
スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子100m
通信1年記録 13.00 2022年度   決勝 5/22 11:00 
通信2年記録 12.20 2022年度   
通信3年記録 11.90 2022年度   

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　キラ ハッカイ [12.06] アダチ　シュン サカエ [12.35]

1 4015 井上　煌星(3) 南魚沼･八海中 1 2941 安達　駿(3) 三条･栄中
タナベ　ソラ ハッカイ [12.07] ムロオカ　ナツ ヨシカワ [12.21]

2 4033 田鍋　空(2) 南魚沼･八海中 2 530 室岡　ナツ(3) 上越･吉川中
ヨネヤマ　リュウノスケ アサヒオカ [11.92] ヨネヤマ　シンノスケ アサヒオカ [12.11]

3 2476 米山　竜之介(3) 長岡･旭岡中 3 2470 米山　慎之介(3) 長岡･旭岡中
サトウ　ユウト サンジョウダイイチ [11.96] ナカザワ　タクヤ トウホク [12.07]

4 2722 佐藤　友斗(3) 三条･第一中 4 2158 中澤　拓哉(2) 長岡･東北中
コバヤシ　タイキ ツツミオカ [11.45] フカサワ　コウタ ツバメヨシダ [12.09]

5 2297 小林　大騎(3) 長岡･堤岡中 5 7155 深澤　康太(3) 燕･吉田中
シマダ　ユウヘイ トウホク [11.29] サトウ　タイキ コウナン [12.09]

6 2151 島田　雄平(3) 長岡･東北中 6 2343 佐藤　大來(3) 長岡･岡南中
ハシモト　イッペイ ナガオカヒガシ [12.03] タナカ　ヒロユキ アサヒオカ [12.13]

7 2025 橋本　逸平(3) 長岡･東中 7 2468 田中　寛幸(3) 長岡･旭岡中
カンバヤシ　ウキョウ ナガオカオオジマ [11.99] コバヤシ　アツキ ツツミオカ [12.21]

8 2394 神林　優慶(3) 長岡･大島中 8 2289 小林　篤生(2) 長岡･堤岡中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオコシ　カナタ ナガオカニシ [12.56] スズキ　シオン ツツミオカ [12.66]

1 2202 大越　奏多(3) 長岡･西中 1 2298 鈴木　志温(3) 長岡･堤岡中
イノウエ　アユキ フゾクナガオカ [12.59] オオミヤ　ノゾミ コウナン [12.66]

2 2682 井上　歩輝(3) 長岡･附属長岡中 2 2337 大宮　望(3) 長岡･岡南中
ヨシムラ　コウキ ナカノシマ [12.40] フルカワ　バンリ サンジョウダイイチ [12.65]

3 2509 吉村　恒輝(3) 長岡･中之島中 3 2724 古川　絆吏(3) 三条･第一中
ヤザワ　ユウセイ アサヒオカ [12.46] ワタナベ　ユウセイ ナカノシマ [12.61]

4 2475 矢澤　佑成(3) 長岡･旭岡中 4 4232 渡邉　優生(3) 長岡･中之島中
イソベ　タクミ ユノタニ [12.38] タナカ　ユウセイ コウナン [12.64]

5 3881 磯部　巧(3) 魚沼･湯之谷中 5 2347 田中　優生(3) 長岡･岡南中
ニシヤマ　ヒカル トウホク [12.51] イグチ　ユウキ オヂヤ [12.65]

6 2154 西山　輝(3) 長岡･東北中 6 3001 井口　友稀(2) 小千谷･小千谷中

スズキ　ハク ツバメヨシダ [12.54] オグラ　ルイ サカエ [12.65]

7 7153 鈴木　舶(3) 燕･吉田中 7 2955 小倉　琉維(2) 三条･栄中
ホンダ　フミヤ ユノタニ [12.54] コバヤシ　ケンシン コウナン [12.65]

8 3893 本田　文哉(2) 魚沼･湯之谷中 8 2340 小林　賢心(3) 長岡･岡南中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカグチ　タイシ ナカノシマ [12.77] ミヤ　アユム トオカマチミナミ [12.86]

1 2487 坂口　泰史(2) 長岡･中之島中 1 3350 宮　歩夢(2) 十日町･南中
サカグチ　ユウ アサヒオカ [12.77] ニシワキ　ライム スヨシ [12.87]

2 2467 坂口　佑宇(3) 長岡･旭岡中 2 2082 西脇　蕾夢(3) 長岡･栖吉中
フジノキ　ソウタ ナガオカオオジマ [12.72] ナカジマ　ヒナタ ヒガシオヂヤ [12.79]

3 2406 藤ノ木　蒼大(2) 長岡･大島中 3 3068 中嶋　陽大(2) 小千谷･東小千谷中

カミムラ　ヒュウガ トオカマチゲジョウ [12.70] サイトウ　トモヒロ ナカノシマ [12.81]

4 3413 上村　彪雅(3) 十日町･下条中 4 2508 齋藤　智大(3) 長岡･中之島中
ハセガワ　ユヅキ サカエ [12.69] ムロハシ　エイト スヨシ [12.79]

5 2943 長谷川　祐月(3) 三条･栄中 5 2086 室橋　瑛斗(3) 長岡･栖吉中
ヒグチ　レオ トオカマチミナミ [12.67] ヤマグチ　テルマ トオカマチミナミ [12.83]

6 3337 樋口　玲生(3) 十日町･南中 6 3340 山口　晃真(3) 十日町･南中
トチクラ　ハルユキ ナカノシマ [12.76] ウチヤマ　ヒナタ サンジョウダイイチ [12.83]

7 2483 栃倉　晴之(2) 長岡･中之島中 7 2728 内山　陽向(2) 三条･第一中
クロサキ　アツヒト コウナン [12.72] サイシ　リュウヤ ツバメヨシダ [12.83]

8 2339 黒崎　淳仁(3) 長岡･岡南中 8 7157 斎子　龍矢(3) 燕･吉田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナリタ　トモキ ツバメヨシダ [12.88] セシモ　イチカ オヂヤミナミ [13.00]

1 7162 成田　共生(2) 燕･吉田中 1 3090 瀨下　一翔(3) 小千谷･南中
オガワ　トキ ナカノシマ [12.89] タケダ　シュウ トオカマチゲジョウ [13.00]

2 2486 小川　永絆(2) 長岡･中之島中 2 3416 竹田　珠羽(3) 十日町･下条中
フクザワ　アキヒロ サンジョウダイイチ [12.87] ナカガワ　タクト ツツミオカ [12.93]

3 2736 福沢　晟浩(2) 三条･第一中 3 2280 中川　拓人(2) 長岡･堤岡中
イマイ　ヒナタ ナガオカヒガシ [12.88] ナガト　キヨタカ ツツミオカ [12.90]

4 2026 今井　陽太(3) 長岡･東中 4 2282 長戸　清隆(2) 長岡･堤岡中
サトウ　ナルム ヒロカミ [12.87] ヒダ　リュウト コウナン [12.93]

5 3855 佐藤　成夢(2) 魚沼･広神中 5 2349 飛彈　琉音(3) 長岡･岡南中
カタヒラ　ソウタ スヨシ [12.87] オオタ　ハルキ ツバメヨシダ [12.94]

6 2089 片平　創太(2) 長岡･栖吉中 6 7161 太田　悠樹(2) 燕･吉田中
アベ　ミツキ サンジョウダイイチ [12.88] オトカワ　ヤマト ナガオカヒガシ [13.00]

7 2721 阿部　光希(3) 三条･第一中 7 2027 乙川　大和(3) 長岡･東中
イケガミ　ソウマ トウホク [12.88] シミズ　ヒナタ ツバメヨシダ [12.96]

8 2157 池上　蒼真(2) 長岡･東北中 8 7158 清水　陽向(3) 燕･吉田中

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フルタニ　ケンタ ツバメヨシダ [13.11] オグマ　ツバサ ナガオカオオジマ [13.27]

1 7146 古谷　健太(2) 燕･吉田中 1 2408 小熊　翼(2) 長岡･大島中
タカハシ　ルイ サンジョウダイイチ [13.14] マルヤマ　ダイト ツツミオカ [13.24]

2 2735 髙橋　琉偉(2) 三条･第一中 2 2301 丸山　大翔(3) 長岡･堤岡中
ヤマグチ　ジンエイ ツツミオカ [13.07] アベ　ハルト オヂヤ [13.15]

3 2288 山口　仁栄(2) 長岡･堤岡中 3 2996 阿部　晴斗(2) 小千谷･小千谷中

ナガサワ　コウガ ツツミオカ [13.02] ミウラ　タクマ ツツミオカ [13.21]

4 2281 長澤　洸芽(2) 長岡･堤岡中 4 2302 三浦　拓真(3) 長岡･堤岡中
ミズサワ　レン ナカノシマ [13.03] ホシノ　リョウケン オヂヤ [13.18]

5 4234 水沢　蓮(3) 長岡･中之島中 5 3004 星野　了顕(2) 小千谷･小千谷中

タカハシ　イクト ツツミオカ [13.06] タネオカ　エイタ オグニ [13.15]

6 2299 高橋　郁斗(3) 長岡･堤岡中 6 2580 種岡　瑛汰(1) 長岡･小国中
ツチダ　シオン スヨシ [13.08] ヤマギシ　カエデ サンジョウダイイチ [13.22]

7 2081 土田　心暖(3) 長岡･栖吉中 7 2741 山岸　楓(2) 三条･第一中
ヨシノ　コウスケ ナカノシマ [13.11] セキ　レイメイ ハッカイ [13.24]

8 4240 吉野　康介(3) 長岡･中之島中 8 4005 関　黎明(3) 南魚沼･八海中

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マルヤマ　ケイタ サンジョウダイイチ [13.35] コンドウ　カンタ サンジョウダイイチ [13.41]

1 2731 丸山　慶大(2) 三条･第一中 1 2734 近藤　幹太(2) 三条･第一中
ササキ　イクオ スヨシ [13.35] ワタナベ　イチカ サカエ [13.43]

2 2085 佐々木　郁雄(3) 長岡･栖吉中 2 2956 渡邉　一加(2) 三条･栄中
タナカ　トシヒサ ナガオカオオジマ [13.28] サトウ　シュンノスケ オヂヤ [13.40]

3 2416 田中　聖久(2) 長岡･大島中 3 3007 佐藤　駿之介(2) 小千谷･小千谷中

タケウチ　ソウタ コウナン [13.29] ヨシアラ　シュウ ナガオカニシ [13.36]

4 2353 竹内　聡汰(2) 長岡･岡南中 4 2205 吉荒　柊(3) 長岡･西中
オオハシ　ユウト カリヤタ [13.27] カトウ　ミライ アサヒオカ [13.39]

5 2632 大橋　優翔(2) 長岡･刈谷田中 5 2479 加藤　望光(2) 長岡･旭岡中
エンドウ　ユウト アサヒオカ [13.30] サトウ　タダキ スヨシ [13.37]

6 2466 遠藤　悠仁(3) 長岡･旭岡中 6 2088 佐藤　忠希(3) 長岡･栖吉中
オゴセ　リョウタロウ トオカマチゲジョウ [13.30] ヤマダ　ショウヤ ハッカイ [13.41]

7 3420 生越　陵太郎(1) 十日町･下条中 7 4010 山田　翔也(3) 南魚沼･八海中
イカラシ　ソウタ サンジョウダイイチ [13.31] オオヒラ　マナト ユノタニ [13.41]

8 2738 五十嵐　蒼太(2) 三条･第一中 8 3895 大平　愛斗(2) 魚沼･湯之谷中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
セキカワ　トア サカエ [13.60] ハヤシ　ネオ ツツミオカ [13.65]

1 2951 関川　翔空(2) 三条･栄中 1 2300 林　稔王(3) 長岡･堤岡中
カワクボ　リュウスケ サンジョウダイイチ [13.51] アベ　ナツキ トオカマチミナミ [13.66]

2 2750 川窪　隆介(1) 三条･第一中 2 3331 阿部　夏煌(3) 十日町･南中
イズミダ　タケル ブンスイ [13.46] フクハラ　ナル トオカマチミナミ [13.63]

3 7201 泉田　武琉(2) 燕･分水中 3 3349 福原　成(2) 十日町･南中
ヤマザキ　キッペイ ブンスイ [13.49] ケラ　ハルキ ナガオカヒガシ [13.61]

4 7209 山﨑　桔平(2) 燕･分水中 4 2028 螻　晴樹(3) 長岡･東中
ホシノ　イオリ ヒロカミ [13.48] ニレイ　コオ ツバメヨシダ [13.63]

5 3856 星野　庵(2) 魚沼･広神中 5 7163 楡井　虎旺(2) 燕･吉田中
アンドウ　ユウア ツツミオカ [13.46] タブセ　イブキ ミツケミナミ [13.62]

6 2276 安藤　優歩(2) 長岡･堤岡中 6 3712 田伏　一颯(2) 見附･南中
ミヤシタ　タクト ネクストアスリートクラブ [13.50] ヤマザキ　ヨウタ ナカノシマ [13.64]

7 2684 宮下　拓士(1) ネクストAC 7 4237 山﨑　葉太(3) 長岡･中之島中
ナカムラ　シュン オヂヤミナミ [13.50] ハヤシベ　ユウセイ ツバメヨシダ [13.64]

8 3096 中村　駿(2) 小千谷･南中 8 7143 林部　雄成(2) 燕･吉田中

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワダ　コウタロウ ヒガシオヂヤ [13.77] オバタ　ヒジリ ハッカイ [13.87]

1 3056 和田　幸汰郎(2) 小千谷･東小千谷中 1 4024 小幡　聖(2) 南魚沼･八海中
タカハシ　コウキ ツバメヨシダ [13.77] キクタ　ユウスケ サンジョウダイイチ [13.88]

2 7177 髙橋　煌騎(1) 燕･吉田中 2 2740 菊田　悠介(2) 三条･第一中
タカイ　コウタロウ ワカミヤ [13.73] ヨシノ　アヤタ ナガオカニシ [13.83]

3 3192 高井　宏太朗(2) 加茂･若宮中 3 2206 吉野　絢太(3) 長岡･西中
ヤナギサワ　リヒト ネクストアスリートクラブ [13.73] ハセガワ　ユウシ トオカマチミナミ [13.83]

4 4191 栁澤　理人(1) ネクストAC 4 3346 長谷川　優詩(2) 十日町･南中
ナガハマ　リクウ ツバメヨシダ [13.66] シンボ　イブキ ヒガシオヂヤ [13.78]

5 7135 長浜　凜空(1) 燕･吉田中 5 3058 新保　伊吹(2) 小千谷･東小千谷中

マツイ　タクマ ナカノシマ [13.73] タカハシ　リョウスケ サンジョウダイイチ [13.81]

6 2484 松井　拓馬(2) 長岡･中之島中 6 2729 髙橋　良友(2) 三条･第一中
ヨシダ　ミズキ トオカマチミナミ [13.77] ホンマ　アサヒ ナガオカオオジマ [13.86]

7 3351 吉田　瑞希(2) 十日町･南中 7 2407 本間　旭(2) 長岡･大島中
オオタニ　ユウト ツバメヨシダ [13.74] オオタ　シュンペイ ツバメヨシダ [13.83]

8 7168 大谷　優人(3) 燕･吉田中 8 7131 太田　駿平(2) 燕･吉田中

17組 (-  .  m/s) 18組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　リツキ サンジョウダイイチ [13.97] メグロ　トウヤ カリヤタ [14.18]

1 2730 田中　律稀(2) 三条･第一中 1 2659 目黒　桐也(3) 長岡･刈谷田中
イナコシ　ハルト ツバメヨシダ [14.00] ワタナベ　ショウヤ ツツミオカ [14.17]

2 7136 稲越　春人(1) 燕･吉田中 2 2286 渡邉　翔也(2) 長岡･堤岡中
カミヤ　カエデ ツバメヨシダ [13.89] エンドウ　コウシロウ ツバメヨシダ [14.10]

3 7144 神谷　楓(2) 燕･吉田中 3 7151 遠藤　幸志朗(3) 燕･吉田中
サカヅメ　コウヤ コウナン [13.89] オガワ　ユウト トオカマチゲジョウ [14.05]

4 2342 坂詰　航埜(3) 長岡･岡南中 4 3411 小川　悠翔(3) 十日町･下条中
ツバキ　ソウダイ ミツケミナミ [13.88] タキザワ　コウセイ ナガオカオオジマ [14.11]

5 3728 椿　颯大(2) 見附･南中 5 2418 瀧澤　煌生(2) 長岡･大島中
コミヤマ　セイシン トオカマチゲジョウ [13.90] コバヤシ　ユウキ オヂヤ [14.02]

6 3421 小宮山　成心(1) 十日町･下条中 6 3002 小林　勇輝(2) 小千谷･小千谷中

タムラ　コウダイ ナガオカニシ [13.97] タカノ　ショウセイ トウホク [14.14]

7 2204 田村　倖大(3) 長岡･西中 7 2172 高野　翔成(1) 長岡･東北中
シライ　ヒロト ナガオカオオジマ [13.96] イイジマ　シュンヤ ツツミオカ [14.14]

8 2419 白井　洸翔(2) 長岡･大島中 8 2277 飯嶋　隼哉(2) 長岡･堤岡中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 (-  .  m/s) 20組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリヤマ　アキト ツバメヨシダ [14.31] モリグチ　リク ツバメヨシダ [14.41]

1 7147 森山　瑛仁(2) 燕･吉田中 1 7179 森口　凛生(1) 燕･吉田中
ノザキ　ユウト ブンスイ [14.31] ヤマモト　ショウエイ ヨシカワ [14.43]

2 7205 野崎　悠翔(2) 燕･分水中 2 533 山本　奨永(2) 上越･吉川中
ホリ　ハクト ツバメヨシダ [14.20] ミサワ　ケイシン ミツケミナミ [14.33]

3 7150 堀　珀斗(2) 燕･吉田中 3 3747 三沢　慶心(3) 見附･南中
イケ　アレン ツバメヨシダ [14.22] トミドコロ　リオ ツバメヨシダ [14.33]

4 7132 池　亜漣(1) 燕･吉田中 4 7170 富所　俐壮(1) 燕･吉田中
トガシ　カイ ナガオカオオジマ [14.19] イガラシ　セラ オヂヤ [14.33]

5 2417 富樫　快(2) 長岡･大島中 5 2998 五十嵐　世羅(2) 小千谷･小千谷中

カクヤマ　シュウヤ トオカマチゲジョウ [14.21] ツチダ　ナギ ナガオカオオジマ [14.40]

6 3412 角山　柊哉(3) 十日町･下条中 6 2413 土田　凪(2) 長岡･大島中
サイトウ　アオイ ツバメヨシダ [14.23] タカハシ　フウト ツバメヨシダ [14.41]

7 7137 斎藤　碧生(1) 燕･吉田中 7 7173 髙橋　楓翔(1) 燕･吉田中
セキネ　ユウ サンジョウダイイチ [14.26] イカラシ　ノゾム サカエ [14.40]

8 2739 関根　優(2) 三条･第一中 8 2954 五十嵐　希夢(2) 三条･栄中

21組 (-  .  m/s) 22組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タテヤマ　トウヤ コウナン [14.65] イシバシ　タツヤ サンジョウダイイチ [14.88]

1 2354 舘山　橙椰(2) 長岡･岡南中 1 2733 石橋　達哉(2) 三条･第一中
カワカミ　ヒロト ツバメヨシダ [14.66] フカガワ　ハルキ ナカゴウ [14.88]

2 7134 川上　大翔(1) 燕･吉田中 2 550 深川　陽葵(1) 上越･中郷中
カワセ　ユウト ツバメヨシダ [14.50] ホンマ　ヒカル スヨシ [14.72]

