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 主管   長岡市三島郡中学校体育連盟 

 

＊競技会コード：22 16 4002  会場コード 162030 

 

 

※中体連はこの運動に協力しています。 



第72回中越地区中学校陸上競技大会 

兼 第53回新潟県中学校総合体育大会予選会 

式典要項 

 

閉会式で個人種目の優勝者、リレーの優勝校のみ表彰を行い、 

２位以下の入賞者の表彰は行わず賞状を各校に配付します。 

 

１ 開会式（６月１４日(火)） 

 （１） 選手・役員集合       ９：０５ 

   ○ 自チームのテント内にて参加する。 

 （２） 開式アナウンス       ９：１０ 

 （３） 開会宣言  大会委員長（長岡市立大島中学校長 菊池 雅樹 様） 

 （４） 選手宣誓  （燕市立吉田中学校 秋澤 理沙） 

 （５） 競技上の注意および競技開始宣言  トラック審判長 棚村 育夫 

 （６） 閉式アナウンス 

 

  

 

２ 閉会式（６月１５日(水)） 

 （１） 選手集合・役員集合    １６：２５ 

   ○ 自チームのテント内にて参加する。 

 （２） 開式アナウンス      １６：３０ 

 （３） 表  彰  個人種目優勝者 

リレー男子優勝校、女子優勝校（出場メンバー４名） 

           男女最優秀選手 各１名 

表彰時の会場図 

 

式台 

＊式台に向かって３列で並ぶ。 

リレー優勝校（女←男の順） 

男子：個人種目優勝者（１００ｍ→四種競技の順で間隔をとって並ぶ。） 

女子：個人種目優勝者（１００ｍ→四種競技の順で間隔をとって並ぶ。） 

 

 （４） 閉会宣言  大会副委員長（長岡市立堤岡中学校長 澁谷 徹也 様） 

 （５） 閉式アナウンス 

 （６） 諸連絡後、解散 

 

閉会式には各種目の優勝者、リレーおよび最優秀選手の表彰があります。 

リレーで優勝したチームの選手および個人種目の優勝者は，ユニフォームでの参加をお願

いいたします。（天候による変更有） 

 

 



No. 種別 種目 ラウンド 組・着 招集組

1 女子 四種①１００ｍＨ 決勝 ３組 9： 0 0 9： 1 5 9：30

2 男子 四種①１１０ｍＨ 決勝 ３組 9： 1 5 9： 3 0 9：45

１～５組 9： 3 5 9： 5 0 10：05

６～９組 9： 5 0 10： 0 5 10 : 20

10～13組 10： 0 0 10： 1 5 10：30

１～４組 10： 1 5 10： 3 0 10：45

５～８組 10： 3 0 10： 4 5 11：00

９～11組 10： 4 5 11： 0 0 11：15

１～３組 11： 0 5 11： 2 0 11：35

４～６組 11： 2 5 11： 4 0 11：55

７・８組 11： 4 5 12： 0 0 12：15

１～３組 12： 1 0 12： 2 5 12：40

４～６組 12： 2 0 12： 3 5 12：50

１～５組 12： 4 0 12： 5 5 13：10

６～10組 12： 5 0 13： 0 5 13：20

11～14組 13： 0 0 13： 1 5 13：30

１～5組 13： 1 0 13： 2 5 13：40

6～10組 13： 2 0 13： 3 5 13：50

11～14組 13： 3 0 13： 4 5 14：00

9 男子 ４００ｍ B決勝 １組 13： 5 0 14： 0 5 14：20

10 男子 ４００ｍ A決勝 １組 13： 5 5 14： 1 0 14：25

11 女子 ８００ｍ B決勝 １組 14： 0 0 14： 1 5 14：30

12 女子 ８００ｍ A決勝 １組 14： 0 5 14： 2 0 14：35

13 男子 １１０ｍＨ B決勝 １組 14： 1 5 14： 3 0 14：45

14 男子 １１０ｍＨ A決勝 １組 14： 2 0 14： 3 5 14：50

15 女子 １００ｍ B決勝 １組 14： 3 0 14： 4 5 15：00

16 女子 １００ｍ A決勝 １組 14： 3 5 14： 5 0 15：05

17 男子 １００ｍ B決勝 １組 14： 4 0 14： 5 5 15：10

18 男子 １００ｍ A決勝 １組 14： 4 5 15： 0 0 15：15

19 男子 １５００ｍ 決勝 １組 14： 5 5 15： 1 0 15：25

１～３組 15： 1 0 15： 2 5 15：40

４～６組 15： 2 5 15： 4 0 15：55

１～４組 15： 4 0 15： 5 5 16：10

５～７組 15： 5 5 16： 1 0 16：25

No. 種別 種目 参加人数

1 女子 砲丸投 52 9： 0 0 9： 1 5 10：00

2 男子 走幅跳 84 9： 0 0 9： 1 5 10：15

3 男子 走高跳 35 9： 3 0 9： 4 5 10：30

4 男子 棒高跳 2 10： 0 0 10： 1 5 11：00

5 女子 棒高跳 1 10： 0 0 10： 1 5 11：00

6 男子 四種②砲丸投 22 12： 1 5 12： 3 0 13：00

7 女子 四種②走高跳 22 13： 1 5 13： 3 0 14：00

8 男子 走幅跳 予選通過者 13： 0 0 13： 1 5 14：00

１４組タイムレース

女子 ６組タイムレース20

21 男子 ４×１００ｍ 予選 ７組タイムレース

４×１００ｍ 予選

8 男子 １００ｍ 予選

16:40競技終了予定

＜フィールド競技＞

ラウンド 招集開始時刻 招集完了時刻 競技開始時刻

決勝

予選

６月１４日(火)  競技日程　第１日目

・役員・代表者会議　８：１５　・選手テント集合　９：０５　・開会式　９：１０　　・競技場開放　７：００～９：００

＜トラック競技＞
招集開始 招集完了 競技開始時刻

８００ｍ 予選

3 男子 ４００ｍ 予選 １３組タイムレース

女子 １１組タイムレース

予選 ６組タイムレース

4

5 男子 １５００ｍ 予選 ８組（２着＋２）

6 男子 １１０ｍＨ

7 女子 １００ｍ 予選 １４組タイムレース

決勝

決勝

決勝

決勝

決勝

決勝



No. 種別 種目 ラウンド 組・着 招集組

１・２組 8： 3 0 8： 4 5 9：00

３組 9： 0 0 9： 1 5 9：30

１～４組 9： 2 0 9： 3 5 9：50

５～８組 9： 3 5 9： 5 0 10：05

１～３組 9： 5 5 10： 1 0 10：25

４～６組 10： 2 0 10： 3 5 10：50

１～４組 10： 5 0 11： 0 5 11：20

５～８組 11： 0 0 11： 1 5 11：30

９～12組 11： 1 0 11： 2 5 11：40

１～５組 11： 2 0 11： 3 5 11：50

６～10組 11： 3 0 11： 4 5 12：00

11～15組 11： 4 0 11： 5 5 12：10

１～４組 11： 5 5 12： 1 0 12：25

５～８組 12： 1 0 12： 2 5 12：40

９～11組 12： 2 5 12： 4 0 12：55

7 男子 四種④４００ｍ 決勝 ３組 13： 0 0 13： 1 5 13：30

8 女子 １００ｍＨ B決勝 １組 13： 1 5 13： 3 0 13：45

9 女子 １００ｍＨ A決勝 １組 13： 2 0 13： 3 5 13：50

10 女子 四種④２００ｍ 決勝 ３組 13： 3 5 13： 5 0 14：05

11 女子 ２００ｍ B決勝 １組 13： 4 5 14： 0 0 14：15

12 女子 ２００ｍ A決勝 １組 13： 5 0 14： 0 5 14：20

13 男子 ２００ｍ B決勝 １組 13： 5 5 14： 1 0 14：25

14 男子 ２００ｍ A決勝 １組 14： 0 0 14： 1 5 14：30

15 男子 ８００ｍ B決勝 １組 14： 1 5 14： 3 0 14：45

16 男子 ８００ｍ A決勝 １組 14： 2 0 14： 3 5 14：50

17 女子 １５００ｍ 決勝 １組 14： 3 5 14： 5 0 15：05

18 男子 ３０００ｍ 決勝 １組 14： 4 5 15： 0 0 15：15

19 女子 ４×１００ｍ B決勝 １組 15： 1 0 15： 2 5 15：40

20 女子 ４×１００ｍ A決勝 １組 15： 1 5 15： 3 0 15：45

21 男子 ４×１００ｍ B決勝 １組 15： 2 0 15： 3 5 15：50

22 男子 ４×１００ｍ A決勝 １組 15： 2 5 15： 4 0 15：55

No. 種別 種目 参加人数

1 男子 四種③走高跳 22 8： 4 5 9： 0 0 9：30

2 女子 走幅跳 77 8： 3 0 8： 4 5 9：45

3 女子 四種③砲丸投 22 9： 1 5 9： 3 0 10：00

4 男子 砲丸投 57 11： 0 0 11： 1 5 12：00

5 女子 走高跳 39 11： 3 0 11： 4 5 12：30

6 女子 走幅跳 予選通過者 12： 3 0 12： 4 5 13：30

６月１５日(水)  競技日程　第２日目

・主任会　８：００　・役員打合せ（パート別）８：２０　・競技場開放　　７：００～８：２０

＜トラック競技＞

招集開始 招集完了 競技開始時刻

6 男子 ８００ｍ

３組（４着＋６）

女子 ８組タイムレース

女子 ２００ｍ

１００ｍＨ 予選

1 男子 ３０００ｍ 予選

2

3 女子 １５００ｍ 予選 ６組（２着＋６）

4 予選 １２組タイムレース

予選 １５組タイムレース5 男子 ２００ｍ

予選 １１組タイムレース

16:00競技終了予定

決勝

決勝

招集完了時刻 競技開始時刻

決勝

決勝

＜フィールド競技＞

ラウンド 招集開始時刻

決勝

予選



                    〔   競   技   注  意   事   項   〕 

 

１ 競技は2022年日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要項、ならびに競技注意事項による。ただし、ス

タートの不適切行為で、2度のイエローカードの提示を受けた競技者については、当該種目のみ失格

とし、それ以後のすべての種目から除外しない。 

２ 各種目、個人選手権とし、リレーのみ学校対抗とする。 

３ 競技場に入る際は係の指示に従い、規律ある行動をとること。 

４ 競技者は定められたアスリートビブスを胸と背につけなければならない。ただし、跳躍競技者は胸又

は背の片側だけでよい。靴に関しては日本陸上競技連盟競技規則TR5で定められた靴でなければなら

ない。 

５ 腰ナンバー標識は、400ｍまでは各校で用意する。ただし、800ｍ以上及び決勝レース、四種競技最終

種目は主催者で用意する。腰ナンバーの大きさはおおむね、縦12㎝・横18㎝、文字サイズはたて8㎝

以上、太さは1.5 ㎝とする。 

６ 登録選手以外の出場は認めない。 

７ 競技者の招集について 

 (1) 招集については競技開始時刻を基準とし、下記のとおりとする。 

 予  選 決  勝 

 

 ト 

 ラ 

 ッ 

 ク 

 競 

 技 

１００ｍ  ２００ｍ 

４００ｍ  ８００ｍ 

１５００ｍ ３０００ｍ 

１００ｍＨ １１０ｍＨ 

４×100ｍＲ 

Ａ決勝とＢ決勝を実施 

１００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ 

  １００ｍＨ １１０ｍＨ ４×１００ｍＲ 

  決勝 

  １５００ｍ ３０００ｍ 

招集開始 招集完了 招集開始 招集完了 

３０分前 １５分前 ３０分前 １５分前 

フ ィ ー ル ド 競 技 招集開始 招集完了 

６０分前 ４５分前 

四 

種 

競 

技 

ト ラ ッ ク 競 技 招集開始 招集完了 

３０分前 １５分前 

フ ィ ー ル ド 競 技 ４５分前   ３０分前 

 ２種目以降は四種競技者控所に待機し、混成競技者係から点呼を受ける。 

  

(2)  招集の手順 

      ① 競技者は招集完了時刻５分前までに招集所に集合し、点呼を受ける。その際、競技役員にアス

リートビブスの確認を受けた後、競技役員の誘導に従って入場する。 

      ② 代理人による招集の確認は原則として認めない。ただし、２種目を同時に出場する競技者につ

いては、代理人による点呼を認める。その旨を競技者係に申し出る。 

      ③ 四種競技者は最初の種目のみ招集所で点呼を受けるが、以後の２種目目からは四種競技者控所

で混成競技者係の点呼を受ける。 

      ④ ２種目を同時に出場する競技者は当該競技審判主任の判断により、フィールド競技について試

技順を変更することができる。 

(3) 招集時刻に遅れたものは競技に出場できない。 

・当該競技を棄権する場合は､招集完了までに本人又は代理人が競技者係に申し出る｡ 



８ 各競技の走路順、試技順について 

 (1) トラック競技の予選ならびにフィールド競技の全種目については左側に数字で示す。 

 (2) 決勝の場合は、主催者が公平に抽選で決定し、掲示する。 

９ トラック競技の1500m、3000mについては、次のラウンド進出のためにプラスアルファー方式を採用

する。その他のトラック競技については、タイムレース予選とする。同記録があり、レーン数が不

足するときは、写真判定主任が同記録者の写真を拡大して、より細かく優劣を判定して進出者を決

める。それでも決定できないときは抽選とする。ただし、同組の場合は着順優先とする｡ 

10 四種競技の最終種目、男子400ｍ・女子200ｍの組・レーンについては3種目までの得点でスタートリ

ストを編成し、掲示板で発表する。 

11 用具は会場備え付けのものを使用すること。ただし、棒高跳のポールは検定を受けた後、各人のもの

を使用してもよい。 

12 リレーのオーダー用紙は各ラウンド１組目の招集完了時刻１時間前までに１部、TICへ提出するこ

と。用紙はTIC・受付に用意してある。 

13 800mはセパレートレーンでスタートする。ただし、予選は６・８レーンに２名入れて競技を行う。 

14 競技者に対する助力については、日本陸上競技連盟競技規則TR6を適用する。ただし、観客席にコー

チ席は設置しない。 

15 抗議は、日本陸上競技連盟競技規則TR8.2に従って定められた時間内に、監督が口頭で大会本部へ申

し出る。 

16 各種目８位まで賞状を授与し、優勝者には持ち回り優勝杯・優勝楯を授与する。８位までの入賞者の

表彰は成績発表後、表彰台で行う。また､男女最優秀選手の表彰を閉会式で行う｡ 

17 長距離種目は、以下のように競技制限時間を設ける。 

    男子 800ｍ   3分    1500ｍ  6分     3000ｍ 12分00秒 

    女子 800ｍ   3分20秒  1500ｍ  7分00秒 

18 走幅跳・砲丸投は下記のように計測ラインを設ける。ただし、状況により変更することもある。 

        走幅跳   男子   5ｍ20   女子  4ｍ20  砲丸投   男子   8ｍ00   女子   7ｍ50 

  なお、走幅跳は下記のように予選突破ラインを設ける。 

         男子 5ｍ80  女子 4ｍ70 

  予選突破者が１４名に満たない場合は、予選記録のよい上位１４名を予選突破とする。 

19 走高跳・棒高跳のバーの上げ方は次のようにする｡ただし状況により変更することもある｡ 

走高跳 男 140(練習)  145 150 155 160 165 170 173 ・・・・・・以後3㎝きざみ 

女 120(練習)  125 130 135 140 143 ・・・・・・・・・・以後3㎝きざみ 

四種 

走高跳 

男 130(練習)  135 140 145 150 153 156 ・・・・・・・・以後3㎝きざみ 

女 110(練習)  115 120 125 128 131 134 ・・・・・・・・以後3㎝きざみ 

無効試技のため記録のない場合は０点とする。 

 棒高跳  男  210･330(練習) 220 230 240 250 ・・・・・・・・・・10cmきざみ 

 女 160(練習)   170 180 190 200 ・・・・・・・・・・10cmきざみ 

20 競技場は全て全天候のため、９㎜以下のスパイクを使用する。ただし、走高跳は１２㎜以下のスパイ 

クを使用する。スパイクの先端が鋭利なものは使用しない。 

21 代表者会は6月14日（火）8時15分より正面玄関前で行う。 

22 プログラムの訂正は、8時30分までに総務に申し出る。プログラムの訂正はアナウンス及び掲示によ

って行う。 



中越地区中学校総合体育大会役員ページ 全競技共通 

 

大 会 役 員 
 

 

顧  問         開催市町村長 

                  開催市町村議長 

                  開催市町村教育委員 

                  開催市町村教育長 

                  開催市町村スポーツ協会・体育協会長 

                  開催郡市中学校長会長 

                  新潟県中学校体育連盟会長 

                  新潟日報社長岡支社長 

 

参  与         開催市町村教育委員会学校教育課長 

                  開催市町村スポーツ・体育担当等課長 

                  開催市町村陸上競技協会会長 

 

 

大会会長         中越地区中学校体育連盟会長 

大会副会長        中越地区中学校体育連盟副会長 

 

大会委員長        主管郡市中学校体育連盟会長 

大会副委員長       主管郡市中学校体育連盟副会長 

 

競技委員長        中越地区中学校体育連盟陸上競技専門部長 

競技副委員長       中越地区中学校体育連盟陸上競技専門副部長 

委員           中越教育事務所学校支援第２課指導主事 

                  新潟県中学校体育連盟事務局長 

                  中越地区中学校体育連盟代議員 

                  中越地区中学校体育連盟陸上競技専門部員 

                  開催郡市中学校体育連盟陸上競技専門部員 



総務 河井　大輔 (長岡･南中)

技術総務 髙澤　　康 (中魚･津南中) 齊藤隆太郎 (加茂･加茂中)

総務員 松永　昭夫 (長岡･旭岡中) 志賀　洸介 (十日町･中条中) 菊池　　毅 (小千谷･小千谷中) 竹内　富雄 (陸上協会)

番組編成員 溝口　祐介 (三条･第一中)

トラック審判長 棚村　育夫 (長岡･旭岡中)

フィールド審判長 菊池　　毅 (小千谷･小千谷中)

スタート審判長 江村　浩一 (十日町･吉田中)

マーシャル
◎ 相澤　新一 (十日町･松代中) 内山　浩一 (三条･大崎学園（中）) 三川　雅人 (長岡･青葉台中) 南雲　政治 (陸上協会)

(場内司令)
谷口博文（15日） (陸上協会) 牛腸　　正 (陸上協会) 篭島　　洋 (三条･第二中) 高山　昇 (陸上協会)

決勝審判員 ◎ 南雲　勝紀 (十日町･吉田中) 金城　良一 (小千谷･南中) 澤田健太郎 (長岡･岡南中) 山下慎太郎 (長岡･岡南中)

（周回記録員） 内山　博之 (陸上協会) 田中満（15日） (陸上協会) 槙田　宏治 (見附･南中)

跳躍審判員

  走高跳 ○ 矢木　博義 (三条･第四中) 丸山　義則 (十日町･下条中) 平賀久美子 (十日町･中里中) 猪股　　幸 (小千谷･千田中)

菊地　優樹 (長岡･南中) 山本　睦美 (三条･第一中) 遠藤　純夏 (陸上協会)

  走幅跳 ○ 多田　春菜 (長岡･岡南中) 丸山　倫佳 (三条･第四中) 佐藤　茂建 (十日町･川西中) 宮島　洋一 (三条･下田中)

江村　祐介 (十日町・まつのやま学園) 増田　孝宏 (魚沼･広神中) 井口　菜月 (十日町･十日町中) 品田　幹夫 (長岡･小国中)

山内　康平 (三条･下田中) 山﨑　好美 (長岡･東中) 藤田　敦市 (陸上協会) 山田翔平（１５日） (十日町･南中)

鈴木　高志 (南魚沼･六日町中) 小林　真大 (燕･分水中) 岩田　雅己 (陸上協会) 廣川　慎一 (陸上協会)

青木　一樹 (十日町･松代中)

  棒高跳 ○ 髙橋　哲夫 (中魚･津南中等(中)) 石川凌（１４日） (十日町･南中) 殿内正人（14日） (長岡･秋葉中) 舩久保徹（14日） (陸上協会)

稲村大樹（１４日） (南魚沼･大和中)

投擲審判員 ◎ 岡沢　　英 (南魚沼･六日町中) 余野優太郎 (長岡･越路中) 小川あかり (十日町･十日町中) 三藤　良行 (陸上協会)

田中　修平 (加茂･加茂中) 佐藤　卓哉 (陸上協会) 朝倉　　清 (陸上協会) 藤田　五郎 (陸上協会)

監察員 ◎ 齊藤　　剛 (南魚沼･塩沢中) 高橋　哲成 (十日町･中里中) 八子　雅敏 (南魚沼･八海中) 久保埜沙奈 (南魚沼･八海中)

桒原　　裕 (燕･小池中) 下山　裕考 (南魚沼･塩沢中) 小野　正和 (燕･燕北中) 佐藤亜美（１５日） (南魚沼･大和中)

阿部　　浩 (長岡･刈谷田中) 五十嵐　卓 (陸上協会) 小島　啓介 (小千谷･東小千谷中) 星野　倫美 (長岡･大島中)

髙橋　昂暉 (三条･栄中) 鈴木　佑海 (長岡･中之島中) 吉野　雄一 (加茂･葵中) 五百川　智 (陸上協会)

涌井満喜子 (十日町･水沢中) 角屋　　治 (陸上協会) 渋谷　勝男 (陸上協会) 田中　幸一 (陸上協会)

佐野章一（14日） (陸上協会) 鈴木伸司（15日） (陸上協会) 和田信人（14日） (陸上協会) 丸山　　寿 (陸上協会)

写真判定員 ◎ 神谷　博之 (長岡･堤岡中) 中川　大志 (魚沼･小出中) 奥山　和義 (燕･吉田中) 横田　　浩 (見附･西中)

中山　就実 (長岡･西中) 北川　智也 (十日町･下条中)

スターター ◎ 高橋　好徳 (長岡･東北中) 丸山　祐貴 (魚沼･小出中) 田中みのり (燕･吉田中) 小林　正作 (燕･燕中)

（リコールスターター） 伊藤裕也（14日） (長岡･附属長岡中) 春日　勇輝 (南魚･湯沢中) 平田明日美 (見附･見附中)

出発係 ◎ 横田　雅人 (見附･西中) 猪狩　直哉 (魚沼･堀之内中) 渡部　忠夫 (十日町･水沢中) 山崎　裕土 (小千谷･東小千谷中)

本多　貴紀 (十日町・まつのやま学園) 上村　　香 (長岡･栖吉中) 永井　富寛 (西蒲･弥彦中) 横山　高司 (陸上協会)

山森　　誠 (魚沼･堀之内中) 金田健太郎 (西蒲･弥彦中) 木村早苗（14日） (陸上協会) 小柳　敏夫 (陸上協会)

滝沢克栄（15日） (陸上協会) 太島誠（15日） (陸上協会) 岩田一紀（14日） (陸上協会) 高橋ちひろ (魚沼･湯之谷中)

