
日付 種目

神田　拓真  8.40 加瀬　颯斗  8.68 澁谷　士門  8.74 矢野　虎汰  8.77 大渕　遥斗  8.90 吉田　悠真  9.02 鈴木　陽太  9.20 島宗　昊生  9.30

付属長岡小 小国小 付属長岡小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ

武藤　正明  2:49.08 森山　塁  2:55.06 富山　湘  2:56.21 佐藤　暖真  2:58.85 小林　源史  2:59.41 徳橋　隼仁  3:01.07 高階　大空  3:01.67 田口　陽太  3:01.68

長岡Ｔ＆Ｆ 日越小 四郎丸小 四郎丸小 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 四郎丸小 四郎丸小

江田　直秀  3.73 (-2.2) 澁谷　士門  3.17 (-3.5) 武田　旬正  2.88 (+1.9) 田中　太陽  2.86 (-1.7) 小林　悠雅  2.84 (-0.6) 佐藤　暖真  2.74 (+0.6) 町永　凪  2.61 (-0.3) 佐藤　遼河  2.61 (-4.6)

長岡Ｔ＆Ｆ NGR 付属長岡小 日越小 長岡Ｔ＆Ｆ 表町小 四郎丸小 四郎丸小 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

佐藤　啓人  5:20.14 渡邉　景唯  5:28.26 佐藤　悠斗  5:29.80 佐藤　大翔  5:34.95 佐藤　啓太  5:36.59 佐藤　健太  5:37.94 辻本　創万  5:39.10 佐野　蒼太  5:56.31

栃尾南小 日越小 栃尾南小 栃尾南小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

田中　寛幸  13.58 (0.0) 田中　優生  14.28 (0.0) 山本　斗真  14.60 (0.0) 青柳　琉太  15.99 (0.0) 板垣　蒼志  16.23 (0.0) 野田　幸希  17.65 (0.0) 加瀬　偉翔  17.85 (0.0) 橋本　大河  18.18 (0.0)

長岡Ｔ＆Ｆ NGR 長岡Ｔ＆Ｆ 小国小 日越小 長岡Ｔ＆Ｆ 小国小 小国小 四郎丸小

長岡Ｔ＆Ｆ　Ａ  55.63 四郎丸小A  58.57 長岡Ｔ＆Ｆ　Ｂ  58.80 日越小B  58.83 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞA  59.18 表町小  59.54 長岡Ｔ＆Ｆ　Ｃ  1:00.98 小国小  1:01.93

佐藤　大來 杉本　郁望 小越　心温 青柳　琉太 佐野　蒼太 清水　翼 白土　琉晟 野田　幸希

田中　優生 辻本　創万 板垣　蒼志 栗田　太聖 渡部　慎二郎 雅楽川　健人 藤ﾉ木　蒼大 山本　斗真

橋本　逸平 風間　蒼人 長戸　清隆 近藤　克 井上　歩輝 外山　素生 池田　奏太 加瀬　偉翔

小林　大騎 安達　丈 佐藤　啓太 渡邉　景唯 島田　雄平 渡邊　智弥 白井　洸翔 田辺　慧斗

田中　寛幸  1.31 若月　輝柊  1.10 遠藤　勇真  1.10 阿部　遥光  1.00

長岡Ｔ＆Ｆ NGR 日越小 日越小 日越小

橋本　逸平  w4.30 (+3.4) 田辺　慧斗  4.03 (+0.6) 白井　洸翔  3.76 (+1.9) 渡邉　景唯  3.55 (+0.5) 藤ﾉ木　蒼大  w3.51 (+2.1) 土田　凪  3.50 (+0.6) 畑田　文汰朗  3.45 (+0.2) 清水　翼  3.37 (+1.9)

長岡Ｔ＆Ｆ 小国小 長岡Ｔ＆Ｆ 日越小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 表町小

渡邊　智弥  42.61 白井　洸翔  41.86 佐藤　健太  39.53 栗田　太聖  38.48 安達　丈  34.25 原山　充未  33.61 小川　陽輝  32.87 池田　琳太郎  32.50

表町小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 日越小 四郎丸小 中之島中央小 長岡Ｔ＆Ｆ 表町小

江田　直秀  15.13 (-0.7) 武藤　正明  15.60 (-0.7) 中野　翔月  16.15 (-0.7) 徳橋　隼仁  16.16 (-0.7) 柳　亘亮  16.29 (-0.7) 根津　尉知伎  16.67 (-0.7) 片桐　碧斗  16.73 (-0.7)