3 7140 川瀬　優斗(1) 燕･吉田中 3 2083 本間　輝(3) 長岡･栖吉中
コバヤシ　サトシ トオカマチゲジョウ [14.52] コバヤシ　レン オヂヤ [14.73]

4 3427 小林　悟士(2) 十日町･下条中 4 3003 小林　蓮(2) 小千谷･小千谷中

サクライ　オン ヒロカミ [14.49] ミズコシ　ヒロト ツツミオカ [14.78]

5 3847 桜井　温(1) 魚沼･広神中 5 2283 水越　大翔(2) 長岡･堤岡中
ホカリ　コウ サンジョウダイイチ [14.46] ナガイ　アユム ツバメヨシダ [14.77]

6 2737 穂苅　晄(2) 三条･第一中 6 7138 永井　渉夢(1) 燕･吉田中
アダチ　セイエイ ナガオカオオジマ [14.55] チノウ　カズキ ツバメヨシダ [14.78]

7 2411 安立　惺栄(2) 長岡･大島中 7 7178 地濃　和輝(1) 燕･吉田中
タカノ　マドカ コウナン [14.54] イカラシ　ケンタ トウホク [14.87]

8 2345 髙野　円(3) 長岡･岡南中 8 2168 五十嵐　健太(1) 長岡･東北中

23組 (-  .  m/s) 24組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワタナベ　タケル ツバメヨシダ [14.99] カワカミ　サクヤ オヂヤミナミ [15.34]

1 7172 渡辺　健生(1) 燕･吉田中 1 3082 川上　朔弥(1) 小千谷･南中
サイトウ　エイショウ ツバメヨシダ [14.99] ナカマチ　ユウキ トオカマチゲジョウ [15.35]

2 7176 齋藤　英翔(1) 燕･吉田中 2 3423 中町　悠希(1) 十日町･下条中
ムラヤマ　ソウタ トオカマチゲジョウ [14.89] アイザワ　ミナミ ヒガシオヂヤ [15.06]

3 3430 村山　颯汰(2) 十日町･下条中 3 3054 相澤　弥波(2) 小千谷･東小千谷中

コミヤマ　ユウト ツバメヨシダ [14.88] アダチ　リュウノスケ ツバメヨシダ [15.00]

4 7175 込山　結人(1) 燕･吉田中 4 7139 安達　隆之介(1) 燕･吉田中
マルヤマ　コハク オヂヤミナミ [14.91] フジイ　ハジメ ツバメヨシダ [15.00]

5 3097 丸山　虎珀(3) 小千谷･南中 5 7171 藤井　元(1) 燕･吉田中
ハットリ　イクマ トオカマチミナミ [14.94] オヤナギ　リク ツバメヨシダ [15.01]

6 3354 服部　依公磨(1) 十日町･南中 6 7133 小柳　陸(1) 燕･吉田中
カタギリ　ハク ツバメヨシダ [14.94] サトウ　タクマ トオカマチゲジョウ [15.30]

7 7160 片桐　遥久(3) 燕･吉田中 7 3428 佐藤　丞真(2) 十日町･下条中
シノダ　ユウキ ヒガシオヂヤ [14.97] タナカ　シゲミツ コウナン [15.15]

8 3057 篠田　悠稀(2) 小千谷･東小千谷中 8 2346 田中　重光(3) 長岡･岡南中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

25組 (-  .  m/s) 26組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
メグロ　ヤマト ミツケミナミ [16.42] オカムラ　アヤトラ サンジョウダイイチ [18.09]

1 3730 目黒　大和(2) 見附･南中 1 2742 岡村　采虎(2) 三条･第一中
ヤマミヤ　ハル ツツミオカ [16.36] ミズオチ　アサヒ トオカマチゲジョウ [18.23]

2 2285 山宮　青(2) 長岡･堤岡中 2 3424 水落　朝日(1) 十日町･下条中
ホカリ　トモヤ ブンスイ [15.51] ユモト　ソウガ トオカマチゲジョウ [16.58]

3 7197 穗苅　友椰(2) 燕･分水中 3 3425 湯本　颯河(1) 十日町･下条中
カラサワ　リュウキ ツバメヨシダ [15.50] ハセガワ　ソウスケ トウホク [16.51]

4 7174 柄澤　琉希(1) 燕･吉田中 4 2162 長谷川　颯祐(1) 長岡･東北中
ワタナベ　ソウキ ツツミオカ [15.37] イシカワ　ケント トウホク [16.88]

5 2287 渡辺　奏輝(2) 長岡･堤岡中 5 2165 石川　堅斗(1) 長岡･東北中
マスダ　ソウマ トウホク [15.75] ヤマシタ　ヨシユキ ナガオカヒガシ [16.74]

6 2177 増田　蒼天(1) 長岡･東北中 6 2001 山下　義幸(2) 長岡･東中
ナカジマ　エイト ブンスイ [16.31] イケダ　リョウ トオカマチゲジョウ [17.65]

7 7195 中島　瑛斗(2) 燕･分水中 7 3419 池田　涼(1) 十日町･下条中
ハヤカワ　ユウガ サカエ [15.78] タナベ　ショウヤ ワカミヤ [17.65]

8 2952 早川　侑駕(2) 三条･栄中 8 3193 田邊　翔也(2) 加茂･若宮中

27組 (-  .  m/s) 28組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシザワ　オウタ ワカミヤ コバヤシ　ソウガ ツツミオカ

1 3183 吉澤　旺太(1) 加茂･若宮中 2 2294 小林　颯樺(1) 長岡･堤岡中
サンゴ　ユイト ワカミヤ タカノ　ヒカル コウナン

2 3181 珊瑚　結叶(1) 加茂･若宮中 3 2331 高野　光(1) 長岡･岡南中
タカノ　ヨウスケ アサヒオカ ホソカイ　タケル コウナン

3 2465 髙野　洋輔(2) 長岡･旭岡中 4 2333 細貝　健(1) 長岡･岡南中
アンナカ　ユウマ カメダ タケウチ　ソウタ ナカゴウ

4 6030 安中　悠真(1) 新潟･亀田中 5 549 竹内　颯汰(1) 上越･中郷中
モンヤ　トモキ アサヒオカ シマダ　コウ ハッカイ

5 2463 門谷　和輝(1) 長岡･旭岡中 6 4021 嶋田　煌空(2) 南魚沼･八海中
スドウ　イツキ トオカマチゲジョウ [20.05] シミズ　タイガ ナガオカニシ

6 3422 須藤　維月(1) 十日町･下条中 7 2223 清水　大雅(1) 長岡･西中
サイトウ　ユウタ カメダ オオツ　ミナト ハッカイ

7 6031 斎藤　優太(1) 新潟･亀田中 8 4028 大津　南翔(2) 南魚沼･八海中
ムラキ　コタロウ カメダ

8 6032 村木　瑚太郎(1) 新潟･亀田中

29組 (-  .  m/s) 30組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
リョウタ　シンタロウ ツツミオカ ヤマグチ　ソウタ サカエ

2 2304 両田　慎太郎(1) 長岡･堤岡中 2 2925 山口　蒼太(1) 三条･栄中
キシ　ユウト ツツミオカ コバヤシ　ヨシノブ ナガオカニシ

3 2291 吉仕　勇翔(1) 長岡･堤岡中 3 2222 小林　愛喜(1) 長岡･西中
オカダ　カイト ナガオカニシ ゴトウ　リクト ツツミオカ

4 2221 岡田　快叶(1) 長岡･西中 4 2293 後藤　陸斗(1) 長岡･堤岡中
ゴトウ　ユウマ ツツミオカ フルカワ　ハルマ ナガオカニシ

5 2292 後藤　祐真(1) 長岡･堤岡中 5 2226 古川　晴馬(1) 長岡･西中
タカハシ　ショウエイ ナガオカニシ カサハラ　ショウタ ツツミオカ

6 2225 高橋　照英(1) 長岡･西中 6 2290 笠原　翔太(1) 長岡･堤岡中
サカイ　ヒロト ツツミオカ フクハラ　リュウセイ オヂヤ

7 2303 堺　大翔(1) 長岡･堤岡中 7 3024 福原　琉惺(1) 小千谷･小千谷中

ワタナベ　カヅキ ツツミオカ イトウ　ソラ オヂヤ

8 2305 渡辺　夏月(1) 長岡･堤岡中 8 3025 伊東　蒼空(1) 小千谷･小千谷中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

31組 (-  .  m/s) 32組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカムラ　ユウタ ナガオカヒガシ キタムラ　シュン オヂヤ

2 2008 中村　優太(1) 長岡･東中 2 3026 喜多村　洵(1) 小千谷･小千谷中

ワタナベ　ユツキ カリヤタ ウガワ　ケイタロウ サカエ

3 2631 渡邉　夕月(3) 長岡･刈谷田中 3 2926 鵜川　恵太郎(1) 三条･栄中
キクチ　シュウゴ ネクストアスリートクラブ カバサワ　ジュンキ スヨシ

4 2683 菊池　修吾(1) ネクストAC 4 2095 樺澤　純輝(2) 長岡･栖吉中
サトウ　タケル サカエ ホソカワ　コウヤ オヂヤ

5 2928 佐藤　丈琉(1) 三条･栄中 5 3029 細川　煌矢(1) 小千谷･小千谷中

ヒガシ　リョウタ オヂヤ オグラ　リュウガ サカエ

6 3028 東　涼太(1) 小千谷･小千谷中 6 2927 小倉　琉雅(1) 三条･栄中
マルヤマ　アラタ サカエ オオツカ　エイト オヂヤ

7 2924 丸山　新太(1) 三条･栄中 7 3027 大塚　瑛斗(1) 小千谷･小千谷中

タナハシ　ギンジ ナカノシマ サイトウ　リュウト スヨシ

8 2496 棚橋　銀侍(1) 長岡･中之島中 8 2096 斎藤　琉斗(2) 長岡･栖吉中

33組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マルヤマ　ノブ ツバメヨシダ

2 7167 丸山　展(3) 燕･吉田中
オシミ　ケイゴ スヨシ

3 2102 押見　渓吾(1) 長岡･栖吉中
ホシノ　マサト ナガオカヒガシ

4 2011 星野　眞杜(1) 長岡･東中
ムトウ　マサアキ ネクストアスリートクラブ

5 2174 武藤　正明(1) ネクストAC
イワフチ　ソウタロウ トウホク

6 2170 岩淵　蒼太朗(1) 長岡･東北中
シノダ　リョウマ スヨシ

7 2110 篠田　諒真(1) 長岡･栖吉中
ナカザワ　ショウ ヒロカミ

8 3842 中澤 　翔(1) 魚沼･広神中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子200m
通信共通記録 24.40 2022年度   決勝 5/22 14:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ムロオカ　ナツ ヨシカワ [24.88] イソベ　タクミ ユノタニ [26.26]

1 530 室岡　ナツ(3) 上越･吉川中 1 3881 磯部　巧(3) 魚沼･湯之谷中
モロハシ　アオバ ナガオカオオジマ [25.25] タナカ　トシアキ ツバメヨシダ [26.28]

2 2395 諸橋　青葉(3) 長岡･大島中 2 7145 田中　寿明(2) 燕･吉田中
ヨネヤマ　リュウノスケ アサヒオカ [23.96] イグチ　ユウキ オヂヤ [25.81]

3 2476 米山　竜之介(3) 長岡･旭岡中 3 3001 井口　友稀(2) 小千谷･小千谷中

コバヤシ　タイキ ツツミオカ [23.73] イノウエ　キラ ハッカイ [25.32]

4 2297 小林　大騎(3) 長岡･堤岡中 4 4015 井上　煌星(3) 南魚沼･八海中
シマダ　ユウヘイ トウホク [23.67] ワタナベ　ユウセイ ナカノシマ [25.57]

5 2151 島田　雄平(3) 長岡･東北中 5 4232 渡邉　優生(3) 長岡･中之島中
カネコ　タケハル トオカマチミナミ [24.34] スズキ　ハク ツバメヨシダ [25.81]

6 3333 金子　丈陽(3) 十日町･南中 6 7153 鈴木　舶(3) 燕･吉田中
ヨネヤマ　シンノスケ アサヒオカ [24.82] ニワノ　レオ トオカマチミナミ [26.02]

7 2470 米山　慎之介(3) 長岡･旭岡中 7 3336 庭野　蓮央(3) 十日町･南中
ヤザワ　ユウセイ アサヒオカ [24.78] サイシ　リュウヤ ツバメヨシダ [26.25]

8 2475 矢澤　佑成(3) 長岡･旭岡中 8 7157 斎子　龍矢(3) 燕･吉田中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナリタ　トモキ ツバメヨシダ [27.08] タケウチ　ソウタ コウナン [27.76]

1 7162 成田　共生(2) 燕･吉田中 2 2353 竹内　聡汰(2) 長岡･岡南中
ミヤゾノ　ケイシ トオカマチミナミ [27.00] サトウ　ナルム ヒロカミ [27.28]

2 3339 宮園　京孜(3) 十日町･南中 3 3855 佐藤　成夢(2) 魚沼･広神中
シミズ　ヒナタ ツバメヨシダ [26.34] フルタニ　ケンタ ツバメヨシダ [27.52]

3 7158 清水　陽向(3) 燕･吉田中 4 7146 古谷　健太(2) 燕･吉田中
ニシワキ　ライム スヨシ [26.51] ナカガワ　タクト ツツミオカ [27.47]

4 2082 西脇　蕾夢(3) 長岡･栖吉中 5 2280 中川　拓人(2) 長岡･堤岡中
ナガサワ　コウガ ツツミオカ [26.57] オトカワ　ヤマト ナガオカヒガシ [27.12]

5 2281 長澤　洸芽(2) 長岡･堤岡中 6 2027 乙川　大和(3) 長岡･東中
ヨシノ　コウスケ ナカノシマ [26.81] オオタ　ハルキ ツバメヨシダ [27.64]

6 4240 吉野　康介(3) 長岡･中之島中 7 7161 太田　悠樹(2) 燕･吉田中
オオヒラ　マナト ユノタニ [26.99] ヤマダ　ショウヤ ハッカイ [27.67]

7 3895 大平　愛斗(2) 魚沼･湯之谷中 8 4010 山田　翔也(3) 南魚沼･八海中
ハラヤマ　アヅミ ナカノシマ [26.86]

8 4233 原山　充未(3) 長岡･中之島中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タムラ　コウダイ ナガオカニシ [28.69] イイジマ　シュンヤ ツツミオカ [29.72]

2 2204 田村　倖大(3) 長岡･西中 2 2277 飯嶋　隼哉(2) 長岡･堤岡中
マルヤマ　ダイト ツツミオカ [27.89] ヨシダ　ミズキ トオカマチミナミ [28.76]

3 2301 丸山　大翔(3) 長岡･堤岡中 3 3351 吉田　瑞希(2) 十日町･南中
ヤマザキ　キッペイ ブンスイ [27.93] ナカムラ　シュン オヂヤミナミ [28.98]

4 7209 山﨑　桔平(2) 燕･分水中 4 3096 中村　駿(2) 小千谷･南中
ニレイ　コオ ツバメヨシダ [28.36] エンドウ　コウシロウ ツバメヨシダ [28.92]

5 7163 楡井　虎旺(2) 燕･吉田中 5 7151 遠藤　幸志朗(3) 燕･吉田中
サトウ　ユウト サンジョウダイイチ [28.00] サノ　ヒデキ ナガオカミナミ [28.72]

6 2722 佐藤　友斗(3) 三条･第一中 6 2048 佐野　秀樹(3) 長岡･南中
セキ　レイメイ ハッカイ [28.46] カクヤマ　シュウヤ トオカマチゲジョウ [29.02]

7 4005 関　黎明(3) 南魚沼･八海中 7 3412 角山　柊哉(3) 十日町･下条中
ハヤシベ　ユウセイ ツバメヨシダ [28.39] オオタ　シュンペイ ツバメヨシダ [29.64]

8 7143 林部　雄成(2) 燕･吉田中 8 7131 太田　駿平(2) 燕･吉田中

2022/05/ 18 08:15:43

Powerd by AthleteRanking.com



スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミズコシ　ヒロト ツツミオカ [31.60] オゴセ　リョウタロウ トオカマチゲジョウ

2 2283 水越　大翔(2) 長岡･堤岡中 2 3420 生越　陵太郎(1) 十日町･下条中
フルカワ　バンリ サンジョウダイイチ [30.10] ヤマシタ　ヨシユキ ナガオカヒガシ [35.41]

3 2724 古川　絆吏(3) 三条･第一中 3 2001 山下　義幸(2) 長岡･東中
ノザキ　ユウト ブンスイ [30.21] タテヤマ　トウヤ コウナン [31.64]

4 7205 野崎　悠翔(2) 燕･分水中 4 2354 舘山　橙椰(2) 長岡･岡南中
タカノ　マドカ コウナン [30.57] タカノ　ヨウスケ アサヒオカ

5 2345 髙野　円(3) 長岡･岡南中 5 2465 髙野　洋輔(2) 長岡･旭岡中
オオタニ　ユウト ツバメヨシダ [30.36] タカイ　コウタロウ ワカミヤ

6 7168 大谷　優人(3) 燕･吉田中 6 3192 高井　宏太朗(2) 加茂･若宮中
アベ　ハルト オヂヤ [30.96] ムロハシ　エイト スヨシ

7 2996 阿部　晴斗(2) 小千谷･小千谷中 7 2086 室橋　瑛斗(3) 長岡･栖吉中
モリヤマ　アキト ツバメヨシダ [31.51] モンヤ　トモキ アサヒオカ

8 7147 森山　瑛仁(2) 燕･吉田中 8 2463 門谷　和輝(1) 長岡･旭岡中

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカジマ　ヒナタ ヒガシオヂヤ シノダ　ユウキ ヒガシオヂヤ

2 3068 中嶋　陽大(2) 小千谷･東小千谷中 2 3057 篠田　悠稀(2) 小千谷･東小千谷中

ヤマグチ　ジンエイ ツツミオカ サイトウ　リュウト スヨシ

3 2288 山口　仁栄(2) 長岡･堤岡中 3 2096 斎藤　琉斗(2) 長岡･栖吉中
フカガワ　ハルキ ナカゴウ カバサワ　ジュンキ スヨシ

4 550 深川　陽葵(1) 上越･中郷中 4 2095 樺澤　純輝(2) 長岡･栖吉中
ワダ　コウタロウ ヒガシオヂヤ コバヤシ　レン オヂヤ

5 3056 和田　幸汰郎(2) 小千谷･東小千谷中 5 3003 小林　蓮(2) 小千谷･小千谷中

アイザワ　ミナミ ヒガシオヂヤ コイケ　アラタ ヨシカワ

6 3054 相澤　弥波(2) 小千谷･東小千谷中 6 540 小池　新(1) 上越･吉川中
シノダ　リョウマ スヨシ キヨタ　ユリト スヨシ

7 2110 篠田　諒真(1) 長岡･栖吉中 7 2103 清田　悠陸斗(1) 長岡･栖吉中
シンボ　イブキ ヒガシオヂヤ ウチヤマ　ヒナタ サンジョウダイイチ

8 3058 新保　伊吹(2) 小千谷･東小千谷中 8 2728 内山　陽向(2) 三条･第一中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子400m
通信共通記録 56.00 2022年度   決勝 5/22 12:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　アツキ ツツミオカ [58.00] ヤタ　リュウノスケ ナカノシマ [1:03.39]

2 2289 小林　篤生(2) 長岡･堤岡中 2 4236 谷田　龍之介(3) 長岡･中之島中
カネコ　タケハル トオカマチミナミ [54.28] サトウ　シュウマ ナガオカオオジマ [1:00.79]

3 3333 金子　丈陽(3) 十日町･南中 3 2405 佐藤　脩馬(3) 長岡･大島中
ニシカワ　ダイチ トウホク [56.67] ナガト　キヨタカ ツツミオカ [1:00.74]