競　技　役　員



情報処理員 ◎ 関　　翔弥 (南魚沼･大和中) 溝口　祐介 (三条･第一中) 髙鳥　　晶 (長岡･大島中) 小林　　力 (三条･栄中)

桑原佳太朗 (三条･本成寺中) 小池　　睦 (中魚･津南中等(中)) 宮澤　邦元 (陸上協会)

風力計測員 ◎ 宮本　淳史 (長岡･西中) 矢坂　　哲 (長岡･関原中) 工藤真裕子 (魚沼･湯之谷中) 高野富士雄 (陸上協会)

競技者係 ◎ 斎藤　拓也 (魚沼･魚沼北中) 田中　理人 (魚沼･広神中) 相場　雅典 (見附･見附中) 川瀬　　晃 (燕･分水中)

笠輪　　敬 (長岡･宮内中) 真保　祐弥 (見附･南中) 君　　正人 (燕･燕北中) 矢澤　　薫 (長岡･寺泊中)

遠山凜太郎 (燕･小池中) 井上　　昇 (長岡･刈谷田中) 高坂　　守 (陸上協会) 阿部　亮平 (三条･第三中)

阿部　伸彦 (三条･本成寺中) 佐藤　　泰 (加茂･若宮中) 廣田　公生 (加茂･若宮中) 桐生　辰宏 (陸上協会)

混成競技係 ◎ 神林　拓馬 (十日町･川西中) 木村　　哲 (見附･今町中)

アナウンサー ◎ 目黒　　薫 (長岡･堤岡中) 松田　景子 (南魚沼･八海中) 藤田　　衛 (燕中等) 柿田　　凌 (中魚･津南中)

佐藤木乃美 (十日町･南中)

救護係 大平愛（15日） (長岡・堤岡) 鬼淵理恵（14日） (長岡・大島)

用器具係 齊藤隆太郎 (加茂･加茂中) 髙澤　　康 (中魚･津南中)

報道係 関　　翔弥 (南魚沼･大和中) 中島　大介 (長岡･東北)

補助員係 志賀　洸介 (十日町･中条中)

TIC（庶務） ◎ 川口　　栞 (燕･燕中) 吉野　珠梨 (魚沼･魚沼北中)

式典係 佐藤　明子 (南蒲･田上中) 横田　雅人 (見附･西中)

（賞状） 山岸　　透 (長岡･東中)

受付・接待 ◎ 吉野　珠梨 (魚沼･魚沼北中) 川口　　栞 (燕･燕中)

ウォームアップ場係 ◎ 苗村　祥鷹 (長岡･刈谷田中) 吉井　隆哉 (長岡･江陽中) 野尻　尚峻 (長岡･中之島中) 小林　裕稀 (長岡･栖吉中)

保科裕太郎 (長岡･宮内中)

県大会受付 初日 中島　大介 (長岡･東北) 総務員

２日目 西川　俊平 (魚沼･堀之内) 古塩　　豪 (見附･見附) 藤原　弘生 (十日町･十日町) 総務員

保護者受付 ◎ 髙綱さつき (長岡･北辰中) 石田　千紘 (小千谷･小千谷中) 藤本　菜緒 (三条･第二中) 野上　紀子 (長岡･江陽中)

駐車場係 ◎ 阿部　信也 (長岡･東北中) 苗村　祥鷹 (長岡･刈谷田中) 野尻　尚峻 (長岡･中之島中) 吉井　隆哉 (長岡･江陽中)

宮本　淳史 (長岡･西中) 保科裕太郎 (長岡･宮内中) 小林　裕稀 (長岡･栖吉中) 大谷地虎希 (小千谷･南中)

後藤　耕大 (南魚･湯沢中) 吉越　祐二 (十日町･中条中) 山田　勇斗 (南蒲･田上中) 板屋　柊司 (三条･大崎学園（中）)



合計 担当校 人数

4 南 4

2 西 2

2 中之島 2

2 中之島 2

4 東 4

8 西、堤岡 各4

8 江陽 8

6 栖吉 6

走り幅跳び 宮内 4

棒高跳び 堤岡 4

走り高跳び 旭岡 4

4 東 4

東北 4

大島 4

大島 5

岡南 5

東北 5

刈谷田 5

南 2

旭岡 2

　補　助　役　員　
長岡市内中学生

12

庶務・受付・接待

用器具係

跳
　
躍

写真判定

20

4

8

補助役員名

（腰ナンバー運搬）

競技者係

出発係

駐車場

風向風速

スターター

アナウンサー

総務・本部記録

投てき



 

男子の部 



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子100m
新潟県中学記録 10.79 田原　蓮 上越・春日 2017 柏崎 予選 6/14 13:40 (14-0+8)

大会記録 10.92 石黒　敬浩 長岡･与板 2021 決勝 6/14 15:10 

〈〈 予選 〉〉

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
ハタダ　ブンタロウ ナガオカミナミ [13.24] コバヤシ　ダイキ ナガオカミナミ [12.64]

1 2039 畑田　文汰朗(3) 長岡･南中 1 2040 小林　大樹(3) 長岡･南中
イグチ　ユウキ オヂヤ [12.65] タカサワ　アキト マツノヤマガクエン [14.24]

2 3001 井口　友稀(2) 小千谷･小千谷中 2 3571 高澤　暁斗(3) 十日町・まつのやま学園

サトウ　タイキ コウナン [12.09] マルヤマ　チヒロ ヤヒコ [12.15]

3 2343 佐藤　大來(3) 長岡･岡南中 3 7242 丸山　智大(2) 西蒲･弥彦中
オコシ　キラト ツバメ [12.18] マツイ　カナデ ミヤウチ [12.64]

4 7028 小越　煌叶(2) 燕･燕中 4 2136 松井　奏(3) 長岡･宮内中
コバヤシ　タイキ ツツミオカ [11.45] クワバラ　ユウノシン ツナン [12.12]

5 2297 小林　大騎(3) 長岡･堤岡中 5 3593 桑原　佑乃心(3) 中魚･津南中
コバヤシ　サトシ トオカマチゲジョウ [14.43] フルカワ　エイタ ツバメチュウトウ [14.08]

6 3427 小林　悟士(2) 十日町･下条中 6 7211 古川　瑛大(2) 燕中等
マシマ　カエデ サカエ [13.16] シマダ　ユウヘイ トウホク [11.29]

7 2946 眞島　楓(3) 三条･栄中 7 2151 島田　雄平(3) 長岡･東北中
メグロ　トウヤ カリヤタ [14.06] フルカワ　シュン コイケ [13.19]

8 2659 目黒　桐也(3) 長岡･刈谷田中 8 7085 古川　駿(3) 燕･小池中
オオダイラ　ケイ ホリノウチ [12.57] ウシキ　フミアキ ユザワ [13.21]

9 3954 大平　慧(3) 魚沼･堀之内中 9 4122 牛木　文明(3) 南魚･湯沢中

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
ワダ　ノゾム トオカマチナカジョウ [13.78] カワムラ　ヒュウガ シタダ [13.91]

1 3311 和田　望(1) 十日町･中条中 1 2987 川村　彪牙(3) 三条･下田中
サトウ　コウセイ タガミ [12.06] フカサワ　コウタ ツバメヨシダ [12.09]

2 3216 佐藤　晃成(3) 南蒲･田上中 2 7155 深澤　康太(3) 燕･吉田中
ナカジマ　ヒナタ ヒガシオヂヤ [12.79] タキザワ　ユウシン ツバメチュウトウ [14.63]

3 3068 中嶋　陽大(2) 小千谷･東小千谷中 3 7213 滝沢　佑心(1) 燕中等
モロハシ　カズキ オオサキガクエン [12.93] タムラ　レンタ アオイ [12.66]

4 2876 諸橋　一樹(3) 三条･大崎学園（中） 4 3158 田村　蓮太(3) 加茂･葵中
ヤマグチ　テルマ トオカマチミナミ [12.35] コダマ　ヒロト タガミ [11.54]

5 3340 山口　晃真(3) 十日町･南中 5 3219 児玉　寛斗(3) 南蒲･田上中
コバヤシ　アツキ ツツミオカ [12.50] ヤマザワ　トシアキ トオカマチナカジョウ [13.24]

6 2289 小林　篤生(2) 長岡･堤岡中 6 3310 山澤　利明(1) 十日町･中条中
バンバ　ユウタ カモ [13.37] ワタベ　メグム ムイカマチ [12.19]

7 3129 番場　優汰(3) 加茂･加茂中 7 4066 渡部　恵(2) 南魚沼･六日町中

オオタケ　ライ シタダ [11.84] タネオカ　エイタ オグニ [13.15]

8 2973 大竹　來勇(3) 三条･下田中 8 2580 種岡　瑛汰(1) 長岡･小国中
オシキ　ハヤト トオカマチヨシダ オオコシ　カナタ ナガオカニシ [12.56]

9 3391 押木　颯音(1) 十日町･吉田中 9 2202 大越　奏多(3) 長岡･西中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子100m

〈〈 予選 〉〉

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
サトウ　マヒロ オヂヤ [13.79] マルヤマ　シュウヘイ カワニシ [13.80]

1 3008 佐藤　真祐(2) 小千谷･小千谷中 1 3518 丸山　柊平(2) 十日町･川西中
イソベ　タクミ ユノタニ [12.34] シミズ　ヒナタ ツバメヨシダ [12.96]

2 3881 磯部　巧(3) 魚沼･湯之谷中 2 7158 清水　陽向(3) 燕･吉田中
ワタナベ　ユウセイ ナカノシマ [12.51] イノウエ　キラ ハッカイ [12.06]

3 4232 渡邉　優生(3) 長岡･中之島中 3 4015 井上　煌星(3) 南魚沼･八海中
サトウ　サクタロウ ナカサト [13.35] ホンダ　フミヤ ユノタニ [12.52]

4 3530 佐藤　朔太朗(3) 十日町･中里中 4 3893 本田　文哉(2) 魚沼･湯之谷中
サイトウ　ユウヤ カモ [12.06] オザワ　コウセイ ヤマト [11.73]

5 3128 齋藤　優也(3) 加茂･加茂中 5 3966 小澤　昊生(3) 南魚沼･大和中
キクチ　シュウゴ フゾクナガオカ ムライ　コウスケ ヤヒコ [13.34]

6 2683 菊池　修吾(1) 長岡･附属長岡中 6 7250 村井　宏輔(3) 西蒲･弥彦中
ソリメ　カズヤ ツナン [12.77] タケノウチ　ミツキ サンジョウダイシ [12.33]

7 3595 反り目　一哉(3) 中魚･津南中 7 2801 竹之内　光希(2) 三条･第四中
セキ　レイメイ ハッカイ [12.94] ムラヤマ　ヒビキ トオカマチ [12.74]

8 4005 関　黎明(3) 南魚沼･八海中 8 3282 村山　響紀(2) 十日町･十日町中

ヤマモト　リュウノスケ サンジョウダイニ [11.77] サノ　オウガ サンジョウダイサン

9 2788 山本　龍之介(2) 三条･第二中 9 2796 佐野　桜雅(1) 三条･第三中

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
オオタケ　ヒナタ オオサキガクエン [11.69] ヒグマ　ユウセ トオカマチ [12.30]

1 2883 大竹　陽向(3) 三条･大崎学園（中） 1 3252 樋熊　侑世(3) 十日町･十日町中

アオキ　ソウシン コウヨウ [13.81] コジマ　ヒロ シオザワ [12.55]

2 2258 青木　壮慎(3) 長岡･江陽中 2 4083 小島　陽良(3) 南魚沼･塩沢中
マルヤマ　ソウタ ホリノウチ [12.31] カワカミ　サクヤ オヂヤミナミ [15.34]

3 3945 丸山　颯太(2) 魚沼･堀之内中 3 3082 川上　朔弥(1) 小千谷･南中
タナベ　ショウヤ ワカミヤ [17.65] サトウ　コタロウ ウオヌマキタ [13.25]

4 3193 田邊　翔也(2) 加茂･若宮中 4 3818 佐藤　琥太郎(2) 魚沼･魚沼北中
ナゴヤ　シュウマ ミツケニシ [13.00] ツルマキ　ライト アオイ [12.07]

5 3780 名古屋　秀真(3) 見附･西中 5 3160 鶴巻　来音(3) 加茂･葵中
ハセガワ　ユヅキ サカエ [12.55] タナカ　シア コイケ [13.04]

6 2943 長谷川　祐月(3) 三条･栄中 6 7089 田中　幸(2) 燕･小池中
セシモ　イチカ オヂヤミナミ [12.72] ヨネヤマ　リュウノスケ アサヒオカ [11.69]

7 3090 瀨下　一翔(3) 小千谷･南中 7 2476 米山　竜之介(3) 長岡･旭岡中
イズミダ　タケル ブンスイ [13.31] フジノキ　ソウタ ナガオカオオジマ [12.72]

8 7201 泉田　武琉(2) 燕･分水中 8 2406 藤ノ木　蒼大(2) 長岡･大島中
モロハシ　カズヤ サンジョウダイニ [12.07] ヨシノ　アヤタ ナガオカニシ [13.83]

9 2775 諸橋　一哉(2) 三条･第二中 9 2206 吉野　絢太(3) 長岡･西中

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
ヤマモト　ヨウ ツナンチュウトウ [13.08] ノガミ　フブキ トオカマチヨシダ

1 3646 山本　葉(3) 中魚･津南中等(中) 1 3396 野上　歩吹(1) 十日町･吉田中
オノヅカ　リツ マツノヤマガクエン [14.99] ムロハシ　エイト スヨシ [12.79]

2 3574 小野塚　律(2) 十日町・まつのやま学園 2 2086 室橋　瑛斗(3) 長岡･栖吉中
サイトウ　ハルト ミツケミナミ [12.56] クマガイ　ハルキ ミヤウチ [12.91]

3 3719 齊藤　遥音(3) 見附･南中 3 2144 熊谷　時希(2) 長岡･宮内中
サトウ　セイメイ マツダイ [11.56] ヨシムラ　コウキ ナカノシマ [12.40]

4 3555 佐藤　世明(3) 十日町･松代中 4 2509 吉村　恒輝(3) 長岡･中之島中
ナカザワ　タクヤ トウホク [12.07] カナザワ　マサハル ミズサワ [13.37]

5 2158 中澤　拓哉(2) 長岡･東北中 5 3442 金澤　雅晴(3) 十日町･水沢中
サトウ　オウタ コイデ [13.25] コバヤシ　ケンシン コウナン [12.50]

6 3905 佐藤　桜太(1) 魚沼･小出中 6 2340 小林　賢心(3) 長岡･岡南中
コンドウ　シオン セキハラ [13.89] イカラシ　トウゴ ホンジョウジ [12.05]

7 2383 近藤　史穏(3) 長岡･関原中 7 2867 五十嵐　柊吾(3) 三条･本成寺中
スズキ　カケル ホンジョウジ [12.28] ワダ　コウタロウ ヒガシオヂヤ [13.77]

8 2869 鈴木　翔(3) 三条･本成寺中 8 3056 和田　幸汰郎(2) 小千谷･東小千谷中

ヨシダ　ミズキ トオカマチミナミ [12.71] サカイ　タツキ コイデ [11.85]

9 3351 吉田　瑞希(2) 十日町･南中 9 3925 酒井　達輝(3) 魚沼･小出中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子100m

〈〈 予選 〉〉

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
オゴセ　リョウタロウ トオカマチゲジョウ [13.48] イノカワ　ミツキ ナカサト [12.83]

2 3420 生越　陵太郎(1) 十日町･下条中 2 3533 井ノ川　光希(3) 十日町･中里中
カンバヤシ　ウキョウ ナガオカオオジマ [11.99] カワダ　シュウヤ ミツケ [13.71]

3 2394 神林　優慶(3) 長岡･大島中 3 3672 河田　修也(1) 見附･見附中
ナカジマ　ユウト ミズサワ [12.48] オオツカ　ヨウスケ ウオヌマキタ [13.41]

4 3443 中島　夢士(3) 十日町･水沢中 4 3805 大塚　耀介(1) 魚沼･魚沼北中
サトウ　フウマ ミツケミナミ [11.90] イシダ　キズナ ツバメキタ [12.44]

5 3720 佐藤　風馬(3) 見附･南中 5 7123 石田　絆(3) 燕･燕北中
サトウ　ナルム ヒロカミ [12.87] トダ　ユウシ ムイカマチ [12.49]

6 3855 佐藤　成夢(2) 魚沼･広神中 6 4059 戸田　悠獅(2) 南魚沼･六日町中

フジタ　カズヤ カワニシ [12.83] コシムラ　ヒカル ヤマト [11.86]

7 3515 藤田　和也(2) 十日町･川西中 7 3978 越村　光琉(3) 南魚沼･大和中
フルカワ　バンリ サンジョウダイイチ [12.44] イマイ　ヒナタ ナガオカヒガシ [12.88]

8 2724 古川　絆吏(3) 三条･第一中 8 2026 今井　陽太(3) 長岡･東中
カバサワ　コウマ ミツケ [13.53] ヤマガ　シュウ マツダイ [12.00]

9 3678 樺澤　孝真(1) 見附･見附中 9 3559 山賀　柊(3) 十日町･松代中

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
ニシワキ　ライム スヨシ [12.87] キシダ　リョウヘイ ナガオカヒガシ [12.88]

2 2082 西脇　蕾夢(3) 長岡･栖吉中 2 2003 岸田　涼平(2) 長岡･東中
ミヤシタ　タクト フゾクナガオカ [13.50] イマガワ　リク サンジョウダイシ [12.49]

3 2684 宮下　拓士(1) 長岡･附属長岡中 3 2831 今川　陸(3) 三条･第四中
サトウ　ユウト サンジョウダイイチ [11.96] タカイ　コウタロウ ワカミヤ [13.73]

4 2722 佐藤　友斗(3) 三条･第一中 4 3192 高井　宏太朗(2) 加茂･若宮中
カミムラ　ユウタ ユザワ [12.47] ヤマグチ　ユイト ミツケニシ [12.79]

5 4121 上村　勇太(2) 南魚･湯沢中 5 3799 山口　由翔(3) 見附･西中
オグロ　コウスケ ツバメ [12.46] フジタ　リュウセイ ツバメキタ [13.40]

6 7033 小黒　晄佑(2) 燕･燕中 6 7128 藤田　琉聖(3) 燕･燕北中
オオハシ　ユウト カリヤタ [12.87] メザキ　シンノスケ シオザワ [12.43]

7 2632 大橋　優翔(2) 長岡･刈谷田中 7 4088 目崎　信之介(3) 南魚沼･塩沢中
コンドウ　ミズキ コウヨウ [11.99] ヨネヤマ　シンノスケ アサヒオカ [11.86]

8 2259 近藤　瑞希(3) 長岡･江陽中 8 2470 米山　慎之介(3) 長岡･旭岡中
ヤマザキ　キッペイ ブンスイ [13.49] コイワ　ユウシン ヒロカミ [12.00]

9 7209 山﨑　桔平(2) 燕･分水中 9 3864 小岩　優心(3) 魚沼･広神中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子200m
新潟県中学記録 21.84 黒川　哲雄 新潟・小針 2003 横浜国際 予選 6/15 11:50 (15-0+8)

大会記録 22.52 木村　峻也 長岡・南 2019 決勝 6/15 14:25 

〈〈 予選 〉〉

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
オグラ　ルイ サカエ [26.27] ノザキ　ユウト ブンスイ [30.21]

1 2955 小倉　琉維(2) 三条･栄中 1 7205 野崎　悠翔(2) 燕･分水中
ミナガワ　タツヤ ホンジョウジ [26.59] ホリサワ　ユウト ホリノウチ [25.74]

2 2846 皆川　達哉(2) 三条･本成寺中 2 3957 堀澤　柚翔(3) 魚沼･堀之内中
ヤマガ　シュウ マツダイ [24.63] ノガミ　ヒナタ トオカマチヨシダ

3 3559 山賀　柊(3) 十日町･松代中 3 3395 野上　陽向(1) 十日町･吉田中
カトウ　コウセイ コイケ タケウチ　ソウタ コウナン [27.38]

4 7074 加藤　光星(3) 燕･小池中 4 2353 竹内　聡汰(2) 長岡･岡南中
モロハシ　カズヤ サンジョウダイニ [24.89] サトウ　カツキ ムイカマチ [22.29]

5 2775 諸橋　一哉(2) 三条･第二中 5 4045 佐藤　克樹(3) 南魚沼･六日町中

ナカジョウ　リンガ セキハラ アベ　ミツキ サンジョウダイイチ [27.28]

6 2376 中條　凜我(3) 長岡･関原中 6 2721 阿部　光希(3) 三条･第一中
サトウ　キョウヤ ミヤウチ [28.93] シオバラ　エイキ シオザワ [25.73]

7 2138 佐藤　京也(3) 長岡･宮内中 7 4113 塩原　栄葵(2) 南魚沼･塩沢中
サノ　ヒデキ ナガオカミナミ [28.48] サトウ　ユウセイ ウオヌマキタ [30.46]

8 2048 佐野　秀樹(3) 長岡･南中 8 3819 佐藤　優聖(2) 魚沼･魚沼北中

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
カリワ　ユウト ツバメキタ カンバヤシ　ウキョウ ナガオカオオジマ [26.34]

1 7124 苅羽　佑斗(3) 燕･燕北中 1 2394 神林　優慶(3) 長岡･大島中
コンドウ　ミズキ コウヨウ [24.30] サカイ　タツキ コイデ [24.68]

2 2259 近藤　瑞希(3) 長岡･江陽中 2 3925 酒井　達輝(3) 魚沼･小出中
コバヤシ　ダイキ ナガオカミナミ [26.23] イノカワ　ミツキ ナカサト

3 2040 小林　大樹(3) 長岡･南中 3 3533 井ノ川　光希(3) 十日町･中里中
タケノウチ　ミツキ サンジョウダイシ [25.16] ハラヤマ　アヅミ ナカノシマ [26.35]

4 2801 竹之内　光希(2) 三条･第四中 4 4233 原山　充未(3) 長岡･中之島中
イタミ　リュウマ カモ [28.22] ワタナベ　ハルキ ミツケニシ [28.81]

5 3113 伊丹　隆馬(2) 加茂･加茂中 5 3800 渡部　陽稀(3) 見附･西中
コンドウ　シオン セキハラ [29.31] オノヅカ　ソウスケ カワニシ [28.65]

6 2383 近藤　史穏(3) 長岡･関原中 6 3519 小野塚　颯介(2) 十日町･川西中
ナカジマ　ユウト ミズサワ [26.65] サイトウ　レオ トオカマチナカジョウ [24.70]

7 3443 中島　夢士(3) 十日町･水沢中 7 3294 斎藤　怜央(3) 十日町･中条中
ニシヤマ　ヒカル トウホク イチカワ　モカ ヤヒコ

8 2154 西山　輝(3) 長岡･東北中 8 7243 市川　元珈(2) 西蒲･弥彦中

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
サトウ　カイト マツノヤマガクエン ノガミ　ハルト トオカマチヨシダ

