
日付 種目

青木　想  12.06 (-1.5) 佐藤　悠太  12.26 (-1.5) 和田　汐音  12.30 (-1.5) 稲田　昂大  12.34 (-1.5) 林　圭太  12.41 (-1.5) 笠原　久遠  12.42 (-1.5) 小林　峻大  12.47 (-1.5)

魚沼･広神中 南魚沼･六日町中 長岡･南中 長岡･堤岡中 長岡･宮内中 南魚沼･六日町中 長岡･堤岡中

岩崎　圭  12.34 (-2.4) 中町　京太  12.47 (-1.7)

三条･第一中 長岡･栖吉中

木戸　陽介  23.88 (-1.5) 佐藤　悠太  24.17 (-1.5) 和田　汐音  24.50 (-1.5) 長部　雅也  24.73 (-1.5) 岩崎　圭  24.93 (-1.5) 林　圭太  25.13 (-1.5) 片桐　里央  25.16 (-1.5) 星野　泰心  25.30 (-2.8)

長岡･宮内中 南魚沼･六日町中 長岡･南中 長岡･大島中 三条･第一中 長岡･宮内中 長岡･大島中 魚沼･広神中

稲田　凌佑  53.64 柳澤　介胤  54.42 渡邉　晶  54.76 若林　大和  54.81 小川　喜世人  56.07 五十嵐　凌  56.47 林　海斗  56.87 佐藤　匠優  57.35

長岡･刈谷田中 長岡･大島中 長岡･中之島中 長岡･旭岡中 長岡･岡南中 長岡･栖吉中 長岡･刈谷田中 長岡･岡南中

高野　千輔  2:09.16 中村　天嶺  2:11.91 矢野　哲平  2:12.44 寺澤　優人  2:12.64 杉野　雄亮  2:12.71 塩入　大星  2:13.82 高橋　幸也  2:14.31 赤塚　倖大  2:14.63

長岡･東北中 長岡･宮内中 長岡･栖吉中 長岡･旭岡中 長岡･江陽中 長岡･堤岡中 十日町･松之山中 三条･大崎中

田村　一磨  9:47.91 七條　嗣京  9:55.43 戸田　圭郁  9:56.54 西沢　康平  9:59.95 坂詰　太陽  10:00.31 高橋　泰斗  10:05.26 五十嵐　貫太  10:12.90 川辺　隆雅  10:17.26

南魚沼･六日町中 長岡･旭岡中 南魚沼･六日町中 三条･本成寺中 長岡･岡南中 長岡･旭岡中 長岡･東北中 長岡･江陽中

山内　翔太  15.41 (-2.2) 山田　拓海  17.54 (-2.2) 杉本　陸  17.70 (-2.2) 中村　響  17.76 (-2.2) 小林　颯太  18.05 (-2.2) 横尾　祐樹  18.09 (-2.2) 小河　太貴哉  18.26 (-2.2) 竹野　響  18.28 (-1.8)

魚沼･湯之谷中 長岡･岡南中 長岡･西中 長岡･宮内中 長岡･刈谷田中 上越･牧中 南魚沼･六日町中 長岡･旭岡中

長岡･堤岡中  46.41 長岡･大島中  46.63 長岡･旭岡中  46.78 南魚沼･六日町中  46.93 長岡･宮内中  47.13 長岡･岡南中  47.45 長岡･東北中  47.54

小林　峻大 片桐　里央 小林　能大 亀山　夏生 山﨑　優也 細貝　裕大 渡邊　錬

稲田　昂大 柳澤　介胤 星野　真志 佐藤　悠太 木戸　陽介 小川　喜世人 渡辺　佑樹

田中　一吹 近藤　駿斗 若林　大和 杉山　裕也 柳　亮 細貝　颯 西村　大

井上　拓未 長部　雅也 佐藤　優太 笠原　久遠 林　圭太 坂詰　塁 田中　秀賢

三条･第一中  46.78

坂井　勇哉

岩崎　諒

岩崎　圭

三上　紘季

山内　翔太  1.85 星　悠太  1.70 高橋　匠  1.60 川田　悠人  1.55 千國　心太郎  1.55 戸田　光  1.50 本田　凌介  1.50

魚沼･湯之谷中 長岡･中之島中 十日町･松之山中 長岡･堤岡中 南魚沼･六日町中 南魚沼･六日町中 南魚沼･六日町中

渡邉　晶  1.55

長岡･中之島中

木戸　陽介  5.67 (-2.6) 井上　拓未  5.53 (-2.2) 近藤　駿斗  5.45 (-3.3) 岩井　佑樹  5.36 (-2.2) 佐藤　小太郎  5.34 (-1.3) 中村　響  5.30 (-0.9) 杉山　裕也  5.28 (-1.7) 岩崎　諒  5.25 (-1.2)

長岡･宮内中 長岡･堤岡中 長岡･大島中 上越･牧中 長岡･刈谷田中 長岡･宮内中 南魚沼･六日町中 三条･第一中

片山　豪  9.38 伊藤　大陽  8.90 佐藤　文杜  8.46 洲崎　翔  7.97 鈴木　大洋  7.91 寺崎　歩夢  7.77 今井　龍之介  6.94 今井　優哉  6.48

長岡･刈谷田中 魚沼･湯之谷中 長岡･刈谷田中 長岡･刈谷田中 長岡･東中 長岡･刈谷田中 三条･大崎中 三条･大崎中
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記録主任 山岸　透