4 2153 西川　大地(3) 長岡･東北中 4 2282 長戸　清隆(2) 長岡･堤岡中
ホシノ　アル ヒロカミ [56.38] カタオカ　フジ コウナン [58.92]

5 3866 星野　亜瑠(3) 魚沼･広神中 5 2338 片岡　歩慈(3) 長岡･岡南中
イケウチ　ヒロト トオカマチミナミ [56.00] ヤマシタ　イチ アサヒオカ [1:00.47]

6 3332 池内　大翔(3) 十日町･南中 6 2469 山下　市(3) 長岡･旭岡中
ワタナベ　リュウト アサヒオカ [57.84] タナカ　トシアキ ツバメヨシダ [1:02.21]

7 2471 渡辺　琉斗(3) 長岡･旭岡中 7 7145 田中　寿明(2) 燕･吉田中
ニワノ　レオ トオカマチミナミ [56.78] アベ　ミツキ サンジョウダイイチ [1:01.21]

8 3336 庭野　蓮央(3) 十日町･南中 8 2721 阿部　光希(3) 三条･第一中

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオモリ　タクミ ナガオカミナミ [1:04.48] ホシノ　マサト ナガオカヒガシ

2 2055 大森　拓実(2) 長岡･南中 2 2011 星野　眞杜(1) 長岡･東中
ウエノ　ユウマ イママチ [1:03.45] ヤマモト　ユウマ ヒガシオヂヤ [1:15.25]

3 3751 上野　優真(3) 見附･今町中 3 3053 山本　悠真(2) 小千谷･東小千谷中

カイドウ　トモナリ ミツケミナミ [1:03.99] オオセ　ケンタ オヂヤミナミ [1:13.98]

4 3711 皆藤　具成(2) 見附･南中 4 3083 生越　健太(1) 小千谷･南中
ヨシムラ　タイガ ナカノシマ [1:03.74] サトウ　シュンノスケ オヂヤ [1:07.29]

5 2510 吉村　虎牙(3) 長岡･中之島中 5 3007 佐藤　駿之介(2) 小千谷･小千谷中

アンドウ　ユウア ツツミオカ [1:04.21] タムラ　シュウト ナガオカオオジマ [1:05.68]

6 2276 安藤　優歩(2) 長岡･堤岡中 6 2414 田村　柊朱(2) 長岡･大島中
コバヤシ　ユウキ オヂヤ [1:04.48] ホシ　ヒナタ ユノタニ

7 3002 小林　勇輝(2) 小千谷･小千谷中 7 3883 星　日向太(3) 魚沼･湯之谷中
タカハシ　イクト ツツミオカ [1:04.35] ムトウ　マサアキ ネクストアスリートクラブ

8 2299 高橋　郁斗(3) 長岡･堤岡中 8 2174 武藤　正明(1) ネクストAC
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子800m
通信共通記録 2:10.00 2022年度   決勝 5/22 13:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
トダ　コウキ コウナン [2:18.45] サトウ　ダイキ ヒロカミ [2:30.00]

1 2348 戸田　幸城(3) 長岡･岡南中 1 3865 佐藤　大稀(3) 魚沼･広神中
ハタケヤマ　トウイ ヒロカミ [2:20.00] ネツ　カズヒロ トオカマチゲジョウ [2:30.00]

2 3859 畠山　桐依(2) 魚沼･広神中 2 3429 根津　和弘(2) 十日町･下条中
キタザワ　コウヤ テラドマリ [2:06.81] サトウ　シュウマ ナガオカオオジマ [2:22.04]

3 2602 北澤　功弥(2) 長岡･寺泊中 3 2405 佐藤　脩馬(3) 長岡･大島中
ミヤゾノ　ケイシ トオカマチミナミ [2:07.00] オオダイラ　タマキ ハッカイ [2:24.56]

4 3339 宮園　京孜(3) 十日町･南中 4 4012 大平　環生(3) 南魚沼･八海中
ニベ　タケヒロ カシワザキダイニ [2:05.99] サワグチ　ヒロト ツバメヨシダ [2:20.03]

5 768 新部　雄大(3) 柏崎･第二中 5 7164 澤口　裕人(2) 燕･吉田中
オオフチ　ウイト オヂヤミナミ [2:09.63] ミズオチ　ハル コウナン [2:24.65]

6 3088 大渕　初登(3) 小千谷･南中 6 2351 水落　晴琉(3) 長岡･岡南中
トクナガ　イブキ トオカマチミナミ [2:15.00] ウチダ　シオン ナカゴウ [2:25.00]

7 3344 德永　惟吹(2) 十日町･南中 7 546 内田　心温(2) 上越･中郷中
オオクボ　ユキヤ トオカマチミナミ [2:18.00] イマイ　カイ ハッカイ [2:29.60]

8 3353 大久保　志哉(1) 十日町･南中 8 4019 今井　海聖(3) 南魚沼･八海中
ワタナベ　リュウト アサヒオカ [2:17.70] カイドウ　トモナリ ミツケミナミ [2:26.53]

9 2471 渡辺　琉斗(3) 長岡･旭岡中 9 3711 皆藤　具成(2) 見附･南中
フクシマ　ケンソ トオカマチゲジョウ [2:15.00] シブヤ　カナト ツバメヨシダ [2:27.58]

10 3418 福嶋　賢素(3) 十日町･下条中 10 7156 渋谷　奏斗(3) 燕･吉田中
アキモト　ジオウ ヒロカミ [2:12.79] カクヤマ　トワ トオカマチゲジョウ [2:30.00]

11 3862 秋元　慈央(3) 魚沼･広神中 11 3426 角山　叶羽(2) 十日町･下条中
タナカ　ナル ヒガシオヂヤ [2:12.25] オグラ　キラリ ハッカイ [2:26.87]

12 3049 田中　夏琉(3) 小千谷･東小千谷中 12 4029 小倉　希良莉(2) 南魚沼･八海中

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
メグロ　トウヤ カリヤタ [2:40.30] タケウチ　ソウタ ナカゴウ

1 2659 目黒　桐也(3) 長岡･刈谷田中 1 549 竹内　颯汰(1) 上越･中郷中
ホンダ　フミヤ ユノタニ [2:42.28] ミズサワ　ハルヤ ナガオカニシ

2 3893 本田　文哉(2) 魚沼･湯之谷中 2 2212 水澤　遥哉(2) 長岡･西中
イワタ　レン ナガオカニシ [2:32.61] サトウ　リュウセイ オヂヤミナミ [2:49.05]

3 2211 岩田　漣(2) 長岡･西中 3 3081 佐藤　琉晴(1) 小千谷･南中
ツチダ　テラ ツバメヨシダ [2:31.09] ヤマモト　ユウマ ヒガシオヂヤ [2:43.29]

4 7142 土田　天来(2) 燕･吉田中 4 3053 山本　悠真(2) 小千谷･東小千谷中

ヤマシタ　イチ アサヒオカ [2:33.50] サトウ　ユイ カリヤタ [2:51.53]

5 2469 山下　市(3) 長岡･旭岡中 5 2633 佐藤　結(2) 長岡･刈谷田中
クリバヤシ　コウタ ナカノシマ [2:32.35] イワサカ　リオ アサヒオカ [2:56.29]

6 2485 栗林　昂汰(2) 長岡･中之島中 6 2478 岩坂　梨央(2) 長岡･旭岡中
ホシノ　ユウト ヒロカミ [2:38.00] オオツ　ハル アサヒオカ [2:56.59]

7 3844 星野　悠登(1) 魚沼･広神中 7 2477 大津　晴(2) 長岡･旭岡中
アベ　エイタ オヂヤミナミ [2:37.41] ワシオ　マサハル コウナン

8 3095 阿部　瑛太(2) 小千谷･南中 8 2334 鷲尾　匡栄(1) 長岡･岡南中
タムラ　シュウト ナガオカオオジマ [2:34.14] ワカツキ　クウタ ナガオカニシ [3:01.03]

9 2414 田村　柊朱(2) 長岡･大島中 9 2227 若月　徠汰(1) 長岡･西中
スズキ　ハルマ ハッカイ [2:37.94] アナザワ　カナタ オヂヤ [3:03.19]

10 4025 鈴木　遙真(2) 南魚沼･八海中 10 2993 穴沢　奏多(3) 小千谷･小千谷中

ホシノ　ハヤテ ヒロカミ [2:38.00] タケウチ　アサヒ コウナン

11 3843 星野　颯(1) 魚沼･広神中 11 2332 竹内　あさひ(1) 長岡･岡南中
オオホリ　タクム ナカゴウ [2:35.73] ノザキ　カナタ ワカミヤ

12 541 大堀　拓夢(3) 上越･中郷中 12 3182 野﨑　奏多(1) 加茂･若宮中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子800m

〈〈 決勝 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナベ　ソウシ ナガオカミナミ

1 2060 田邊　聡真(1) 長岡･南中
タカハシ　ユウシン オヂヤミナミ

2 3091 高橋　勇心(3) 小千谷･南中
ユミナモチ　ソウイチロウ ヨシカワ

3 529 弓納持　創一朗(2) 上越･吉川中
オカダ　タイヨウ ミョウコウコウゲン

4 1428 岡田　太陽(2) 妙高･妙高高原中

ソネ　ホズミ ヨシカワ

5 534 曽根　保澄(2) 上越･吉川中
オバナ　ユウト ナカノシマ

6 2481 尾花　悠翔(2) 長岡･中之島中
サカイ　ケイタ サカエ

7 2923 坂井　敬太(1) 三条･栄中
ミヤジマ　タイガ サカエ

8 2929 宮島　大河(1) 三条･栄中
イワフチ　ソウタロウ トウホク

9 2170 岩淵　蒼太朗(1) 長岡･東北中
ハルタ　ソラト スヨシ

10 4176 春田　蒼翔(1) 長岡･栖吉中
アキナガ　ヒロキ ナガオカヒガシ

11 2009 秋永　啓貴(1) 長岡･東中
カワカミ　サクヤ オヂヤミナミ

12 3082 川上　朔弥(1) 小千谷･南中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子1500m
通信共通記録 4:30.00 2022年度   決勝 5/22  9:35 
通信1年記録 4:55.00 2022年度   

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ホシノ　シュウ ヒロカミ [4:36.21] イモガワ　アオイ ツツミオカ [4:54.46]

1 3867 星野　愁(3) 魚沼･広神中 2 2278 五百川　蒼唯(2) 長岡･堤岡中
ニシムラ　カンスケ ナガオカミナミ [4:39.92] オカダ　ケンタロウ ナカゴウ [4:52.12]

2 2047 西村　貫佑(3) 長岡･南中 3 542 岡田　健太郎(3) 上越･中郷中
フクシマ　ケンソ トオカマチゲジョウ [4:37.00] クワバラ　ケイタロウ ナガオカニシ [4:54.42]

3 3418 福嶋　賢素(3) 十日町･下条中 4 2203 桑原　啓太朗(3) 長岡･西中
カタギリ　ハク ツバメヨシダ [4:37.73] サクライ　ハルト アサヒオカ [4:51.97]

4 7160 片桐　遥久(3) 燕･吉田中 5 2474 桜井　陽斗(3) 長岡･旭岡中
タカハシ　ユウシン オヂヤミナミ [4:36.44] アベ　エイタ オヂヤミナミ [4:50.40]

5 3091 高橋　勇心(3) 小千谷･南中 6 3095 阿部　瑛太(2) 小千谷･南中
トクナガ　イブキ トオカマチミナミ [4:35.00] タケイシ　ルイ トオカマチゲジョウ [4:50.00]

6 3344 德永　惟吹(2) 十日町･南中 7 3415 竹石　塁(3) 十日町･下条中
ニシザワ　カナト ナガオカオオジマ [4:40.37] オギノ　ムツミ ブンスイ [4:42.46]

7 2404 西澤　叶斗(3) 長岡･大島中 8 7183 荻野　睦己(3) 燕･分水中
キタザワ　コウヤ テラドマリ [4:24.47] サトウ　ケイト ネクストアスリートクラブ [4:43.00]

8 2602 北澤　功弥(2) 長岡･寺泊中 9 2611 佐藤　啓人(3) ネクストAC
マルヤマ　ノブ ツバメヨシダ [4:16.45] イケダ　ナオヒロ カシワザキダイサン [4:41.09]

9 7167 丸山　展(3) 燕･吉田中 10 802 池田　直大(2) 柏崎･第三中
サイトウ　ハヤト トオカマチゲジョウ [4:30.00] オオサキ　キョウイチ アサヒオカ [4:42.55]

10 3414 齊藤　颯人(3) 十日町･下条中 11 2472 大﨑　京一(3) 長岡･旭岡中
ニベ　タケヒロ カシワザキダイニ [4:22.71] ミトミ　ヒロキ ブンスイ [4:45.99]

11 768 新部　雄大(3) 柏崎･第二中 12 7192 三富　洋騎(3) 燕･分水中
マルヤマ　ユイト トオカマチミナミ [4:30.00] マジマ　タクロウ ヒロカミ [4:48.33]

12 3338 丸山　由利(3) 十日町･南中 13 3868 眞島　拓朗(3) 魚沼･広神中
ヤマザキ　レイジ ナカゴウ [4:30.59] サワグチ　ヒロト ツバメヨシダ [4:46.79]

13 545 山﨑　玲士(2) 上越･中郷中 14 7164 澤口　裕人(2) 燕･吉田中
トミイ　リク トオカマチミナミ [4:35.00] サトウ　ヒロト ネクストアスリートクラブ [4:43.00]

14 3352 富井　陸(2) 十日町･南中 15 2613 佐藤　大翔(3) ネクストAC
イケウチ　ヒロト トオカマチミナミ [4:30.00] アキモト　ジオウ ヒロカミ [4:49.82]

15 3332 池内　大翔(3) 十日町･南中 16 3862 秋元　慈央(3) 魚沼･広神中
タカハシ　ヒカル トオカマチミナミ [4:35.00] ワタナベ　ユツキ カリヤタ [4:44.96]

16 3335 高橋　輝(3) 十日町･南中 17 2631 渡邉　夕月(3) 長岡･刈谷田中
オカダ　コウキ ナカゴウ [4:34.31]

17 543 岡田　幸輝(2) 上越･中郷中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アイウラ　トモヤ ナカゴウ [4:59.11] イワタ　レン ナガオカニシ [5:10.43]

2 548 相浦　友哉(1) 上越･中郷中 2 2211 岩田　漣(2) 長岡･西中
エグチ　ツバサ ナガオカニシ [5:00.40] カクヤマ　トワ トオカマチゲジョウ [5:10.63]

3 2201 江口　比翼(3) 長岡･西中 3 3426 角山　叶羽(2) 十日町･下条中
ミヤオ　ダイキ ナカゴウ [4:58.92] オオホリ　タクム ナカゴウ [5:10.01]

4 544 宮尾　大稀(2) 上越･中郷中 4 541 大堀　拓夢(3) 上越･中郷中
チノ　タクマ トウホク [4:59.68] サトウ　ハルト ネクストアスリートクラブ [5:10.00]

5 2152 茅野　拓馬(3) 長岡･東北中 5 2612 佐藤　悠斗(3) ネクストAC
イマイ　カイ ハッカイ [4:59.65] カワカミ　ユウセイ ツツミオカ [5:10.93]

6 4019 今井　海聖(3) 南魚沼･八海中 6 2295 川上　優成(3) 長岡･堤岡中
ニシ　コウシロウ ミツケミナミ [5:01.76] イワフチ　ハルト ヒガシオヂヤ [5:13.09]

7 3713 西　巧士郎(2) 見附･南中 7 3052 岩渕　陽斗(2) 小千谷･東小千谷中

ネツ　カズヒロ トオカマチゲジョウ [4:55.00] イカラシ　ノゾム サカエ [5:03.05]

8 3429 根津　和弘(2) 十日町･下条中 8 2954 五十嵐　希夢(2) 三条･栄中
オカダ　ショウタ ツバメヨシダ [4:54.65] シブヤ　カナト ツバメヨシダ [5:05.02]

9 7148 岡田　翔太(2) 燕･吉田中 9 7156 渋谷　奏斗(3) 燕･吉田中
ウチダ　シオン ナカゴウ [4:55.00] エノキ　ユウマ ナガオカオオジマ [5:01.90]

10 546 内田　心温(2) 上越･中郷中 10 2420 榎　悠真(2) 長岡･大島中
オオクボ　ユキヤ トオカマチミナミ [4:55.00] オミ　コウガ トオカマチミナミ [5:02.32]

11 3353 大久保　志哉(1) 十日町･南中 11 3343 尾身　煌月(2) 十日町･南中
ムロハシ　タカシ スヨシ [4:55.27] ソネ　ハルム ヨシカワ [5:05.93]

12 2087 室橋　大(3) 長岡･栖吉中 12 531 曾根　大夢(2) 上越･吉川中
ヤマギシ　セイヤ ツツミオカ [4:56.96] ツチダ　テラ ツバメヨシダ [5:06.69]

13 2284 山岸　聖弥(2) 長岡･堤岡中 13 7142 土田　天来(2) 燕･吉田中
ミヤシタ　ヒナセ ミョウコウコウゲン [4:55.03] イワサワ　ハルキ サンジョウダイイチ [5:09.64]

14 1420 宮下　日生(3) 妙高･妙高高原中 14 2745 岩澤　春樹(1) 三条･第一中
セキ　タカユキ ナカノシマ [4:55.05] オカムラ　フウマ ハッカイ [5:08.03]

15 4238 関　隆行(3) 長岡･中之島中 15 4004 岡村　歩磨(3) 南魚沼･八海中
モリグチ　リク ツバメヨシダ [4:56.75] ヤザワ　ハルク カリヤタ [5:05.60]

16 7179 森口　凛生(1) 燕･吉田中 16 2656 矢澤　晴空(3) 長岡･刈谷田中
コンドウ　シュウ アサヒオカ [4:58.79] オグラ　キラリ ハッカイ [5:05.18]

17 2473 近藤　柊(3) 長岡･旭岡中 17 4029 小倉　希良莉(2) 南魚沼･八海中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サクライ　アユト ナガオカオオジマ [5:26.74] ヨダ　ヒロナリ ナガオカオオジマ

2 2410 櫻井　歩人(2) 長岡･大島中 2 2398 依田　博成(2) 長岡･大島中
イマザキ　ケイゴ ナガオカオオジマ [5:25.97] タハラ　ケイト ナガオカオオジマ

3 2412 今崎　慶梧(2) 長岡･大島中 3 2396 田原　慶人(2) 長岡･大島中
ジンボ　ハルト ツバメヨシダ [5:23.54] アダチ　シオン アサヒオカ

4 7169 神保　遥人(3) 燕･吉田中 4 2464 安達　汐音(1) 長岡･旭岡中
ヨシモト　ソウシ ナガオカミナミ [5:22.90] タカノ　コウスケ ナガオカオオジマ

5 2052 吉本　壮志(2) 長岡･南中 5 2393 髙野　航輔(2) 長岡･大島中
ババ　ライラ ハッカイ [5:27.39] オオセ　ケンタ オヂヤミナミ [6:04.15]

6 4008 馬場　来羅(3) 南魚沼･八海中 6 3083 生越　健太(1) 小千谷･南中
オカダ　タイヨウ ミョウコウコウゲン [5:22.93] サトウ　ユイ カリヤタ [5:54.32]

7 1428 岡田　太陽(2) 妙高･妙高高原中 7 2633 佐藤　結(2) 長岡･刈谷田中
キボシ　タクミ ミツケミナミ [5:14.24] ウスダ　トウヤ ツツミオカ [5:28.94]