1 3580 佐藤　快翔(1) 十日町・まつのやま学園 1 3394 野上　陽翔(1) 十日町･吉田中
シンボ　イブキ ヒガシオヂヤ [28.00] サトウ　ケンジ ツバメ [27.57]

2 3058 新保　伊吹(2) 小千谷･東小千谷中 2 7065 佐藤　健司(3) 燕･燕中
ヨシザワ　オウタ ワカミヤ セキ　レイメイ ハッカイ [27.28]

3 3183 吉澤　旺太(1) 加茂･若宮中 3 4005 関　黎明(3) 南魚沼･八海中
モリヤマ　アツキ ヤマト [25.24] タカノ　マドカ コウナン [30.29]

4 3977 森山　曉(3) 南魚沼･大和中 4 2345 髙野　円(3) 長岡･岡南中
コダマ　ヒロト タガミ [23.73] マルヤマ　ソウタ ホリノウチ [25.78]

5 3219 児玉　寛斗(3) 南蒲･田上中 5 3945 丸山　颯太(2) 魚沼･堀之内中
ホシ　ナルセ ユノタニ [26.82] エダ　ハルト ミツケ [30.54]

6 3882 星　成晴(3) 魚沼･湯之谷中 6 3693 江田　悠斗(2) 見附･見附中
エンドウ　ダイキ ツバメ [26.06] ヨネヤマ　リュウノスケ アサヒオカ [23.17]

7 7022 遠藤　大希(3) 燕･燕中 7 2476 米山　竜之介(3) 長岡･旭岡中
ヨコヤマ　アヤト ツバメチュウトウ [29.34] タムラ　レンタ アオイ [25.62]

8 7212 横山　純大(2) 燕中等 8 3158 田村　蓮太(3) 加茂･葵中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子200m

〈〈 予選 〉〉

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
サイシ　リュウヤ ツバメヨシダ [26.25] コイワ　ユウシン ヒロカミ [24.64]

1 7157 斎子　龍矢(3) 燕･吉田中 1 3864 小岩　優心(3) 魚沼･広神中
タサキ　ハルアキ ミツケニシ [28.35] フジタ　カズヤ カワニシ [26.33]

2 3772 田崎　陽瑛(2) 見附･西中 2 3515 藤田　和也(2) 十日町･川西中
タキザワ　ケイタ マツノヤマガクエン アラカワ　トキト シオザワ [24.81]

3 3582 滝沢　慧太(1) 十日町・まつのやま学園 3 4085 荒川　時人(3) 南魚沼･塩沢中
イワノ　ユウト ツバメキタ サトウ　サクタロウ ナカサト [28.90]

4 7113 岩野　裕仁(2) 燕･燕北中 4 3530 佐藤　朔太朗(3) 十日町･中里中
ワタベ　メグム ムイカマチ [25.08] ソウマ　コタロウ ミヤウチ [28.79]

5 4066 渡部　恵(2) 南魚沼･六日町中 5 2132 相馬　琥太郎(3) 長岡･宮内中
ヤザワ　ユウセイ アサヒオカ [24.30] ヤマモト　アンジ コイケ

6 2475 矢澤　佑成(3) 長岡･旭岡中 6 7086 山本　庵慈(3) 燕･小池中
ヤスダ　ケント ホンジョウジ [26.60] ニシワキ　ライム スヨシ [26.51]

7 2866 安田　健人(3) 三条･本成寺中 7 2082 西脇　蕾夢(3) 長岡･栖吉中
サカイ　キョウゴ コイデ [29.08] イタガキ　ユラ ミツケ

8 3901 酒井　喬梧(2) 魚沼･小出中 8 3671 板垣　幸來(1) 見附･見附中

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
イソベ　タクミ ユノタニ [25.24] カネコ　タケハル トオカマチミナミ [24.34]

1 3881 磯部　巧(3) 魚沼･湯之谷中 1 3333 金子　丈陽(3) 十日町･南中
ヤマモト　ヨウ ツナンチュウトウ [26.65] フカグチ　ユウト オオサキガクエン

2 3646 山本　葉(3) 中魚･津南中等(中) 2 2886 深口　裕都(3) 三条･大崎学園（中）

オオタケ　ヒナタ オオサキガクエン [24.04] サノ　オウガ サンジョウダイサン

3 2883 大竹　陽向(3) 三条･大崎学園（中） 3 2796 佐野　桜雅(1) 三条･第三中
サトウ　タクマ ナガオカヒガシ [29.34] ソリメ　カズヤ ツナン [26.26]

4 2005 佐藤　匠真(2) 長岡･東中 4 3595 反り目　一哉(3) 中魚･津南中
バンバ　ユウタ カモ [28.00] ヨネダ　ハヤト ツバメチュウトウ [28.93]

5 3129 番場　優汰(3) 加茂･加茂中 5 7214 米田　隼(2) 燕中等
ワタナベ　ソウタ サンジョウダイニ [26.11] マルヤマ　チヒロ ヤヒコ [24.95]

6 4181 渡邊　創太(2) 三条･第二中 6 7242 丸山　智大(2) 西蒲･弥彦中
タカイ　コウタロウ ワカミヤ サトウ　ユイト サカエ [26.53]

7 3192 高井　宏太朗(2) 加茂･若宮中 7 2945 佐藤　唯人(3) 三条･栄中
サカイ　トモナオ サンジョウダイシ タムラ　コウダイ ナガオカニシ [28.46]

8 2833 坂井　智尚(3) 三条･第四中 8 2204 田村　倖大(3) 長岡･西中

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
ヤマギシ　カエデ サンジョウダイイチ セキ　ハヤト ミツケミナミ [28.00]

1 2741 山岸　楓(2) 三条･第一中 1 3722 関　隼士(3) 見附･南中
ヨコヤマ　アユト タガミ [25.92] トミザワ　アキト ユザワ [32.00]

2 3230 横山　歩斗(2) 南蒲･田上中 2 4131 冨沢　陽都(1) 南魚･湯沢中
イイヅカ　リンク シタダ [23.57] モロハシ　アオバ ナガオカオオジマ [25.25]

3 2974 飯塚　凜玖(2) 三条･下田中 3 2395 諸橋　青葉(3) 長岡･大島中
サトウ　ナルム ヒロカミ [26.93] フジタ　ハルト オヂヤミナミ

4 3855 佐藤　成夢(2) 魚沼･広神中 4 3092 藤田　遥人(3) 小千谷･南中
イノウエ　キラ ハッカイ [25.32] ナカジマ　ヒナタ ヒガシオヂヤ [26.00]

5 4015 井上　煌星(3) 南魚沼･八海中 5 3068 中嶋　陽大(2) 小千谷･東小千谷中

ヨシアラ　シュウ ナガオカニシ [29.78] コバヤシ　レン オヂヤ [29.40]

6 2205 吉荒　柊(3) 長岡･西中 6 3003 小林　蓮(2) 小千谷･小千谷中

ナカムラ　シュン オヂヤミナミ [27.98] ヒグチ　ヒカル トオカマチ [26.90]

7 3096 中村　駿(2) 小千谷･南中 7 3279 樋口　輝(2) 十日町･十日町中

モリシタ　ライム ユザワ [31.47] コバヤシ　タイキ ツツミオカ [23.70]

8 4134 森下　徠夢(1) 南魚･湯沢中 8 2297 小林　大騎(3) 長岡･堤岡中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子200m

〈〈 予選 〉〉

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
ムラヤマ　ヒビキ トオカマチ [25.82] マルヤマ　ダイト ツツミオカ [27.89]

1 3282 村山　響紀(2) 十日町･十日町中 1 2301 丸山　大翔(3) 長岡･堤岡中
イノウエ　アユキ フゾクナガオカ カナザワ　マサハル ミズサワ [26.94]

2 2682 井上　歩輝(3) 長岡･附属長岡中 2 3442 金澤　雅晴(3) 十日町･水沢中
マツダ　ソウタ ヤマト [23.29] ニワノ　レオ トオカマチミナミ [25.42]

3 3970 松田　壮太(2) 南魚沼･大和中 3 3336 庭野　蓮央(3) 十日町･南中
サトウ　コタロウ ウオヌマキタ [27.80] タムラ　コウ アオイ [31.01]

4 3818 佐藤　琥太郎(2) 魚沼･魚沼北中 4 3148 田村　煌羽(2) 加茂･葵中
コミヤマ　セイシン トオカマチゲジョウ [31.00] シマダ　ユウヘイ トウホク [23.50]

5 3421 小宮山　成心(1) 十日町･下条中 5 2151 島田　雄平(3) 長岡･東北中
オトカワ　ヤマト ナガオカヒガシ [27.12] オゴセ　リョウタロウ トオカマチゲジョウ [30.03]

6 2027 乙川　大和(3) 長岡･東中 6 3420 生越　陵太郎(1) 十日町･下条中
クワハラ　ミツキ ツナン [30.12] ムロハシ　エイト スヨシ [25.87]

7 3622 桑原　光輝(2) 中魚･津南中 7 2086 室橋　瑛斗(3) 長岡･栖吉中
イケダ　リョウ コウヨウ [25.50] オヤナギ　ソア シタダ

8 2246 池田　遼(2) 長岡･江陽中 8 2975 小栁　想(2) 三条･下田中

15組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤナギ　カズマ ツナンチュウトウ [30.55]

1 3651 柳　一馬(2) 中魚･津南中等(中)

ホカリ　トモヤ ブンスイ [30.14]

2 7197 穗苅　友椰(2) 燕･分水中
アベ　ハルト オヂヤ [27.22]

3 2996 阿部　晴斗(2) 小千谷･小千谷中

サトウ　セイメイ マツダイ [23.19]

4 3555 佐藤　世明(3) 十日町･松代中
スズキ　ハク ツバメヨシダ [25.81]

5 7153 鈴木　舶(3) 燕･吉田中
ワタナベ　ユウセイ ナカノシマ [25.52]

6 4232 渡邉　優生(3) 長岡･中之島中
ミトミ　ショウヘイ ミツケミナミ [27.80]

7 3748 三富　翔平(3) 見附･南中
ミヤシタ　タクト フゾクナガオカ

8 2684 宮下　拓士(1) 長岡･附属長岡中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子400m
新潟県中学記録 48.37 岩崎　万知 糸魚川・糸魚川 1992 新潟 予選 6/14 10:05 (13-0+8)

大会記録 50.68 中山　一心 長岡・大島 2018 決勝 6/14 14:20 

〈〈 予選 〉〉

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
カタヒラ　ソウタ スヨシ コバヤシ　ミキオ アオイ [1:08.16]

1 2089 片平　創太(2) 長岡･栖吉中 1 3157 小林　幹生(3) 加茂･葵中
ナカムラ　チアキ ミヤウチ [1:02.90] ヤマガ　ケイタ ツナンチュウトウ [58.93]

2 2133 中村　知暉(3) 長岡･宮内中 2 3648 山家　慶太(3) 中魚･津南中等(中)

サトウ　ダイキ ヒロカミ ニワノ　レオ トオカマチミナミ [56.26]

3 3865 佐藤　大稀(3) 魚沼･広神中 3 3336 庭野　蓮央(3) 十日町･南中
カミムラ　ユウタ ユザワ [59.09] ミナガワ　ミツキ オオサキガクエン

4 4121 上村　勇太(2) 南魚･湯沢中 4 2889 皆川　満喜(2) 三条･大崎学園（中）

カザマ　ソラト ナガオカミナミ [56.07] コバヤシ　ユウキ オヂヤ [1:01.58]

5 2049 風間　蒼人(3) 長岡･南中 5 3002 小林　勇輝(2) 小千谷･小千谷中

ナグモ　カナタ ナカサト [1:13.48] ヤノ　シュウヘイ スヨシ [1:02.28]

6 3541 南雲　奏汰(2) 十日町･中里中 6 2107 矢野　修平(2) 長岡･栖吉中
ナガト　キヨタカ ツツミオカ [1:00.67] サトウ　ユイ カリヤタ

7 2282 長戸　清隆(2) 長岡･堤岡中 7 2633 佐藤　結(2) 長岡･刈谷田中
サトウ　ハルキ ホンジョウジ [1:05.83] ホシノ　リツキ サンジョウダイシ [1:11.25]

8 2844 佐藤　春暉(2) 三条･本成寺中 8 2803 星野　立樹(2) 三条･第四中

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
カミムラ　コウエイ カリヤタ [1:22.69] サカイ　ケイタ サカエ

1 2657 上村　康瑛(3) 長岡･刈谷田中 1 2923 坂井　敬太(1) 三条･栄中
サトウ　シュウマ ナガオカオオジマ [1:00.00] オカダ　アサヒ シタダ [1:01.23]

2 2405 佐藤　脩馬(3) 長岡･大島中 2 2970 岡田　旭陽(3) 三条･下田中
スズキ　ハルマ ハッカイ イシグロ　ヨウタ カモ [1:11.89]

3 4025 鈴木　遙真(2) 南魚沼･八海中 3 3111 石黒　燿多(2) 加茂･加茂中
タカハシ　イブキ ミツケ [53.49] ムラヤマ　ソウマ マツノヤマガクエン

4 3683 髙橋　伊吹(3) 見附･見附中 4 3579 村山　颯真(2) 十日町・まつのやま学園

シミズ　ダイト コイケ ホリサワ　ユウト ホリノウチ [56.26]

5 7095 清水　大杜(2) 燕･小池中 5 3957 堀澤　柚翔(3) 魚沼･堀之内中
ササガワ　サナヤ タガミ [1:04.19] オオツカ　ミナト カタカイ [1:02.65]

6 3223 笹川　真弥(2) 南蒲･田上中 6 3102 大塚　湊人(2) 小千谷･片貝中
カクヤマ　トワ トオカマチゲジョウ [1:04.00] オオヒラ　マナト ユノタニ [1:08.00]

7 3426 角山　叶羽(2) 十日町･下条中 7 3895 大平　愛斗(2) 魚沼･湯之谷中
ヤマモト　ヒロト オオサキガクエン [1:00.16] ヤマシタ　イチ アサヒオカ [58.97]

8 2888 山本　寛人(3) 三条･大崎学園（中） 8 2469 山下　市(3) 長岡･旭岡中

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
オオヒラ　ユウト ムイカマチ [56.14] コニシ　ヒロヒト ナガオカヒガシ

1 4061 大平　悠人(2) 南魚沼･六日町中 1 2014 小西　弘仁(1) 長岡･東中
オオモモ　ヒロト ホンジョウジ [1:12.57] ワタナベ　オウカ タガミ [58.69]

2 2842 大桃　紘都(2) 三条･本成寺中 2 3227 渡邊　旺禾(2) 南蒲･田上中
サトウ　シュウト マツノヤマガクエン ヤタ　リュウノスケ ナカノシマ [1:01.74]

3 3581 佐藤　秀斗(1) 十日町・まつのやま学園 3 4236 谷田　龍之介(3) 長岡･中之島中
サトウ　シュンノスケ オヂヤ [58.98] ホシノ　アル ヒロカミ [56.38]

4 3007 佐藤　駿之介(2) 小千谷･小千谷中 4 3866 星野　亜瑠(3) 魚沼･広神中
ソウムラ　リンタロウ マツダイ タナカ　トシアキ ツバメヨシダ [1:02.21]

5 3557 草村　凛太朗(3) 十日町･松代中 5 7145 田中　寿明(2) 燕･吉田中
タカハシ　イクト ツツミオカ [1:01.19] セキカワ　トア サカエ [1:10.91]

6 2299 高橋　郁斗(3) 長岡･堤岡中 6 2951 関川　翔空(2) 三条･栄中
イシザワ　トモヤ ツナン [1:07.86] マルヤマ　リュウナ ナガオカニシ

7 3591 石澤　知哉(3) 中魚･津南中 7 2207 丸山　琉海(3) 長岡･西中
イシマル　リョウ ミツケ [1:02.76] ヨコヤマ　アヤト ツバメチュウトウ [1:10.00]

8 3692 石丸　諒(2) 見附･見附中 8 7212 横山　純大(2) 燕中等



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子400m

〈〈 予選 〉〉

7組 8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
タナハシ　フミヤ ヤヒコ オオツカ　ヨウスケ ウオヌマキタ [1:10.15]

1 7251 棚橋　史弥(1) 西蒲･弥彦中 1 3805 大塚　耀介(1) 魚沼･魚沼北中
イワノ　ユウト ツバメキタ [1:00.38] アサガ　ソウタ アオイ [1:02.06]

2 7113 岩野　裕仁(2) 燕･燕北中 2 3159 浅賀　奏太(3) 加茂･葵中
ナカジョウ　リンガ セキハラ [1:15.23] タカナシ　ヒカル ミツケニシ [1:01.75]

3 2376 中條　凜我(3) 長岡･関原中 3 3779 高梨　輝(3) 見附･西中
ニシヤマ　ルイ コウヨウ [59.56] ムラヤマ　ソウ トオカマチ [56.46]

4 2264 西山　類(3) 長岡･江陽中 4 3254 村山　望翔(3) 十日町･十日町中

ヤナギ　クウシ トオカマチヨシダ シオカワ　タカシ シオザワ

5 3397 柳　空心(1) 十日町･吉田中 5 4084 塩川　孝志(3) 南魚沼･塩沢中
セキネ　クウト ウオヌマキタ [1:05.00] イノマタ　コウセイ ナガオカヒガシ

6 3802 関根　空斗(3) 魚沼･魚沼北中 6 2012 猪俣　琥生(1) 長岡･東中
サイトウ　レオ トオカマチナカジョウ [54.68] ワタナベ　リュウト アサヒオカ [57.84]

7 3294 斎藤　怜央(3) 十日町･中条中 7 2471 渡辺　琉斗(3) 長岡･旭岡中
キチラク　ハルヤ ツナンチュウトウ [1:03.66] ヨネダ　ハヤト ツバメチュウトウ [1:10.00]

8 3652 吉樂　遥弥(2) 中魚･津南中等(中) 8 7214 米田　隼(2) 燕中等

9組 10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
ヤマモト　ユウマ ヒガシオヂヤ [1:15.25] ミサワ　ケイシン ミツケミナミ [1:03.00]

1 3053 山本　悠真(2) 小千谷･東小千谷中 1 3747 三沢　慶心(3) 見附･南中
ナカジマ　ゲンキ ハッカイ ヤナギ　ユイゴ マツダイ [55.16]

2 4022 中嶋　絃貴(2) 南魚沼･八海中 2 3558 柳　唯吾(3) 十日町･松代中
バンザイ　リク ホリノウチ [1:04.72] ヤマダ　マサヤ ブンスイ [1:00.56]

3 3944 坂西　凛空(2) 魚沼･堀之内中 3 7193 山田　雅也(3) 燕･分水中
タチカワ　アヤト ミヤウチ [1:03.76] オダジマ　シュンタ ツバメ [59.29]

4 2127 太刀川　絢登(2) 長岡･宮内中 4 7030 小田嶋　隼汰(2) 燕･燕中
カネコ　タケハル トオカマチミナミ [54.28] サイキ　タカラ トオカマチヨシダ

5 3333 金子　丈陽(3) 十日町･南中 5 3377 齋木　宝(2) 十日町･吉田中
ヒキ　カイセイ ミツケニシ [59.77] タムラ　シュウト ナガオカオオジマ [1:05.68]

6 3775 比企　魁星(3) 見附･西中 6 2414 田村　柊朱(2) 長岡･大島中
カサイ　ヒカル ミツケミナミ [1:00.23] オオセ　ケンタ オヂヤミナミ [1:13.98]

7 3716 笠井　洸(3) 見附･南中 7 3083 生越　健太(1) 小千谷･南中
オオタ　ハルキ ツバメヨシダ ゴイ　ミナト コウヨウ

8 7161 太田　悠樹(2) 燕･吉田中 8 2251 五井　湊斗(3) 長岡･江陽中

11組 12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
マツダ　アツキ ヤマト [56.57] タテヤマ　トウヤ コウナン [1:15.20]

1 3980 松田　淳希(2) 南魚沼･大和中 1 2354 舘山　橙椰(2) 長岡･岡南中
ヨネヤマ　リン ユノタニ トミイ　ハルト ツナン [1:00.44]

2 3894 米山　凛(2) 魚沼･湯之谷中 2 3596 富井　遥斗(3) 中魚･津南中
タカムラ　レイト シオザワ サノ　ヒカル ツバメ [59.45]

3 4081 髙村　伶音(3) 南魚沼･塩沢中 3 7039 佐野　光(3) 燕･燕中
クマクラ　アオイ カモ [1:10.00] ワカイ　アユム ヤヒコ

4 3114 熊倉　葵(2) 加茂･加茂中 4 7256 若井　歩夢(1) 西蒲･弥彦中
ヤマモト　リュウノスケ サンジョウダイニ [57.79] セキ　ヤマト オヂヤミナミ

5 2788 山本　龍之介(2) 三条･第二中 5 3084 関　大和(1) 小千谷･南中
ヨシムラ　タイガ ナカノシマ [1:01.82] ワタナベ　ヒュウガ サンジョウダイシ [54.94]

6 2510 吉村　虎牙(3) 長岡･中之島中 6 2835 渡邉　彪我(3) 三条･第四中
コバヤシ　ユウノスケ トオカマチ [1:10.00] コバヤシ　リオ サンジョウダイニ [1:05.09]

7 3256 小林　勇之介(1) 十日町･十日町中 7 2787 小林　莉央(2) 三条･第二中
オオモリ　タクミ ナガオカミナミ [1:02.03] ウエノ　ユウマ イママチ [1:03.45]

8 2055 大森　拓実(2) 長岡･南中 8 3751 上野　優真(3) 見附･今町中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子400m

〈〈 予選 〉〉

13組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマザキ　リョウマ ヤマト [1:04.17]

2 3971 山﨑　椋満(2) 南魚沼･大和中
サトウ　カツキ ムイカマチ [50.14]

3 4045 佐藤　克樹(3) 南魚沼･六日町中

キヨタキ　ハルト ナカサト

4 3540 清瀧　暖人(2) 十日町･中里中
ネツ　カズヒロ トオカマチゲジョウ [1:00.00]

5 3429 根津　和弘(2) 十日町･下条中
トダ　コウキ コウナン [1:00.09]

6 2348 戸田　幸城(3) 長岡･岡南中
ワダ　コウタロウ ヒガシオヂヤ [1:04.00]

7 3056 和田　幸汰郎(2) 小千谷･東小千谷中

イマイ　ヒロト コイケ

8 7092 今井　大翔(2) 燕･小池中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子800m
新潟県中学記録 1:54.04 柳澤　崇宏 上越・大潟町 2004 敷島 予選 6/15 12:25 (11-0+8)

大会記録 1:58.82 池山　謙太 見附・見附 2008 決勝 6/15 14:45 

〈〈 予選 〉〉

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
ノザキ　カナタ ワカミヤ イシザカ　イブキ オヂヤ [2:55.76]

1 3182 野﨑　奏多(1) 加茂･若宮中 1 2999 石坂　生吹(2) 小千谷･小千谷中

イワサキ　ヒロト ミツケ トダ　コウキ コウナン [2:10.10]

2 3676 岩崎　昊翔(1) 見附･見附中 2 2348 戸田　幸城(3) 長岡･岡南中
ヒグチ　ミキト マツノヤマガクエン [2:26.30] サトウ　ハルト アキバ

