓮夏(1) 横山　優香(2) 多田　あんな(2) 小関　結愛(2) 相澤　真凜(2) 三浦　紗季(2) 廣川　佳笑香(1) 中村　莉緒(2)

TR3:通信3年記録  TR2:通信2年記録  TR:通信共通記録  w:追風参考  =TR:通信共通タイ記録  TR1:通信1年記録  
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6月14日 砲丸投

低学年女子 6月15日 4x100mR

6月14日 棒高跳

6月15日 走幅跳

6月15日 4x100mR

6月15日 走高跳

6月15日 1500m

6月15日 100mH

6月15日 200m

6月14日 800m

共通女子 6月14日 100m