8 3717 木歩士　拓未(3) 見附･南中 8 2279 薄田　橙哉(2) 長岡･堤岡中
ホシノ　コウタ ナガオカヒガシ [5:15.26] ミズサワ　ハルヤ ナガオカニシ [5:32.86]

9 2029 星野　晄汰(3) 長岡･東中 9 2212 水澤　遥哉(2) 長岡･西中
マルヤマ　ダイキ サンジョウダイイチ [5:15.13] サイトウ　エイショウ ツバメヨシダ [5:30.00]

10 2725 丸山　大喜(3) 三条･第一中 10 7176 齋藤　英翔(1) 燕･吉田中
サノ　ソウタ スヨシ [5:14.61] スズキ　ハルマ ハッカイ [5:30.22]

11 2091 佐野　蒼太(2) 長岡･栖吉中 11 4025 鈴木　遙真(2) 南魚沼･八海中
ワタナベ　アヤト ナカノシマ [5:17.32] カミムラ　コウエイ カリヤタ [5:46.31]

12 4231 渡邉　綾人(3) 長岡･中之島中 12 2657 上村　康瑛(3) 長岡･刈谷田中
ササガワ　コウ ナカノシマ [5:22.70] イワサカ　リオ アサヒオカ [5:47.80]

13 2482 笹川　昂杏(2) 長岡･中之島中 13 2478 岩坂　梨央(2) 長岡･旭岡中
アナザワ　カナタ オヂヤ [5:19.69] セキ　ヤマト オヂヤミナミ [5:51.61]

14 2993 穴沢　奏多(3) 小千谷･小千谷中 14 3084 関　大和(1) 小千谷･南中
カラサワ　リョウセイ ホクシン [5:15.66] ミノリカワ　アオシ ナガオカオオジマ [5:37.86]

15 2592 柄澤　亮聖(2) 長岡･北辰中 15 2409 御法川　蒼史(2) 長岡･大島中
ナカバヤシ　カイ ヒロカミ [5:15.35] サトウ　リュウセイ オヂヤミナミ [5:40.33]

16 3858 仲林　快(2) 魚沼･広神中 16 3081 佐藤　琉晴(1) 小千谷･南中
ヤマダ　コウキ ミツケミナミ [5:18.71] オオツ　ハル アサヒオカ [5:51.87]

17 3749 山田　康貴(3) 見附･南中 17 2477 大津　晴(2) 長岡･旭岡中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

7組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アキナガ　ヒロキ ナガオカヒガシ

2 2009 秋永　啓貴(1) 長岡･東中
スズキ　ハルヒ スヨシ

3 4171 鈴木　遥飛(1) 長岡･栖吉中
オオフチ　ウイト オヂヤミナミ

4 3088 大渕　初登(3) 小千谷･南中
オヤナギ　ソウ トウホク

5 2175 小栁　湊(1) 長岡･東北中
イトウ　セイノスケ ナガオカヒガシ

6 2010 伊藤　誠之介(1) 長岡･東中
イノマタ　コウセイ ナガオカヒガシ

7 2012 猪俣　琥生(1) 長岡･東中
ヨシダ　ユウキ スヨシ

8 2097 吉田　悠基(2) 長岡･栖吉中
サカタ　タカユキ スヨシ

9 2105 坂田　隆幸(2) 長岡･栖吉中
ナガオ　ゴウ ナカノシマ

10 2491 長尾　豪(1) 長岡･中之島中
カザマ　シヅキ オヂヤ

11 3030 風間　詩月(1) 小千谷･小千谷中

ヤマダ　ユウト ナカノシマ

12 2499 山田　悠人(1) 長岡･中之島中
ミズサワ　イツキ スヨシ

13 4177 水澤　一樹(1) 長岡･栖吉中
シナダ　キョウヘイ オヂヤ

14 3031 品田　京平(1) 小千谷･小千谷中

ハラ　アキヤ オヂヤ

15 3032 原　明優(1) 小千谷･小千谷中

ノグチ　シンゴ スヨシ

16 4175 野口　慎悟(1) 長岡･栖吉中
コニシ　ヒロヒト ナガオカヒガシ

17 2014 小西　弘仁(1) 長岡･東中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子3000m
通信共通記録 9:45.00 2022年度   決勝 5/22 15:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サクライ　ハルト アサヒオカ [10:27.69] イワフチ　ハルト ヒガシオヂヤ [11:42.58]

1 2474 桜井　陽斗(3) 長岡･旭岡中 2 3052 岩渕　陽斗(2) 小千谷･東小千谷中

オオサキ　キョウイチ アサヒオカ [10:26.08] タキザワ　ミツキ オヂヤ

2 2472 大﨑　京一(3) 長岡･旭岡中 3 2997 瀧澤　潤輝(2) 小千谷･小千谷中

クワバラ　ケイタロウ ナガオカニシ [10:30.16] アイウラ　トモヤ ナカゴウ

3 2203 桑原　啓太朗(3) 長岡･西中 4 548 相浦　友哉(1) 上越･中郷中
オミ　コウガ トオカマチミナミ [10:24.04] カミムラ　コウエイ カリヤタ [12:17.13]

4 3343 尾身　煌月(2) 十日町･南中 5 2657 上村　康瑛(3) 長岡･刈谷田中
ヤマギシ　セイヤ ツツミオカ [10:34.92] タハラ　ケイト ナガオカオオジマ

5 2284 山岸　聖弥(2) 長岡･堤岡中 6 2396 田原　慶人(2) 長岡･大島中
ムロハシ　タカシ スヨシ [10:31.07] イシザカ　イブキ オヂヤ [11:55.19]

6 2087 室橋　大(3) 長岡･栖吉中 7 2999 石坂　生吹(2) 小千谷･小千谷中

シナダ　ユウゴ オヂヤ [10:31.58] ノグチ　シンゴ スヨシ

7 2994 品田　悠吾(3) 小千谷･小千谷中 8 4175 野口　慎悟(1) 長岡･栖吉中
マルヤマ　ケイスケ カシワザキダイサン [10:32.38] ヨシダ　ユウキ スヨシ

8 811 丸山　蛍亮(2) 柏崎･第三中 9 2097 吉田　悠基(2) 長岡･栖吉中
コンドウ　シュウ アサヒオカ [10:31.63] ミヤシタ　コウダイ ミョウコウコウゲン

9 2473 近藤　柊(3) 長岡･旭岡中 10 1416 宮下　幸大(1) 妙高･妙高高原中

イモガワ　アオイ ツツミオカ [10:31.74] サトウ　ハルト ネクストアスリートクラブ [11:30.00]

10 2278 五百川　蒼唯(2) 長岡･堤岡中 11 2612 佐藤　悠斗(3) ネクストAC
イタバシ　タケル トオカマチミナミ [10:25.35] ヨシモト　ソウシ ナガオカミナミ [12:31.30]

11 3341 板橋　岳隆(2) 十日町･南中 12 2052 吉本　壮志(2) 長岡･南中
コイケ　マサト オヂヤ [10:30.70] ミヤオ　ダイキ ナカゴウ [10:36.73]

12 2995 小池　真聖(3) 小千谷･小千谷中 13 544 宮尾　大稀(2) 上越･中郷中
マルヤマ　ノブ ツバメヨシダ [9:16.94] ミヤシタ　ヒナセ ミョウコウコウゲン [10:47.38]

13 7167 丸山　展(3) 燕･吉田中 14 1420 宮下　日生(3) 妙高･妙高高原中

オカダ　コウキ ナカゴウ [9:41.68] オカダ　ショウタ ツバメヨシダ [10:44.55]

14 543 岡田　幸輝(2) 上越･中郷中 15 7148 岡田　翔太(2) 燕･吉田中
ヤマザキ　レイジ ナカゴウ [9:43.69] オカダ　ケンタロウ ナカゴウ [10:42.89]

15 545 山﨑　玲士(2) 上越･中郷中 16 542 岡田　健太郎(3) 上越･中郷中
カタギリ　ハク ツバメヨシダ [9:44.50] ジンボ　ハルト ツバメヨシダ [10:51.57]

16 7160 片桐　遥久(3) 燕･吉田中 17 7169 神保　遥人(3) 燕･吉田中
ニワノ　コウダイ トオカマチミナミ [10:20.00] カワカミ　ユウセイ ツツミオカ [11:04.63]

17 3345 庭野　航大(2) 十日町･南中 18 2295 川上　優成(3) 長岡･堤岡中
サカツメ　シンゴ コウナン [9:51.68] キボシ　タクミ ミツケミナミ [11:02.13]

18 2341 坂詰　真吾(3) 長岡･岡南中 19 3717 木歩士　拓未(3) 見附･南中
マツダ　トウゴ ヒロカミ [10:13.52] サノ　ソウタ スヨシ [10:52.19]

19 3860 松田　東悟(2) 魚沼･広神中 20 2091 佐野　蒼太(2) 長岡･栖吉中
サトウ　ケイト ネクストアスリートクラブ [10:19.00] ヤマダ　コウキ ミツケミナミ [11:29.56]

20 2611 佐藤　啓人(3) ネクストAC 21 3749 山田　康貴(3) 見附･南中
タケイシ　ルイ トオカマチゲジョウ [10:10.00] サトウ　ヒロト ネクストアスリートクラブ [11:05.00]

21 3415 竹石　塁(3) 十日町･下条中 22 2613 佐藤　大翔(3) ネクストAC
イケダ　ナオヒロ カシワザキダイサン [10:10.40] サトウ　ジュンノスケ オヂヤ [10:57.68]

22 802 池田　直大(2) 柏崎･第三中 23 2992 佐藤　潤之介(3) 小千谷･小千谷中

サイトウ　ハヤト トオカマチゲジョウ [9:45.00] カラサワ　リョウセイ ホクシン [10:59.87]

23 3414 齊藤　颯人(3) 十日町･下条中 24 2592 柄澤　亮聖(2) 長岡･北辰中
トミイ　リク トオカマチミナミ [9:45.00] エグチ　ツバサ ナガオカニシ [11:02.68]

24 3352 富井　陸(2) 十日町･南中 25 2201 江口　比翼(3) 長岡･西中
ホリサワ　アサヒ オヂヤ [10:09.32] ヤザワ　ハルク カリヤタ [10:47.46]

25 3000 堀澤　旭(2) 小千谷･小千谷中 26 2656 矢澤　晴空(3) 長岡･刈谷田中
ニシザワ　カナト ナガオカオオジマ [9:55.28] カミムラ　テッタ オヂヤ [10:55.24]

26 2404 西澤　叶斗(3) 長岡･大島中 27 3005 上村　哲大(2) 小千谷･小千谷中

タカハシ　ヒカル トオカマチミナミ [9:45.00] ヤマザキ　セイタ スヨシ [11:10.06]

27 3335 高橋　輝(3) 十日町･南中 28 2093 山﨑　晴太(2) 長岡･栖吉中
マルヤマ　ユイト トオカマチミナミ [9:45.00]

28 3338 丸山　由利(3) 十日町･南中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

通信共通記録 17.20 2022年度   決勝 5/22  9:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タケダ　シュウ トオカマチゲジョウ [17.20] ミズサワ　レン ナカノシマ [19.29]

2 3416 竹田　珠羽(3) 十日町･下条中 2 4234 水沢　蓮(3) 長岡･中之島中
タナカ　ユウセイ コウナン [16.67] ハラヤマ　アヅミ ナカノシマ [18.07]

3 2347 田中　優生(3) 長岡･岡南中 3 4233 原山　充未(3) 長岡･中之島中
ホサカ　レオン カシワザキダイサン [15.66] オオミヤ　ノゾミ コウナン [18.90]

4 796 保坂　怜音(3) 柏崎･第三中 4 2337 大宮　望(3) 長岡･岡南中
ヨシムラ　コウキ ナカノシマ [16.28] アイバ　トモヤ ツバメヨシダ [18.61]

5 2509 吉村　恒輝(3) 長岡･中之島中 5 7154 相場　朋矢(3) 燕･吉田中
タナカ　ヒロユキ アサヒオカ [16.89] ハセガワ　アキノリ トオカマチゲジョウ [19.08]

6 2468 田中　寛幸(3) 長岡･旭岡中 6 3417 長谷川　明德(3) 十日町･下条中
ヒグチ　レオ トオカマチミナミ [17.00] サトウ　タダキ スヨシ [19.14]

7 3337 樋口　玲生(3) 十日町･南中 7 2088 佐藤　忠希(3) 長岡･栖吉中

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワカイ　カイリ ハッカイ

2 4014 若井　海里(3) 南魚沼･八海中
イカラシ　ソウタ サンジョウダイイチ [22.09]

3 2738 五十嵐　蒼太(2) 三条･第一中
サカグチ　タイシ ナカノシマ [19.90]

4 2487 坂口　泰史(2) 長岡･中之島中
ササキ　カイリ スヨシ [20.65]

5 2106 佐々木　海里(2) 長岡･栖吉中
ホシノ　リョウケン オヂヤ [20.07]

6 3004 星野　了顕(2) 小千谷･小千谷中

ナカザワ　キリト ハッカイ [23.13]

7 4013 中澤　綺瞳(3) 南魚沼･八海中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子4x100mR
通信共通記録 47.30 2022年度   決勝 5/22 15:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ツバメヨシダビー [49.33] ツツミオカエー [47.68]

2 燕･吉田中B 6 長岡･堤岡中Ａ

ヒロカミ [47.72] ツバメヨシダエー [47.87]

3 魚沼･広神中 7 燕･吉田中A

トオカマチミナミエー [47.55] サンジョウダイイチ [49.00]

4 十日町･南中A 8 三条･第一中A

アサヒオカ [46.23]

5 長岡･旭岡中

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ツツミオカビー [52.79] トオカマチミナミビー [49.85]

2 長岡･堤岡中Ｂ 6 十日町･南中B

ナカノシマエー [49.36] ツバメヨシダシー [51.12]

3 長岡･中之島中A 7 燕･吉田中C

トオカマチゲジョウエイ [50.00] サンジョウダイイチ [50.82]

4 十日町･下条中A 8 三条･第一中B

ナカノシマビー [50.74]

5 長岡･中之島中B
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ハッカイエー オヂヤミナミ [8:40]

2 南魚沼･八海中A 6 小千谷･南中

ツツミオカシー [57.39] コウナン

3 長岡･堤岡中Ｃ 7 長岡･岡南中

ワカミヤ トオカマチゲジョウ

4 加茂･若宮中 8 十日町･下条中Ｂ

スヨシ

5 長岡･栖吉中

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ヨシカワ ナガオカニシ

2 上越･吉川中 5 長岡･西中

ヒガシオヂヤ ナガオカオオジマ

3 小千谷･東小千谷中 6 長岡･大島中

オヂヤエー オヂヤシー

4 小千谷･小千谷中A 7 小千谷･小千谷中C
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
トウホク サカエ

2 長岡･東北中 5 三条･栄中

ミツケミナミビー カリヤタ

3 見附･南中Ｂ 6 長岡･刈谷田中

オヂヤビー ナガオカヒガシ

4 小千谷･小千谷中B 7 長岡･東中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子走高跳
通信共通記録 1.65 2022年度   決勝 5/22 13:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　トシヒサ ナガオカオオジマ [1.40]

1 2416 田中　聖久(2) 長岡･大島中
クボタ　アキノリ サカエ [1.35]

2 2944 久保田　彰憲(3) 三条･栄中
キクチ　シュウゴ ネクストアスリートクラブ [1.40]

3 2683 菊池　修吾(1) ネクストAC
カミムラ　ヒュウガ トオカマチゲジョウ [1.65]

4 3413 上村　彪雅(3) 十日町･下条中
ヒダ　リュウト コウナン [1.85]

5 2349 飛彈　琉音(3) 長岡･岡南中
ハラ　リュウ ナガオカオオジマ [1.65]

6 2397 原　龍(3) 長岡･大島中
ミウラ　タクマ ツツミオカ [1.65]

7 2302 三浦　拓真(3) 長岡･堤岡中
ニシカワ　ダイチ トウホク [1.60]

8 2153 西川　大地(3) 長岡･東北中
クロサキ　アツヒト コウナン [1.60]

9 2339 黒崎　淳仁(3) 長岡･岡南中
クスミ　リョク ブンスイ [1.60]

10 7184 久須美　涼久(3) 燕･分水中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子走幅跳
通信共通記録 5.80 2022年度   決勝 5/22 13:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タキザワ　コウセイ ナガオカオオジマ [3.70] イノウエ　アユキ フゾクナガオカ [5.65]

1 2418 瀧澤　煌生(2) 長岡･大島中 26 2682 井上　歩輝(3) 長岡･附属長岡中

タナカ　シゲミツ コウナン [3.93] ミヤザキ　ユウマ オヂヤ [5.73]

2 2346 田中　重光(3) 長岡･岡南中 27 2991 宮崎　悠真(3) 小千谷･小千谷中

ヤナギサワ　リヒト ネクストアスリートクラブ [4.15] オキ　カオル カシワザキダイサン [5.20]

3 4191 栁澤　理人(1) ネクストAC 28 803 沖　郁(2) 柏崎･第三中
カワカミ　タケトシ トウホク [3.84] サトウ　マヒロ オヂヤ [5.14]

4 2155 川上　丈寿(3) 長岡･東北中 29 3008 佐藤　真祐(2) 小千谷･小千谷中

アダチ　セイエイ ナガオカオオジマ [4.03] フクイ　リンタロウ コウナン [4.95]

5 2411 安立　惺栄(2) 長岡･大島中 30 2350 福井　輪大朗(3) 長岡･岡南中
ユウキ　コウセイ ミツケミナミ [4.23] ツチダ　ナギ ナガオカオオジマ [4.45]

6 3750 結城　倖生(3) 見附･南中 31 2413 土田　凪(2) 長岡･大島中
ヒラマツ　カイト ブンスイ [3.69] オガワ　ユウト トオカマチゲジョウ [4.58]

7 7196 平松　海斗(2) 燕･分水中 32 3411 小川　悠翔(3) 十日町･下条中
リョウタ　シンタロウ ツツミオカ セシモ　イチカ オヂヤミナミ [5.06]

8 2304 両田　慎太郎(1) 長岡･堤岡中 33 3090 瀨下　一翔(3) 小千谷･南中
ヒライ　ユウト ミツケミナミ [4.19] サカヅメ　コウヤ コウナン [4.91]

9 3746 平井　悠翔(3) 見附･南中 34 2342 坂詰　航埜(3) 長岡･岡南中
ワタナベ　ソウキ ツツミオカ [3.37] ワタナベ　ショウヤ ツツミオカ [4.37]

10 2287 渡辺　奏輝(2) 長岡･堤岡中 35 2286 渡邉　翔也(2) 長岡･堤岡中
イガラシ　セラ オヂヤ [3.75] スズキ　リュウト サンジョウダイイチ [4.54]

11 2998 五十嵐　世羅(2) 小千谷･小千谷中 36 2723 鈴木　龍徳(3) 三条･第一中
ナカマチ　ユウキ トオカマチゲジョウ [3.40] イズミ　タケル ブンスイ [5.44]

12 3423 中町　悠希(1) 十日町･下条中 37 7181 泉　岳琉(3) 燕･分水中
ムラヤマ　ソウタ トオカマチゲジョウ [4.17] サカグチ　ユウ アサヒオカ [4.91]

13 3430 村山　颯汰(2) 十日町･下条中 38 2467 坂口　佑宇(3) 長岡･旭岡中
ヒグチ　ルイセイ トオカマチミナミ [3.78] タネムラ　コウダイ ハッカイ [5.31]

14 3348 樋口　琉正(2) 十日町･南中 39 4006 種村　滉大(3) 南魚沼･八海中
コバヤシ　サトシ トオカマチゲジョウ [3.83] ヤギ　リョウタロウ ナガオカミナミ [5.31]