3 3577 樋口　幹都(2) 十日町・まつのやま学園 3 2612 佐藤　悠斗(3) 長岡･秋葉中
コダマ　アキノリ トオカマチヨシダ トミザワ　カナタ ムイカマチ [2:33.58]

4 3392 児玉　明謙(1) 十日町･吉田中 4 4050 富澤　奏太(1) 南魚沼･六日町中

フクシマ　ケンソ トオカマチゲジョウ [2:18.98] ワタナベ　ユツキ カリヤタ [2:16.80]

5 3418 福嶋　賢素(3) 十日町･下条中 5 2631 渡邉　夕月(3) 長岡･刈谷田中
イカラシ　アユト ウオヌマキタ [2:36.96] ババ　ライラ ハッカイ [2:29.69]

6 3815 五十嵐　渉翔(2) 魚沼･魚沼北中 6 4008 馬場　来羅(3) 南魚沼･八海中
ヤマザキ　ヒカル ナカサト [2:20.00] スダ　シュウト ブンスイ

7 3547 山崎　光(3) 十日町･中里中 7 7203 須田　秀斗(2) 燕･分水中
オオツカ　ミナト カタカイ [2:26.06] ヤマギワ　タクミ カモ [2:41.29]

8 3102 大塚　湊人(2) 小千谷･片貝中 8 3130 山際　拓実(3) 加茂･加茂中
メグロ　トウヤ カリヤタ [2:36.84] カワカミ　ユウセイ ツツミオカ [2:25.00]

9 2659 目黒　桐也(3) 長岡･刈谷田中 9 2295 川上　優成(3) 長岡･堤岡中
イマイ　サツキ タガミ [2:04.35] ウエノ　ケイ ミツケミナミ [2:21.00]

10 3211 今井　颯希(3) 南蒲･田上中 10 3715 上野　慧(3) 見附･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
ホリ　ソウマ トオカマチ トダ　ユウタ カワニシ [2:20.46]

1 3280 堀　颯真(2) 十日町･十日町中 1 3495 戸田　優太(3) 十日町･川西中
ウワノ　マサフミ ナガオカオオジマ [2:32.51] アキナガ　ヒロキ ナガオカヒガシ [2:58.75]

2 2392 上野　雅文(3) 長岡･大島中 2 2009 秋永　啓貴(1) 長岡･東中
タカハシ　リュウタ ナガオカミナミ [2:53.17] アキモト　ジオウ ヒロカミ [2:08.32]

3 2045 髙橋　竜太(3) 長岡･南中 3 3862 秋元　慈央(3) 魚沼･広神中
ミズオチ　ハル コウナン [2:21.82] ワタナベ　リュウト アサヒオカ [2:17.70]

4 2351 水落　晴琉(3) 長岡･岡南中 4 2471 渡辺　琉斗(3) 長岡･旭岡中
ヤマモト　ハルキ ナカサト ヤマグチ　ヨシムネ ミヤウチ [2:25.57]

5 3539 山本　晴稀(1) 十日町･中里中 5 2139 山口　芳宗(3) 長岡･宮内中
ニシヤマ　ケイ コウヨウ [2:16.50] ウタシロ　トモキ オオサキガクエン

6 2263 西山　慶(3) 長岡･江陽中 6 2882 歌代　知季(3) 三条･大崎学園（中）

クワバラ　ケイタロウ ナガオカニシ [2:23.63] サイキ　リュウタ ツバメキタ [2:34.86]

7 2203 桑原　啓太朗(3) 長岡･西中 7 7126 齊木　琉太(3) 燕･燕北中
シブキ　ユウト ホンジョウジ [2:30.00] オカベ　ハル コイデ [2:39.63]

8 2848 渋木　優人(2) 三条･本成寺中 8 3904 岡部　葉琉(1) 魚沼･小出中
ヤマモト　ユウマ ヒガシオヂヤ [2:43.29] コバヤシ　レン ヤヒコ

9 3053 山本　悠真(2) 小千谷･東小千谷中 9 7255 小林　蓮(1) 西蒲･弥彦中
トクナガ　イブキ トオカマチミナミ [2:12.27] スズキ　ハルマ ハッカイ [2:28.73]

10 3344 德永　惟吹(2) 十日町･南中 10 4025 鈴木　遙真(2) 南魚沼･八海中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子800m

〈〈 予選 〉〉

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
マツダ　アツキ ヤマト [2:14.88] イシダ　アオ ツナンチュウトウ

1 3980 松田　淳希(2) 南魚沼･大和中 1 3653 石田　蒼生(2) 中魚･津南中等(中)

アベ　ソウイチロウ トオカマチ [2:23.00] シブヤ　カナト ツバメヨシダ [2:27.58]

2 3258 阿部　壮一朗(1) 十日町･十日町中 2 7156 渋谷　奏斗(3) 燕･吉田中
タカムラ　セイジ シオザワ ホンダ　フミヤ ユノタニ [2:36.74]

3 4114 髙村　征史(2) 南魚沼･塩沢中 3 3893 本田　文哉(2) 魚沼･湯之谷中
サトウ　リュウセイ オヂヤミナミ [2:46.78] タカハシ　リュウア サンジョウダイシ [3:02.32]

4 3081 佐藤　琉晴(1) 小千谷･南中 4 2827 高橋　龍優(3) 三条･第四中
サノ　ソウタ ミツケニシ [2:30.62] タカハシ　リョウマ コイケ [2:26.01]

5 3766 佐野　颯太(3) 見附･西中 5 7083 髙橋　良直(3) 燕･小池中
ナガイ　リュウソウ サンジョウダイニ [2:30.47] オオタニ　タクマ ミツケ

6 2768 長井　隆蒼(3) 三条･第二中 6 3677 大谷　逞(1) 見附･見附中
スズキ　ジン マツダイ チノ　タクマ トウホク [2:38.96]

7 3556 鈴木　仁(3) 十日町･松代中 7 2152 茅野　拓馬(3) 長岡･東北中
サイトウ　ユウ ツバメ [2:45.52] タカナシ　ヒカル ミツケニシ [2:18.87]

8 7032 齋藤　優(2) 燕･燕中 8 3779 高梨　輝(3) 見附･西中
ネツ　カズヒロ トオカマチゲジョウ [2:23.31] ナミカタ　タイラ トオカマチナカジョウ [2:20.00]

9 3429 根津　和弘(2) 十日町･下条中 9 3300 波形　泰良(2) 十日町･中条中
サワグチ　ヒロト ツバメヨシダ [2:14.03] キタザワ　コウヤ テラドマリ [2:06.81]

10 7164 澤口　裕人(2) 燕･吉田中 10 2602 北澤　功弥(2) 長岡･寺泊中

7組 8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
ハラ　ショウタ ホンジョウジ [2:58.00] アダチ　エイジ ホリノウチ [2:47.96]

1 2854 原　昇大(1) 三条･本成寺中 1 3937 阿達　英司(2) 魚沼･堀之内中
ササキ　セイト サンジョウダイニ [2:34.54] ナカジマ　ソウタ カワニシ

2 2777 佐々木　晟人(3) 三条･第二中 2 3496 中嶋　湊大(3) 十日町･川西中
マルヤマ　アラタ サカエ コバヤシ　ユウ シオザワ

3 2924 丸山　新太(1) 三条･栄中 3 4102 小林　優(2) 南魚沼･塩沢中
ヤマザキ　セイタ スヨシ [2:39.88] ヤマガ　ソウシ マツダイ [2:13.16]

4 2093 山﨑　晴太(2) 長岡･栖吉中 4 3560 山賀　宗司(3) 十日町･松代中
ヤマギシ　セイヤ ツツミオカ [2:25.00] サトウ　シュウマ ナガオカオオジマ [2:22.04]

5 2284 山岸　聖弥(2) 長岡･堤岡中 5 2405 佐藤　脩馬(3) 長岡･大島中
イケウチ　ヒロト トオカマチミナミ [2:09.85] タチバナ　ハヤト コイデ [2:30.38]

6 3332 池内　大翔(3) 十日町･南中 6 3906 橘　勇斗(1) 魚沼･小出中
フクハラ　リョウタ マツノヤマガクエン [2:28.97] オオタケ　カイ ウオヌマキタ [2:23.44]

7 3573 福原　諒太(3) 十日町・まつのやま学園 7 3816 大竹　快(2) 魚沼･魚沼北中
オオヒラ　ユウト ムイカマチ [2:20.47] サトウ　ケイタ ミヤウチ [2:16.49]

8 4061 大平　悠人(2) 南魚沼･六日町中 8 2145 佐藤　啓太(2) 長岡･宮内中
サトウ　ヒロト アキバ イカラシ　ルイト オオサキガクエン [2:44.30]

9 2613 佐藤　大翔(3) 長岡･秋葉中 9 2894 五十嵐　瑠生斗(2) 三条･大崎学園（中）

ヤギ　エニシ ナカノシマ [2:17.61] ソリメ　ヒロヤ ツナン [2:32.00]

10 4235 八木　縁(3) 長岡･中之島中 10 3604 反り目　大哉(1) 中魚･津南中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子800m

〈〈 予選 〉〉

9組 10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
テラギシ　コウヘイ ヤヒコ [2:28.18] キクチ　リョウタ ミズサワ [2:48.15]

1 7241 寺岸　航平(2) 西蒲･弥彦中 1 3446 菊池　涼太(2) 十日町･水沢中
タキザワ　ユウシン ツバメチュウトウ [3:00.00] ゴイ　ミナト コウヨウ [2:12.97]

2 7213 滝沢　佑心(1) 燕中等 2 2251 五井　湊斗(3) 長岡･江陽中
アナザワ　カナタ オヂヤ [2:35.04] ミハラ　アユト タガミ [2:23.50]

3 2993 穴沢　奏多(3) 小千谷･小千谷中 3 3229 三原　歩斗(2) 南蒲･田上中
フジノキ　トム ツナン [2:20.12] ヤマザワ　ナツキ ナガオカミナミ [2:43.37]

4 3597 藤ノ木　斗夢(3) 中魚･津南中 4 2044 山澤　夏葵(3) 長岡･南中
ヤマガ　ケイタ ツナンチュウトウ [2:18.29] キヨノ　ルイ ナガオカニシ

5 3648 山家　慶太(3) 中魚･津南中等(中) 5 2208 清野　塁至(3) 長岡･西中
ワタナベ　ヨシハル ブンスイ ササガワ　コウ ナカノシマ

6 7194 渡部　嘉悠(3) 燕･分水中 6 2482 笹川　昂杏(2) 長岡･中之島中
オオフチ　ウイト オヂヤミナミ [2:07.74] コンドウ　シュウ アサヒオカ [2:30.05]

7 3088 大渕　初登(3) 小千谷･南中 7 2473 近藤　柊(3) 長岡･旭岡中
イカラシ　ノゾム サカエ [2:38.98] ハタケヤマ　トウイ ヒロカミ [2:16.56]

8 2954 五十嵐　希夢(2) 三条･栄中 8 3859 畠山　桐依(2) 魚沼･広神中
ハセガワ　ユウト サンジョウダイシ モリグチ　シュンノスケ トオカマチナカジョウ [2:32.00]

9 2828 長谷川　結人(3) 三条･第四中 9 3309 森口　旬之介(1) 十日町･中条中
ミカタ　ハルタカ フゾクナガオカ [2:25.97] タカイ　セイガ カモ [2:22.00]

10 2685 味方　悠鷹(2) 長岡･附属長岡中 10 3115 高井　聖芽(2) 加茂･加茂中

11組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イサ　フウガ ホリノウチ [2:54.22]

1 3947 伊佐　風駕(1) 魚沼･堀之内中
タナカ　ナル ヒガシオヂヤ [2:12.25]

2 3049 田中　夏琉(3) 小千谷･東小千谷中

アイザキ　モトイ トオカマチヨシダ

3 3375 相崎　基(2) 十日町･吉田中
オオクボ　ソラ ナガオカヒガシ

4 2013 大久保　空(1) 長岡･東中
ホシ　ヒナタ ユノタニ [2:42.01]

5 3883 星　日向太(3) 魚沼･湯之谷中
ヤノ　シュウヘイ スヨシ [2:32.69]

6 2107 矢野　修平(2) 長岡･栖吉中
オノ　セイワ コイケ [2:29.89]

7 7073 小野　誠和(3) 燕･小池中
カイドウ　トモナリ ミツケミナミ [2:21.15]

8 3711 皆藤　具成(2) 見附･南中
イトウ　レント ツバメ [2:24.20]

9 7070 伊東　蓮都(3) 燕･燕中
ヤマザキ　リョウマ ヤマト [2:16.74]

10 3971 山﨑　椋満(2) 南魚沼･大和中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子1500m
新潟県中学記録 4:00.46 本間　由樹 胎内・中条 2014 新発田 予選 6/14 11:35 (8-2+2)

大会記録 4:06.79 服部　勇馬 十日町・中里 2008 決勝 6/14 15:25 

〈〈 予選 〉〉

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
キネフチ　ギンジ ホリノウチ [7:14.41] アオキ　ウタ ムイカマチ [4:38.10]

1 3946 杵渕　銀時(2) 魚沼･堀之内中 1 4041 青木　詩汰(3) 南魚沼･六日町中

サトウ　ジュンノスケ オヂヤ [5:10.76] イハラ　コナン トオカマチヨシダ [4:36.15]

2 2992 佐藤　潤之介(3) 小千谷･小千谷中 2 3371 庵原　虎男(3) 十日町･吉田中
ミヤザキ　イズル ツナン [5:08.17] コバヤシ　イオリ サンジョウダイニ [4:47.96]

3 3607 宮﨑　出(1) 中魚･津南中 3 2776 小林　伊織(3) 三条･第二中
ホリエ　ケンタロウ タガミ [5:00.73] ホシノ　コウタ ナガオカヒガシ [5:15.26]

4 3240 堀江　健太郎(3) 南蒲･田上中 4 2029 星野　晄汰(3) 長岡･東中
チノ　タクマ トウホク [4:59.68] トクナガ　イブキ トオカマチミナミ [4:24.27]

5 2152 茅野　拓馬(3) 長岡･東北中 5 3344 德永　惟吹(2) 十日町･南中
ハトリ　イツキ トオカマチ [4:53.41] イカラシ　ノゾム サカエ [5:03.05]

6 3278 羽鳥　樹(2) 十日町･十日町中 6 2954 五十嵐　希夢(2) 三条･栄中
ヒキ　カイセイ ミツケニシ [4:32.57] タカハシ　シュウ トオカマチナカジョウ [4:18.86]

7 3775 比企　魁星(3) 見附･西中 7 3296 髙橋　柊(3) 十日町･中条中
ニシザワ　カナト ナガオカオオジマ [4:40.37] オグラ　キラリ ハッカイ [4:56.07]

8 2404 西澤　叶斗(3) 長岡･大島中 8 4029 小倉　希良莉(2) 南魚沼･八海中
ホシ　ヒナタ ユノタニ コダマ　ミナト ホリノウチ [5:39.25]

9 3883 星　日向太(3) 魚沼･湯之谷中 9 3939 小玉　湊斗(2) 魚沼･堀之内中
モロハシ　カズキ ミツケ [5:30.47] ムロハシ　タカシ スヨシ [4:55.27]

10 3673 諸橋　一希(1) 見附･見附中 10 2087 室橋　大(3) 長岡･栖吉中
イカラシ　サクマ サンジョウダイシ [5:22.03] トヤマ　ケイト オオサキガクエン [5:17.42]

11 2825 五十嵐　咲央(3) 三条･第四中 11 2885 外山　慶人(3) 三条･大崎学園（中）

ササキ　セイト サンジョウダイニ [4:54.27] ヤザワ　ハルク カリヤタ [5:05.60]

12 2777 佐々木　晟人(3) 三条･第二中 12 2656 矢澤　晴空(3) 長岡･刈谷田中
フクシマ　ケンソ トオカマチゲジョウ [4:41.38] サトウ　ハルキ コウヨウ [5:54.77]

13 3418 福嶋　賢素(3) 十日町･下条中 13 2260 佐藤　遥希(3) 長岡･江陽中
カワカミ　タイケイ カワニシ [4:11.26] コマガタ　リョウタロウ ヤマト [4:49.30]

14 3494 川上　大敬(3) 十日町･川西中 14 3967 駒形　涼太郎(3) 南魚沼･大和中
ホシノ　シュウ ヒロカミ [4:30.57]

15 3867 星野　愁(3) 魚沼･広神中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子1500m

〈〈 予選 〉〉

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
ヨネヤマ　リン ユノタニ [5:26.69] カラサワ　リョウセイ ホクシン [5:15.66]

1 3894 米山　凛(2) 魚沼･湯之谷中 1 2592 柄澤　亮聖(2) 長岡･北辰中
サイトウ　ハヤト トオカマチゲジョウ [4:31.61] キラ　サツキ ナカサト [5:49.33]

2 3414 齊藤　颯人(3) 十日町･下条中 2 3522 吉楽　颯義(1) 十日町･中里中
ニシヤマ　ケイ コウヨウ [4:40.73] タナベ　ケイト マツノヤマガクエン [4:20.04]

3 2263 西山　慶(3) 長岡･江陽中 3 3572 田邊　桂士(3) 十日町・まつのやま学園

カナザワ　タクマ ミズサワ [5:00.62] マジマ　タクロウ ヒロカミ [4:48.33]

4 3445 金澤　巧真(2) 十日町･水沢中 4 3868 眞島　拓朗(3) 魚沼･広神中
アダチ　シュン サカエ [4:08.93] オオタケ　カイ ウオヌマキタ [4:48.77]

5 2941 安達　駿(3) 三条･栄中 5 3816 大竹　快(2) 魚沼･魚沼北中
イワタ　コウヤ トオカマチナカジョウ [4:30.73] サイキ　リュウタ ツバメキタ [5:45.41]

6 3292 岩田　倖弥(3) 十日町･中条中 6 7126 齊木　琉太(3) 燕･燕北中
タシロ　ジン サンジョウダイシ [5:00.56] エグチ　ツバサ ナガオカニシ [4:55.38]

7 2834 田代　心(3) 三条･第四中 7 2201 江口　比翼(3) 長岡･西中
ホリイ　アイリ ミヤウチ ワタナベ　ユツキ カリヤタ [4:37.15]

8 2129 堀井　愛凌(2) 長岡･宮内中 8 2631 渡邉　夕月(3) 長岡･刈谷田中
コウノ　キラ シオザワ [4:53.66] シモトリ　タイチ ツバメ [5:03.54]

9 4112 河野　煌空(2) 南魚沼･塩沢中 9 7034 霜鳥　太一(2) 燕･燕中
イシダ　トウタ ミツケニシ [5:25.48] タチカワ　リュウト ヤヒコ [4:20.19]

10 3770 石田　澄太(3) 見附･西中 10 7249 立川　琉斗(3) 西蒲･弥彦中
シナダ　ユウゴ オヂヤ [4:53.70] ハガ　アサヒ ホンジョウジ [5:16.06]

11 2994 品田　悠吾(3) 小千谷･小千谷中 11 2847 芳賀　朝日(2) 三条･本成寺中
サトウ　ハルト アキバ [5:09.07] マルヤマ　ダイキ サンジョウダイイチ [5:05.13]

12 2612 佐藤　悠斗(3) 長岡･秋葉中 12 2725 丸山　大喜(3) 三条･第一中
イワフチ　ハルト ヒガシオヂヤ [5:13.09] オオフチ　ウイト オヂヤミナミ [4:37.57]

13 3052 岩渕　陽斗(2) 小千谷･東小千谷中 13 3088 大渕　初登(3) 小千谷･南中
ホンマ　タイセイ トウホク [4:41.37] タカムラ　セナ ムイカマチ [4:56.06]

14 2156 本間　泰成(3) 長岡･東北中 14 4067 髙村　聖南(3) 南魚沼･六日町中

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
テラギシ　コウヘイ ヤヒコ [4:52.75] ハセガワ　タクミ ブンスイ [5:13.85]

1 7241 寺岸　航平(2) 西蒲･弥彦中 1 7185 長谷川　拓海(3) 燕･分水中
オギノ　ムツミ ブンスイ [4:42.46] コダマ　タカト ミツケ [5:02.14]

2 7183 荻野　睦己(3) 燕･分水中 2 3694 小玉　貴斗(2) 見附･見附中
タチバナ　ハヤト コイデ [5:13.45] ヤマザキ　ソウタ コイケ [6:09.06]

3 3906 橘　勇斗(1) 魚沼･小出中 3 7080 山﨑　湊太(1) 燕･小池中
アサイ　ケイタ ウオヌマキタ [4:35.54] サクライ　ハルト アサヒオカ [4:51.97]

4 3801 浅井　渓大(3) 魚沼･魚沼北中 4 2474 桜井　陽斗(3) 長岡･旭岡中
オオサキ　キョウイチ アサヒオカ [4:40.09] ニシ　コウシロウ ミツケミナミ [4:58.37]

5 2472 大﨑　京一(3) 長岡･旭岡中 5 3713 西　巧士郎(2) 見附･南中
スギヤマ　コウセイ カモ [5:31.31] ヨシモト　ソウシ ナガオカミナミ [5:07.65]

6 3118 杉山　光生(2) 加茂･加茂中 6 2052 吉本　壮志(2) 長岡･南中
クワバラ　ケイタロウ ナガオカニシ [4:54.42] コカイ　ガク トオカマチヨシダ [4:13.70]

7 2203 桑原　啓太朗(3) 長岡･西中 7 3376 小海　楽空(2) 十日町･吉田中
ワダ　チヒロ コイケ [6:24.33] イマイ　サツキ タガミ [4:27.02]

8 7098 和田　智裕(1) 燕･小池中 8 3211 今井　颯希(3) 南蒲･田上中
タカムラ　カズト シオザワ [4:59.43] イモガワ　アオイ ツツミオカ [4:54.46]

9 4110 髙村　和音(3) 南魚沼･塩沢中 9 2278 五百川　蒼唯(2) 長岡･堤岡中
ヤマダ　コウキ ミツケミナミ [5:18.71] ヤマガ　ソウシ マツダイ [4:39.52]

10 3749 山田　康貴(3) 見附･南中 10 3560 山賀　宗司(3) 十日町･松代中
マルヤマ　ノブ ツバメヨシダ [4:11.45] オオタ　レオ シタダ [5:32.45]

11 7167 丸山　展(3) 燕･吉田中 11 2972 太田　玲央(3) 三条･下田中
カワカミ　ユウセイ ツツミオカ [5:07.49] カタギリ　ハク ツバメヨシダ [4:34.73]

12 2295 川上　優成(3) 長岡･堤岡中 12 7160 片桐　遥久(3) 燕･吉田中
タカハシ　ユウシン オヂヤミナミ [4:29.70] イトウ　セイノスケ ナガオカヒガシ [5:19.08]

13 3091 高橋　勇心(3) 小千谷･南中 13 2010 伊藤　誠之介(1) 長岡･東中
エノキ　ユウマ ナガオカオオジマ [5:01.90] サトウ　ケイト アキバ [4:43.46]

