
日付 種目

林　咲太朗(4) 15.43 (+1.0) 佐藤　楓馬(4) 15.49 (+1.0) 大塚　旬(4) 15.54 (+1.0) 佐藤　然(4) 15.94 (+1.0) 多賀谷　常正(4) 16.02 (+1.9) 小林　虹翔(4) 16.06 (+1.0) 篠田　晴琉(4) 16.12 (+1.9) 栁澤　叶多(4) 16.37 (+1.0)

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

佐藤　大翔(3) 4:37.25 佐藤　啓人(3) 4:38.80 佐藤　啓太(2) 4:47.11 佐藤　悠斗(3) 4:48.91 渡辺　琉斗(3) 4:50.61 室橋　大(3) 4:57.43 遠藤　快斗(3) 4:58.08 栗林　昂汰(2) 4:58.10

ネクストAC ネクストAC 長岡･宮内中 ネクストAC 長岡･旭岡中 長岡･栖吉中 長岡･堤岡中 長岡･中之島中

長岡･旭岡中B 44.72 長岡･堤岡中Ａ 48.36 長岡･東北中 48.47 長岡･中之島中B 49.36 長岡･宮内中 50.74 長岡･大島中A 50.90 長岡･栖吉中 51.45 長岡･中之島中A 51.54

米山　慎之介(3) 三浦　拓真(3) 池上　蒼真(2) 水沢　蓮(3) 太刀川　絢登(2) 今崎　慶梧(2) 佐々木　海里(2) 坂口　泰史(2)

矢澤　佑成(3) 小林　大騎(3) 中澤　拓哉(2) 安部　昇真(3) 佐藤　啓太(2) 藤ノ木　蒼大(2) 片平　創太(2) 小川　永絆(2)

田中　寛幸(3) 鈴木　志温(3) 高野　翔成(1) 原山　充未(3) 中野　翔月(1) 土田　凪(2) 矢野　修平(2) 棚橋　銀侍(1)

米山　竜之介(3) 林　稔王(3) 武藤　正明(1) 渡邉　優生(3) 熊谷　時希(2) 白井　洸翔(2) 斎藤　琉斗(2) 栃倉　晴之(2)

片桐　禅太(3) 3:57.14 皆川　武蔵(2) 4:02.14 徳善　龍(2) 4:07.03 小川　愛斗(2) 4:07.83 五十嵐　洋平(2) 4:07.95 半澤　朝陽(2) 4:08.70 村山　晴紀(3) 4:09.57 保坂　航平(2) 4:09.67

中越 GR 中越 中越 中越 長岡 長岡 中越 中越

茨木　陽翔(5) 14.71 (+1.7) 岡部　陽仁(5) 15.17 (+1.5) 戸田　奏和(5) 15.36 (+1.7) 新保　楓芽(5) 15.86 (+1.5) 福本　耀(5) 15.86 (+1.5) 小川　倖生(5) 16.04 (+1.5) 西村　健大(5) 16.07 (+1.5) 井上　幸翔(5) 16.19 (+1.7)

長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ネクストAC 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

篠田　優瑠(6) w13.58 (+2.6) 神田　拓真(6) 14.07 (+1.6) 石田　光(6) w14.15 (+2.6) 玉沖　朝陽(6) 14.34 (+1.6) 澁谷　士門(6) w14.47 (+2.6) 小林　羽愛叶(6) w14.53 (+2.6) 岩渕　臣(6) w14.59 (+2.6) 小宮山　智大(6) 14.66 (+1.6)

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

ネクストAC A 57.41 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞA 58.13 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞB 1:02.34 ネクストAC B 1:02.38 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 1:04.11 長岡Ｔ＆Ｆ　A 1:04.22 長岡Ｔ＆Ｆ　C 1:07.40 ネクストAC C 1:09.44

澁谷　士門(6) 酒井　佑晟(6) 佐藤　楓馬(4) 篠田　晴琉(4) 井上　幸翔(5) 菊池　諒人(5) 佐藤　和真(5) 小池　香夏斗(4)

神田　拓真(6) 小宮山　智大(6) 戸田　奏和(5) 福本　耀(5) 谷江　叶多(5) 河上　結太(5) 前川　蒼依(4) 田中　琉悠(4)