15 3427 小林　悟士(2) 十日町･下条中 40 2041 八木　涼太朗(3) 長岡･南中
ホソカイ　タケル コウナン マルヤマ　コハク オヂヤミナミ [4.86]

16 2333 細貝　健(1) 長岡･岡南中 41 3097 丸山　虎珀(3) 小千谷･南中
ハットリ　コウマ トオカマチミナミ [4.24] ハシモト　イッペイ ナガオカヒガシ [5.52]

17 3347 服部　光磨(2) 十日町･南中 42 2025 橋本　逸平(3) 長岡･東中
ナイトウ　ダイチ ヨシカワ カトウ　ミライ アサヒオカ [4.76]

18 537 内藤　大智(1) 上越･吉川中 43 2479 加藤　望光(2) 長岡･旭岡中
ミヤシタ　タクト ネクストアスリートクラブ [4.19] フクハラ　ナル トオカマチミナミ [4.57]

19 2684 宮下　拓士(1) ネクストAC 44 3349 福原　成(2) 十日町･南中
ユモト　ソウガ トオカマチゲジョウ [2.90] タネオカ　エイタ オグニ [4.89]

20 3425 湯本　颯河(1) 十日町･下条中 45 2580 種岡　瑛汰(1) 長岡･小国中
コミヤマ　セイシン トオカマチゲジョウ [4.05] エンドウ　ユウト アサヒオカ [4.60]

21 3421 小宮山　成心(1) 十日町･下条中 46 2466 遠藤　悠仁(3) 長岡･旭岡中
ヤマモト　ショウエイ ヨシカワ [3.22] ワタナベ　ユウタ ブンスイ [4.64]

22 533 山本　奨永(2) 上越･吉川中 47 7199 渡邉　祐太(2) 燕･分水中
アベ　ナツキ トオカマチミナミ [4.08] シライ　ヒロト ナガオカオオジマ [4.40]

23 3331 阿部　夏煌(3) 十日町･南中 48 2419 白井　洸翔(2) 長岡･大島中
キハラ　コウセイ サカエ [5.73] ケラ　ハルキ ナガオカヒガシ [4.32]

24 2942 木原　光星(3) 三条･栄中 49 2028 螻　晴樹(3) 長岡･東中
モロハシ　アオバ ナガオカオオジマ [5.65]

25 2395 諸橋　青葉(3) 長岡･大島中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子砲丸投  5k 

通信共通記録 10.00 2022年度   決勝 5/22 10:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サトウ　タクマ トオカマチゲジョウ [6.03]

1 3428 佐藤　丞真(2) 十日町･下条中
マルヤマ　リョウ ナカノシマ [7.25]

2 4239 丸山　遼(3) 長岡･中之島中
ミツモト　アユト コウナン [5.85]

3 2352 三本　歩叶(3) 長岡･岡南中
イシカワ　コウレン スヨシ

4 2098 石川　孔連(3) 長岡･栖吉中
ノザワ　ヒロム ハッカイ

5 4020 野澤　拓夢(3) 南魚沼･八海中
トガシ　カイ ナガオカオオジマ [6.18]

6 2417 富樫　快(2) 長岡･大島中
ヤマミヤ　ハル ツツミオカ [4.71]

7 2285 山宮　青(2) 長岡･堤岡中
サイトウ　ルキ ツバメヨシダ [11.22]

8 7152 斎藤　月輝(3) 燕･吉田中
スズキ　シオン ツツミオカ [9.85]

9 2298 鈴木　志温(3) 長岡･堤岡中
コダイラ　ユウセイ ツバメヨシダ [8.95]

10 7166 小平　悠世(3) 燕･吉田中
ハヤシ　ネオ ツツミオカ [8.17]

11 2300 林　稔王(3) 長岡･堤岡中
オオタ　コタロウ ナカノシマ [7.42]

12 2507 太田　小太朗(3) 長岡･中之島中
タカヤマ　ケイト カリヤタ [8.11]

13 2658 髙山　恵翔(3) 長岡･刈谷田中
オオハシ　ユウト カリヤタ [7.33]

14 2632 大橋　優翔(2) 長岡･刈谷田中
スズキ　ケイタ ナガオカオオジマ [7.28]

15 2415 鈴木　啓太(2) 長岡･大島中
ヒラサワ　ヒロム コウナン [7.67]

16 2355 平澤　巨夢(2) 長岡･岡南中
フジノキ　ソウタ ナガオカオオジマ [7.48]

17 2406 藤ノ木　蒼大(2) 長岡･大島中
ササキ　イクオ スヨシ [7.99]

18 2085 佐々木　郁雄(3) 長岡･栖吉中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

通信共通記録 17.20 2022年度   決勝 5/22  9:20 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アイバ　トモヤ ツバメヨシダ [18.61]

4 7154 相場　朋矢(3) 燕･吉田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子走高跳
通信共通記録 1.65 2022年度   決勝 5/22 13:00 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アイバ　トモヤ ツバメヨシダ [1.45]

0 7154 相場　朋矢(3) 燕･吉田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子砲丸投  4k 

決勝 5/22 10:00 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アイバ　トモヤ ツバメヨシダ [8.74]

1 7154 相場　朋矢(3) 燕･吉田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通男子400m
通信共通記録 56.00 2022年度   決勝 5/22 15:05 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アイバ　トモヤ ツバメヨシダ

4 7154 相場　朋矢(3) 燕･吉田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子100m
通信1年記録 14.20 2022年度   決勝 5/22 12:05 
通信2年記録 13.60 2022年度   
通信3年記録 13.50 2022年度   

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　クララ トオカマチゲジョウ [13.10] コスギ　リンカ ハッカイ [13.92]

1 3422 長谷川　くらら(3) 十日町･下条中 1 4025 小杉　凜花(3) 南魚沼･八海中
オオフチ　マオ オヂヤミナミ [13.02] イチムラ　モモカ ナガオカオオジマ [13.89]

2 3083 大渕　茉緒(3) 小千谷･南中 2 2410 市村　百萌佳(3) 長岡･大島中
ホンダ　ユウリ ナガオカヒガシ [12.88] ノザキ　マオ ブンスイ [13.68]

3 2024 本田　悠里(3) 長岡･東中 3 7183 野崎　茉緒(3) 燕･分水中
タカハシ　ミウ ツツミオカ [12.85] サトウ　ユナ ハッカイ [13.56]

4 2281 髙橋　美羽(3) 長岡･堤岡中 4 4015 佐藤　結菜(3) 南魚沼･八海中
アキザワ　リサ ツバメヨシダ [12.02] スエヨシ　ミヤビ トオカマチミナミ [13.46]

5 7151 秋澤　理沙(3) 燕･吉田中 5 3336 末吉　みやび(3) 十日町･南中
カスガ　ハルカ トオカマチミナミ [12.84] イカラシ　ミウ サンジョウダイイチ [13.70]

6 3333 春日　悠花(3) 十日町･南中 6 2721 五十嵐　実羽(3) 三条･第一中
オギノ　ユウ オヂヤ [12.90] マツダ　アオハ ナガオカミナミ [13.86]

7 3000 荻野　由侑(3) 小千谷･小千谷中 7 2048 松田　あおは(3) 長岡･南中
ヤギ　ランナ トウホク [13.01] トオダ　サリア トオカマチミナミ [13.86]

8 2184 矢木　らん奈(3) 長岡･東北中 8 3343 遠田　紗凛明(2) 十日町･南中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クガワ　ラン ハッカイ [14.00] シゲノ　オウカ スヨシ [14.19]

1 4021 久川　藍(3) 南魚沼･八海中 1 2096 茂野　煌花(2) 長岡･栖吉中
ワシズ　ノア ヒガシオヂヤ [14.00] カゴシマ　ココネ アサヒオカ [14.19]

2 3055 鷲頭　のあ(3) 小千谷･東小千谷中 2 2468 鹿兒島　心寧(2) 長岡･旭岡中
セキ　サワコ アサヒオカ [13.94] クサノ　アイミ オヂヤ [14.05]

3 2464 関　冴和子(3) 長岡･旭岡中 3 3008 草野　愛心(2) 小千谷･小千谷中

ヨコヤマ　ヒナタ ヒガシオヂヤ [13.95] オカムラ　モモエ トオカマチミナミ [14.02]

4 3042 横山　ひなた(3) 小千谷･東小千谷中 4 3332 岡村　百恵(3) 十日町･南中
タケウチ　ミナミ オヂヤ [13.94] モリヤマ　ユア ナガオカオオジマ [14.02]

5 3006 竹内　みなみ(2) 小千谷･小千谷中 5 2395 森山　ゆあ(3) 長岡･大島中
メザキ　ユウア オヂヤ [13.92] カワムラ　コノカ ツバメヨシダ [14.09]

6 2997 目﨑　結空(3) 小千谷･小千谷中 6 7152 川村　小乃佳(3) 燕･吉田中
フカダ　コア ナガオカニシ [13.99] ナグモ　ユイ サンジョウダイサン [14.14]

7 2218 深田　心愛(2) 長岡･西中 7 2792 南雲　結(3) 三条･第三中
シライ　ハルヒ ネクストアスリートクラブ [13.96] イグチ　ノノカ トウホク [14.10]

8 2532 白井　陽妃(2) ネクストAC 8 2186 井口　乃々香(3) 長岡･東北中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシダ　コユキ ナガオカオオジマ [14.34] トミナガ　アオイ ナガオカミナミ [14.50]

1 2401 吉田　小雪(3) 長岡･大島中 1 2043 富永　葵衣(3) 長岡･南中
クラシゲ　オトカ ナガオカオオジマ [14.32] サノ　コヨリ ツツミオカ [14.52]

2 2405 倉重　音香(2) 長岡･大島中 2 2286 佐野　来和(2) 長岡･堤岡中
イシダ　コトミ トウホク [14.28] ツチダ　ウタネ トウホク [14.34]

3 2183 石田　琴美(3) 長岡･東北中 3 2187 土田　詩音(3) 長岡･東北中
サトウ　アオイ ナガオカミナミ [14.28] ヤマザキ　エミカ ハッカイ [14.42]

4 2053 佐藤　葵衣(3) 長岡･南中 4 4018 山﨑　愛美香(3) 南魚沼･八海中
ナカムラ　ホノカ ナガオカオオジマ [14.21] ヒラハラ　スミレコ ブンスイ [14.36]

5 2406 中村　帆乃花(2) 長岡･大島中 5 7187 平原　董子(3) 燕･分水中
カワカミ　サイハ ヒガシオヂヤ [14.26] オオノ　ユノ ナカゴウ [14.39]

6 3047 川上　紗衣羽(3) 小千谷･東小千谷中 6 542 大野　由乃(2) 上越･中郷中
サトウ　ミオ サンジョウダイイチ [14.30] ナシモト　ユイ サンジョウダイイチ [14.47]

7 2724 佐藤　実音(3) 三条･第一中 7 2725 梨本　ゆい(3) 三条･第一中
トウジョウ　チエリ ナカゴウ [14.31] イシヅカ　ソナ トウホク [14.47]

8 543 東城　ちえり(2) 上越･中郷中 8 2182 石塚　蒼菜(3) 長岡･東北中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツキ　リン ヒロカミ [14.70] フジイ　ココ ブンスイ [14.76]

1 3846 松木　輪(2) 魚沼･広神中 1 7184 藤井　湖々(3) 燕･分水中
マルヤマ　ユイ オヂヤ [14.70] ヒロセ　ミウミ アサヒオカ [14.77]

2 2992 丸山　結(3) 小千谷･小千谷中 2 2470 廣瀬　未海(2) 長岡･旭岡中
スズキ　シュリ ツバメヨシダ [14.52] コジマ　ノア ナガオカミナミ [14.72]

3 7158 鈴木　朱里(3) 燕･吉田中 3 2054 小島　叶愛(3) 長岡･南中
ヒライ　アキ トウホク [14.59] ナグモ　メイ サンジョウダイサン [14.73]

4 2195 平井　晶(2) 長岡･東北中 4 2793 南雲　明(2) 三条･第三中
オオヤ　アオイ スヨシ [14.64] サカイ　ニコ ヒロカミ [14.72]

5 2093 大矢　碧唯(3) 長岡･栖吉中 5 3844 酒井　にこ(2) 魚沼･広神中
サングウ　ナギサ トウホク [14.58] サトウ　アヤカ トウホク [14.72]

6 2190 三宮　凪紗(2) 長岡･東北中 6 2193 佐藤　綾花(2) 長岡･東北中
スギノ　メイ カリヤタ [14.66] セキ　リリカ ナガオカオオジマ [14.74]

7 2657 杉野　芽唯(2) 長岡･刈谷田中 7 2400 關　りりか(3) 長岡･大島中
タナベ　スミレ オヂヤ [14.68] イベ　カナエ アサヒオカ [14.75]

8 3002 田邉　すみれ(2) 小千谷･小千谷中 8 2461 伊部　香奈恵(3) 長岡･旭岡中

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマダ　アイナ ヒガシオヂヤ [14.88] サトウ　マオリ ブンスイ [15.04]

1 3062 山田　愛菜(2) 小千谷･東小千谷中 1 7190 佐藤　真織里(2) 燕･分水中
フセ　アヤナ ヨシカワ [14.90] シオカワ　フウコ オヂヤミナミ [15.03]

2 539 布施　絢南(2) 上越･吉川中 2 3085 塩川　風瑚(3) 小千谷･南中
イシバシ　アミ サンジョウダイイチ [14.83] サトウ　サワ ヒガシオヂヤ [14.98]

3 2722 石橋　杏未(3) 三条･第一中 3 3060 佐藤　沙和(2) 小千谷･東小千谷中

ミズサワ　ヒヨリ スヨシ [14.84] ヨシイ　ココナ ナガオカニシ [14.95]

4 2101 水澤　ひより(2) 長岡･栖吉中 4 2208 吉井　心夏(3) 長岡･西中
ナガイ　アンナ ツバメヨシダ [14.78] オオツ　アム トオカマチミナミ [14.91]

5 7133 永井　杏奈(2) 燕･吉田中 5 3342 大津　愛夢(2) 十日町･南中
カツヌマ　オトハ カリヤタ [14.81] ジンカワ　アオイ ナガオカニシ [14.95]

6 2648 勝沼　音羽(3) 長岡･刈谷田中 6 2206 陣川　葵(3) 長岡･西中
ヒロイ　ウタハ スヨシ [14.85] タケベ　ヒナリ アサヒオカ [15.01]

7 2099 廣井　詩花(2) 長岡･栖吉中 7 2467 竹部　陽菜里(2) 長岡･旭岡中
サトウ　ルカ カリヤタ [14.87] サイトウ　ユイ ツバメヨシダ [15.00]

8 2652 佐藤　瑠華(3) 長岡･刈谷田中 8 7162 斎藤　優衣(2) 燕･吉田中

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フカモリ　イリサ アサヒオカ [15.19] クサノ　アカリ ツバメヨシダ [15.45]

1 2466 深森　衣里紗(2) 長岡･旭岡中 1 7131 草野　朱里(2) 燕･吉田中
タカハシ　リン ツツミオカ [15.18] イカラシ　アキ ナガオカオオジマ [15.47]

2 2287 髙橋　凜(2) 長岡･堤岡中 2 2397 五十嵐　茜葵(3) 長岡･大島中
イノウエ　サクラ ナガオカオオジマ [15.12] ハットリ　マオ ヒガシオヂヤ [15.22]

3 2398 井上　桜(3) 長岡･大島中 3 3061 服部　真央(2) 小千谷･東小千谷中

サトウ　リノハ コウナン [15.07] ナカジマ　ユキ オヂヤミナミ [15.25]

4 2352 佐藤　凛春(3) 長岡･岡南中 4 3096 中島　佑季(3) 小千谷･南中
オダ　セイラ ヨシカワ [15.07] スワ　ユウ ツバメヨシダ [15.24]

5 538 小田　聖愛(2) 上越･吉川中 5 7135 諏訪　柚(2) 燕･吉田中
ワタナベ　ニコ サンジョウダイイチ [15.11] ヨコヤマ　ノア オヂヤ [15.21]

6 2727 渡邊　虹胡(3) 三条･第一中 6 3009 横山　乃彩(2) 小千谷･小千谷中

ナガハラ　キリ ナカノシマ [15.16] イシガミ　ココ ヒガシオヂヤ [15.33]

7 2507 長原　妃李(2) 長岡･中之島中 7 3059 石上　ここ(2) 小千谷･東小千谷中

カタヌマ　リコ トウホク [15.14] ヤナギ　アヤノ ツバメヨシダ [15.27]

8 2192 片沼　莉瑚(2) 長岡･東北中 8 7148 柳　あやの(2) 燕･吉田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワイ　リオ トウホク [15.83] チョウナバヤシ　ミウ ヒガシオヂヤ [16.07]

1 2196 川井　莉央(2) 長岡･東北中 2 3066 蝶名林　未羽(2) 小千谷･東小千谷中

サイトウ　カリン ツバメヨシダ [15.82] イノツメ　ワカナ ナガオカニシ [16.02]

2 7155 斎藤　花凜(3) 燕･吉田中 3 2211 猪爪　和奏(2) 長岡･西中
イリサワ　ユラ サンジョウダイイチ [15.47] マルヤマ　ルリ ナカノシマ [15.97]

3 2730 入澤　優空(2) 三条･第一中 4 2506 丸山　琉璃(3) 長岡･中之島中
カミムラ　エリ カリヤタ [15.62] ヤマモト　サチカ ナカゴウ [16.03]

4 2649 上村　恵理(3) 長岡･刈谷田中 5 548 山本　幸花(1) 上越･中郷中
ホリカワ　ヒナタ サンジョウダイイチ [15.49] ハセガワ　ナナミ ナガオカニシ [15.99]

5 2731 堀川　日向(2) 三条･第一中 6 2217 長谷川　ななみ(2) 長岡･西中
ミネカワ　ヒカリ ヒロカミ [15.47] イシヅキ　スミレ サンジョウダイイチ [16.06]

6 3847 峰川　ひかり(2) 魚沼･広神中 7 2729 石月　すみれ(2) 三条･第一中
スワベ　ミサキ オヂヤミナミ [15.62] オオサキ　マオ カリヤタ [16.03]

7 3086 諏訪部　光咲(3) 小千谷･南中 8 2659 大﨑　真央(2) 長岡･刈谷田中
タケベ　ルナ ナガオカミナミ [15.77]

8 2060 竹部　月菜(1) 長岡･南中

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ノムラ　ユノ ナガオカミナミ [16.69] ヤマモト　リルハ アサヒオカ

2 2037 野村　優音(1) 長岡･南中 2 2473 山本　凛月葉(1) 長岡･旭岡中
ヤザワ　ミク カリヤタ [16.07] ナカムラ　キズナ アサヒオカ [17.36]

3 2658 矢澤　美空(2) 長岡･刈谷田中 3 2465 中村　絆愛(2) 長岡･旭岡中
コタケ　マオ ナガオカオオジマ [16.27] ミワ　ココナ トオカマチミナミ

4 2402 小竹　真央(2) 長岡･大島中 4 3351 三輪　心花(1) 十日町･南中
ナガミ　マコ ナガオカニシ [16.17] サトウ　シホ ナガオカミナミ [16.69]

5 2216 永見　茉子(2) 長岡･西中 5 2042 佐藤　志歩(1) 長岡･南中
サイトウ　ノノカ カリヤタ [16.42] サトウ　ヒマリ コウナン

6 2656 斎藤　希風(2) 長岡･刈谷田中 6 2331 佐藤　ひまり(1) 長岡･岡南中
アベ　アコ オヂヤミナミ [16.60] オオツ　アカリ アサヒオカ

7 3087 阿部　あこ(2) 小千谷･南中 7 2472 大津　星空(1) 長岡･旭岡中
ワタナベ　イサキ スヨシ [16.43] ヌマタ　ネネ コウナン

8 2095 渡邉　一咲(3) 長岡･栖吉中 8 2333 沼田　寧々(1) 長岡･岡南中

17組 (-  .  m/s) 18組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ホシノ　イチカ コウナン タナカ　ヨシノ オヂヤ