主催団体名 長岡市陸上競技協会 陸協名 長岡市陸上競技協会

競技会名 中越陸上競技選手権大会（中学生大会）
期日・時刻 2016/7/2 審判長 小岩　修

競技場名 長岡市営陸上競技場



記録主任 山岸　透

主催団体名 長岡市陸上競技協会 陸協名 長岡市陸上競技協会

競技会名 中越陸上競技選手権大会（中学生大会）
期日・時刻 2016/7/2 審判長 小岩　修

競技場名 長岡市営陸上競技場

佐藤　汀  13.02 (-2.0) 安達　有羽  13.11 (-2.0) 山村　紋叶  13.20 (-2.0) 諸橋　未桜  13.25 (-2.0) 林　明優  13.72 (-2.0) 志田　和香奈  13.85 (-2.8) 星　風花  13.88 (-2.0) 星野　真優  13.98 (-2.2)

長岡･岡南中 長岡･江陽中 長岡･堤岡中 三条･大崎中 長岡･南中 三条･大崎中 魚沼･湯之谷中 魚沼･広神中

山村　紋叶  26.81 (-2.5) 安達　有羽  27.77 (-2.5) 諸橋　未桜  27.99 (-2.5) 志田　和香奈  28.28 (-1.3) 長島　優花  28.38 (-2.5) 伊藤　凜  28.49 (-1.3) 鈴木　沙也加  28.70 (-1.3) 渡邉　満理奈  28.82 (-2.5)

長岡･堤岡中 長岡･江陽中 三条･大崎中 三条･大崎中 長岡･大島中 三条･第一中 魚沼･広神中 長岡･江陽中

山岸　みなみ  2:24.82 長谷川　麗菜  2:30.95 柿倉　悠杏  2:31.47 橋場　柚佳  2:31.87 鷲尾　和夏子  2:39.50 北原　一花  2:42.10 木戸　愛梨  2:42.57 富永　姫織奈  2:44.92

長岡･東中 三条･第一中 長岡･堤岡中 長岡･宮内中 長岡･南中 長岡･堤岡中 三条･本成寺中 長岡･東中

柿倉　悠杏  5:03.27 岸　玲伽  5:09.14 石坂　菜月  5:13.84 中村　花音  5:15.48 星野　桃香  5:20.10 名児耶　茜里  5:22.10 木南　梨々花  5:22.95 木戸　愛梨  5:23.38

長岡･堤岡中 長岡･岡南中 長岡･旭岡中 長岡･大島中 魚沼･広神中 長岡･東中 長岡･大島中 三条･本成寺中

小嶋　愛梨  16.44 (-3.2) 星　風花  16.67 (-3.2) 星　真緒  16.83 (-3.2) 村山　小夏  16.90 (-1.6) 大森　真央  17.02 (-3.2) 樋口　朱弥  17.07 (-3.2) 曳田　理乃  17.17 (-1.6) 中村　陽和  17.39 (-3.2)

魚沼･入広瀬中 魚沼･湯之谷中 魚沼･湯之谷中 三条･第一中 長岡･東中 十日町･松之山中 長岡･江陽中 長岡･大島中

長岡･岡南中  51.21 長岡･江陽中  52.00 長岡･南中  52.75 長岡･堤岡中  52.87 三条･第一中  53.13 三条･大崎中  53.48 長岡･旭岡中  53.49 長岡･東北中  53.56

佐藤　七瀬 佐藤　凜 阿部　結衣 早川　彩椰 村山　小夏 堀江　美鈴 伊藤　南詩 渡邉　佳奈

野上　莉子 渡邉　満理奈 島村　真帆 山村　紋叶 後藤　透海 諸橋　未桜 五十嵐　陽菜 近藤　うた

五十嵐　怜 曳田　理乃 山崎　悠倫 星野　寧々 長谷川　麗菜 佐藤　優希 中村　妃菜 遠藤　可乃

佐藤　汀 安達　有羽 林　明優 安藤　理紗 伊藤　凜 志田　和香奈 山宮　百葉 稲田　珠乙

大森　真央  1.46 長　美実  1.43 片桐　蘭  1.40 渡辺　明里  1.35 町田　聖花  1.30 平澤　和  1.30

長岡･東中 長岡･東中 長岡･東中 長岡･栖吉中 南魚沼･六日町中 長岡･栖吉中

丸山　千桜  1.30

長岡･西中

中川　明日香  1.30

三条･大崎中

後藤　透海  4.86 (-0.4) 志田　美颯  4.69 (-1.2) 山宮　百葉  4.57 (-1.5) 荒川　みのり  4.34 (-1.0) 小林　乃々佳  4.29 (-1.0) 中村　風羽亜  4.28 (-1.2) 日山　栞  4.18 (-2.4) 久保田　萌  4.16 (-1.4)

三条･第一中 長岡･大島中 長岡･旭岡中 長岡･東北中 長岡･江陽中 長岡･西中 長岡･東北中 長岡･旭岡中

鈴木　悠  11.95 北見　優花  11.91 長澤　朋枝  10.24 岡村　実咲  9.92 渡邉　ゆう  8.83 太田　朱音  8.11 福原　麗奈  7.94 多田　歩花  7.73

長岡･東中 長岡･東中 十日町･松之山中 長岡･江陽中 魚沼･入広瀬中 長岡･江陽中 十日町･松之山中 長岡･刈谷田中
7月2日 砲丸投

7月2日 走高跳

7月2日 走幅跳

7月2日 100mH

7月2日 4x100mR
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