長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 四郎丸小 表町小 小国小

若月　悠道  16.67 (-0.7)

長岡Ｔ＆Ｆ

石岡　哲太  15.47 (-1.6) 藤ﾉ木　蒼大  15.51 (-1.6) 渡部　慎二郎  15.90 (-1.6) 笹木　颯真  16.07 (-1.6) 濵田　和歩  16.30 (-1.6) 清水　翼  16.43 (-1.6) 白土　琉晟  16.69 (-1.6) 池田　奏太  16.82 (-1.6)

四郎丸小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 日越小 浦瀬小 表町小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ

島田　雄平  13.50 (-2.9) 小林　大騎  13.83 (-2.9) 橋本　逸平  14.14 (-2.9) 渡邊　智弥  14.47 (-2.9) 田辺　慧斗  14.94 (-2.9) 辻本　創万  15.13 (-2.9) 佐藤　大來  15.27 (-2.9) 雅楽川　健人  15.34 (-2.9)

長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 表町小 小国小 四郎丸小 長岡Ｔ＆Ｆ 表町小

篠田　帆南  8.75 山本　理桜  8.84 五十嵐　羽菜  8.93 土田　悠  9.05 幸田　心音  9.18 田中　瑠架  9.24 佐野　心優  9.35 井田　璃胡  9.64

長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 大島小 長岡Ｔ＆Ｆ 浦瀬小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 栃尾東小 小国小

居村　美怜  2:59.79 小林　紬  3:06.42 小川　愛莉  3:09.33 猪股　芽紗  3:14.92 星野　杏弥  3:16.63 田中　凛乃  3:19.01 田中　瑠架  3:19.24 木間　晴  3:23.73

長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 日越小 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 日越小 長岡Ｔ＆Ｆ 神田小

山崎　向葵  3.35 (-2.8) 井口　えみり  3.08 (-2.0) 佐野　心優  3.06 (+0.5) 横山　結菜  2.72 (+0.9) 髙山　璃子  2.64 (-2.0) 赤川　莉侑  2.47 (-0.4) 小野塚　舞  2.38 (+0.2) 浅野　向日葵  2.34 (-2.9)

長岡Ｔ＆Ｆ NGR 長岡Ｔ＆Ｆ 栃尾東小 NGR 四郎丸小 四郎丸小 福戸小 小国小 福戸小

長谷川　幸希  2:39.47 島　あみり  2:47.47 小野塚　凜  2:47.51 藤島　つぐみ  2:50.29 小林　美李  2:50.38 髙橋　佑奈  2:50.96 小松　怜華  2:51.29 桑原　奈瑚  2:51.49

日越小 NGR 長岡Ｔ＆Ｆ 小国小 日越小 日越小 長岡Ｔ＆Ｆ 表町小 長岡Ｔ＆Ｆ

永井　実花  14.09 (0.0) 山岸　瑞姫  16.33 (0.0) 吉田　多希  16.97 (0.0) 小林　咲  17.81 (0.0) 伊藤　千紗  18.10 (0.0) 杉本　乙葉  18.44 (0.0) 小見　卯月  18.54 (0.0) 小川　釉寧  19.08 (0.0)

長岡Ｔ＆Ｆ NGR 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 四郎丸小 四郎丸小 日越小 浦瀬小 四郎丸小

長岡Ｔ＆Ｆ　Ａ  54.34 長岡Ｔ＆Ｆ　Ｂ  57.03 長岡Ｔ＆Ｆ　Ｃ  1:00.85 表町小  1:01.51 日越小B  1:01.60 日越小C  1:01.97 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞB  1:02.23 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞD  1:02.31

江田　はつみ 矢木　らん奈 髙橋　佑奈 小松　怜華 深田　心愛 陣川　葵 齋藤　花歩 長島　実耶

永井　実花 井口　陽葵 島　あみり 玉井　理愛 長谷川　幸希 橘　祐里 山下　莉菜 廣瀬　未海

江田　なつみ 本田　悠里 桑原　奈瑚 鈴木　彩乃 江口　和 加藤　舞安 田邉　百寧 篠田　成美

和久井　梨瑚 加藤　愛里紗 長戸　伽俐伽 大髙　愛梨 佐藤　瑠泉 池山　日菜 鈴木　珠央 長原　妃李

中川　紗雪  1.15 横山　愛  1.10 佐藤　瑠泉  1.10 島田　よつば  1.10 畑山　結菜  1.05

浦瀬小 長岡Ｔ＆Ｆ 日越小 四郎丸小 日越小

加藤　舞安  1.10 山岸　愛  1.10 田中　仁菜  1.05

日越小 表町小 浦瀬小

間嶋　莉穂  1.10

四郎丸小

加藤　愛里紗  4.02 (-2.3) 江田　なつみ  3.90 (+1.8) 長戸　伽俐伽  3.61 (-0.1) 江田　はつみ  3.60 (+1.4) 深森　衣里紗  3.50 (+0.2) 和久井　梨瑚  3.50 (-3.3) 桑原　奈瑚  3.36 (-0.6) 山崎　奏恵  3.20 (+0.1)

