
日付 種目

野沢　晴樹  11.48 (+1.8) 白石　流緯  11.76 (+1.8) 伊藤　皓生  w11.91 (+2.2) 山谷　日向  11.97 (+1.8) 古木　維人  12.00 (+1.8) 藤本　竜輝  w12.05 (+2.2) 木嶋　駿  12.10 (+0.6)

上越･城西中 TR3 上越･春日中 TR3 上越･直江津中 上越･春日中 上越･城西中 上越･板倉中 上越･直江津中

作林　海琉  24.13 (-0.3) 伊藤　皓生  24.23 (-0.3) 藤本　竜輝  24.45 (+0.7) 山谷　日向  24.50 (-0.3) 白石　流緯  24.62 (-0.3) 和栗　拓海  25.13 (-0.3) 茂垣　蒼太  25.20 (+0.7)

妙高･妙高中 TR 上越･直江津中 TR 上越･板倉中 上越･春日中 上越･春日中 上越･春日中 上越･城東中

作林　海琉  53.73 罍　晴仁  56.74 和栗　拓海  57.52 米持　響  57.60 岡田　名央  57.85 伊藤　悠星  58.25 坪内　新汰  58.55

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

罍　晴仁  2:12.81 松苗　新  2:12.92 伊井沢　瑠偉  2:13.05 中川　結生  2:14.77 霜鳥　康  2:14.93 比護　一稀  2:17.21 小林　宏輔  2:19.16

上越･上教大附中 上越･直江津東中 上越･直江津東中 上越･城東中 妙高･新井中 上越･城東中 上越･浦川原中

江口　功真  4:28.34 丸田　佳  4:30.01 山﨑　玲士  4:30.59 岡田　幸輝  4:34.31 霜鳥　康  4:35.38 中川　結生  4:36.13 比護　一稀  4:36.44

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

山﨑　玲士  9:43.69 岡田　幸輝  9:48.19 丸田　佳  9:49.49 谷口　巧  9:50.17 柳原　遙太  10:15.29 安原　薫  10:23.00 二ノ倉　弘聖  10:23.13

上越･中郷中 TR 上越･中郷中 上越･上教大附中 上越･城東中 上越･城西中 上越･板倉中 上越･春日中

野澤　優斗  17.04 (-1.1) 佐藤　優樹  18.23 (-1.1) 太田　莉来  19.08 (-1.1) 金井　羚汰  19.41 (-1.1) 酒井　蒼太  19.74 (-1.1) 村山　嗣拡  20.70 (-1.1) 栗山　來羽  21.05 (-0.9)

上越･板倉中 TR 上越･大潟町中 上越･板倉中 上越･牧中 妙高･妙高中 上越･城西中 上越･城西中

上越･城東中A  47.29 上越･城西中  47.47 上越･板倉中  47.98 上越･大潟町中  48.68 上越･直江津東中A  49.05 妙高･新井中A  50.01 上越･上教大附中  50.12

中島　諒仁 寺島　丈流 宮腰　純 佐藤　優樹 岩澤　遼樹 伊藤　叶智 福田　恭章

茂垣　蒼太 野沢　晴樹 藤本　竜輝 内山　陽翔 大原　秀斗 米持　響 山﨑　龍一

伊藤　悠星 中井　涼太 野澤　優斗 武藤　蓮太 塙　真紘 秦　颯士朗 金井　章透

澤田　倖之介 古木　維人 下鳥　漣大 大竹　亘 大島　羚桜 釜田　優 佐野　尊

髙橋　和夏葉  12.91 (+1.5) 角張　ほの花  13.19 (+1.5) 西脇　花琳  13.32 (+1.5) 福崎　祈愛  13.43 (+1.5) 中野　葵花  13.50 (+1.5) 岩崎　ゆう  13.54 (+1.5) 小関　愛花  13.58 (+1.1)

上越･城北中 TR3 上越･春日中 TR3 妙高･新井中 TR2 上越･板倉中 TR3 上越･上教大附中 TR3 上越･春日中 上越･春日中 TR2

西脇　花琳  w27.49 (+2.2) 髙橋　和夏葉  w27.56 (+2.2) 岩崎　ゆう  w28.23 (+2.2) 土屋　咲來  w28.34 (+2.2) 福崎　祈愛  w29.14 (+2.2) 坂上　奏子  29.27 (+0.8) 山本　敦子  29.45 (+0.8)