2 2334 星野　いち華(1) 長岡･岡南中 2 3011 田中　義乃(1) 小千谷･小千谷中

シマダ　ウミ トオカマチミナミ サトウ　アンナ カリヤタ

3 3356 島田　羽望(1) 十日町･南中 3 2660 佐藤　安奈(1) 長岡･刈谷田中
ウエノ　カホ ヨシカワ [17.19] オミ　メブキ トオカマチミナミ

4 530 上野　香穂(1) 上越･吉川中 4 3349 尾身　芽吹(1) 十日町･南中
アラキ　ココネ ナガオカオオジマ ホシノ　ハルカ コウナン

5 2423 荒木　心音(1) 長岡･大島中 5 2335 星野　遥(1) 長岡･岡南中
コンドウ　ユア トオカマチゲジョウ [16.74] ヒグチ　リン トオカマチミナミ

6 3416 近藤　優空(2) 十日町･下条中 6 3350 樋口　琳(1) 十日町･南中
ツナ　イロハ コウナン イシガミ　ネネ ヒガシオヂヤ

7 2332 綱　いろ葉(1) 長岡･岡南中 7 3063 石上　ねね(2) 小千谷･東小千谷中

ホリカワ　リサ アサヒオカ ハセガワ　ヒナ カリヤタ

8 2471 堀川　里彩(1) 長岡･旭岡中 8 2635 長谷川　陽菜(1) 長岡･刈谷田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 (-  .  m/s) 20組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ユウヒ ツバメヨシダ シマ　アイラ ツツミオカ

2 7147 田中　悠陽(1) 燕･吉田中 2 2290 島　愛來(1) 長岡･堤岡中
アンベ　ココナ オヂヤ ヒグチ　ホナミ ツバメヨシダ

3 3013 安部　心結(1) 小千谷･小千谷中 3 7141 樋口　穂南(1) 燕･吉田中
オオサキ　アキナ カリヤタ イケダ　ヒナタ カリヤタ

4 2632 大﨑　明奈(1) 長岡･刈谷田中 4 2636 池田　陽咲(1) 長岡･刈谷田中
ワタナベ　サナ オヂヤ フナヤマ　ハルカ ナガオカヒガシ

5 3012 渡邉　紗奈(1) 小千谷･小千谷中 5 2002 船山　遙花(1) 長岡･東中
タカト　リン ナガオカヒガシ カトウ　クルミ ツバメヨシダ

6 2001 高戸　凛(1) 長岡･東中 6 7143 加藤　來桃(1) 燕･吉田中
スギヤマ　サリュウ ツバメヨシダ ニシカタ　マナカ カリヤタ

7 7139 杉山　紗柳(1) 燕･吉田中 7 2634 西方　愛夏(1) 長岡･刈谷田中
オオノ　アサヒ ナガオカニシ ヒロカワ　アミ ツバメヨシダ

8 2221 大野　朝妃(1) 長岡･西中 8 7145 廣川　杏美(1) 燕･吉田中

21組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マルヤマ　ネネ ツバメヨシダ

2 7140 丸山　寧々(1) 燕･吉田中
ヤマザキ　ミク サンジョウダイイチ

3 2740 山嵜　美紅(1) 三条･第一中
マルヤマ　ミヅキ ツバメヨシダ

4 7142 丸山　美月(1) 燕･吉田中
クサカベ　ユイ ツバメヨシダ

5 7144 日下部　結唯(1) 燕･吉田中
サトウ　ネネ カリヤタ

6 2633 佐藤　寧々(1) 長岡･刈谷田中
マルヤマ　トコ ツバメヨシダ

7 7146 丸山　翔子(1) 燕･吉田中
サトウ　ハツネ オヂヤミナミ

8 3089 佐藤　初音(1) 小千谷･南中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子200m
通信共通記録 28.10 2022年度   決勝 5/22 14:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イカラシ　ミウ サンジョウダイイチ [27.88] カゴシマ　ココネ アサヒオカ [29.61]

1 2721 五十嵐　実羽(3) 三条･第一中 1 2468 鹿兒島　心寧(2) 長岡･旭岡中
イケ　クルミ オヂヤ [27.45] カワカミ　サイハ ヒガシオヂヤ [29.59]

2 2998 池　来実(3) 小千谷･小千谷中 2 3047 川上　紗衣羽(3) 小千谷･東小千谷中

ヤギ　ランナ トウホク [27.09] セキ　サワコ アサヒオカ [29.01]

3 2184 矢木　らん奈(3) 長岡･東北中 3 2464 関　冴和子(3) 長岡･旭岡中
カスガ　ハルカ トオカマチミナミ [27.14] シゲノ　オウカ スヨシ [29.14]

4 3333 春日　悠花(3) 十日町･南中 4 2096 茂野　煌花(2) 長岡･栖吉中
タカハシ　ミウ ツツミオカ [26.42] クガワ　ラン ハッカイ [29.01]

5 2281 髙橋　美羽(3) 長岡･堤岡中 5 4021 久川　藍(3) 南魚沼･八海中
アキザワ　リサ ツバメヨシダ [24.66] タケウチ　ミナミ オヂヤ [28.59]

6 7151 秋澤　理沙(3) 燕･吉田中 6 3006 竹内　みなみ(2) 小千谷･小千谷中

オオフチ　マオ オヂヤミナミ [27.27] マチダ　アコ ブンスイ [29.55]

7 3083 大渕　茉緒(3) 小千谷･南中 7 7185 町田　杏湖(3) 燕･分水中
ハセガワ　クララ トオカマチゲジョウ [27.30] ナグモ　ユイ サンジョウダイサン [29.18]

8 3422 長谷川　くらら(3) 十日町･下条中 8 2792 南雲　結(3) 三条･第三中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イカラシ　リオ ヒガシオヂヤ [30.24] オオノ　ユノ ナカゴウ [30.64]

1 3048 五十嵐　梨音(3) 小千谷･東小千谷中 1 542 大野　由乃(2) 上越･中郷中
ナガト　カリカ ツツミオカ [30.14] セキ　ミオ トウホク [30.70]

2 2282 長戸　伽俐伽(3) 長岡･堤岡中 2 2194 関　南緒(2) 長岡･東北中
サトウ　ユウカ サンジョウダイサン [29.99] マツキ　リン ヒロカミ [30.35]

3 2794 佐藤　佑香(2) 三条･第三中 3 3846 松木　輪(2) 魚沼･広神中
トウジョウ　チエリ ナカゴウ [29.99] ヨシダ　タキ スヨシ [30.28]

4 543 東城　ちえり(2) 上越･中郷中 4 2103 吉田　多希(2) 長岡･栖吉中
イシヅカ　ソナ トウホク [29.80] クラシゲ　オトカ ナガオカオオジマ [30.38]

5 2182 石塚　蒼菜(3) 長岡･東北中 5 2405 倉重　音香(2) 長岡･大島中
ワシズ　ノア ヒガシオヂヤ [30.03] サノ　コヨリ ツツミオカ [30.42]

6 3055 鷲頭　のあ(3) 小千谷･東小千谷中 6 2286 佐野　来和(2) 長岡･堤岡中
ヨコヤマ　ヒナタ ヒガシオヂヤ [30.10] サングウ　ナギサ トウホク [30.54]

7 3042 横山　ひなた(3) 小千谷･東小千谷中 7 2190 三宮　凪紗(2) 長岡･東北中
クワバラ　コハル ハッカイ [30.05] ムラコシ　ミオン ナガオカオオジマ [30.59]

8 4005 桑原　小陽(3) 南魚沼･八海中 8 2393 村越　未音(3) 長岡･大島中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマダ　アイナ ヒガシオヂヤ [31.41] オミ　メブキ トオカマチミナミ [32.95]

2 3062 山田　愛菜(2) 小千谷･東小千谷中 2 3349 尾身　芽吹(1) 十日町･南中
シマダ　ウミ トオカマチミナミ [30.91] イカラシ　アキ ナガオカオオジマ [32.55]

3 3356 島田　羽望(1) 十日町･南中 3 2397 五十嵐　茜葵(3) 長岡･大島中
フセ　アヤナ ヨシカワ [31.05] タカハシ　リン ツツミオカ [32.08]

4 539 布施　絢南(2) 上越･吉川中 4 2287 髙橋　凜(2) 長岡･堤岡中
タナカ　リオ ネクストアスリートクラブ [31.22] フセ　ヒナタ カリヤタ [32.35]

5 2125 田中　璃桜(2) ネクストAC 5 2654 布施　陽向(3) 長岡･刈谷田中
カツヌマ　オトハ カリヤタ [30.82] カミムラ　エリ カリヤタ [32.37]

6 2648 勝沼　音羽(3) 長岡･刈谷田中 6 2649 上村　恵理(3) 長岡･刈谷田中
タナベ　スミレ オヂヤ [31.24] オオサキ　マオ カリヤタ [32.87]

7 3002 田邉　すみれ(2) 小千谷･小千谷中 7 2659 大﨑　真央(2) 長岡･刈谷田中
スギノ　メイ カリヤタ [31.29] オオノ　アサヒ ナガオカニシ [32.89]

8 2657 杉野　芽唯(2) 長岡･刈谷田中 8 2221 大野　朝妃(1) 長岡･西中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオツ　アカリ アサヒオカ ヤマモト　サチカ ナカゴウ

2 2472 大津　星空(1) 長岡･旭岡中 2 548 山本　幸花(1) 上越･中郷中
ナガミ　マコ ナガオカニシ [33.87] ヤマモト　リルハ アサヒオカ

3 2216 永見　茉子(2) 長岡･西中 3 2473 山本　凛月葉(1) 長岡･旭岡中
サトウ　マオリ ブンスイ [33.78] ニシカタ　マナカ カリヤタ

4 7190 佐藤　真織里(2) 燕･分水中 4 2634 西方　愛夏(1) 長岡･刈谷田中
ハセガワ　ナナミ ナガオカニシ [33.94] クワバラ　ナコ ナガオカオオジマ

5 2217 長谷川　ななみ(2) 長岡･西中 5 2411 桑原　奈瑚(3) 長岡･大島中
ミネカワ　ヒカリ ヒロカミ [33.83] サトウ　アンナ カリヤタ

6 3847 峰川　ひかり(2) 魚沼･広神中 6 2660 佐藤　安奈(1) 長岡･刈谷田中
サイトウ　ノノカ カリヤタ [34.96] オカダ　チホ ナカゴウ

7 2656 斎藤　希風(2) 長岡･刈谷田中 7 547 岡田　千穂(1) 上越･中郷中
アベ　アコ オヂヤミナミ [35.61] イノツメ　ワカナ ナガオカニシ

8 3087 阿部　あこ(2) 小千谷･南中 8 2211 猪爪　和奏(2) 長岡･西中

9組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマザキ　ヒマリ ナガオカミナミ

2 2036 山崎　向葵(1) 長岡･南中
イケダ　ヒナタ カリヤタ

3 2636 池田　陽咲(1) 長岡･刈谷田中
マルヤマ　ルナ ナカゴウ

4 544 丸山　瑠那(2) 上越･中郷中
サトウ　サワ ヒガシオヂヤ

5 3060 佐藤　沙和(2) 小千谷･東小千谷中

テヅカ　エナ ナカゴウ

6 541 手塚　絵菜(3) 上越･中郷中
イリサワ　ユラ サンジョウダイイチ

7 2730 入澤　優空(2) 三条･第一中
サトウ　ネネ カリヤタ

8 2633 佐藤　寧々(1) 長岡･刈谷田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子400m
決勝 5/22 13:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナベ　サキ ブンスイ [1:14.30]

4 7188 田邊　紗希(2) 燕･分水中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子800m
通信共通記録 2:30.00 2022年度   決勝 5/22 13:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アベ　アンナ トオカマチミナミ [2:30.00] ヨシダ　ユイ ナガオカヒガシ [2:39.06]

1 3347 阿部　杏菜(1) 十日町･南中 1 2025 吉田　結(3) 長岡･東中
ワタナベ　ミコト トオカマチゲジョウ [2:30.00] バンバ　メイ ワカミヤ [2:36.97]

2 3420 渡邉　美心都(2) 十日町･下条中 2 3191 番場　芽衣(3) 加茂･若宮中
ニワノ　ヨウコ オヂヤ [2:25.81] ヤマノウチ　カンナ ヒロカミ [2:34.39]

3 2991 庭野　陽子(3) 小千谷･小千谷中 3 3866 山之内　柑奈(3) 魚沼･広神中
フカサワ　ハルナ ツバメヨシダ [2:23.45] タカハシ　カホ トオカマチミナミ [2:32.00]

4 7156 深澤　陽菜(3) 燕･吉田中 4 3337 髙橋　佳歩(3) 十日町･南中
イノマタ　マオ ナガオカヒガシ [2:26.17] クワバラ　ナコ ナガオカオオジマ [2:30.09]

5 2030 猪俣　真央(3) 長岡･東中 5 2411 桑原　奈瑚(3) 長岡･大島中
カスガ　ミスズ トオカマチミナミ [2:25.08] タムラ　マドカ トオカマチミナミ [2:32.00]

6 3334 春日　未鈴(3) 十日町･南中 6 3338 田村　円(3) 十日町･南中
オカダ　ナナミ ミョウコウコウゲン [2:27.17] コバヤシ　ユナ トオカマチミナミ [2:35.00]

7 1411 岡田　七海(3) 妙高･妙高高原中 7 3352 小林　由奈(1) 十日町･南中
アベ　カンナ トオカマチミナミ [2:28.66] ゴウ　ユイ オヂヤ [2:35.19]

8 3331 阿部　柑菜(3) 十日町･南中 8 2995 郷　佑衣(3) 小千谷･小千谷中

ムラヤマ　サワ トオカマチゲジョウ [2:30.00] イグチ　モモ ハッカイ [2:35.18]

9 3419 村山　紗和(2) 十日町･下条中 9 4024 井口　桃(3) 南魚沼･八海中
オバタ　リコ ヒロカミ [2:27.94] カネコ　リコ トオカマチミナミ [2:35.00]

10 3863 小幡　莉子(3) 魚沼･広神中 10 3335 金子　莉子(3) 十日町･南中
ムラヤマ　アオネ トオカマチミナミ [2:30.00] タナカ　ユウヒ ツバメヨシダ [2:36.56]

11 3345 村山　葵音(2) 十日町･南中 11 7147 田中　悠陽(1) 燕･吉田中
モロハシ　サクラ ツバメヨシダ [2:29.58] マツザワ　ユズキ トオカマチミナミ [2:35.00]

12 7134 諸橋　咲來(2) 燕･吉田中 12 3340 松澤　柚葵(3) 十日町･南中
カワノ　リオ カシワザキダイサン [2:27.94] シイバ　マリエ ミョウコウコウゲン [2:35.75]

13 788 川野　莉央(3) 柏崎･第三中 13 1415 椎葉　海絵(2) 妙高･妙高高原中

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカヤマ　キラ ミツケミナミ [2:43.63] コスギ　ロア ハッカイ [2:49.79]

1 3712 髙山　季良(3) 見附･南中 1 4031 小杉　蕗愛(2) 南魚沼･八海中
ナカノ　ミカ オヂヤ [2:43.06] カツマタ　カリナ ヒロカミ [2:51.22]

2 2996 中野　美香(3) 小千谷･小千谷中 2 3843 勝又　香里菜(2) 魚沼･広神中
クサカベ　ユイ ツバメヨシダ [2:40.00] オンダ　コノミ トウホク [2:45.34]

3 7144 日下部　結唯(1) 燕･吉田中 3 2189 恩田　好(2) 長岡･東北中
ネツ　ミユウ トオカマチミナミ [2:39.65] カトウ　アンナ アサヒオカ [2:45.97]

4 3339 根津　美優(3) 十日町･南中 4 2469 加藤　杏奈(2) 長岡･旭岡中
イトウ　ユウナ カリヤタ [2:40.06] カネコ　マナミ トウホク [2:45.38]

5 2647 伊東　夕那(3) 長岡･刈谷田中 5 2188 金子　真那美(2) 長岡･東北中
イリタ　ワカナ トオカマチミナミ [2:40.00] カネコ　アキ スヨシ [2:45.00]

6 3341 入田　和奏(2) 十日町･南中 6 2102 金子　晶(2) 長岡･栖吉中
マルヤマ　ルナ ナカゴウ [2:42.96] シマ　アミリ ツツミオカ [2:46.24]

7 544 丸山　瑠那(2) 上越･中郷中 7 2280 島　あみり(3) 長岡･堤岡中
チノ　ココミ ツバメヨシダ [2:42.07] シブヤ　アカネ スヨシ [2:46.09]

8 7149 地野　心美(2) 燕･吉田中 8 2097 澁谷　朱音(2) 長岡･栖吉中
キシモト　ワカナ ミョウコウコウゲン [2:41.81] トミザワ　ヒヨリ オヂヤミナミ [2:47.74]

9 1412 岸本　和奏(3) 妙高･妙高高原中 9 3088 冨澤　日和(2) 小千谷･南中
ウチダ　ミノリ ハッカイ [2:40.22] ヤマザキ　ミク サンジョウダイイチ [2:46.35]

10 4020 内田　実紀(3) 南魚沼･八海中 10 2740 山嵜　美紅(1) 三条･第一中
ワタナベ　アカリ ツツミオカ [2:41.96] シンボ　アスカ アサヒオカ [2:47.99]

11 2289 渡辺　聖(2) 長岡･堤岡中 11 2463 新保　明日香(3) 長岡･旭岡中
ウチダ　アカリ ハッカイ [2:42.69] ノロ　リオナ ミョウコウコウゲン [2:46.47]

12 4002 内田　明莉(3) 南魚沼･八海中 12 1416 野呂　梨渚奈(2) 妙高･妙高高原中

ゴウ　ナナミ ツツミオカ [2:40.63] サカイ　ナナ ブンスイ [2:47.2]

13 2285 郷　ななみ(2) 長岡･堤岡中 13 7189 酒井　七菜(2) 燕･分水中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子800m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ユズハ オヂヤ [2:59.21] タカハシ　ヒマリ トオカマチゲジョウ [3:16.60]

2 3004 田中　柚羽(2) 小千谷･小千谷中 2 3417 高橋　ひまり(2) 十日町･下条中
コバヤシ　ツムギ ナガオカミナミ [2:53.60] コンドウ　ユナ ナガオカミナミ [2:59.60]

3 2039 小林　紬(1) 長岡･南中 3 2049 近藤　優和(3) 長岡･南中
コンドウ　ハヅキ オヂヤミナミ [2:53.18] ササキ　アイナ カシワザキダイサン [3:00.00]

4 3084 近藤　葉月(3) 小千谷･南中 4 781 佐々木　愛菜(1) 柏崎･第三中
ヤマザキ　エミカ ハッカイ [2:52.98] ワタナベ　ユイ オヂヤ [3:03.21]

5 4018 山﨑　愛美香(3) 南魚沼･八海中 5 3003 渡邉　結衣(2) 小千谷･小千谷中

ヒロイ　ホノカ オヂヤミナミ [2:53.63] ヤマイ　ユノ ナガオカオオジマ [3:04.81]

6 3097 廣井　ほの花(3) 小千谷･南中 6 2407 山井　柚乃(2) 長岡･大島中
スガ　ナゴミ ナガオカオオジマ [2:54.83] コンドウ　ヒナタ トオカマチゲジョウ [3:11.13]

7 2408 須賀　和(2) 長岡･大島中 7 3415 近藤　陽向(2) 十日町･下条中
ヒロカワ　アミ ツバメヨシダ [2:55.00] イケダ　モカ ナガオカオオジマ [3:10.28]