河内　遥太(6) 早川　佳輝(6) 小川　倖生(5) 佐藤　然(4) 田中　瑛大(5) 茨木　陽翔(5) 野村　真聖(4) 内山　晶尋(4)

木村　瑛斗(6) 篠田　優瑠(6) 太田　琥行(6) 林　咲太朗(4) 邵　靖翔(5) 佐藤　優成(6) 栁澤　叶多(4) 長谷川　大樹(4)

斎藤　胡桃(4) 16.29 (+0.7) 中山　莉希(4) 16.90 (+0.2) 西條　聖楽(4) 16.93 (+0.2) 相田　真綾(4) 16.94 (+0.2) 白井　花穂那(4) 17.15 (+0.7) 瀧澤　美寿々(4) 17.33 (+0.7) 河田　彩那(4) 17.34 (+0.7) 松澤　愛子(4) 17.60 (+0.2)

長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 四郎丸小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ ネクストAC 四郎丸小

関　優愛(2) 2:34.25 池谷　心咲(2) 2:38.45 島　あみり(3) 2:41.24 藤島　つぐみ(2) 2:43.18 渡辺　聖(2) 2:43.92 金子　晶(2) 2:46.75 長島　実耶(2) 2:47.37 藤木　杏奈(2) 2:47.79

長岡･南中 長岡･宮内中 長岡･堤岡中 長岡･西中 長岡･堤岡中 長岡･栖吉中 長岡･宮内中 長岡･江陽中

長岡･東北中A 53.14 長岡･江陽中 53.73 長岡･旭岡中 55.51 長岡･栖吉中 55.74 長岡･東北中B 56.31 長岡･南中A 57.45 長岡･大島中 58.52 長岡･西中 59.60

井口　乃々香(3) 加藤　愛里紗(3) 竹部　陽菜里(2) 吉田　多希(2) 恩田　好(2) 髙山　璃子(1) 栁　瑠菜(1) 長谷川　ななみ(2)

矢木　らん奈(3) 和久井　梨瑚(3) 廣瀬　未海(2) 茂野　煌花(2) 平井　晶(2) 霜鳥　はるら(2) 小竹　真央(2) 深田　心愛(2)

石田　琴美(3) 栗林　奈々香(2) 深森　衣里紗(2) 廣井　詩花(2) 三宮　凪紗(2) 野村　優音(1) 山井　柚乃(2) 永見　茉子(2)

石塚　蒼菜(3) 渡邉　満美(3) 鹿兒島　心寧(2) 水澤　ひより(2) 佐藤　綾花(2) 山崎　向葵(1) 中村　帆乃花(2) 猪爪　和奏(2)

清塚　奈津美(2) 2:25.15 吉原　颯織(3) 2:25.31 関　翼(2) 2:25.64 近藤　千晴(1) 2:32.45 髙橋　小梅(1) 2:35.70 和田　柚希(2) 2:36.58 丸山　凛子(2) 2:38.46 杤倉　有希乃(2) 2:44.21

長岡 長岡 長岡 長岡 長岡 長岡 長岡 中越

渋谷　愛莉(5) 15.06 (+1.9) 桜井　美雨(5) 15.36 (+1.1) 佐野　市佳(5) 16.09 (+1.9) 藤ノ木　唯愛(5) 16.12 (+1.1) 町永　風花(5) 16.26 (+1.9) 樋口　和華(5) 16.42 (+1.9) 長谷川　楓(5) 16.50 (+1.1) 佐藤　咲花(5) 16.92 (+1.9)

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

GR:大会記録  w:追風参考  

登録者A女子 8月21日 800m

小学5年生女子 8月21日 100m

中学生女子 8月21日 800m

8月21日 4x100mR

　小学生男子 8月21日 4x100mR

小学4年生女子 8月21日 100m

小学5年生男子 8月21日 100m

小学6年生男子 8月21日 100m

8月21日 4x100mR

登録者A男子 8月21日 1500m

7位 8位

小学4年生男子 8月21日 100m

3位 4位 5位 6位

長岡市営陸上競技場

中学生男子 8月21日 1500m

1位 2位

第24回長岡陸上競技選手権大会
記録主任 内宮　実

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
期日・時刻 2022/08/21 審判長 松井重徳　　浅野政和

競技場名


