
日付 種目

ネクストAC　A  55.51 ネクストAC　B  58.48 長岡Ｔ＆Ｆ　A  1:01.34 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞＤ  1:02.30 ネクストAC　C  1:03.14 長岡Ｔ＆Ｆ　B  1:04.66 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞＣ  1:05.58 ネクストAC　D  1:06.67

高野　翔成 神田　拓真 伊藤　誠之介 穴澤　榮人 小林　奏摩 河上　結太 関　陸翔 福本　耀

宮下　拓士 矢野　虎汰 星野　俊 大渕　遥斗 河内　遥太 茨木　陽翔 関　海翔 庭野　翔也

中野　翔月 栁澤　理人 石田　光 若月　瞬世 澁谷　士門 吉田　悠真 太田　琥行 大沼　瑠生

武藤　正明 木村　瑛斗 佐藤　亜輝 柳　悠 小池　海夏斗 金井　孝志郎 戸田　奏和 新保　楓芽

茨木　陽翔  15.71 (+0.6) 戸田　奏和  w16.05 (+2.2) 小川　倖生  16.12 (+1.5) 福本　耀  16.30 (+1.5) 河上　結太  16.54 (+1.5) 新保　楓芽  16.71 (+0.6) 庭野　翔也  16.77 (+0.6) 金井　孝志郎  17.05 (+1.5)

長岡Ｔ＆Ｆ 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 ネクストAC 長岡Ｔ＆Ｆ ネクストAC ネクストAC 長岡Ｔ＆Ｆ

植木　悠太  4:27.61 丸山　璃空  4:32.54 田村　亘之介  4:33.44 丸山　実輝斗  4:36.59 郷　圭斗  4:42.18 井口　隼汰  4:44.98 西澤　叶斗  4:45.57 佐藤　諒平  4:48.96

長岡･堤岡中 長岡･大島中 長岡･西中 長岡･宮内中 長岡･堤岡中 長岡･堤岡中 長岡･大島中 長岡･大島中

長岡･東北中Ａ  44.66 長岡･西中  46.95 長岡･旭岡中  47.36 長岡･岡南中  49.08 長岡･堤岡中  49.56 長岡･中之島中  49.89 長岡･江陽中  50.66 長岡･南中  50.84

野村　太晴 齋藤　雅斗 米山　慎之介 佐藤　大來 鈴木　志温 吉村　恒輝 青木　壮慎 小林　大樹

島田　雄平 石黒　飛輝 矢澤　佑成 大宮　望 中川　拓人 齋藤　智大 池田　遼 八木　涼太朗

髙橋　拓成 関崎　至流 田中　寛幸 黒崎　淳仁 丸山　大翔 原山　充未 小林　流偉 風間　克生

小林　歩生 小林　明太郎 米山　竜之介 片岡　歩慈 小林　大騎 渡邉　優生 近藤　瑞希 風間　蒼人

伊佐　昂大  4:00.21 品田　滉人  4:03.43 片桐　禅太  4:09.11 野村　正樹  4:10.90 佐藤　柚太郎  4:11.45 勝又　鋼芽  4:13.11 鈴木　孔士  4:13.16 長澤　辰朗  4:13.21

長岡大手 GR 中越 中越 中越 長岡大手 長岡 中越 中越

日付 種目

藤ノ木　唯愛  16.26 (+1.1) 渋谷　愛莉  16.30 (0.0) 桜井　美雨  16.53 (+1.1) 樋口　和華  16.65 (+1.1) 吉澤　葵  17.03 (0.0) 増田　雫  17.13 (+1.1) 長谷川　菜々子  17.24 (+1.1) 町永　風花  17.37 (0.0)

長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ ネクストAC 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 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小

山田　優花  2:26.71 柿倉　七南  2:31.84 猪俣　真央  2:37.13 桑原　奈瑚  2:39.76 郷　ななみ  2:43.03 池谷　心咲  2:43.50 長島　実耶  2:43.55 関　優愛  2:44.85

長岡･堤岡中 長岡･堤岡中 長岡･東中 長岡･大島中 長岡･堤岡中 長岡･宮内中 長岡･宮内中 長岡･南中

長岡･江陽中  53.99 長岡･東北中Ｂ  54.70 長岡･西中  55.25 長岡･大島中Ａ  55.36 長岡･東北中Ａ  55.69 長岡･旭岡中  55.76 長岡･堤岡中  55.82 長岡･東中  56.31

加藤　愛里紗 井口　乃々香 陣川　葵 井口　陽葵 高橋　美羽 伊部　香奈恵 髙橋　凜 玉井　理愛

和久井　梨瑚 矢木　らん奈 永井　実花 市村　百萌佳 佐藤　美優 関　冴和子 長戸　伽俐伽 本田　悠里

栗林　奈々香 石田　琴美 吉井　心夏 吉田　小雪 木菱　あおい 深森　衣里紗 佐野　来和 山岸　愛

渡邉　満美 石塚　蒼菜 深田　心愛 村越　未音 南須原　もあ 鹿兒島　心寧 髙橋　美羽 篠田　成美

w (wind assist) : 追風参考

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

中学生女子 8月21日 800m

8月21日 4x100mR

一般A男子 8月21日 1500m

小学4年生女子 8月21日 100m

中学生男子 8月21日 1500m

8月21日 4x100mR

7位 8位

小学生男子 8月21日 4x100mR

小学4年生男子 8月21日 100m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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