8 7145 廣川　杏美(1) 燕･吉田中 8 2404 池田　萌花(2) 長岡･大島中
ヤナギ　アヤノ ツバメヨシダ [2:57.62] ヒグチ　ユウカ トオカマチゲジョウ [3:05.34]

9 7148 柳　あやの(2) 燕･吉田中 9 3418 樋口　結楓(2) 十日町･下条中
カイホツ　ミズキ トオカマチゲジョウ [2:59.16] イシガミ　ネネ ヒガシオヂヤ [3:08.48]

10 3421 開發　みずき(3) 十日町･下条中 10 3063 石上　ねね(2) 小千谷･東小千谷中

サトウ　ユイナ ミツケミナミ [2:56.27] セキネ　コハル ツバメヨシダ [3:05.80]

11 3711 佐藤　唯菜(3) 見附･南中 11 7163 関根　心晴(2) 燕･吉田中
タナカ　ユア コウナン [2:55.38] オカダ　チホ ナカゴウ [3:06.47]

12 2353 田中　結愛(3) 長岡･岡南中 12 547 岡田　千穂(1) 上越･中郷中
カワカミ　シュウ オヂヤミナミ [2:56.76] ミワ　ココナ トオカマチミナミ [3:08.42]

13 3090 川上　珠生(1) 小千谷･南中 13 3351 三輪　心花(1) 十日町･南中

7組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨコヤマ　リョウ ナガオカミナミ

2 2041 横山　りょう(1) 長岡･南中
ヒグチ　リン トオカマチミナミ [3:31.72]

3 3350 樋口　琳(1) 十日町･南中
イカラシ　サキ カリヤタ [3:23.82]

4 2655 五十嵐　咲季(3) 長岡･刈谷田中
ヒロタ　アズミ ハッカイ

5 4023 廣田　彩純(3) 南魚沼･八海中
イカラシ　リオ ヒガシオヂヤ

6 3048 五十嵐　梨音(3) 小千谷･東小千谷中

オオサキ　アキナ カリヤタ

7 2632 大﨑　明奈(1) 長岡･刈谷田中
ハセガワ　ヒナ カリヤタ

8 2635 長谷川　陽菜(1) 長岡･刈谷田中
タカヤマ　リコ ナガオカミナミ

9 2040 髙山　璃子(1) 長岡･南中
マエカワ　カノン ツツミオカ

10 2288 前川　和音(2) 長岡･堤岡中
ホシ　ルカ カリヤタ

11 2631 星　凛優(1) 長岡･刈谷田中
ニシワキ　ノノハ ヒガシオヂヤ

12 3054 西脇　希絆(3) 小千谷･東小千谷中

オギノ　リコ オヂヤ

13 3015 荻野　璃子(1) 小千谷･小千谷中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子1500m
通信共通記録 5:10.00 2022年度   決勝 5/22 10:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アベ　アンナ トオカマチミナミ [5:10.00] ヤマガ　カリナ ツツミオカ [5:30.57]

1 3347 阿部　杏菜(1) 十日町･南中 1 2283 山賀　花梨奈(3) 長岡･堤岡中
ムラヤマ　アオネ トオカマチミナミ [5:10.00] キシモト　ワカナ ミョウコウコウゲン [5:24.94]

2 3345 村山　葵音(2) 十日町･南中 2 1412 岸本　和奏(3) 妙高･妙高高原中

タムラ　マドカ トオカマチミナミ [5:10.00] ノロ　リオナ ミョウコウコウゲン [5:23.77]

3 3338 田村　円(3) 十日町･南中 3 1416 野呂　梨渚奈(2) 妙高･妙高高原中

セキ　ユメ ナガオカミナミ [5:12.11] イリタ　ワカナ トオカマチミナミ [5:25.00]

4 2032 関　優愛(2) 長岡･南中 4 3341 入田　和奏(2) 十日町･南中
カワノ　リオ カシワザキダイサン [5:06.38] ナカザワ　ルリ ヒロカミ [5:30.95]

5 788 川野　莉央(3) 柏崎･第三中 5 3845 中澤　瑠璃(2) 魚沼･広神中
カスガ　ミスズ トオカマチミナミ [4:45.14] シイバ　マリエ ミョウコウコウゲン [5:14.39]

6 3334 春日　未鈴(3) 十日町･南中 6 1415 椎葉　海絵(2) 妙高･妙高高原中

アベ　カンナ トオカマチミナミ [4:59.40] ネツ　ミユウ トオカマチミナミ [5:13.49]

7 3331 阿部　柑菜(3) 十日町･南中 7 3339 根津　美優(3) 十日町･南中
フカサワ　ハルナ ツバメヨシダ [4:56.72] カネコ　リコ トオカマチミナミ [5:15.00]

8 7156 深澤　陽菜(3) 燕･吉田中 8 3335 金子　莉子(3) 十日町･南中
ニワノ　ヨウコ オヂヤ [4:55.89] ミヤシタ　マオ カシワザキダイサン [5:12.19]

9 2991 庭野　陽子(3) 小千谷･小千谷中 9 791 宮下　真央(3) 柏崎･第三中
オカダ　ナナミ ミョウコウコウゲン [5:05.55] ワタナベ　アカリ ツツミオカ [5:17.82]

10 1411 岡田　七海(3) 妙高･妙高高原中 10 2289 渡辺　聖(2) 長岡･堤岡中
オバタ　リコ ヒロカミ [5:01.69] タカハシ　カホ トオカマチミナミ [5:15.00]

11 3863 小幡　莉子(3) 魚沼･広神中 11 3337 髙橋　佳歩(3) 十日町･南中
イノマタ　マオ ナガオカヒガシ [5:05.13] ナカノ　ミカ オヂヤ [5:21.55]

12 2030 猪俣　真央(3) 長岡･東中 12 2996 中野　美香(3) 小千谷･小千谷中

ワタナベ　ミコト トオカマチゲジョウ [5:05.00] コバヤシ　ユナ トオカマチミナミ [5:15.00]

13 3420 渡邉　美心都(2) 十日町･下条中 13 3352 小林　由奈(1) 十日町･南中
ムラヤマ　サワ トオカマチゲジョウ [5:00.00] マツザワ　ユズキ トオカマチミナミ [5:15.00]

14 3419 村山　紗和(2) 十日町･下条中 14 3340 松澤　柚葵(3) 十日町･南中

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
トミザワ　ヒヨリ オヂヤミナミ [5:49.52] ワタナベ　ユイ ナカゴウ

1 3088 冨澤　日和(2) 小千谷･南中 1 546 渡辺　由衣(2) 上越･中郷中
ホシナ　メア スヨシ [5:53.43] ホシ　ルカ カリヤタ

2 2100 保科　芽亜(2) 長岡･栖吉中 2 2631 星　凛優(1) 長岡･刈谷田中
サカイ　ナナ ブンスイ [5:52.61] ウチダ　オトハ ナカゴウ

3 7189 酒井　七菜(2) 燕･分水中 3 545 内田　桜葉(2) 上越･中郷中
フジタ　ミナミ ミツケミナミ [5:45.07] フジマキ　レイナ フゾクナガオカ

4 3713 藤田　みなみ(3) 見附･南中 4 2681 藤巻　伶菜(1) 長岡･附属長岡中

アゼガミ　ユイ オヂヤ [5:52.44] コイケ　ミク オヂヤ

5 3010 畔上　結衣(2) 小千谷･小千谷中 5 3014 小池　美紅(1) 小千谷･小千谷中

ウエノ　コハル イママチ [5:32.61] ナガミ　メイ オヂヤ [5:53.93]

6 3751 上野　心温(3) 見附･今町中 6 3001 永見　芽彩(3) 小千谷･小千谷中

ゴウ　ナナミ ツツミオカ [5:32.35] コバヤシ　カナ ナガオカニシ [5:58.73]

7 2285 郷　ななみ(2) 長岡･堤岡中 7 2212 小林　加奈(2) 長岡･西中
セキ　ミイナ オヂヤ [5:37.92] コンドウ　ハヅキ オヂヤミナミ [5:56.54]

8 2999 関　未唯奈(3) 小千谷･小千谷中 8 3084 近藤　葉月(3) 小千谷･南中
ヨシダ　ユイ ナガオカヒガシ [5:35.62] オオダイラ　トモカ オヂヤ [5:57.61]

9 2025 吉田　結(3) 長岡･東中 9 3007 大平　知果(2) 小千谷･小千谷中

カトウ　アンナ アサヒオカ [5:38.75] ムトウ　ナギサ ナガオカニシ [6:22.76]

10 2469 加藤　杏奈(2) 長岡･旭岡中 10 2204 武藤　渚紗(3) 長岡･西中
カネコ　アキ スヨシ [5:38.13] シモダ　カエデ ナガオカオオジマ

11 2102 金子　晶(2) 長岡･栖吉中 11 2427 下田　楓(1) 長岡･大島中
シマ　アミリ ツツミオカ [5:38.07] ヒロイ　ホノカ オヂヤミナミ [6:04.43]

12 2280 島　あみり(3) 長岡･堤岡中 12 3097 廣井　ほの花(3) 小千谷･南中
チノ　ココミ ツバメヨシダ [5:44.78] カワカミ　シュウ オヂヤミナミ [6:14.02]

13 7149 地野　心美(2) 燕･吉田中 13 3090 川上　珠生(1) 小千谷･南中
スワ　ヒナタ ナガオカオオジマ [5:38.62] セキネ　コハル ツバメヨシダ [6:32.01]

14 2399 諏訪　陽向(3) 長岡･大島中 14 7163 関根　心晴(2) 燕･吉田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子3000m
決勝 5/22 16:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウチダ　オトハ ナカゴウ

1 545 内田　桜葉(2) 上越･中郷中
ワタナベ　ユイ ナカゴウ

2 546 渡辺　由衣(2) 上越･中郷中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子100mH (76.2:13-8-15)

通信共通記録 16.90 2022年度   決勝 5/22  9:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤヤマ　ヒロハ オヂヤ [17.48] タチノ　リオ ナガオカミナミ [19.24]

1 2993 宮山　陽羽(3) 小千谷･小千谷中 1 2046 立野　凛桜(3) 長岡･南中
クワバラ　ヨツバ サカエ [17.48] サイトウ　ユイ ツバメヨシダ [19.40]

2 2952 桒原　四葉(2) 三条･栄中 2 7162 斎藤　優衣(2) 燕･吉田中
クワバラ　コハル ハッカイ [15.44] ナカニシ　ユヅキ カリヤタ [18.88]

3 4005 桑原　小陽(3) 南魚沼･八海中 3 2653 中西　唯月(3) 長岡･刈谷田中
カワムラ　コノカ ツバメヨシダ [16.43] ヨシダ　タキ スヨシ [18.28]

4 7152 川村　小乃佳(3) 燕･吉田中 4 2103 吉田　多希(2) 長岡･栖吉中
イケ　クルミ オヂヤ [14.47] オオタキ　マユコ ヨシカワ [19.07]

5 2998 池　来実(3) 小千谷･小千谷中 5 537 大滝　真結子(2) 上越･吉川中
スエヨシ　ミヤビ トオカマチミナミ [16.43] コバヤシ　サキ ナガオカミナミ [18.33]

6 3336 末吉　みやび(3) 十日町･南中 6 2052 小林　咲(3) 長岡･南中
イシダ　コトミ トウホク [17.07] ヤマギシ　ミズキ ナガオカオオジマ [19.11]

7 2183 石田　琴美(3) 長岡･東北中 7 2409 山岸　瑞姫(2) 長岡･大島中
アベ　クルミ ツバメヨシダ [16.44] フセ　ヒナタ カリヤタ [19.12]

8 7154 阿部　胡桃(3) 燕･吉田中 8 2654 布施　陽向(3) 長岡･刈谷田中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クサノ　アカリ ツバメヨシダ [20.89] オオツ　アコ トオカマチミナミ

1 7131 草野　朱里(2) 燕･吉田中 2 3353 大津　亜子(1) 十日町･南中
ツナ　コムギ コウナン [20.49] ナイトウ　リオン ハッカイ [21.57]

2 2354 綱　虹麦(3) 長岡･岡南中 3 4037 内藤　鈴音(2) 南魚沼･八海中
ヒロセ　ミウミ アサヒオカ [19.84] オオツ　アム トオカマチミナミ [21.06]

3 2470 廣瀬　未海(2) 長岡･旭岡中 4 3342 大津　愛夢(2) 十日町･南中
サトウ　リノハ コウナン [19.74] チョウナバヤシ　ミウ ヒガシオヂヤ [21.16]

4 2352 佐藤　凛春(3) 長岡･岡南中 5 3066 蝶名林　未羽(2) 小千谷･東小千谷中

アンナカ　クルミ ナガオカオオジマ [20.19] ホリカワ　リサ アサヒオカ

5 2396 安中　来珠(3) 長岡･大島中 6 2471 堀川　里彩(1) 長岡･旭岡中
ヨシダ　コユキ ナガオカオオジマ [19.85] ホシノ　イチカ コウナン

6 2401 吉田　小雪(3) 長岡･大島中 7 2334 星野　いち華(1) 長岡･岡南中
タケベ　ヒナリ アサヒオカ [20.27] ヌマタ　ネネ コウナン

7 2467 竹部　陽菜里(2) 長岡･旭岡中 8 2333 沼田　寧々(1) 長岡･岡南中
マエカワ　カノン ツツミオカ [20.33]

8 2288 前川　和音(2) 長岡･堤岡中
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　共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ナカゴウ [56.20] トオカマチミナミエー [53.51]

1 上越･中郷中 5 十日町･南中A
[  ] テヅカ　エナ [  ] オオノ　ユノ [  ] トウジョウ　チエリ [  ] オカムラ　モモエ [  ] カスガ　ハルカ [  ] スエヨシ　ミヤビ

541 手塚 絵菜(3) 542 大野 由乃(2) 543 東城 ちえり(2) 3332 岡村 百恵(3) 3333 春日 悠花(3) 3336 末吉 みやび(3)

[  ] マルヤマ　ルナ [  ] オカダ　チホ [  ] ヤマモト　サチカ [  ] オオツ　アム [  ] トオダ　サリア [  ] ホサカ　ナナミ

544 丸山 瑠那(2) 547 岡田 千穂(1) 548 山本 幸花(1) 3342 大津 愛夢(2) 3343 遠田 紗凛明(2) 3344 保坂 七奈美(2)

ヒロカミ [57.18] ツバメヨシダエー [53.98]

2 魚沼･広神中 6 燕･吉田中A
[  ] サカイ　ニコ [  ] マツキ　リン [  ] ミネカワ　ヒカリ [  ] タナカ　ユウヒ [  ] アキザワ　リサ

3844 酒井 にこ(2) 3846 松木 輪(2) 3847 峰川 ひかり(2) 7147 田中 悠陽(1) 7151 秋澤 理沙(3)

[  ] オバタ　リコ [  ] ナカザワ　リオ [  ] ヤマノウチ　カンナ [  ] アベ　クルミ [  ] フカサワ　ハルナ

3863 小幡 莉子(3) 3865 中澤 莉緒(3) 3866 山之内 柑奈(3) 7154 阿部 胡桃(3) 7156 深澤 陽菜(3)

サンジョウダイイチ [54.55] ツツミオカ [54.90]

3 三条･第一中A 7 長岡･堤岡中
[  ] イカラシ　ミウ [  ] イシバシ　アミ [  ] サトウ　ミオ [  ] タカハシ　ミウ [  ] ナガト　カリカ [  ] サノ　コヨリ

2721 五十嵐 実羽(3) 2722 石橋 杏未(3) 2724 佐藤 実音(3) 2281 髙橋 美羽(3) 2282 長戸 伽俐伽(3) 2286 佐野 来和(2)

[  ] ナシモト　ユイ [  ] ホリ　ヒカリ [  ] タカハシ　リン [  ] シマ　アイラ

2725 梨本 ゆい(3) 2726 堀 光里(3) 2287 髙橋 凜(2) 2290 島 愛來(1)
コウヨウ [54.67] ハッカイエー [55.05]

4 長岡･江陽中 8 南魚沼･八海中A
[  ] ワクイ　リコ [  ] カトウ　アリサ [  ] クワバラ　コハル [  ] サトウ　ユナ [  ] ヤマザキ　エミカ

2254 和久井 梨瑚(3) 2265 加藤 愛里紗(3) 4005 桑原 小陽(3) 4015 佐藤 結菜(3) 4018 山﨑 愛美香(3)

[  ] ワタナベ　マミ [  ] サトウ　アヤメ [  ] クガワ　ラン [  ] イグチ　モモ

4372 渡邉 満美(3) 4378 佐藤 彩愛(2) 4021 久川 藍(3) 4024 井口 桃(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
スヨシ サンジョウダイイチ [1:00.29]

2 長岡･栖吉中 6 三条･第一中B
[  ] オオヤ　アオイ [  ] シゲノ　オウカ [  ] タカハシ　サオリ [  ] ハガ　リオナ [  ] イシヅキ　スミレ [  ] イリサワ　ユラ

2093 大矢 碧唯(3) 2096 茂野 煌花(2) 2098 高橋 幸織(2) 2728 羽賀 莉央奈(2) 2729 石月 すみれ(2) 2730 入澤 優空(2)

[  ] ヒロイ　ウタハ [  ] ミズサワ　ヒヨリ [  ] ヨシダ　タキ [  ] ホリカワ　ヒナタ [  ] ヤマザキ　ミク

2099 廣井 詩花(2) 2101 水澤 ひより(2) 2103 吉田 多希(2) 2731 堀川 日向(2) 2740 山嵜 美紅(1)

トオカマチミナミビー [1:01.76] アサヒオカ

3 十日町･南中B 7 長岡･旭岡中
[  ] オミ　メブキ [  ] コバヤシ　ユナ [  ] イベ　カナエ [  ] セキ　サワコ [  ] フカモリ　イリサ

3349 尾身 芽吹(1) 3352 小林 由奈(1) 2461 伊部 香奈恵(3) 2464 関 冴和子(3) 2466 深森 衣里紗(2)

[  ] オオツ　アコ [  ] シマダ　ウミ [  ] タケベ　ヒナリ [  ] カゴシマ　ココネ [  ] ヒロセ　ミウミ

3353 大津 亜子(1) 3356 島田 羽望(1) 2467 竹部 陽菜里(2) 2468 鹿兒島 心寧(2) 2470 廣瀬 未海(2)

ナガオカミナミエー [58.0] オヂヤミナミ [9:40]

4 長岡･南中A 8 小千谷･南中
[  ] トミナガ　アオイ [  ] タチノ　リオ [  ] マツダ　アオハ [  ] オオフチ　マオ [  ] シオカワ　フウコ [  ] スワベ　ミサキ

2043 富永 葵衣(3) 2046 立野 凛桜(3) 2048 松田 あおは(3) 3083 大渕 茉緒(3) 3085 塩川 風瑚(3) 3086 諏訪部 光咲(3)

[  ] コバヤシ　サキ [  ] サトウ　アオイ [  ] コジマ　ノア [  ] アベ　アコ [  ] サトウ　ハツネ [  ] ナカジマ　ユキ

2052 小林 咲(3) 2053 佐藤 葵衣(3) 2054 小島 叶愛(3) 3087 阿部 あこ(2) 3089 佐藤 初音(1) 3096 中島 佑季(3)

ツバメヨシダビー [57.60]

5 燕･吉田中B
[  ] ナガイ　アンナ [  ] スワ　ユウ

7133 永井 杏奈(2) 7135 諏訪 柚(2)
[  ] カワムラ　コノカ [  ] スズキ　シュリ

7152 川村 小乃佳(3) 7158 鈴木 朱里(3)