14 2420 榎　悠真(2) 長岡･大島中 14 2611 佐藤　啓人(3) 長岡･秋葉中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子1500m

〈〈 予選 〉〉

7組 8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
ニシムラ　カンスケ ナガオカミナミ [4:38.78] ヨシダ　ユウキ スヨシ [5:02.65]

1 2047 西村　貫佑(3) 長岡･南中 1 2097 吉田　悠基(2) 長岡･栖吉中
カナザワ　ダイキ ツナンチュウトウ [5:18.19] サカイ　ハルト シタダ [5:37.26]

2 3654 金澤　大輝(2) 中魚･津南中等(中) 2 2984 坂井　陽人(3) 三条･下田中
サカグチ　コウマ マツノヤマガクエン [4:35.57] カンバヤシ　ダイト アオイ [5:55.47]

3 3576 坂口　煌真(2) 十日町・まつのやま学園 3 3141 神林　大斗(1) 加茂･葵中
オチアイ　ユウゴ アオイ [5:14.84] カタギリ　キョウスケ トオカマチ [4:49.51]

4 3146 落合　悠悟(2) 加茂･葵中 4 3275 片桐　杏亮(2) 十日町･十日町中

カミムラ　カンタ ヤマト [5:07.25] ヒグチ　ソウイチ ホンジョウジ [4:55.17]

5 3969 上村　貫太(2) 南魚沼･大和中 5 2864 樋口　惣一(3) 三条･本成寺中
イマイ　カイ ハッカイ [4:57.87] ワタナベ　アヤト ナカノシマ [5:05.93]

6 4019 今井　海聖(3) 南魚沼･八海中 6 4231 渡邉　綾人(3) 長岡･中之島中
オンダ　シュンセイ ミヤウチ [5:02.26] ムラマツ　キョウゴ オオサキガクエン [4:57.23]

7 2141 恩田　峻成(2) 長岡･宮内中 7 2880 村松　恭吾(3) 三条･大崎学園（中）

セキ　タカユキ ナカノシマ [4:51.74] ミズオチ　ハル コウナン [5:14.28]

8 4238 関　隆行(3) 長岡･中之島中 8 2351 水落　晴琉(3) 長岡･岡南中
キクチ　リョウタ ミズサワ [5:33.40] サトウ　シュウマ ツナンチュウトウ [4:35.77]

9 3446 菊池　涼太(2) 十日町･水沢中 9 3644 佐藤　秀磨(3) 中魚･津南中等(中)

オカベ　ハル コイデ [5:55.62] キタザワ　コウヤ テラドマリ [4:24.47]

10 3904 岡部　葉琉(1) 魚沼･小出中 10 2602 北澤　功弥(2) 長岡･寺泊中
サカツメ　シンゴ コウナン [4:45.29] ヤマギワ　タクミ カモ [5:18.67]

11 2341 坂詰　真吾(3) 長岡･岡南中 11 3130 山際　拓実(3) 加茂･加茂中
セキネ　ユウ サンジョウダイイチ [4:54.77] ヤマザキ　ヒカル ナカサト [4:45.41]

12 2739 関根　優(2) 三条･第一中 12 3547 山崎　光(3) 十日町･中里中
アラサワ　フクタ ツバメ [4:25.26] フジノキ　トム ツナン [4:38.72]

13 7066 荒澤　福太(3) 燕･燕中 13 3597 藤ノ木　斗夢(3) 中魚･津南中
ホサカ　レイヤ カワニシ [4:17.87] ミヤゾノ　ケイシ トオカマチミナミ [4:18.72]

14 3497 保坂　玲弥(3) 十日町･川西中 14 3339 宮園　京孜(3) 十日町･南中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子3000m
新潟県中学記録 8:33.59 横田　俊吾 五泉･山王 2015 ビッグスワン 予選 6/15  9:00 (3-4+6)

大会記録 8:57.15 田村　英晃 十日町・下条 2003 決勝 6/15 15:15 

〈〈 予選 〉〉

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
サトウ　ヒロト アキバ [11:04.03] イワタ　コウヤ トオカマチナカジョウ [9:37.19]

1 2613 佐藤　大翔(3) 長岡･秋葉中 1 3292 岩田　倖弥(3) 十日町･中条中
イトウ　シュンヤ ブンスイ [10:40.97] ホサカ　レイヤ カワニシ [8:59.16]

2 7182 伊東　俊哉(3) 燕･分水中 2 3497 保坂　玲弥(3) 十日町･川西中
ハットリ　ユウマ トオカマチ [10:00.90] ホンマ　タイセイ トウホク [10:22.90]

3 3251 服部　雄真(3) 十日町･十日町中 3 2156 本間　泰成(3) 長岡･東北中
スズキ　ソウタ ミツケニシ [10:32.84] ナカジマ　カンタ ツナン [9:44.97]

4 3773 鈴木　蒼太(3) 見附･西中 4 3594 中島　幹太(3) 中魚･津南中
キボシ　タクミ ミツケミナミ [10:48.75] アイザワ　ハルマ コウヨウ [10:45.37]

5 3717 木歩士　拓未(3) 見附･南中 5 2261 相澤　遼馬(3) 長岡･江陽中
ミヤジマ　タイガ サカエ オカベ　ライト ミヤウチ [11:29.32]

6 2929 宮島　大河(1) 三条･栄中 6 2137 岡部　来飛(3) 長岡･宮内中
ミヤゾノ　ケイシ トオカマチミナミ [9:16.87] オオウラ　コウガ ミツケミナミ [11:06.03]

7 3339 宮園　京孜(3) 十日町･南中 7 3714 大浦　煌珂(2) 見附･南中
マツダ　トウゴ ヒロカミ [10:13.52] トミイ　リク トオカマチミナミ [9:40.90]

8 3860 松田　東悟(2) 魚沼･広神中 8 3352 富井　陸(2) 十日町･南中
イワタ　レン ナガオカニシ [11:15.66] ミトミ　ヒロキ ブンスイ [10:39.89]

9 2211 岩田　漣(2) 長岡･西中 9 7192 三富　洋騎(3) 燕･分水中
サクライ　ハルト アサヒオカ [10:15.43] コマガタ　リョウタロウ ヤマト [10:56.75]

10 2474 桜井　陽斗(3) 長岡･旭岡中 10 3967 駒形　涼太郎(3) 南魚沼･大和中
タカハシ　ユウシン オヂヤミナミ [10:27.91] カミムラ　コウエイ カリヤタ [12:17.13]

11 3091 高橋　勇心(3) 小千谷･南中 11 2657 上村　康瑛(3) 長岡･刈谷田中
タカハシ　シュウ トオカマチナカジョウ [9:17.45] クマクラ　ユウト シタダ

12 3296 髙橋　柊(3) 十日町･中条中 12 2976 熊倉　悠人(2) 三条･下田中
イモガワ　アオイ ツツミオカ [10:28.70] タハラ　ケイト ナガオカオオジマ [10:43.78]

13 2278 五百川　蒼唯(2) 長岡･堤岡中 13 2396 田原　慶人(2) 長岡･大島中
モリヤマ　ウメキチ ホンジョウジ [11:50.00] ヤマギシ　セイヤ ツツミオカ [10:34.92]

14 2861 森山　梅吉(3) 三条･本成寺中 14 2284 山岸　聖弥(2) 長岡･堤岡中
シンザワ　ゼンキ ナガオカヒガシ [10:40.09] カナザワ　タクマ ミズサワ [11:15.92]

15 2006 新澤　禅樹(2) 長岡･東中 15 3445 金澤　巧真(2) 十日町･水沢中
コバヤシ　イオリ サンジョウダイニ [10:21.52] サトウ　ケイト アキバ [10:20.81]

16 2776 小林　伊織(3) 三条･第二中 16 2611 佐藤　啓人(3) 長岡･秋葉中
コカイ　ガク トオカマチヨシダ [8:54.47] イハラ　コナン トオカマチヨシダ [10:03.34]

17 3376 小海　楽空(2) 十日町･吉田中 17 3371 庵原　虎男(3) 十日町･吉田中
サカツメ　シンゴ コウナン [9:43.68] コイケ　マサト オヂヤ [10:30.70]

18 2341 坂詰　真吾(3) 長岡･岡南中 18 2995 小池　真聖(3) 小千谷･小千谷中

クリバヤシ　コウタ ナカノシマ [10:22.65] イシザワ　ナギ ミツケニシ

19 2485 栗林　昂汰(2) 長岡･中之島中 19 3776 石澤　凪(3) 見附･西中
サイトウ　ハヤト トオカマチゲジョウ [9:45.75] オカムラ　フウマ ハッカイ

20 3414 齊藤　颯人(3) 十日町･下条中 20 4004 岡村　歩磨(3) 南魚沼･八海中
シブキ　トム ツバメ [9:44.60] オオサキ　キョウイチ アサヒオカ [10:26.08]

21 7021 澁木　斗夢(3) 燕･燕中 21 2472 大﨑　京一(3) 長岡･旭岡中
ミヤザキ　モイチ ツナン [9:36.83] サカグチ　コウマ マツノヤマガクエン [9:56.74]

22 3598 宮﨑　茂市(3) 中魚･津南中 22 3576 坂口　煌真(2) 十日町・まつのやま学園

イワサワ　ハルキ サンジョウダイイチ コダマ　タカト ミツケ [10:38.56]

23 2745 岩澤　春樹(1) 三条･第一中 23 3694 小玉　貴斗(2) 見附･見附中
アマダ　ハルキ オオサキガクエン アサイ　ケイタ ウオヌマキタ [10:17.76]

24 2881 天田　陽基(3) 三条･大崎学園（中） 24 3801 浅井　渓大(3) 魚沼･魚沼北中
イマイ　カイ ハッカイ カブラキ　ケンタ トオカマチ [9:55.17]

25 4019 今井　海聖(3) 南魚沼･八海中 25 3253 蕪木　健太(3) 十日町･十日町中

サクライ　マキト ウオヌマキタ [10:51.96] マルヤマ　ノブ ツバメヨシダ [9:10.00]

26 3817 櫻井　蒔冬(2) 魚沼･魚沼北中 26 7167 丸山　展(3) 燕･吉田中
ヨシダ　ユウキ スヨシ [10:37.24] タケイシ　ルイ トオカマチゲジョウ [10:13.36]

27 2097 吉田　悠基(2) 長岡･栖吉中 27 3415 竹石　塁(3) 十日町･下条中
サトウ　シュウマ ツナンチュウトウ [10:01.36] セキ　フウヤ シオザワ [9:24.72]

28 3644 佐藤　秀磨(3) 中魚･津南中等(中) 28 4086 関　楓弥(3) 南魚沼･塩沢中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子3000m

〈〈 予選 〉〉

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アオキ　ウタ ムイカマチ [10:24.19]

1 4041 青木　詩汰(3) 南魚沼･六日町中

ヤザワ　ハルク カリヤタ [10:47.46]

2 2656 矢澤　晴空(3) 長岡･刈谷田中
イワフチ　ハルト ヒガシオヂヤ [11:42.58]

3 3052 岩渕　陽斗(2) 小千谷･東小千谷中

ホリウチ　フウト カモ [11:59.00]

4 3116 堀内　楓大(2) 加茂･加茂中
ニシザワ　カナト ナガオカオオジマ [9:55.28]

5 2404 西澤　叶斗(3) 長岡･大島中
アダチ　シュン サカエ [9:02.21]

6 2941 安達　駿(3) 三条･栄中
ムロハシ　タカシ スヨシ [10:31.07]

7 2087 室橋　大(3) 長岡･栖吉中
オオタケ　カズマ ミツケ [10:23.02]

8 3685 大竹　主真(3) 見附･見附中
アベ　エイタ オヂヤミナミ [10:44.58]

9 3095 阿部　瑛太(2) 小千谷･南中
テシマ　ユウジン タガミ [10:38.22]

10 3225 手島　悠心(2) 南蒲･田上中
スズキ　カナメ シタダ

11 2977 鈴木　要(2) 三条･下田中
ウエノ　ユウマ イママチ

12 3751 上野　優真(3) 見附･今町中
ナカザワ　ハルト ツナンチュウトウ

13 3650 中島　暖仁(2) 中魚･津南中等(中)

タチカワ　リュウト ヤヒコ [9:34.18]

14 7249 立川　琉斗(3) 西蒲･弥彦中
エグチ　ツバサ ナガオカニシ [10:39.40]

15 2201 江口　比翼(3) 長岡･西中
ホシノ　シュウ ヒロカミ [9:36.28]

16 3867 星野　愁(3) 魚沼･広神中
タナベ　ケイト マツノヤマガクエン [9:43.99]

17 3572 田邊　桂士(3) 十日町・まつのやま学園

オバナ　ユウト ナカノシマ [10:18.01]

18 2481 尾花　悠翔(2) 長岡･中之島中
ヨシダ　コタロウ ツバメ [11:12.86]

19 7027 吉田　虎太郎(3) 燕･燕中
ニシムラ　カンスケ ナガオカミナミ [10:12.15]

20 2047 西村　貫佑(3) 長岡･南中
カミムラ　カンタ ヤマト [11:21.37]

21 3969 上村　貫太(2) 南魚沼･大和中
カンバヤシ　ヒロマサ ミヤウチ [10:00.03]

22 2135 神林　宏匡(3) 長岡･宮内中
タナカ　トモキ シオザワ [10:32.46]

23 4117 田中　智樹(2) 南魚沼･塩沢中
カタギリ　ハク ツバメヨシダ [9:44.50]

24 7160 片桐　遥久(3) 燕･吉田中
イイズカ　ケイタ コウヨウ [10:18.08]

25 2262 飯塚　恵太(3) 長岡･江陽中
ホリサワ　アサヒ オヂヤ [10:05.00]

26 3000 堀澤　旭(2) 小千谷･小千谷中

カラサワ　リョウセイ ホクシン [10:59.87]

27 2592 柄澤　亮聖(2) 長岡･北辰中
カワカミ　タイケイ カワニシ [9:09.99]

28 3494 川上　大敬(3) 十日町･川西中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

新潟県中学記録 14.04 見山　大翔 新潟・坂井輪 2019 長岡 予選 6/14 12:40 (6-0+8)
大会記録 14.37 今井　将智 三条・下田 2007 決勝 6/14 14:45 

〈〈 予選 〉〉

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
オオツカ　タクミ シオザワ アサガ　ソウタ アオイ [20.47]

1 4089 大塚　拓夢(3) 南魚沼･塩沢中 1 3159 浅賀　奏太(3) 加茂･葵中
クボタ　フウト ツナン [17.92] クマクラ　ノゾム タガミ [18.90]

2 3592 久保田　楓斗(3) 中魚･津南中 2 3214 熊倉　希(3) 南蒲･田上中
サクライ　アツシ ムイカマチ [14.56] タマキ　リク ミツケ [16.46]

3 4044 櫻井　惇志(3) 南魚沼･六日町中 3 3697 玉木　莉徠(2) 見附･見附中
タケダ　シュウ トオカマチゲジョウ [17.95] フルタニ　ケンタ ツバメヨシダ [20.00]

4 3416 竹田　珠羽(3) 十日町･下条中 4 7146 古谷　健太(2) 燕･吉田中
ドイ　ヨキト ナガオカヒガシ [20.89] オカベ　ソウタ ホリノウチ

5 2002 土居　世基人(2) 長岡･東中 5 3938 岡部　颯太(2) 魚沼･堀之内中
コミナト　ハルト ホンジョウジ [19.31] ナカザワ　キリト ハッカイ [23.13]

6 2862 小湊　陽斗(3) 三条･本成寺中 6 4013 中澤　綺瞳(3) 南魚沼･八海中
ナカバヤシ　ユウヒ サンジョウダイシ [19.46] オオミヤ　ノゾミ コウナン [18.51]

7 2806 中林　勇飛(2) 三条･第四中 7 2337 大宮　望(3) 長岡･岡南中
ハラ　タイキ サカエ [20.80] タムラ　コウタ シオザワ [17.47]

8 2953 原　泰輝(2) 三条･栄中 8 4105 田村　虹太(2) 南魚沼･塩沢中

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
ササキ　カイリ スヨシ [20.65] サトウ　タダキ スヨシ [19.14]

1 2106 佐々木　海里(2) 長岡･栖吉中 1 2088 佐藤　忠希(3) 長岡･栖吉中
セキ　ギンペイ サンジョウダイニ ヒライ　ハルヤ ミツケミナミ [18.12]

2 2781 関　義平(3) 三条･第二中 2 3745 平井　遥也(3) 見附･南中
オオヒラ　コウキ ツナン [19.29] ノムラ　アキト ツバメ [21.30]

3 3621 大平　剛輝(2) 中魚･津南中 3 7023 野村　映図(3) 燕･燕中
ヒロカワ　ハヤト ホンジョウジ [18.06] アイバ　トモヤ ツバメヨシダ [17.61]

4 2865 廣川　隼士(3) 三条･本成寺中 4 7154 相場　朋矢(3) 燕･吉田中
ハラヤマ　アヅミ ナカノシマ [17.64] ワカイ　カイリ ハッカイ [20.62]

5 4233 原山　充未(3) 長岡･中之島中 5 4014 若井　海里(3) 南魚沼･八海中
カワベ　ダイキ ムイカマチ [14.69] ヒグマ　カズキ トオカマチナカジョウ [19.94]

6 4043 川邊　大輝(3) 南魚沼･六日町中 6 3297 樋熊　和希(3) 十日町･中条中
アライ　エイシン ツバメ [19.47] ヨシムラ　コウキ ナカノシマ [16.28]

7 7064 新井　瑛心(3) 燕･燕中 7 2509 吉村　恒輝(3) 長岡･中之島中
カイザワ　シュン トオカマチ [21.47] イケダ　ソウタ ミヤウチ

8 3274 貝沢　瞬(2) 十日町･十日町中 8 2147 池田　奏太(2) 長岡･宮内中

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
オギワラ　イブキ ミツケニシ [18.67] サカマキ　ナツキ ホリノウチ

1 3777 荻原　伊吹(3) 見附･西中 1 3941 坂牧　夏樹(2) 魚沼･堀之内中
ホシノ　リョウケン オヂヤ [20.07] イカラシ　ソウタ サンジョウダイイチ [22.09]

2 3004 星野　了顕(2) 小千谷･小千谷中 2 2738 五十嵐　蒼太(2) 三条･第一中
ホシナ　ユイト ツナンチュウトウ [18.45] ツルマキ　ダイ タガミ [20.13]

3 3647 星名　唯人(3) 中魚･津南中等(中) 3 3221 鶴巻　大(3) 南蒲･田上中
モリシタ　ライム ユザワ [20.00] タナカ　ヒロユキ アサヒオカ [16.46]

4 4134 森下　徠夢(1) 南魚･湯沢中 4 2468 田中　寛幸(3) 長岡･旭岡中
ハヤカワ　ユウガ サカエ [23.25] タカハシ　ツバサ トオカマチ [19.95]

5 2952 早川　侑駕(2) 三条･栄中 5 3276 髙橋　翼(2) 十日町･十日町中

タナカ　ユウセイ コウナン [16.67] ミヤ　アユム トオカマチミナミ [17.56]

6 2347 田中　優生(3) 長岡･岡南中 6 3350 宮　歩夢(2) 十日町･南中
ヒグチ　レオ トオカマチミナミ [16.53] ハセガワ　アキノリ トオカマチゲジョウ [19.08]

7 3337 樋口　玲生(3) 十日町･南中 7 3417 長谷川　明德(3) 十日町･下条中
ホシノ　リョウタ ミツケ [23.25] タカハシ　ユウキ ミツケニシ [18.41]

8 3675 星野　稜太(1) 見附･見附中 8 3774 髙橋　佑樹(3) 見附･西中



審判長
記録主任

予選
決勝

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[47.25] [51.63]

1 5
[  ] オカダ　アサヒ [  ] オオタケ　ライ [  ] ワタナベ　ユツキ [  ] オオハシ　ユウト [  ] ヤザワ　ハルク

2970 岡田 旭陽(3) 2973 大竹 來勇(3) 2631 渡邉 夕月(3) 2632 大橋 優翔(2) 2656 矢澤 晴空(3)

[  ] イイヅカ　リンク [  ] ヤマモト　リム [  ] カミムラ　コウエイ [  ] タカヤマ　ケイト [  ] メグロ　トウヤ

2974 飯塚 凜玖(2) 2978 山本 凌夢(2) 2657 上村 康瑛(3) 2658 髙山 恵翔(3) 2659 目黒 桐也(3)

[48.46]
2 6

[  ] イノウエ　アユキ [  ] キクチ　シュウゴ [  ] カンバヤシ　ウキョウ [  ] モロハシ　アオバ [  ] ハラ　リュウ

2682 井上 歩輝(3) 2683 菊池 修吾(1) 2394 神林 優慶(3) 2395 諸橋 青葉(3) 2397 原 龍(3)
[  ] ミヤシタ　タクト [  ] ミカタ　ハルタカ [  ] フジノキ　ソウタ [  ] オグマ　ツバサ [  ] タナカ　トシヒサ

2684 宮下 拓士(1) 2685 味方 悠鷹(2) 2406 藤ノ木 蒼大(2) 2408 小熊 翼(2) 2416 田中 聖久(2)

[52.00] [44.71]
3 7

[  ] サカイ　キョウゴ [  ] タカハシ　ユヅキ [  ] オカベ　ハル [  ] カワベ　ダイキ [  ] サクライ　アツシ [  ] サトウ　カツキ

3901 酒井 喬梧(2) 3903 髙橋 佑月(1) 3904 岡部 葉琉(1) 4043 川邊 大輝(3) 4044 櫻井 惇志(3) 4045 佐藤 克樹(3)

[  ] サトウ　オウタ [  ] タチバナ　ハヤト [  ] サカイ　タツキ [  ] トダ　ユウシ [  ] オオヒラ　ユウト [  ] ワタベ　メグム

3905 佐藤 桜太(1) 3906 橘 勇斗(1) 3925 酒井 達輝(3) 4059 戸田 悠獅(2) 4061 大平 悠人(2) 4066 渡部 恵(2)

[47.20] [48.80]
4 8

[  ] ミナガワ　タツヤ [  ] ヤスダ　ケント [  ] イカラシ　トウゴ [  ] イワタ　カズキ [  ] オオシマ　シュン [  ] サイトウ　レオ

2846 皆川 達哉(2) 2866 安田 健人(3) 2867 五十嵐 柊吾(3) 3291 岩田 一輝(3) 3293 大嶋 瞬(3) 3294 斎藤 怜央(3)

[  ] イカラシ　ヒデアキ [  ] スズキ　カケル [  ] サトウ　ダン [  ] ヒグマ　カズキ [  ] オオクマ　コウヨウ

2868 五十嵐 英彰(3) 2869 鈴木 翔(3) 3295 佐藤 暖(3) 3297 樋熊 和希(3) 3299 大熊 虹陽(2)

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[54.00]

1 5
[  ] カミムラ　ユウタ [  ] ウシキ　フミアキ [  ] キシノ　エイト [  ] イズミ　タケル [  ] クスミ　リョク [  ] ヤマダ　マサヤ