妙高･新井中 TR 上越･城北中 TR 上越･春日中 上越･城北中 上越･板倉中 上越･上教大附中 上越･上教大附中

岡田　七海  2:34.47 津野　美来  2:36.13 山田　咲希  2:37.21 ノゲイラ　愛子  2:37.73 相浦　依莉紗  2:38.89 藤田　里彩  2:39.90 中村　若菜  2:41.12

妙高･妙高高原中 上越･城東中 上越･上教大附中 上越･上教大附中 妙高･新井中 上越･城西中 上越･上教大附中

岡田　七海  5:21.38 中村　若菜  5:23.61 山田　咲希  5:25.44 椎葉　海絵  5:31.10 岸本　和奏  5:32.52 野呂　梨渚奈  5:32.56 藤田　里彩  5:38.08

妙高･妙高高原中 上越･上教大附中 上越･上教大附中 妙高･妙高高原中 妙高･妙高高原中 妙高･妙高高原中 上越･城西中

土屋　咲來  16.14 (-1.0) 岸原　唯  16.78 (-1.0) 樋口　志音  17.99 (-1.0) 大塩　風香  18.48 (-1.0) 宮下　蒼空  19.34 (-2.0) 松岡　咲空  20.51 (-2.0) 小林　夏緒  20.66 (-1.0)

上越･城北中 TR 上越･板倉中 TR 妙高･新井中 上越･大潟町中 妙高･新井中 妙高･妙高中 上越･板倉中

妙高･新井中  53.79 上越･上教大附中Ａ  53.94 上越･板倉中  55.05 上越･中郷中  56.20 上越･城西中  56.64 上越･大潟町中  57.11 上越･上教大附中Ｂ  58.14

新井　未知琉 坂上　奏子 岸原　唯 大野　由乃 平原　菫 笠原　ゆうな 多田　あんな

鷲澤　結 中野　葵花 福崎　祈愛 手塚　絵菜 手塚　りりあ 大塩　風香 笹﨑　心花

樋口　志音 村山　真櫻 佐藤　ほのか 丸山　瑠那 寺島　そら 新澤　涼花 勝山　ゆれん

西脇　花琳 山本　敦子 一條　美峰 東城　ちえり 岡田　璃子 小林　歩加 池亀　花

w (wind assist) : 追風参考

TR2 : 通信2年記録

TR3 : 通信3年記録

#NAME?

TR : 通信共通記録

5月7日 100mH

5月7日 4x100mR

5月7日 800m

5月7日 1500m

女子 5月7日 100m

5月7日 200m

5月7日 110mH

5月7日 4x100mR

5月7日 1500m

5月7日 3000m

5月7日 400m

5月7日 800m

7位

男子 5月7日 100m

5月7日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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岩澤　遼樹  w12.15 (+2.2)

上越･直江津東中

山口　純矢  25.32 (+0.7)

上越･城北中

大原　秀斗  25.32 (+1.9)

上越･直江津東中

児玉　廉斗  59.55

上越･直江津東中

坪内　新汰  2:20.94

妙高･新井中

谷口　巧  4:39.29

上越･城東中

岡田　大翔  10:23.78

妙高･新井中

宮下　大馳  21.31 (-0.9)

妙高･新井中

妙高･新井中B  50.56

宮下　大和

宮下　琉生

西山　響

後藤　慎吾

木口　愛華  13.63 (+1.5)

上越･頸城中

中野　葵花  w29.47 (+2.2)

上越･上教大附中

阿部　琴音  2:41.85

上越･頸城中

草間　千咲子  5:41.82

上越･城西中

林　翠恋  20.96 (-2.0)

上越･上教大附中

上越･直江津中  1:00.64

小林　未尋

相澤　真凜

竹田　光来

志田　愛美

w (wind assist) : 追風参考

TR2 : 通信2年記録

TR3 : 通信3年記録

#NAME?

TR : 通信共通記録

8位

江川　善法

安藤　正人