　共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
オヂヤエー ナガオカニシ

2 小千谷･小千谷中A 6 長岡･西中
[  ] メザキ　ユウア [  ] イケ　クルミ [  ] ジンカワ　アオイ [  ] ヨシイ　ココナ [  ] ナガミ　マコ

2997 目﨑 結空(3) 2998 池 来実(3) 2206 陣川 葵(3) 2208 吉井 心夏(3) 2216 永見 茉子(2)

[  ] オギノ　ユウ [  ] ナカバヤシ　レム [  ] ハセガワ　ナナミ [  ] フカダ　コア [  ] オオノ　アサヒ

3000 荻野 由侑(3) 3005 中林 麗夢(2) 2217 長谷川 ななみ(2) 2218 深田 心愛(2) 2221 大野 朝妃(1)

ヒガシオヂヤビー ブンスイ

3 小千谷･東小千谷中B 7 燕･分水中
[  ] イシガミ　ココ [  ] サトウ　サワ [  ] ハットリ　マオ [  ] カモイ　ミク [  ] ノザキ　マオ [  ] フジイ　ココ

3059 石上 ここ(2) 3060 佐藤 沙和(2) 3061 服部 真央(2) 7181 鴨井 美空(3) 7183 野崎 茉緒(3) 7184 藤井 湖々(3)

[  ] ヤマダ　アイナ [  ] イシガミ　ネネ [  ] チョウナバヤシ　ミウ [  ] マチダ　アコ [  ] ヤマダ　アヤハ [  ] ヒラハラ　スミレコ

3062 山田 愛菜(2) 3063 石上 ねね(2) 3066 蝶名林 未羽(2) 7185 町田 杏湖(3) 7186 山田 彩葉(3) 7187 平原 董子(3)

ヒガシオヂヤエー ヨシカワ

4 小千谷･東小千谷中A 8 上越･吉川中
[  ] ヨコヤマ　ヒナタ [  ] カワカミ　サイハ [  ] イカラシ　リオ [  ] ウエノ　カホ [  ] オオタキ　マユコ

3042 横山 ひなた(3) 3047 川上 紗衣羽(3) 3048 五十嵐 梨音(3) 530 上野 香穂(1) 537 大滝 真結子(2)

[  ] ニシワキ　ノノハ [  ] ワシズ　ノア [  ] オダ　セイラ [  ] フセ　アヤナ

3054 西脇 希絆(3) 3055 鷲頭 のあ(3) 538 小田 聖愛(2) 539 布施 絢南(2)
ナガオカオオジマ

5 長岡･大島中
[  ] イグチ　ヒマリ [  ] モリヤマ　ユア [  ] ヨシダ　コユキ

2392 井口 陽葵(3) 2395 森山 ゆあ(3) 2401 吉田 小雪(3)

[  ] クラシゲ　オトカ [  ] ナカムラ　ホノカ [  ] イチムラ　モモカ

2405 倉重 音香(2) 2406 中村 帆乃花(2) 2410 市村 百萌佳(3)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ナガオカミナミビー カリヤタエー

2 長岡･南中B 6 長岡･刈谷田中Ａ
[  ] ヤマザキ　ヒマリ [  ] ノムラ　ユノ [  ] カツヌマ　オトハ [  ] カミムラ　エリ [  ] ニシカワ　ミユウ

2036 山崎 向葵(1) 2037 野村 優音(1) 2648 勝沼 音羽(3) 2649 上村 恵理(3) 2650 西川 美悠(3)

[  ] サトウ　シホ [  ] タケベ　ルナ [  ] サトウ　ルカ [  ] フセ　ヒナタ [  ] スギノ　メイ

2042 佐藤 志歩(1) 2060 竹部 月菜(1) 2652 佐藤 瑠華(3) 2654 布施 陽向(3) 2657 杉野 芽唯(2)

オヂヤシー トウホク

3 小千谷･小千谷中C 7 長岡･東北中A
[  ] マルヤマ　ユイ [  ] ミヤヤマ　ヒロハ [  ] イシヅカ　ソナ [  ] イシダ　コトミ [  ] ヤギ　ランナ

2992 丸山 結(3) 2993 宮山 陽羽(3) 2182 石塚 蒼菜(3) 2183 石田 琴美(3) 2184 矢木 らん奈(3)

[  ] オオフチ　サキ [  ] アンベ　ココナ [  ] ツカダ　マユ [  ] イグチ　ノノカ [  ] ツチダ　ウタネ

2994 大渕 紗季(3) 3013 安部 心結(1) 2185 塚田 真優(3) 2186 井口 乃々香(3) 2187 土田 詩音(3)

オヂヤビー トウホク

4 小千谷･小千谷中B 8 長岡･東北中B
[  ] タナベ　スミレ [  ] ヨコヤマ　ノア [  ] サングウ　ナギサ [  ] カタヌマ　リコ [  ] サトウ　アヤカ

3002 田邉 すみれ(2) 3009 横山 乃彩(2) 2190 三宮 凪紗(2) 2192 片沼 莉瑚(2) 2193 佐藤 綾花(2)

[  ] タナカ　ヨシノ [  ] ワタナベ　サナ [  ] セキ　ミオ [  ] ヒライ　アキ [  ] カワイ　リオ

3011 田中 義乃(1) 3012 渡邉 紗奈(1) 2194 関 南緒(2) 2195 平井 晶(2) 2196 川井 莉央(2)

カリヤタビー

5 長岡･刈谷田中Ｂ
[  ] サトウ　ネネ [  ] ニシカタ　マナカ [  ] サイトウ　ノノカ

2633 佐藤 寧々(1) 2634 西方 愛夏(1) 2656 斎藤 希風(2)

[  ] ヤザワ　ミク [  ] オオサキ　マオ [  ] サトウ　アンナ

2658 矢澤 美空(2) 2659 大﨑 真央(2) 2660 佐藤 安奈(1)



スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子走高跳
通信共通記録 1.43 2022年度   決勝 5/22  9:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タケベ　ルナ ナガオカミナミ [1.20]

1 2060 竹部　月菜(1) 長岡･南中
コンドウ　ユア トオカマチゲジョウ

2 3416 近藤　優空(2) 十日町･下条中
サトウ　シホ ナガオカミナミ

3 2042 佐藤　志歩(1) 長岡･南中
ホシノ　アミ ナガオカミナミ [1.20]

4 2038 星野　杏弥(1) 長岡･南中
タカヤマ　リコ ナガオカミナミ

5 2040 髙山　璃子(1) 長岡･南中
ナカニシ　ユヅキ カリヤタ [1.20]

6 2653 中西　唯月(3) 長岡･刈谷田中
タナベ　サキ ブンスイ [1.40]

7 7188 田邊　紗希(2) 燕･分水中
テヅカ　エナ ナカゴウ [1.35]

8 541 手塚　絵菜(3) 上越･中郷中
クサノ　アイミ オヂヤ [1.35]

9 3008 草野　愛心(2) 小千谷･小千谷中

サイトウ　カホ ナガオカヒガシ [1.35]

10 2022 齋藤　花歩(3) 長岡･東中
オオフチ　サキ オヂヤ [1.30]

11 2994 大渕　紗季(3) 小千谷･小千谷中

オガワ　ユネ ナガオカミナミ [1.35]

12 2051 小川　釉寧(3) 長岡･南中
ニシカワ　ミユウ カリヤタ [1.30]

13 2650 西川　美悠(3) 長岡･刈谷田中
ミズサワ　ヒヨリ スヨシ [1.25]

14 2101 水澤　ひより(2) 長岡･栖吉中
セキ　リリカ ナガオカオオジマ [1.25]

15 2400 關　りりか(3) 長岡･大島中
ヌノカワ　ルナ ナガオカオオジマ [1.20]

16 2414 布川　瑠那(2) 長岡･大島中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子走幅跳
通信共通記録 4.70 2022年度   決勝 5/22  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シマ　アイラ ツツミオカ ナカバヤシ　レム オヂヤ [4.96]

1 2290 島　愛來(1) 長岡･堤岡中 23 3005 中林　麗夢(2) 小千谷･小千谷中

ヨコヤマ　ユイナ ナガオカミナミ [3.52] オギノ　ユウ オヂヤ [5.45]

2 2059 横山　結菜(1) 長岡･南中 24 3000 荻野　由侑(3) 小千谷･小千谷中

ハットリ　マオ ヒガシオヂヤ [3.71] ナガト　カリカ ツツミオカ [4.31]

3 3061 服部　真央(2) 小千谷･東小千谷中 25 2282 長戸　伽俐伽(3) 長岡･堤岡中
サトウ　ヒマリ コウナン セキ　ミオ トウホク [4.10]

4 2331 佐藤　ひまり(1) 長岡･岡南中 26 2194 関　南緒(2) 長岡･東北中
ナカムラ　キズナ アサヒオカ トヤマ　サクラ ハッカイ [3.98]

5 2465 中村　絆愛(2) 長岡･旭岡中 27 4026 富山　桜(3) 南魚沼･八海中
ヤナギ　ルナ ナガオカオオジマ イグチ　ノノカ トウホク [4.14]

6 2421 栁　瑠菜(1) 長岡･大島中 28 2186 井口　乃々香(3) 長岡･東北中
ミヤジマ　メイ ミツケミナミ [3.45] ツチダ　ウタネ トウホク [3.97]

7 3714 宮島　芽生(3) 見附･南中 29 2187 土田　詩音(3) 長岡･東北中
ワタナベ　ユカナ ナガオカニシ [3.57] トオダ　サリア トオカマチミナミ [4.04]

8 2207 渡邉　結奏(3) 長岡･西中 30 3343 遠田　紗凛明(2) 十日町･南中
イシヅキ　スミレ サンジョウダイイチ [3.56] トノウチ　ユウカ ネクストアスリートクラブ [4.53]

9 2729 石月　すみれ(2) 三条･第一中 31 2689 殿内　悠香(2) ネクストAC
カタヌマ　リコ トウホク フカモリ　イリサ アサヒオカ [4.13]

10 2192 片沼　莉瑚(2) 長岡･東北中 32 2466 深森　衣里紗(2) 長岡･旭岡中
マツダ　イチル ハッカイ [3.20] ヤマザキ　ヒマリ ナガオカミナミ [4.45]

11 4017 松田　一琉(3) 南魚沼･八海中 33 2036 山崎　向葵(1) 長岡･南中
ヨシダ　コハル ナガオカオオジマ [3.42] ニシワキ　ノノハ ヒガシオヂヤ [4.01]

12 2413 吉田　小春(3) 長岡･大島中 34 3054 西脇　希絆(3) 小千谷･東小千谷中

サイトウ　カリン ツバメヨシダ [3.78] イグチ　ヒマリ ナガオカオオジマ [4.46]

13 7155 斎藤　花凜(3) 燕･吉田中 35 2392 井口　陽葵(3) 長岡･大島中
タカハシ　サオリ スヨシ ナシモト　ユイ サンジョウダイイチ [4.02]

14 2098 高橋　幸織(2) 長岡･栖吉中 36 2725 梨本　ゆい(3) 三条･第一中
ヨネモチ　リン ナガオカニシ [3.44] カトウ　マイア ナガオカニシ [4.04]

15 2202 米持　凛(3) 長岡･西中 37 2205 加藤　舞安(3) 長岡･西中
ホシノ　ハルカ コウナン スズキ　シュリ ツバメヨシダ [4.26]

16 2335 星野　遥(1) 長岡･岡南中 38 7158 鈴木　朱里(3) 燕･吉田中
ツナ　イロハ コウナン ナグモ　メイ サンジョウダイサン [4.05]

17 2332 綱　いろ葉(1) 長岡･岡南中 39 2793 南雲　明(2) 三条･第三中
オガワ　スズナ ヒロカミ [2.78] アオノ　シヨカ ハッカイ [3.83]

18 3850 小川　紗奈(1) 魚沼･広神中 40 4001 青野　紫陽花(3) 南魚沼･八海中
ナカジマ　エレン ハッカイ [3.36] イシガミ　ココ ヒガシオヂヤ [3.99]

19 4027 中島　永恋(3) 南魚沼･八海中 41 3059 石上　ここ(2) 小千谷･東小千谷中

コタケ　マオ ナガオカオオジマ ナカムラ　ホノカ ナガオカオオジマ [4.10]

20 2402 小竹　真央(2) 長岡･大島中 42 2406 中村　帆乃花(2) 長岡･大島中
タナカ　リオ ネクストアスリートクラブ [4.59] ナカジマ　ユキ オヂヤミナミ [3.91]

21 2125 田中　璃桜(2) ネクストAC 43 3096 中島　佑季(3) 小千谷･南中
カモイ　ミク ブンスイ [4.61] ナガイ　マチ ブンスイ [3.80]

22 7181 鴨井　美空(3) 燕･分水中 44 7182 永井　万智(3) 燕･分水中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

通信共通記録 9.60 2022年度   決勝 5/22 12:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオツ　アコ トオカマチミナミ

1 3353 大津　亜子(1) 十日町･南中
ヌノカワ　ルナ ナガオカオオジマ [6.00]

2 2414 布川　瑠那(2) 長岡･大島中
キタムラ　ジュナ コウナン [5.63]

3 2350 北村　樹愛(3) 長岡･岡南中
シンボ　アスカ アサヒオカ

4 2463 新保　明日香(3) 長岡･旭岡中
ヨコヤマ　ノア オヂヤ [5.91]

5 3009 横山　乃彩(2) 小千谷･小千谷中

ヤナギ　ユナ ナガオカオオジマ

6 2424 栁　悠菜(1) 長岡･大島中
ツカダ　マユ トウホク

7 2185 塚田　真優(3) 長岡･東北中
マルヤマ　ルリ ナカノシマ [5.62]

8 2506 丸山　琉璃(3) 長岡･中之島中
イベ　カナエ アサヒオカ

9 2461 伊部　香奈恵(3) 長岡･旭岡中
カトウ　ユイ ツバメヨシダ [9.63]

10 7160 加藤　優衣(3) 燕･吉田中
カナヤマ　ユキナ フゾクナガオカ [7.90]

11 2682 金山　夕希奈(3) 長岡･附属長岡中

ヤマダ　アヤハ ブンスイ [7.91]

12 7186 山田　彩葉(3) 燕･分水中
コバヤシ　サキ ナガオカミナミ [7.86]

13 2052 小林　咲(3) 長岡･南中
スズキ　カイリ ナカノシマ [7.20]

14 2505 鈴木　浬(3) 長岡･中之島中
スワベ　ミサキ オヂヤミナミ [7.18]

15 3086 諏訪部　光咲(3) 小千谷･南中
ヨシダ　コハル ナガオカオオジマ [6.34]

16 2413 吉田　小春(3) 長岡･大島中
ナガハラ　キリ ナカノシマ [6.17]

17 2507 長原　妃李(2) 長岡･中之島中
サトウ　ユウカ サンジョウダイサン [7.20]

18 2794 佐藤　佑香(2) 三条･第三中
タチノ　リオ ナガオカミナミ [7.12]

19 2046 立野　凛桜(3) 長岡･南中
ヤマギシ　ミズキ ナガオカオオジマ [7.37]

20 2409 山岸　瑞姫(2) 長岡･大島中
ヤザワ　ミク カリヤタ [6.06]

21 2658 矢澤　美空(2) 長岡･刈谷田中
カラサワ　ミユ ツバメヨシダ [7.57]

22 7157 柄澤　珠夢(3) 燕･吉田中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子100mH (76.2:13-8-15)

通信共通記録 16.90 2022年度   決勝 5/22  9:00 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオタキ　マユコ ヨシカワ [19.07] ハガ　リオナ サンジョウダイイチ

3 537 大滝　真結子(2) 上越･吉川中 3 2728 羽賀　莉央奈(2) 三条･第一中
ナガイ　ミハル ナガオカニシ [16.00] ナカバヤシ　レム オヂヤ

4 2203 永井　実花(3) 長岡･西中 4 3005 中林　麗夢(2) 小千谷･小千谷中

アベ　クルミ ツバメヨシダ [16.44] ホサカ　ナナミ トオカマチミナミ [20.71]

5 7154 阿部　胡桃(3) 燕･吉田中 5 3344 保坂　七奈美(2) 十日町･南中
ホリ　ヒカリ サンジョウダイイチ [16.35] ナカザワ　リオ ヒロカミ [19.54]

6 2726 堀　光里(3) 三条･第一中 6 3865 中澤　莉緒(3) 魚沼･広神中
モトイ　ミドリ トオカマチミナミ [19.67]

7 3348 元井　翠(2) 十日町･南中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子走高跳
通信共通記録 1.43 2022年度   決勝 5/22  9:45 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオタキ　マユコ ヨシカワ

1 537 大滝　真結子(2) 上越･吉川中
ナカバヤシ　レム オヂヤ

2 3005 中林　麗夢(2) 小千谷･小千谷中

ハガ　リオナ サンジョウダイイチ

3 2728 羽賀　莉央奈(2) 三条･第一中
アベ　クルミ ツバメヨシダ [1.49]

4 7154 阿部　胡桃(3) 燕･吉田中
ナカザワ　リオ ヒロカミ [1.30]

5 3865 中澤　莉緒(3) 魚沼･広神中
ホサカ　ナナミ トオカマチミナミ [1.43]

6 3344 保坂　七奈美(2) 十日町･南中
ホリ　ヒカリ サンジョウダイイチ [1.25]

7 2726 堀　光里(3) 三条･第一中
モトイ　ミドリ トオカマチミナミ

8 3348 元井　翠(2) 十日町･南中
ナガイ　ミハル ナガオカニシ [1.40]

9 2203 永井　実花(3) 長岡･西中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

通信共通記録 9.60 2022年度   決勝 5/22 12:45 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ホサカ　ナナミ トオカマチミナミ [9.11]

1 3344 保坂　七奈美(2) 十日町･南中
ホリ　ヒカリ サンジョウダイイチ [6.42]

2 2726 堀　光里(3) 三条･第一中
モトイ　ミドリ トオカマチミナミ [6.00]

3 3348 元井　翠(2) 十日町･南中
ナガイ　ミハル ナガオカニシ

4 2203 永井　実花(3) 長岡･西中
オオタキ　マユコ ヨシカワ

5 537 大滝　真結子(2) 上越･吉川中
ナカバヤシ　レム オヂヤ

6 3005 中林　麗夢(2) 小千谷･小千谷中

ハガ　リオナ サンジョウダイイチ

7 2728 羽賀　莉央奈(2) 三条･第一中
アベ　クルミ ツバメヨシダ [8.75]

8 7154 阿部　胡桃(3) 燕･吉田中
ナカザワ　リオ ヒロカミ [8.16]

9 3865 中澤　莉緒(3) 魚沼･広神中
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スタートリスト
第３回中越地区中学校陸上競技記録会[22164311] 審判長
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任

　共通女子200m
通信共通記録 28.10 2022年度   決勝 5/22 14:40 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モトイ　ミドリ トオカマチミナミ ホサカ　ナナミ トオカマチミナミ [30.55]

3 3348 元井　翠(2) 十日町･南中 3 3344 保坂　七奈美(2) 十日町･南中
オオタキ　マユコ ヨシカワ [31.72] ナガイ　ミハル ナガオカニシ [28.79]

4 537 大滝　真結子(2) 上越･吉川中 4 2203 永井　実花(3) 長岡･西中
ハガ　リオナ サンジョウダイイチ アベ　クルミ ツバメヨシダ [28.63]

5 2728 羽賀　莉央奈(2) 三条･第一中 5 7154 阿部　胡桃(3) 燕･吉田中
ナカバヤシ　レム オヂヤ ホリ　ヒカリ サンジョウダイイチ [29.20]

6 3005 中林　麗夢(2) 小千谷･小千谷中 6 2726 堀　光里(3) 三条･第一中
ナカザワ　リオ ヒロカミ [30.77]

7 3865 中澤　莉緒(3) 魚沼･広神中
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