4121 上村 勇太(2) 4122 牛木 文明(3) 4130 岸野 瑛叶(1) 7181 泉 岳琉(3) 7184 久須美 涼久(3) 7193 山田 雅也(3)

[  ] トミザワ　アキト [  ] モリシタ　ライム [  ] ホカリ　トモヤ [  ] ノザキ　ユウト [  ] ヤマザキ　キッペイ

4131 冨沢 陽都(1) 4134 森下 徠夢(1) 7197 穗苅 友椰(2) 7205 野崎 悠翔(2) 7209 山﨑 桔平(2)

[48.0] [47.74]
2 6

[  ] フクハラ　ヒロム [  ] ヤマモト　ヨウ [  ] ホシナ　ユイト [  ] タケノウチ　ミツキ [  ] ヨシダ　ハク [  ] イマガワ　リク

3645 福原 弥夢(3) 3646 山本 葉(3) 3647 星名 唯人(3) 2801 竹之内 光希(2) 2830 吉田 羽玖(3) 2831 今川 陸(3)

[  ] ヤマガ　ケイタ [  ] カワダ　ヨウタロウ [  ] キチラク　ハルヤ [  ] オオモモ　レンオウ [  ] ワタナベ　ヒュウガ

3648 山家 慶太(3) 3649 河田 耀太郎(3) 3652 吉樂 遥弥(2) 2832 大桃 蓮桜(3) 2835 渡邉 彪我(3)

[46.55] [47.00]
3 7

[  ] シマダ　ユウヘイ [  ] ニシヤマ　ヒカル [  ] ナカガワ　タクト [  ] ナガサワ　コウガ [  ] ヤマグチ　ジンエイ

2151 島田 雄平(3) 2154 西山 輝(3) 2280 中川 拓人(2) 2281 長澤 洸芽(2) 2288 山口 仁栄(2)

[  ] イケガミ　ソウマ [  ] ナカザワ　タクヤ [  ] コバヤシ　アツキ [  ] コバヤシ　タイキ [  ] スズキ　シオン

2157 池上 蒼真(2) 2158 中澤 拓哉(2) 2289 小林 篤生(2) 2297 小林 大騎(3) 2298 鈴木 志温(3)

[49.19] [50.59]
4 8

[  ] ツチダ　シオン [  ] ニシワキ　ライム [  ] ムロハシ　エイト [  ] キシダ　リョウヘイ [  ] ハシモト　イッペイ [  ] イマイ　ヒナタ

2081 土田 心暖(3) 2082 西脇 蕾夢(3) 2086 室橋 瑛斗(3) 2003 岸田 涼平(2) 2025 橋本 逸平(3) 2026 今井 陽太(3)

[  ] サトウ　タダキ [  ] カタヒラ　ソウタ [  ] カバサワ　ジュンキ [  ] オトカワ　ヤマト [  ] ケラ　ハルキ

2088 佐藤 忠希(3) 2089 片平 創太(2) 2095 樺澤 純輝(2) 2027 乙川 大和(3) 2028 螻 晴樹(3)

長岡･栖吉中 長岡･東中
スヨシ ナガオカヒガシ

長岡･東北中 長岡･堤岡中
トウホク ツツミオカ

中魚･津南中等(中) 三条･第四中
ツナンチュウトウ サンジョウダイシ

南魚･湯沢中 燕･分水中

2組

ユザワ ブンスイ

ホンジョウジ トオカマチナカジョウ

三条･本成寺中 十日町･中条中

コイデ ムイカマチ

魚沼･小出中 南魚沼･六日町中

フゾクナガオカ ナガオカオオジマ

長岡･附属長岡中 長岡･大島中

三条･下田中 長岡･刈谷田中
シタダ カリヤタ

〈〈 予選 〉〉

1組

大会記録 43.83 井口・富永・渡辺・山之内 魚沼・小出 2018 

新潟県中学記録 43.16 井口･富永･渡辺･山之内 魚沼・小出 2018 岡山県総合 6/14 16:10 (7-0+8)
42.57 長谷川･鈴木･大山･水崎 新潟県選抜（混） 2018 横浜国際 6/15 15:50

スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 関　翔弥

　共通男子4x100mR



審判長
記録主任

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[46.98]

1 5
[  ] カサイ　ヒカル [  ] サイトウ　ハルト [  ] サトウ　フウマ [  ] イワフチ　ハルト [  ] アイザワ　ミナミ [  ] ワダ　コウタロウ

3716 笠井 洸(3) 3719 齊藤 遥音(3) 3720 佐藤 風馬(3) 3052 岩渕 陽斗(2) 3054 相澤 弥波(2) 3056 和田 幸汰郎(2)

[  ] セキ　ハヤト [  ] ヒライ　ハルヤ [  ] ミトミ　ショウヘイ [  ] シノダ　ユウキ [  ] シンボ　イブキ [  ] ナカジマ　ヒナタ

3722 関 隼士(3) 3745 平井 遥也(3) 3748 三富 翔平(3) 3057 篠田 悠稀(2) 3058 新保 伊吹(2) 3068 中嶋 陽大(2)

[49.81] [46.81]
2 6

[  ] サノ　タイチ [  ] タカハシ　ユウキ [  ] オギワラ　イブキ [  ] オオミヤ　ノゾミ [  ] クロサキ　アツヒト [  ] コバヤシ　ケンシン

3767 佐野 汰一(3) 3774 髙橋 佑樹(3) 3777 荻原 伊吹(3) 2337 大宮 望(3) 2339 黒崎 淳仁(3) 2340 小林 賢心(3)

[  ] ナゴヤ　シュウマ [  ] オオサキ　マサト [  ] ヤマグチ　ユイト [  ] サトウ　タイキ [  ] タナカ　シゲミツ [  ] タナカ　ユウセイ

3780 名古屋 秀真(3) 3782 大﨑 雅人(3) 3799 山口 由翔(3) 2343 佐藤 大來(3) 2346 田中 重光(3) 2347 田中 優生(3)

[47.86] [50.32]
3 7

[  ] スズキ　ハク [  ] アイバ　トモヤ [  ] フカサワ　コウタ [  ] マルヤマ　チヒロ [  ] イチカワ　モカ [  ] ムライ　コウスケ

7153 鈴木 舶(3) 7154 相場 朋矢(3) 7155 深澤 康太(3) 7242 丸山 智大(2) 7243 市川 元珈(2) 7250 村井 宏輔(3)

[  ] サイシ　リュウヤ [  ] シミズ　ヒナタ [  ] ナリタ　トモキ [  ] イギ　ユウキ [  ] コバヤシ　レン

7157 斎子 龍矢(3) 7158 清水 陽向(3) 7162 成田 共生(2) 7253 井木 優希(1) 7255 小林 蓮(1)

[47.87] [56.21]
4 8

[  ] キハラ　コウセイ [  ] ハセガワ　ユヅキ [  ] クボタ　アキノリ [  ] サンゴ　ユイト [  ] ノザキ　カナタ

2942 木原 光星(3) 2943 長谷川 祐月(3) 2944 久保田 彰憲(3) 3181 珊瑚 結叶(1) 3182 野﨑 奏多(1)

[  ] サトウ　ユイト [  ] マシマ　カエデ [  ] オグラ　ルイ [  ] ヨシザワ　オウタ [  ] タカイ　コウタロウ

2945 佐藤 唯人(3) 2946 眞島 楓(3) 2955 小倉 琉維(2) 3183 吉澤 旺太(1) 3192 高井 宏太朗(2)

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[48.00] [47.77]

1 5
[  ] ミヤザキ　ユウマ [  ] アベ　ハルト [  ] イグチ　ユウキ [  ] サイトウ　トモヒロ [  ] ヨシムラ　コウキ [  ] ワタナベ　ユウセイ

2991 宮崎 悠真(3) 2996 阿部 晴斗(2) 3001 井口 友稀(2) 2508 齋藤 智大(3) 2509 吉村 恒輝(3) 4232 渡邉 優生(3)

[  ] コバヤシ　ユウキ [  ] ホシノ　リョウケン [  ] サトウ　マヒロ [  ] ハラヤマ　アヅミ [  ] ミズサワ　レン [  ] ヨシノ　コウスケ

3002 小林 勇輝(2) 3004 星野 了顕(2) 3008 佐藤 真祐(2) 4233 原山 充未(3) 4234 水沢 蓮(3) 4240 吉野 康介(3)

[49.19] [46.69]
2 6

[  ] オカベ　ソウタ [  ] ババ　シヅキ [  ] バンザイ　リク [  ] クボ　レオ [  ] サトウ　コウセイ [  ] コダマ　ヒロト

3938 岡部 颯太(2) 3943 馬場 獅月(2) 3944 坂西 凛空(2) 3213 久保 陸生(3) 3216 佐藤 晃成(3) 3219 児玉 寛斗(3)

[  ] マルヤマ　ソウタ [  ] オオダイラ　ケイ [  ] ホリサワ　ユウト [  ] ツルマキ　ダイ [  ] ササガワ　サナヤ [  ] ヨコヤマ　アユト

3945 丸山 颯太(2) 3954 大平 慧(3) 3957 堀澤 柚翔(3) 3221 鶴巻 大(3) 3223 笹川 真弥(2) 3230 横山 歩斗(2)

[47.00]
3 7

[  ] イケダ　リョウ [  ] コバヤシ　ルイ [  ] ゴイ　ミナト [  ] イワノ　ユウト [  ] イシダ　キズナ [  ] カリワ　ユウト

2246 池田 遼(2) 2247 小林 流偉(2) 2251 五井 湊斗(3) 7113 岩野 裕仁(2) 7123 石田 絆(3) 7124 苅羽 佑斗(3)

[  ] アオキ　ソウシン [  ] コンドウ　ミズキ [  ] フジタ　リュウセイ [  ] ツツミ　ユウヒ

2258 青木 壮慎(3) 2259 近藤 瑞希(3) 7128 藤田 琉聖(3) 7129 堤 悠陽(3)

[50.55] [57.00]
4 8

[  ] イシグロ　ヨウタ [  ] イシヅキ　リュウセイ [  ] イタミ　リュウマ [  ] キチラク　タクマ [  ] フジタ　カズヤ

3111 石黒 燿多(2) 3112 石附 龍晴(2) 3113 伊丹 隆馬(2) 3489 吉樂 拓馬(1) 3515 藤田 和也(2)

[  ] ホリウチ　フウト [  ] サイトウ　ユウヤ [  ] バンバ　ユウタ [  ] マルヤマ　シュウヘイ [  ] オノヅカ　ソウスケ

3116 堀内 楓大(2) 3128 齋藤 優也(3) 3129 番場 優汰(3) 3518 丸山 柊平(2) 3519 小野塚 颯介(2)

加茂･加茂中 十日町･川西中
カモ カワニシ

長岡･江陽中 燕･燕北中
コウヨウ ツバメキタ

魚沼･堀之内中 南蒲･田上中
ホリノウチ タガミ

小千谷･小千谷中 長岡･中之島中

4組

オヂヤ ナカノシマ

サカエ ワカミヤ

三条･栄中 加茂･若宮中

ツバメヨシダ ヤヒコ

燕･吉田中 西蒲･弥彦中

ミツケニシ コウナン

見附･西中 長岡･岡南中

見附･南中 小千谷･東小千谷中
ミツケミナミ ヒガシオヂヤ

〈〈 予選 〉〉

3組

スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 関　翔弥

　共通男子4x100mR



審判長
記録主任

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[47.72]

1 5
[  ] オオコシ　カナタ [  ] タムラ　コウダイ [  ] ヨシアラ　シュウ [  ] サトウ　ナルム [  ] ホシノ　イオリ [  ] アキモト　ジオウ

2202 大越 奏多(3) 2204 田村 倖大(3) 2205 吉荒 柊(3) 3855 佐藤 成夢(2) 3856 星野 庵(2) 3862 秋元 慈央(3)

[  ] ヨシノ　アヤタ [  ] マルヤマ　リュウナ [  ] ミズサワ　ハルヤ [  ] コイワ　ユウシン [  ] ホシノ　アル [  ] マジマ　タクロウ

2206 吉野 絢太(3) 2207 丸山 琉海(3) 2212 水澤 遥哉(2) 3864 小岩 優心(3) 3866 星野 亜瑠(3) 3868 眞島 拓朗(3)

[50.76] [48.01]
2 6

[  ] サトウ　サクタロウ [  ] タムラ　リュウヤ [  ] ナグモ　タクミ [  ] セキ　レイメイ [  ] タネムラ　コウダイ [  ] ヤマダ　ショウヤ

3530 佐藤 朔太朗(3) 3531 田村 龍弥(3) 3532 南雲 拓海(3) 4005 関 黎明(3) 4006 種村 滉大(3) 4010 山田 翔也(3)

[  ] イノカワ　ミツキ [  ] キヨタキ　ハルト [  ] ナグモ　カナタ [  ] イノウエ　キラ [  ] オバタ　ヒジリ [  ] タナベ　ソラ

3533 井ノ川 光希(3) 3540 清瀧 暖人(2) 3541 南雲 奏汰(2) 4015 井上 煌星(3) 4024 小幡 聖(2) 4033 田鍋 空(2)

[47.04] [53.32]
3 7

[  ] カネコ　タケハル [  ] ニワノ　レオ [  ] ヒグチ　レオ [  ] キブシ　リク [  ] カトウ　コウセイ [  ] タケウチ　カナタ

3333 金子 丈陽(3) 3336 庭野 蓮央(3) 3337 樋口 玲生(3) 7072 木伏 陸(3) 7074 加藤 光星(3) 7084 竹内 夏向(3)

[  ] ヤマグチ　テルマ [  ] ミヤ　アユム [  ] ヨシダ　ミズキ [  ] フルカワ　シュン [  ] タナカ　シア [  ] シミズ　ダイト

3340 山口 晃真(3) 3350 宮 歩夢(2) 3351 吉田 瑞希(2) 7085 古川 駿(3) 7089 田中 幸(2) 7095 清水 大杜(2)

[45.44] [49.0]
4 8

[  ] サトウ　セイメイ [  ] スズキ　ジン [  ] ソウムラ　リンタロウ [  ] ハタダ　ブンタロウ [  ] コバヤシ　ダイキ [  ] ヤギ　リョウタロウ

3555 佐藤 世明(3) 3556 鈴木 仁(3) 3557 草村 凛太朗(3) 2039 畑田 文汰朗(3) 2040 小林 大樹(3) 2041 八木 涼太朗(3)

[  ] ヤナギ　ユイゴ [  ] ヤマガ　シュウ [  ] カザマ　カツキ [  ] タケムラ　タケヒロ [  ] カザマ　ソラト

3558 柳 唯吾(3) 3559 山賀 柊(3) 2042 風間 克生(3) 2046 竹村 岳大(3) 2049 風間 蒼人(3)

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[50.77] [45.20]

1 5
[  ] スズキ　ユウヘイ [  ] ソウマ　コタロウ [  ] ナカムラ　チアキ [  ] オザワ　コウセイ [  ] オカムラ　ルイト [  ] オグラ　リオ

2131 鈴木 悠平(3) 2132 相馬 琥太郎(3) 2133 中村 知暉(3) 3966 小澤 昊生(3) 3972 岡村 琉斗(2) 3973 小倉 璃央(2)

[  ] マツイ　カナデ [  ] サトウ　キョウヤ [  ] クマガイ　ハルキ [  ] モリヤマ　アツキ [  ] コシムラ　ヒカル [  ] ヤマモト　ヒカル

2136 松井 奏(3) 2138 佐藤 京也(3) 2144 熊谷 時希(2) 3977 森山 曉(3) 3978 越村 光琉(3) 3982 山本 晄(2)

[53.00] [48.9]
2 6

[  ] フルカワ　エイタ [  ] ヨコヤマ　アヤト [  ] イソベ　タクミ [  ] ホシ　ナルセ [  ] サクライ　ユウト

7211 古川 瑛大(2) 7212 横山 純大(2) 3881 磯部 巧(3) 3882 星 成晴(3) 3891 櫻井 優翔(2)

[  ] タキザワ　ユウシン [  ] ヨネダ　ハヤト [  ] ヒラガ　ユキヤ [  ] ホンダ　フミヤ [  ] オオヒラ　マナト

7213 滝沢 佑心(1) 7214 米田 隼(2) 3892 平賀 倖弥(2) 3893 本田 文哉(2) 3895 大平 愛斗(2)

[48.24]
3 7

[  ] エンドウ　ダイキ [  ] サトウ　フウスケ [  ] オコシ　キラト [  ] タムラ　コウ [  ] ヨシダ　コウスケ [  ] タムラ　レンタ

7022 遠藤 大希(3) 7024 佐藤 楓介(3) 7028 小越 煌叶(2) 3148 田村 煌羽(2) 3149 吉田 光佑(2) 3158 田村 蓮太(3)

[  ] コウノ　アサキ [  ] オグロ　コウスケ [  ] サノ　ヒカル [  ] アサガ　ソウタ [  ] ツルマキ　ライト

7031 河野 旭輝(2) 7033 小黒 晄佑(2) 7039 佐野 光(3) 3159 浅賀 奏太(3) 3160 鶴巻 来音(3)

[47.11] [47.42]
4 8

[  ] アベ　ミツキ [  ] サトウ　ユウト [  ] スズキ　リュウト [  ] ヤマグチ　マサヤ [  ] モロハシ　カズヤ [  ] ヤマダ　ショウタロウ

2721 阿部 光希(3) 2722 佐藤 友斗(3) 2723 鈴木 龍徳(3) 2774 山口 将矢(2) 2775 諸橋 一哉(2) 2785 山田 翔太郎(2)

[  ] フルカワ　バンリ [  ] ウチヤマ　ヒナタ [  ] ヤマギシ　カエデ [  ] ヤマモト　リュウノスケ [  ] イワツキ　ソウタロウ [  ] ワタナベ　ソウタ

2724 古川 絆吏(3) 2728 内山 陽向(2) 2741 山岸 楓(2) 2788 山本 龍之介(2) 2790 岩月 奏太郎(2) 4181 渡邊 創太(2)

三条･第一中 三条･第二中
サンジョウダイイチ サンジョウダイニ

燕･燕中 加茂･葵中
ツバメ アオイ

燕中等 魚沼･湯之谷中
ツバメチュウトウ ユノタニ

長岡･宮内中 南魚沼･大和中

6組

ミヤウチ ヤマト

マツダイ ナガオカミナミ

十日町･松代中 長岡･南中

トオカマチミナミ コイケ

十日町･南中 燕･小池中

ナカサト ハッカイ

十日町･中里中 南魚沼･八海中

長岡･西中 魚沼･広神中
ナガオカニシ ヒロカミ

〈〈 予選 〉〉

5組

スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 関　翔弥

　共通男子4x100mR



審判長
記録主任

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[47.30] [52.00]

1 5
[  ] ヒグマ　ユウセ [  ] ムラヤマ　ソウ [  ] カワカミ　サクヤ [  ] セキ　タイガ [  ] セシモ　イチカ

3252 樋熊 侑世(3) 3254 村山 望翔(3) 3082 川上 朔弥(1) 3089 関 タイガ(3) 3090 瀨下 一翔(3)

[  ] ヒグチ　ヒカル [  ] ムラヤマ　ヒビキ [  ] フジタ　ハルト [  ] ナカムラ　シュン [  ] マルヤマ　コハク

3279 樋口 輝(2) 3282 村山 響紀(2) 3092 藤田 遥人(3) 3096 中村 駿(2) 3097 丸山 虎珀(3)

[48.80] [48.44]
2 6

[  ] クボタ　フウト [  ] クワバラ　ユウノシン [  ] ソリメ　カズヤ [  ] カバサワ　コウマ [  ] タカハシ　イブキ [  ] タナカ　ユウキ

3592 久保田 楓斗(3) 3593 桑原 佑乃心(3) 3595 反り目 一哉(3) 3678 樺澤 孝真(1) 3683 髙橋 伊吹(3) 3691 田中 悠稀(2)

[  ] トミイ　ハルト [  ] オオヒラ　コウキ [  ] クワハラ　ミツキ [  ] イシマル　リョウ [  ] タカハシ　リュウク [  ] タマキ　リク

3596 富井 遥斗(3) 3621 大平 剛輝(2) 3622 桑原 光輝(2) 3692 石丸 諒(2) 3696 高橋 龍功(2) 3697 玉木 莉徠(2)

[47.17] [51.03]
3 7

[  ] コジマ　ヒロ [  ] アラカワ　トキト [  ] メザキ　シンノスケ [  ] オガワ　ユウト [  ] カクヤマ　シュウヤ [  ] カミムラ　ヒュウガ

4083 小島 陽良(3) 4085 荒川 時人(3) 4088 目崎 信之介(3) 3411 小川 悠翔(3) 3412 角山 柊哉(3) 3413 上村 彪雅(3)

[  ] ヤマモト　タイリ [  ] カミムラ　ユウマ [  ] タムラ　コウタ [  ] タケダ　シュウ [  ] ハセガワ　アキノリ [  ] オゴセ　リョウタロウ

4091 山本 太理(3) 4104 上村 優真(2) 4105 田村 虹太(2) 3416 竹田 珠羽(3) 3417 長谷川 明德(3) 3420 生越 陵太郎(1)

[44.80]
4 8

[  ] エンドウ　ユウト [  ] サカグチ　ユウ [  ] タナカ　ヒロユキ [  ] ハセガワ　ジョウタロウ [  ] ナンブ　アオイ [  ] ワタナベ　ソウタ

2466 遠藤 悠仁(3) 2467 坂口 佑宇(3) 2468 田中 寛幸(3) 2871 長谷川 丈太郎(2) 2872 南部 葵(2) 2887 渡邉 蒼汰(2)

[  ] ヨネヤマ　シンノスケ [  ] ヤザワ　ユウセイ [  ] ヨネヤマ　リュウノスケ [  ] ホリエ　ユウダイ [  ] サトウ　カズアキ [  ] サカイ　オウリ

2470 米山 慎之介(3) 2475 矢澤 佑成(3) 2476 米山 竜之介(3) 2890 堀江 優大(2) 2892 佐藤 和明(2) 2893 酒井 央理(2)

アサヒオカ オオサキガクエン

長岡･旭岡中 三条･大崎学園（中）

シオザワ トオカマチゲジョウ

南魚沼･塩沢中 十日町･下条中

ツナン ミツケ

中魚･津南中 見附･見附中

十日町･十日町中 小千谷･南中
トオカマチ オヂヤミナミ

〈〈 予選 〉〉

7組

スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 関　翔弥

　共通男子4x100mR



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子走高跳
新潟県中学記録 2.02 菊池　毅 新津・新津第五 1996 国立 決勝 6/14 10:30 

大会記録 1.95 佐藤　凌 長岡・秋葉 2009 

〈〈 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
クロサキ　アツヒト コウナン [1.65] タナカ　トシヒサ ナガオカオオジマ [1.40]

1 2339 黒崎　淳仁(3) 長岡･岡南中 19 2416 田中　聖久(2) 長岡･大島中
トミイ　ハルト ツナン [1.30] タカヤマ　ケイト カリヤタ [1.50]