長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小

小林　咲  24.67 玉井　理愛  23.08 塚田　真菜  22.67 山崎　奏恵  21.56 大髙　愛梨  21.30 本郷　奈月  20.62 西條　結楽  20.36 羽瀧　ひなた  19.64

四郎丸小 表町小 四郎丸小 四郎丸小 表町小 四郎丸小 四郎丸小 表町小
7月7日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

7月7日 走高跳

7月7日 走幅跳

7月7日 80mH

7月7日 4x100mR

7月7日 走幅跳

小学校5，6年女子 7月7日 800m

小学校1～3年女子 7月7日 50m

小学校3，4年女子 7月7日 800m

小学校5年男子 7月7日 100m

小学校6年男子 7月7日 100m

7月7日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

小学校4年男子 7月7日 100m

7月7日 走高跳

7月7日 走幅跳

7月7日 80mH

7月7日 4x100mR

7月7日 走幅跳

小学校5，6年男子 7月7日 1500m

7位 8位

小学校1～3年男子 7月7日 50m

小学校3，4年男子 7月7日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

記録主任 南雲　健太郎

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 第19回長岡市小学生陸上競技選手権大会
期日・時刻 2019/7/7 審判長 小岩修・松井重徳

競技場名 長岡市営陸上競技場

NGR
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日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

記録主任 南雲　健太郎

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 第19回長岡市小学生陸上競技選手権大会
期日・時刻 2019/7/7 審判長 小岩修・松井重徳

競技場名 長岡市営陸上競技場

島　愛來  15.18 (0.0) 山崎　向葵  15.57 (0.0) 竹部　月菜  16.16 (0.0) 横山　結菜  16.60 (0.0) 武田　花凜  16.61 (0.0) 長谷川　咲  17.11 (0.0) 居村　美怜  17.11 (0.0) 井口　えみり  17.30 (0.0)

長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ

山田　嘉苗  14.84 (-1.4) 廣瀬　未海  15.46 (-1.4) 長谷川　幸希  15.63 (-1.4) 布川　瑠那  16.01 (-1.4) 深田　心愛  16.01 (-1.4) 篠田　成美  16.09 (-1.4) 長島　実耶  16.10 (-1.4) 茂野　煌花  16.13 (-1.4)

四郎丸小 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 日越小 長岡Ｔ＆Ｆ 日越小 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡Ｔ＆Ｆ

永井　実花  13.59 (+1.2) 和久井　梨瑚  13.74 (+1.2) 本田　悠里  13.94 (+1.2) 江田　なつみ  14.11 (+1.2) 加藤　愛里紗  14.36 (+1.2) 江田　はつみ  14.51 (+1.2) 矢木　らん奈  14.79 (+1.2) 武田　和花  14.81 (+1.2)

長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ

長岡Ｔ＆Ｆ　Ｃ  1:02.32 長岡Ｔ＆Ｆ　Ａ  1:02.47 小国小  1:07.40 長岡Ｔ＆Ｆ　Ｄ  1:08.27 四郎丸小J  1:09.54 日越小B  1:10.06 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞF  1:10.34 日越小A  1:11.05

江田　直秀 山崎　向葵 小川　蒼斗 小池　海夏斗 小林　咲哉 森山　塁 若月　瞬世 武田　旬正

武藤　正明 竹部　月菜 五十嵐　丈一郎 安達　航平 柳　亘亮 山本　倖誠 柳　悠 新保　岳流

中野　翔月 居村　美怜 大久保　楓介 栁澤　励哉 高階　大空 渡邊　悠人 伊藤　士羽 片桐　史門

若月　悠道 島　愛來 片桐　碧斗 髙橋　輝向 井上　太陽 近藤　佑 佐藤　遼河 田中　蒼大

小学校3，4年男女 7月7日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

小学校5年女子 7月7日 100m

小学校6年女子 7月7日 100m

小学校4年女子 7月7日 100m
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