2 3596 富井　遥斗(3) 中魚･津南中 20 2658 髙山　恵翔(3) 長岡･刈谷田中
ニシカワ　ダイチ トウホク [1.60] オオヒラ　マナト ユノタニ

3 2153 西川　大地(3) 長岡･東北中 21 3895 大平　愛斗(2) 魚沼･湯之谷中
ミウラ　タクマ ツツミオカ [1.65] モリヤマ　ワタル ホリノウチ

4 2302 三浦　拓真(3) 長岡･堤岡中 22 3950 森山　亘(1) 魚沼･堀之内中
クスミ　リョク ブンスイ [1.60] アベ　ショウマ ナカノシマ

5 7184 久須美　涼久(3) 燕･分水中 23 2504 安部　昇真(3) 長岡･中之島中
カミムラ　ユウマ シオザワ [1.40] コイデ　ジモン シオザワ

6 4104 上村　優真(2) 南魚沼･塩沢中 24 4100 小出　侍門(2) 南魚沼･塩沢中
シラクラ　シュン トウホク [1.50] フカサワ　コウタ ツバメヨシダ

7 2161 白倉　駿(3) 長岡･東北中 25 7155 深澤　康太(3) 燕･吉田中
イチカワ　モカ ヤヒコ サカイ　ヤマト シタダ

8 7243 市川　元珈(2) 西蒲･弥彦中 26 2985 酒井　大和(3) 三条･下田中
オグラ　リュウガ サカエ クボタ　アキノリ サカエ [1.35]

9 2927 小倉　琉雅(1) 三条･栄中 27 2944 久保田　彰憲(3) 三条･栄中
ヒダ　リュウト コウナン [1.85] キクチ　シュウゴ フゾクナガオカ [1.40]

10 2349 飛彈　琉音(3) 長岡･岡南中 28 2683 菊池　修吾(1) 長岡･附属長岡中

イトウ　ソラ オヂヤ ホソノ　シオン ミツケ [1.35]

11 3025 伊東　蒼空(1) 小千谷･小千谷中 29 3684 細野　史温(3) 見附･見附中
ハラ　リュウ ナガオカオオジマ [1.65] オオクマ　コウヨウ トオカマチナカジョウ [1.45]

12 2397 原　龍(3) 長岡･大島中 30 3299 大熊　虹陽(2) 十日町･中条中
カミムラ　ヒュウガ トオカマチゲジョウ [1.65] ヤマザキ　ヨウタ ナカノシマ

13 3413 上村　彪雅(3) 十日町･下条中 31 4237 山﨑　葉太(3) 長岡･中之島中
オオシマ　シュン トオカマチナカジョウ [1.55] バンナイ　シュンスケ シタダ

14 3293 大嶋　瞬(3) 十日町･中条中 32 2971 坂内　俊介(3) 三条･下田中
サトウ　フウスケ ツバメ [1.60] コウノ　アサキ ツバメ [1.40]

15 7024 佐藤　楓介(3) 燕･燕中 33 7031 河野　旭輝(2) 燕･燕中
ヒラガ　ユキヤ ユノタニ カミヤ　カエデ ツバメヨシダ [1.35]

16 3892 平賀　倖弥(2) 魚沼･湯之谷中 34 7144 神谷　楓(2) 燕･吉田中
ヨシダ　エイスケ サンジョウダイニ サクライ　ヨシキ ホリノウチ [1.20]

17 2779 吉田　英介(3) 三条･第二中 35 3942 櫻井　佳輝(2) 魚沼･堀之内中
ババ　ライラ ハッカイ

18 4008 馬場　来羅(3) 南魚沼･八海中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子走幅跳
新潟県中学記録 6.91 相川　心平 新潟・内野 2012 千葉 予選 6/14 10:15 

大会記録 6.63 竹石　賢人 三条・大崎 2013 決勝 6/14 14:00 

〈〈 予選 〉〉

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
タカハシ　ユヅキ コイデ カスガ　ヒロキ トオカマチヨシダ [5.37]

1 3903 髙橋　佑月(1) 魚沼･小出中 43 3372 春日　浩輝(3) 十日町･吉田中
タカヤマ　ハルト ツバメ [4.69] ホンマ　ショウタ トオカマチ [3.57]

2 7026 高山　陽仁(3) 燕･燕中 44 3281 本間　翔太(2) 十日町･十日町中

ユシナ　アオイ サンジョウダイニ [4.17] ユザワ　ハル サンジョウダイシ

3 2789 油科　碧(2) 三条･第二中 45 2807 湯澤　暖(2) 三条･第四中
サカヅメ　コウヤ コウナン [5.12] サクライ　ユウト ユノタニ

4 2342 坂詰　航埜(3) 長岡･岡南中 46 3891 櫻井　優翔(2) 魚沼･湯之谷中
ミカタ　ハルタカ フゾクナガオカ [4.79] ムライ　コウスケ ヤヒコ [4.97]

5 2685 味方　悠鷹(2) 長岡･附属長岡中 47 7250 村井　宏輔(3) 西蒲･弥彦中
ツチダ　ナギ ナガオカオオジマ [4.75] カイセ　コウタ シオザワ [5.21]

6 2413 土田　凪(2) 長岡･大島中 48 4082 貝瀬　宏太(3) 南魚沼･塩沢中
ヒグマ　ユウセ トオカマチ [5.24] サカグチ　ユウ アサヒオカ [5.22]

7 3252 樋熊　侑世(3) 十日町･十日町中 49 2467 坂口　佑宇(3) 長岡･旭岡中
コイケ　ミナト アオバダイ [4.05] オオタニ　ユウト ツバメヨシダ [4.20]

8 2433 小池　海夏斗(1) 長岡･青葉台中 50 7168 大谷　優人(3) 燕･吉田中
イカラシ　ケント ヤヒコ ワタナベ　シンジロウ ミヤウチ [4.51]

9 7252 五十嵐　健人(1) 西蒲･弥彦中 51 2146 渡部　慎二郎(2) 長岡･宮内中
ホシ　ナルセ ユノタニ ミヤザキ　リク サンジョウダイシ

10 3882 星　成晴(3) 魚沼･湯之谷中 52 2804 宮崎　吏久(2) 三条･第四中
ミヤザキ　ユウマ オヂヤ [5.90] イズミ　タケル ブンスイ [5.89]

11 2991 宮崎　悠真(3) 小千谷･小千谷中 53 7181 泉　岳琉(3) 燕･分水中
ヤマモト　タイリ シオザワ [5.68] フルカワ　エイタ ツバメチュウトウ

12 4091 山本　太理(3) 南魚沼･塩沢中 54 7211 古川　瑛大(2) 燕中等
ツツミ　ユウヒ ツバメキタ ヤナギ　ココロ トオカマチヨシダ [4.38]

13 7129 堤　悠陽(3) 燕･燕北中 55 3373 柳　紘心(3) 十日町･吉田中
カナイ　マサミ オオサキガクエン [4.33] ワタナベ　マサヤ マツダイ [4.86]

14 2878 金井　柾実(3) 三条･大崎学園（中） 56 4212 渡邊　正空(2) 十日町･松代中
エンドウ　コウシロウ ツバメヨシダ モリヤマ　セイト ホリノウチ [3.95]

15 7151 遠藤　幸志朗(3) 燕･吉田中 57 3949 森山　正都(1) 魚沼･堀之内中
ヤマグチ　ショウタ ヤマト [4.67] タナカ　ジュン ミツケ [4.18]

16 3979 山口　将太(3) 南魚沼･大和中 58 3690 田中　潤(2) 見附･見附中
タマキ　リク ミツケ [5.45] サトウ　ユウタ タガミ [4.57]

17 3697 玉木　莉徠(2) 見附･見附中 59 3220 佐藤　佑太(3) 南蒲･田上中
モロハシ　アオバ ナガオカオオジマ [5.65] オザワ　コウセイ ヤマト [6.07]

18 2395 諸橋　青葉(3) 長岡･大島中 60 3966 小澤　昊生(3) 南魚沼･大和中
クロタキ　アンジ ハッカイ フクハラ　ナル トオカマチミナミ [4.57]

19 4016 黒瀧　晏志(1) 南魚沼･八海中 61 3349 福原　成(2) 十日町･南中
ワタナベ　ショウヤ ツツミオカ [4.62] ホシナ　ユイト ツナンチュウトウ [5.05]

20 2286 渡邉　翔也(2) 長岡･堤岡中 62 3647 星名　唯人(3) 中魚･津南中等(中)

サノ　タイチ ミツケニシ [5.37] ヒライ　ユウト ミツケミナミ [4.19]

21 3767 佐野　汰一(3) 見附･西中 63 3746 平井　悠翔(3) 見附･南中
ウガワ　ケイタロウ サカエ [2.93] キハラ　コウセイ サカエ [5.82]

22 2926 鵜川　恵太郎(1) 三条･栄中 64 2942 木原　光星(3) 三条･栄中
トミザワ　アキト ユザワ [3.50] ハシモト　イッペイ ナガオカヒガシ [5.54]

23 4131 冨沢　陽都(1) 南魚･湯沢中 65 2025 橋本　逸平(3) 長岡･東中
タネムラ　コウダイ ハッカイ [5.31] ヤギ　リョウタロウ ナガオカミナミ [5.19]

24 4006 種村　滉大(3) 南魚沼･八海中 66 2041 八木　涼太朗(3) 長岡･南中
タケウチ　カナタ コイケ [4.60] カワダ　ヨウタロウ ツナンチュウトウ [3.26]

25 7084 竹内　夏向(3) 燕･小池中 67 3649 河田　耀太郎(3) 中魚･津南中等(中)

エガワ　カイト タガミ [5.10] ワタナベ　ユウタ ブンスイ [4.64]

26 3212 江川　海斗(3) 南蒲･田上中 68 7199 渡邉　祐太(2) 燕･分水中
アベ　コウノスケ コイケ [5.40] イタヤ　ハルイチ ツバメ [5.26]

27 7091 阿部　香之介(2) 燕･小池中 69 7069 板谷　遙一(3) 燕･燕中
イシダ　キズナ ツバメキタ [3.96] ハタダ　ブンタロウ ナガオカミナミ [4.40]

28 7123 石田　絆(3) 燕･燕北中 70 2039 畑田　文汰朗(3) 長岡･南中
ヤマモト　リム シタダ [4.77] フクイ　リンタロウ コウナン [4.95]

29 2978 山本　凌夢(2) 三条･下田中 71 2350 福井　輪大朗(3) 長岡･岡南中
サトウ　マヒロ オヂヤ [5.14] アベ　ナツキ トオカマチミナミ [4.41]

30 3008 佐藤　真祐(2) 小千谷･小千谷中 72 3331 阿部　夏煌(3) 十日町･南中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子走幅跳

〈〈 予選 〉〉

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナグモ　タクミ ナカサト [4.27] オガワ　ユウト トオカマチゲジョウ [4.58]

31 3532 南雲　拓海(3) 十日町･中里中 73 3411 小川　悠翔(3) 十日町･下条中
キシノ　エイト ユザワ [4.46] ヌノカワ　ソラ アオバダイ [4.50]

32 4130 岸野　瑛叶(1) 南魚･湯沢中 74 2438 布川　昊(2) 長岡･青葉台中
エンドウ　ユウト アサヒオカ [4.60] サトウ　ダン トオカマチナカジョウ [5.40]

33 2466 遠藤　悠仁(3) 長岡･旭岡中 75 3295 佐藤　暖(3) 十日町･中条中
タニカワ　ユウゴ オオサキガクエン [4.33] タカハシ　シュウタ マツダイ [4.55]

34 2877 谷川　悠悟(3) 三条･大崎学園（中） 76 3567 髙橋　脩太(2) 十日町･松代中
ユウキ　コウセイ ミツケミナミ [4.23] ヒロカワ　ハヤト ホンジョウジ [5.02]

35 3750 結城　倖生(3) 見附･南中 77 2865 廣川　隼士(3) 三条･本成寺中
スズキ　リュウト サンジョウダイイチ [5.27] ナグモ　ユウマ ナカサト [4.60]

36 2723 鈴木　龍徳(3) 三条･第一中 78 3542 南雲　勇舞(2) 十日町･中里中
カワカミ　タケトシ トウホク [4.22] ヨシダ　コウキ ミヤウチ [4.38]

37 2155 川上　丈寿(3) 長岡･東北中 79 2150 吉田　洸希(2) 長岡･宮内中
コバヤシ　ルイ コウヨウ [4.86] イカラシ　ヒデアキ ホンジョウジ [5.22]

38 2247 小林　流偉(2) 長岡･江陽中 80 2868 五十嵐　英彰(3) 三条･本成寺中
ワタナベ　ソウキ ツツミオカ [3.71] マルヤマ　コハク オヂヤミナミ [5.03]

39 2287 渡辺　奏輝(2) 長岡･堤岡中 81 3097 丸山　虎珀(3) 小千谷･南中
セシモ　イチカ オヂヤミナミ [5.26] オガワ　ヒロム ムイカマチ [4.79]

40 3090 瀨下　一翔(3) 小千谷･南中 82 4042 小川　広夢(3) 南魚沼･六日町中

ヤマダ　ショウタロウ サンジョウダイニ [4.95] イノウエ　アユキ フゾクナガオカ [5.65]

41 2785 山田　翔太郎(2) 三条･第二中 83 2682 井上　歩輝(3) 長岡･附属長岡中

ムラヤマ　ソウタ トオカマチゲジョウ [4.17] カシワギ　コウタロウ ホリノウチ [2.87]

42 3430 村山　颯汰(2) 十日町･下条中 84 3948 柏木　皐太朗(1) 魚沼･堀之内中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子棒高跳
新潟県中学記録 4.70 柳　明良 新潟・宮浦 2001 広島 決勝 6/14 11:00 

大会記録 4.10 清水　龍 十日町・中条 2015 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カクヤマ　シュウヤ トオカマチゲジョウ [2.70]

1 3412 角山　柊哉(3) 十日町･下条中
イワタ　カズキ トオカマチナカジョウ [2.80]

2 3291 岩田　一輝(3) 十日町･中条中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通男子砲丸投  5k 

新潟県中学記録 16.56 阿部　敏明 十日町・中条 2014 丸亀 決勝 6/15 12:00 
大会記録 15.48 阿部　敏明 十日町・中条 2014 

〈〈 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
スズキ　ケイタ ナガオカオオジマ [7.28] アベ　ヒナタ ムイカマチ [7.96]

1 2415 鈴木　啓太(2) 長岡･大島中 30 4062 阿部　日陽(2) 南魚沼･六日町中

タノグチ　コウ コイケ [8.01] ヒラサワ　ヒロム コウナン [7.67]

2 7071 田野口　航(3) 燕･小池中 31 2355 平澤　巨夢(2) 長岡･岡南中
サイトウ　ルキ ツバメヨシダ [11.22] コンノ　マナタ ホリノウチ [7.40]

3 7152 斎藤　月輝(3) 燕･吉田中 32 3940 今野　愛太(2) 魚沼･堀之内中
キタムラ　ヨシヒコ サンジョウダイニ [4.86] クボ　レオ タガミ [9.01]

4 2786 北村　慶彦(2) 三条･第二中 33 3213 久保　陸生(3) 南蒲･田上中
コダイラ　ユウセイ ツバメヨシダ [8.95] タカヤマ　ケイト カリヤタ [8.25]

5 7166 小平　悠世(3) 燕･吉田中 34 2658 髙山　恵翔(3) 長岡･刈谷田中
カタヒラ　ソウタ スヨシ [6.65] ツルマキ　ライト アオイ [9.62]

6 2089 片平　創太(2) 長岡･栖吉中 35 3160 鶴巻　来音(3) 加茂･葵中
クマクラ　シンタロウ タガミ [7.89] マルヤマ　リョウ ナカノシマ [7.25]

7 3218 熊倉　真大朗(3) 南蒲･田上中 36 4239 丸山　遼(3) 長岡･中之島中
スズキ　ユウヘイ ミヤウチ [10.38] オオダイラ　ケイ ホリノウチ [8.84]

8 2131 鈴木　悠平(3) 長岡･宮内中 37 3954 大平　慧(3) 魚沼･堀之内中
ヒラガ　ユキヤ ユノタニ [3.94] サイトウ　ユウヤ カモ [11.01]

9 3892 平賀　倖弥(2) 魚沼･湯之谷中 38 3128 齋藤　優也(3) 加茂･加茂中
ヤマグチ　ソウタ サカエ サノ　アツロウ ミツケニシ [6.25]

10 2925 山口　蒼太(1) 三条･栄中 39 3765 佐野　暖朗(3) 見附･西中
ヨコヤマ　ユウカ コウヨウ [5.58] タカハシ　トウイ シオザワ [6.72]

11 2248 横山　侑駕(2) 長岡･江陽中 40 4118 髙橋　斗惟(3) 南魚沼･塩沢中
ワタナベ　シン ナカサト [7.12] ミツモト　アユト コウナン [5.85]

12 3549 渡邉　清(3) 十日町･中里中 41 2352 三本　歩叶(3) 長岡･岡南中
ヒグチ　テンシン ツナン [11.29] テラダ　ハルマ ツバメ [4.50]

13 3624 樋口　天真(2) 中魚･津南中 42 7035 寺田　晴真(2) 燕･燕中
ハセベ　ユウシン ミツケ ノムラ　トウジ ミツケニシ [7.42]

14 3688 長谷部　優心(3) 見附･見附中 43 3781 野村　騰士(3) 見附･西中
シンボ　リョウタ ホンジョウジ [7.98] カゴシマ　イツキ サンジョウダイシ [6.33]

15 2863 真保　亮汰(3) 三条･本成寺中 44 2826 神子島　一輝(3) 三条･第四中
ササキ　イクオ スヨシ [8.15] モリキ　ブンシロウ シオザワ [8.41]

16 2085 佐々木　郁雄(3) 長岡･栖吉中 45 4090 森木　文士郎(3) 南魚沼･塩沢中
ムラヤマ　ミチアキ マツダイ [7.54] タブセ　イブキ ミツケミナミ

17 3570 村山　宙陽(2) 十日町･松代中 46 3712 田伏　一颯(2) 見附･南中
コザカイ　ソラ マツダイ [6.51] イチカワ　ノア ヤヒコ

18 3564 小堺　奏良(2) 十日町･松代中 47 7254 市川　希亜(1) 西蒲･弥彦中
セキ　シュウジ ヤマト [11.61] トガシ　カイ ナガオカオオジマ [6.74]

19 3976 関　秋司(3) 南魚沼･大和中 48 2417 富樫　快(2) 長岡･大島中
サトウ　タクマ トオカマチゲジョウ [6.31] サカイ　タクマ コウヨウ [4.63]

20 3428 佐藤　丞真(2) 十日町･下条中 49 2242 酒井　太久真(2) 長岡･江陽中
シダ　リュウセイ ヤマト [7.81] オオクマ　カズキ ツナンチュウトウ [8.13]

21 3981 志太　琉晟(2) 南魚沼･大和中 50 3631 大熊　一輝(2) 中魚･津南中等(中)

セキ　タイガ オヂヤミナミ クワハラ　ミツキ ツナン [6.56]

22 3089 関　タイガ(3) 小千谷･南中 51 3622 桑原　光輝(2) 中魚･津南中
タカハシ　リュウク ミツケ [6.30] オオハシ　ユウト カリヤタ [7.33]

23 3696 高橋　龍功(2) 見附･見附中 52 2632 大橋　優翔(2) 長岡･刈谷田中
タムラ　リュウヤ ナカサト [8.19] タキザワ　イツキ シタダ [7.79]

24 3531 田村　龍弥(3) 十日町･中里中 53 2986 瀧澤　樹(3) 三条･下田中
オヤナギ　イサミ サンジョウダイニ オオタ　コタロウ ナカノシマ [7.90]

25 2773 小柳　勇海(2) 三条･第二中 54 2507 太田　小太朗(3) 長岡･中之島中
イギ　ユウキ ヤヒコ ハヤシ　ネオ ツツミオカ [8.64]

26 7253 井木　優希(1) 西蒲･弥彦中 55 2300 林　稔王(3) 長岡･堤岡中
カナヤマ　ソウタ サカエ [2.94] ワタナベ　マナト コイケ [7.17]

27 2922 金山　蒼大(1) 三条･栄中 56 7087 渡邉　真叶(3) 燕･小池中
ノザワ　ヒロム ハッカイ [3.92] オオノ　コウキ ミツケミナミ

28 4020 野澤　拓夢(3) 南魚沼･八海中 57 3727 大野　倖輝(2) 見附･南中
スズキ　シオン ツツミオカ [9.85]

29 2298 鈴木　志温(3) 長岡･堤岡中
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アスリート

ビブス 組 風 レーン 記録 得点 順 記録 得点 順 記録 得点 組 レーン 記録 得点

　　　カナイ　ヨウヘイ

 7141 金井　耀平 ( 2 ）

　　　タカクワ　ケンスケ

 7025 高桑　健介 ( 3 ）

　　　カイセ　タカト

 4111 貝瀬　天都 ( 2 ）

　　　タナカ　ユウキ

 3691 田中　悠稀 ( 2 ）

　　　タナベ　ソラ

 4033 田鍋　空 ( 2 ）

　　　ワタナベ　イチカ

 2956 渡邉　一加 ( 2 ）

　　　カタオカ　フジ

 2338 片岡　歩慈 ( 3 ）

　　　フクハラ　ヒロム

 3645 福原　弥夢 ( 3 ）

　　　バンダイ　エル

 4103 坂大　笑輝 ( 2 ）

　　　オオサキ　マサト

 3782 大﨑　雅人 ( 3 ）

　　　サイトウ　リュウト

 2096 斎藤　琉斗 ( 2 ）

　　　ニシカワ　ダイチ

 2153 西川　大地 ( 3 ）

　　　トダ　クウラ

 4065 戸田　空來 ( 2 ）

　　　タカハシ　タケキ

 3674 髙橋　岳城 ( 1 ）

　　　ミナキ　チヒロ

 3217 皆木　知聞 ( 3 ）

　　　サトウ　タケル

 2928 佐藤　丈琉 ( 1 ）

　　　ツチダ　シオン

 2081 土田　心暖 ( 3 ）

　　　ヤマダ　ショウヤ

 4010 山田　翔也 ( 3 ）

　　　アオキ　カイ

 3968 青木　克心 ( 2 ）

　　　スガハラ　ユウキ

 7067 菅原　悠希 ( 3 ）

　　　アイバ　トモヤ

 7154 相場　朋矢 ( 3 ）

　　　オギワラ　イブキ

 3777 荻原　伊吹 ( 3 ）

男子 四種競技

大会記録

総合
得点

順
位

新潟県中学記録

22/6/14
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　2825　神田　大和　三条･大崎学園(中)　2021
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22/6/15

22/6/15
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スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子100m
新潟県中学記録 11.87 秋澤　理沙 燕・吉田 2021 愛媛 予選 6/14 13:10 (14-0+8)

大会記録 12.13 秋澤　理沙 燕･吉田 2021 決勝 6/14 15:00 

〈〈 予選 〉〉

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
ミヤタ　ヒナ カモ [14.34] オオクラ　アイラ ヤヒコ [15.35]

1 3114 宮田　陽奈(3) 加茂･加茂中 1 7251 大倉　愛桜(3) 西蒲･弥彦中
カスガ　ハルカ トオカマチミナミ [12.84] ハセガワ　クララ トオカマチゲジョウ [13.33]

2 3333 春日　悠花(3) 十日町･南中 2 3422 長谷川　くらら(3) 十日町･下条中
ワタナベ　カエデ シタダ ワシズ　ノア ヒガシオヂヤ [14.00]

3 2968 渡邉　楓(2) 三条･下田中 3 3055 鷲頭　のあ(3) 小千谷･東小千谷中

ヤマシタ　ノア ミツケ [14.96] ナカマタ　ハナエ ヤマト [13.57]

4 3692 山下　乃愛(2) 見附･見附中 4 3964 中俣　花恵(3) 南魚沼･大和中
ミズオチ　モモカ ミズサワ [13.92] ヤマザキ　ヒカル ミズサワ [14.57]

5 3456 水落　桃花(3) 十日町･水沢中 5 3457 山崎　ひかる(3) 十日町･水沢中
タカノ　アヤナ コイデ [14.44] タナカ　ユウヒ ツバメヨシダ [14.10]

6 3925 髙野　綺菜(2) 魚沼･小出中 6 7147 田中　悠陽(1) 燕･吉田中
シマ　アイラ ツツミオカ [13.79] マツキ　リン ヒロカミ [14.70]

7 2290 島　愛來(1) 長岡･堤岡中 7 3846 松木　輪(2) 魚沼･広神中
シオカワ　フウコ オヂヤミナミ [15.03] イシザキ　ユナ ホンジョウジ [16.59]

8 3085 塩川　風瑚(3) 小千谷･南中 8 2841 石崎　夢那(3) 三条･本成寺中

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
シノダ　ナルミ ナガオカヒガシ [14.44] タチバナ　アオハ ユノタニ

1 2029 篠田　成美(2) 長岡･東中 1 3892 橘　あおは(2) 魚沼･湯之谷中
マツダ　アオハ ナガオカミナミ [13.86] トノウチ　ユウカ フゾクナガオカ [14.46]

2 2048 松田　あおは(3) 長岡･南中 2 2689 殿内　悠香(2) 長岡･附属長岡中

クガワ　ラン ハッカイ [13.89] コザカイ　サキ マツダイ [15.07]

3 4021 久川　藍(3) 南魚沼･八海中 3 3552 小堺　咲葵(2) 十日町･松代中
ヒラハラ　スミレコ ブンスイ [14.36] ナカムラ　ユズキ タガミ [14.32]

4 7187 平原　董子(3) 燕･分水中 4 3213 中村　結咲(3) 南蒲･田上中
コバヤシ　ミヤコ カモ [15.00] タカハシ　ミウ ツツミオカ [12.85]

5 3115 小林　美哉子(3) 加茂･加茂中 5 2281 髙橋　美羽(3) 長岡･堤岡中
エダ　ハツミ ミツケニシ [12.81] ホシナ　リノン カワニシ [13.82]

6 3761 江田　はつみ(3) 見附･西中 6 3490 星名　里音(2) 十日町･川西中
ナグモ　ユヅル ナカサト [14.97] ヨシイ　ココナ ナガオカニシ [14.95]

7 3524 南雲　由鶴(1) 十日町･中里中 7 2208 吉井　心夏(3) 長岡･西中
タカハシ　ホマレ コシジ メザキ　ユウア オヂヤ [13.92]

8 2511 高橋　穂希(1) 長岡･越路中 8 2997 目﨑　結空(3) 小千谷･小千谷中

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
マルヤマ　ユイ オヂヤ [14.70] メグロ　マコ シタダ [16.20]

1 2992 丸山　結(3) 小千谷･小千谷中 1 2966 目黒　茉子(1) 三条･下田中
コンドウ　ユア トオカマチゲジョウ [16.45] モリヤマ　ユア ナガオカオオジマ [14.02]

2 3416 近藤　優空(2) 十日町･下条中 2 2395 森山　ゆあ(3) 長岡･大島中
イシヅカ　ソナ トウホク [13.97] イシワタ　サキノ サカエ [14.67]

3 2182 石塚　蒼菜(3) 長岡･東北中 3 2943 石綿　沙紀乃(3) 三条･栄中
ツルマキ　リノ サンジョウダイシ [14.14] ワクイ　リコ コウヨウ [13.38]

4 2801 鶴巻　凛乃(2) 三条･第四中 4 2254 和久井　梨瑚(3) 長岡･江陽中
ツルマキ　ソラ タガミ [13.13] モトミヤ　ユズカ ツバメ [13.52]

5 3215 鶴巻　空(3) 南蒲･田上中 5 7066 本宮　柚珂(2) 燕･燕中
イマナリ　ハル ムイカマチ [13.68] マルヤマ　サラ ツナンチュウトウ [14.08]

6 4056 今成　華琉(2) 南魚沼･六日町中 6 3632 丸山　さら(3) 中魚･津南中等(中)

サイキ　ツカサ マツノヤマガクエン [14.51] ホシノ　イチカ コウナン [15.76]

7 3572 齋木　月咲(2) 十日町・まつのやま学園 7 2334 星野　いち華(1) 長岡･岡南中
ウガワ　ユキ コイケ [15.35] オオヤ　アオイ スヨシ [14.64]

8 7072 鵜川　侑季(3) 燕･小池中 8 2093 大矢　碧唯(3) 長岡･栖吉中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子100m

〈〈 予選 〉〉

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
ヨコヤマ　コハル サンジョウダイシ [15.12] ナグモ　メイ サンジョウダイサン [14.73]

1 2821 横山　心春(3) 三条･第四中 1 2793 南雲　明(2) 三条･第三中
サカイ　ミホ ツバメチュウトウ ユウキ　アオイ ミツケミナミ [16.80]

2 7211 酒井　美歩(1) 燕中等 2 3715 結城　葵(3) 見附･南中
ワタナベ　ナツキ ホリノウチ [13.75] タカハシ　コナミ カワニシ [14.51]

3 3942 渡邉　愛月(2) 魚沼･堀之内中 3 3504 髙橋　心愛実(2) 十日町･川西中
ホンダ　ユウリ ナガオカヒガシ [12.88] ホシノ　カレン ムイカマチ [13.11]

4 2024 本田　悠里(3) 長岡･東中 4 4047 星野　花恋(3) 南魚沼･六日町中

コバヤシ　チハル コイデ [14.29] ノザキ　マオ ブンスイ [13.68]

5 3930 小林　千晴(1) 魚沼･小出中 5 7183 野崎　茉緒(3) 燕･分水中
セキ　サワコ アサヒオカ [13.94] クボタ　リサ トオカマチヨシダ [15.29]

6 2464 関　冴和子(3) 長岡･旭岡中 6 3374 久保田　理彩(2) 十日町･吉田中
ジンカワ　アオイ ナガオカニシ [14.95] マツダ　ユウ ヤマト [14.17]

7 2206 陣川　葵(3) 長岡･西中 7 3966 松田　優(3) 南魚沼･大和中
コヤマ　ユイカ ツナン [14.46] ワタナベ　マミ コウヨウ [13.97]

8 3620 小山　結夏(3) 中魚･津南中 8 4372 渡邉　満美(3) 長岡･江陽中

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
ヌマタ　ネネ コウナン [16.94] サトウ　ウタ マツダイ [14.67]

1 2333 沼田　寧々(1) 長岡･岡南中 1 3561 佐藤　羽音(1) 十日町･松代中
キチラク　アンナ ナカサト [14.49] ムネムラ　ルナ サンジョウダイニ [14.03]

2 3525 吉楽　杏菜(3) 十日町･中里中 2 2783 宗村　瑠奈(2) 三条･第二中
ナグモ　ユイ サンジョウダイサン [13.96] カネコ　リノカ ツバメ [13.44]

3 2792 南雲　結(3) 三条･第三中 3 7048 金子　梨華(3) 燕･燕中
オカムラ　ユウナ ツバメキタ [15.27] イカラシ　ミウ サンジョウダイイチ [13.42]

4 7122 岡村　悠那(3) 燕･燕北中 4 2721 五十嵐　実羽(3) 三条･第一中
カゴシマ　ココネ アサヒオカ [13.74] ナカジマ　エナ トオカマチ [14.66]

5 2468 鹿兒島　心寧(2) 長岡･旭岡中 5 3282 中島　笑奈(2) 十日町･十日町中

ヤギ　ランナ トウホク [13.01] マルヤマ　ルリ ナカノシマ [15.97]

6 2184 矢木　らん奈(3) 長岡･東北中 6 2506 丸山　琉璃(3) 長岡･中之島中
サトウ　アオイ ナガオカミナミ [14.28] ナグモ　アイカ ユザワ [15.84]

7 2053 佐藤　葵衣(3) 長岡･南中 7 4131 南雲　愛加(3) 南魚･湯沢中
ヤマシタ　リナ フゾクナガオカ [14.82] オカムラ　モモエ トオカマチミナミ [14.02]

8 2687 山下　莉菜(3) 長岡･附属長岡中 8 3332 岡村　百恵(3) 十日町･南中

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
スギノ　メイ カリヤタ [14.49] カスガ　リナ トオカマチヨシダ [15.48]

1 2657 杉野　芽唯(2) 長岡･刈谷田中 1 3373 春日　莉奈(2) 十日町･吉田中
フジワラ　ハナコ ヤヒコ オオタ　チヒロ トオカマチナカジョウ [14.69]

2 7248 藤原　華子(1) 西蒲･弥彦中 2 3296 太田　ちひろ(2) 十日町･中条中
ヨコヤマ　ヒナタ ヒガシオヂヤ [13.95] ミズカミ　マナ ヒロカミ [14.60]

3 3042 横山　ひなた(3) 小千谷･東小千谷中 3 3851 水上　愛菜(1) 魚沼･広神中
タムラ　ミオ シオザワ [12.90] サトウ　ユナ ハッカイ [13.56]

4 4104 田村　美桜(2) 南魚沼･塩沢中 4 4015 佐藤　結菜(3) 南魚沼･八海中
オオモモ　チナ ホンジョウジ [14.89] メグロ　ハルカ アオイ [13.34]

5 2842 大桃　千楠(3) 三条･本成寺中 5 3145 目黒　晴香(3) 加茂･葵中
コナリ　ルナ ミヤウチ [14.29] シミズ　ユウ コイケ [16.35]

6 2126 小成　瑠菜(2) 長岡･宮内中 6 7076 清水　優(3) 燕･小池中
タケダ　ココネ ツバメキタ [13.75] サカイ　ライリ サンジョウダイニ [14.01]

7 7121 竹田　心音(3) 燕･燕北中 7 2782 坂井　来璃(2) 三条･第二中
ナガハラ　キリ ナカノシマ [15.16] サトウ　ミオ サンジョウダイイチ [14.08]

8 2507 長原　妃李(2) 長岡･中之島中 8 2724 佐藤　実音(3) 三条･第一中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子100m

〈〈 予選 〉〉

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
ナグモ　ウルハ ユザワ [14.77] ヤマダ　モモカ ツバメチュウトウ [14.99]

1 4132 南雲　うるは(3) 南魚･湯沢中 2 7212 山田　桃歌(1) 燕中等
シゲノ　オウカ スヨシ [14.19] アキザワ　リサ ツバメヨシダ [12.02]

2 2096 茂野　煌花(2) 長岡･栖吉中 3 7151 秋澤　理沙(3) 燕･吉田中
タカハシ　ナナイ トオカマチ [13.71] イチムラ　モモカ ナガオカオオジマ [13.89]

3 3251 髙橋　那奈依(3) 十日町･十日町中 4 2410 市村　百萌佳(3) 長岡･大島中
シライ　ハルヒ コシジ [13.96] ゴトウ　ミコ ホリノウチ [14.38]

4 2532 白井　陽妃(2) 長岡･越路中 5 3960 後藤　美胡(3) 魚沼･堀之内中
カツヌマ　オトハ カリヤタ [14.51] シオバラ　メイカ シオザワ [13.87]

5 2648 勝沼　音羽(3) 長岡･刈谷田中 6 4091 塩原　明香(3) 南魚沼･塩沢中
オオフチ　マオ オヂヤミナミ [13.02] アラマキ　ケイト アオイ [14.97]

6 3083 大渕　茉緒(3) 小千谷･南中 7 3166 荒牧　景都(2) 加茂･葵中
ナグモ　アユ マツノヤマガクエン [16.82] セキカワ　ミユウ サカエ [14.41]

7 3580 南雲　愛友(1) 十日町・まつのやま学園 8 2942 関川　美憂(3) 三条･栄中
イカラシ　ユキノ ウオヌマキタ [15.27]

8 3802 五十嵐　雪乃(1) 魚沼･魚沼北中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子200m
新潟県中学記録 24.62 秋澤　理沙 燕・吉田 2021 那珂 予選 6/15 11:20 (12-0+8)

大会記録 25.11 秋澤　理沙 燕･吉田 2021 決勝 6/15 14:15 

〈〈 予選 〉〉

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
ユウキ　アオイ ミツケミナミ [33.00] マルタニ　モモ ホンジョウジ [31.93]

1 3715 結城　葵(3) 見附･南中 1 2862 丸谷　百桃(2) 三条･本成寺中
アベ　コウメ コイケ キリュウ　ミワ カワニシ

2 7090 阿部　小梅(2) 燕･小池中 2 3487 桐生　実和(2) 十日町･川西中
シゲノ　オウカ スヨシ [29.14] イシヅカ　ソナ トウホク [29.01]

3 2096 茂野　煌花(2) 長岡･栖吉中 3 2182 石塚　蒼菜(3) 長岡･東北中
カゴシマ　ココネ アサヒオカ [28.56] エダ　ナツミ ミツケニシ [26.72]

4 2468 鹿兒島　心寧(2) 長岡･旭岡中 4 3763 江田　なつみ(3) 見附･西中
ヤギ　ランナ トウホク [27.09] マツキ　リン ヒロカミ [30.35]

5 2184 矢木　らん奈(3) 長岡･東北中 5 3846 松木　輪(2) 魚沼･広神中
ツボヤ　サラサ カモ [31.80] サトウ　ユナ ハッカイ [28.69]

6 3111 坪谷　さら咲(1) 加茂･加茂中 6 4015 佐藤　結菜(3) 南魚沼･八海中
トミナガ　アオイ ナガオカミナミ [30.84] ナカジマ　エナ トオカマチ [30.78]

7 2043 富永　葵衣(3) 長岡･南中 7 3282 中島　笑奈(2) 十日町･十日町中

モギ　サラサ シオザワ [30.20] ムネムラ　ユカ アオイ [32.38]

8 4089 茂木　さら沙(3) 南魚沼･塩沢中 8 3169 宗村　結華(2) 加茂･葵中

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
ミズオチ　モモカ ミズサワ [29.98] ワダ　ミユ トオカマチナカジョウ [32.00]

1 3456 水落　桃花(3) 十日町･水沢中 1 3297 和田　美優(1) 十日町･中条中
トダ　ミチル ツナンチュウトウ [31.20] ワタナベ　ナツキ ホリノウチ [28.73]

2 3635 戸田　路琉(2) 中魚･津南中等(中) 2 3942 渡邉　愛月(2) 魚沼･堀之内中
クマキ　アヤネ シオザワ [28.36] タキザワ　サチ マツノヤマガクエン

3 4094 熊木　綺音(3) 南魚沼･塩沢中 3 3579 滝沢　紗知(1) 十日町・まつのやま学園

ヤマダ　モモカ ツバメチュウトウ [34.74] ホンダ　ユウリ ナガオカヒガシ [26.53]

4 7212 山田　桃歌(1) 燕中等 4 2024 本田　悠里(3) 長岡･東中
ホシノ　カレン ムイカマチ [27.54] クガワ　ラン ハッカイ [29.01]

5 4047 星野　花恋(3) 南魚沼･六日町中 5 4021 久川　藍(3) 南魚沼･八海中
カンバラ　セイラ サンジョウダイニ カツヌマ　オトハ カリヤタ [30.67]

6 2780 蒲原　惺良(3) 三条･第二中 6 2648 勝沼　音羽(3) 長岡･刈谷田中
ヤマダ　アイナ ヒガシオヂヤ [31.41] ナガミ　マコ ナガオカニシ [32.32]

7 3062 山田　愛菜(2) 小千谷･東小千谷中 7 2216 永見　茉子(2) 長岡･西中
ミズノ　ハルカ コイデ [29.54] キチラク　アンナ ナカサト [30.40]

8 3927 水野　はるか(2) 魚沼･小出中 8 3525 吉楽　杏菜(3) 十日町･中里中

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
スズキ　コウ マツダイ [32.23] カイホツ　ミズキ トオカマチゲジョウ [35.66]

1 3553 鈴木　倖(2) 十日町･松代中 1 3421 開發　みずき(3) 十日町･下条中
フジイ　ココ ブンスイ ブトウ　ユヅキ コイデ [28.11]

2 7184 藤井　湖々(3) 燕･分水中 2 3921 武藤　ゆづき(3) 魚沼･小出中
タカハシ　ミウ ツツミオカ [26.42] イノカワ　マアヤ ミズサワ [31.33]

3 2281 髙橋　美羽(3) 長岡･堤岡中 3 3452 井ノ川　真彩(3) 十日町･水沢中
ナグモ　ユイ サンジョウダイサン [28.79] イカラシ　ミウ サンジョウダイイチ [27.88]

4 2792 南雲　結(3) 三条･第三中 4 2721 五十嵐　実羽(3) 三条･第一中
セキ　サワコ アサヒオカ [29.01] イトウ　アキ ミツケ [31.28]

5 2464 関　冴和子(3) 長岡･旭岡中 5 3678 伊藤　亜希(3) 見附･見附中
ヨコヤマ　コハル サンジョウダイシ [32.03] ニシムラ　ユヅキ ツバメキタ

6 2821 横山　心春(3) 三条･第四中 6 7112 西村　夢月(2) 燕･燕北中
サイキ　ツカサ マツノヤマガクエン [30.55] ミズカミ　マナ ヒロカミ [29.61]

7 3572 齋木　月咲(2) 十日町・まつのやま学園 7 3851 水上　愛菜(1) 魚沼･広神中
ワタナベ　ソラ ヤヒコ [30.65] セキ　メブキ ヤマト [29.89]

8 7254 渡邊　蒼空(3) 西蒲･弥彦中 8 3968 関　芽吹(3) 南魚沼･大和中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子200m

〈〈 予選 〉〉

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
ムラヤマ　ラン トオカマチ [33.76] ホシナ　リノン カワニシ [29.09]

1 3254 村山　らん(3) 十日町･十日町中 1 3490 星名　里音(2) 十日町･川西中
アカツカ　ヒラリ サンジョウダイニ タケウチ　ミナミ オヂヤ [28.59]

2 2787 赤塚　迪莉(2) 三条･第二中 2 3006 竹内　みなみ(2) 小千谷･小千谷中

ツルマキ　ソラ タガミ [28.38] カスガ　ハルカ トオカマチミナミ [26.99]

3 3215 鶴巻　空(3) 南蒲･田上中 3 3333 春日　悠花(3) 十日町･南中
セキカワ　ミユウ サカエ [29.48] イカラシ　アキ ナガオカオオジマ [32.55]

4 2942 関川　美憂(3) 三条･栄中 4 2397 五十嵐　茜葵(3) 長岡･大島中
クリバヤシ　ナナカ コウヨウ [30.01] サトウ　ルカ ユノタニ

5 4376 栗林　奈々香(2) 長岡･江陽中 5 3871 佐藤　琉風(1) 魚沼･湯之谷中
オオフチ　マオ オヂヤミナミ [27.27] スギノ　メイ カリヤタ [30.23]

6 3083 大渕　茉緒(3) 小千谷･南中 6 2657 杉野　芽唯(2) 長岡･刈谷田中
イリサワ　ユラ サンジョウダイイチ [31.45] イケダ　チナツ ヤヒコ [31.85]

7 2730 入澤　優空(2) 三条･第一中 7 7252 池田　千夏(3) 西蒲･弥彦中
オオタ　チヒロ トオカマチナカジョウ [31.14] コヤマ　ユイカ ツナン [30.81]

8 3296 太田　ちひろ(2) 十日町･中条中 8 3620 小山　結夏(3) 中魚･津南中

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
ナガイ　アンナ ツバメヨシダ フカダ　コア ナガオカニシ [29.20]

1 7133 永井　杏奈(2) 燕･吉田中 1 2218 深田　心愛(2) 長岡･西中
ナガヨシ　フワリ タガミ [31.38] ヨシダ　タキ スヨシ [30.05]

2 3223 長吉　風凛(2) 南蒲･田上中 2 2103 吉田　多希(2) 長岡･栖吉中
アベ　アコ オヂヤミナミ [35.61] タケダ　ココネ ツバメキタ [28.52]

3 3087 阿部　あこ(2) 小千谷･南中 3 7121 竹田　心音(3) 燕･燕北中
タナベ　スミレ オヂヤ [31.24] トガシ　モア サンジョウダイシ [33.20]

4 3002 田邉　すみれ(2) 小千谷･小千谷中 4 2802 富樫　望愛(2) 三条･第四中
コナリ　ルナ ミヤウチ [29.90] ホンダ　ヒナコ ホリノウチ [31.45]

5 2126 小成　瑠菜(2) 長岡･宮内中 5 3935 本田　雛子(2) 魚沼･堀之内中
ハセガワ　クララ トオカマチゲジョウ [27.83] メグロ　ハルカ アオイ [27.24]

6 3422 長谷川　くらら(3) 十日町･下条中 6 3145 目黒　晴香(3) 加茂･葵中
ヤナハラ　メイ ツバメ [28.27] コジマ　ノア ナガオカミナミ [30.87]

7 7060 柳原　芽生(3) 燕･燕中 7 2054 小島　叶愛(3) 長岡･南中
カワカミ　サイハ ヒガシオヂヤ [29.59] イシイ　ソラ ムイカマチ

8 3047 川上　紗衣羽(3) 小千谷･東小千谷中 8 4058 石井　優空(2) 南魚沼･六日町中

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
ムラコシ　ミオン ナガオカオオジマ [30.59] マチダ　アコ ブンスイ [30.61]

2 2393 村越　未音(3) 長岡･大島中 2 7185 町田　杏湖(3) 燕･分水中
サトウ　ウタ マツダイ [32.15] エダ　ハツミ ミツケニシ [26.35]

3 3561 佐藤　羽音(1) 十日町･松代中 3 3761 江田　はつみ(3) 見附･西中
シノダ　ナルミ ナガオカヒガシ [30.56] タナカ　トワ サカエ [32.21]

4 2029 篠田　成美(2) 長岡･東中 4 2953 田中　杜和(2) 三条･栄中
アキザワ　リサ ツバメヨシダ [24.66] オミ　メブキ トオカマチミナミ [32.11]

5 7151 秋澤　理沙(3) 燕･吉田中 5 3349 尾身　芽吹(1) 十日町･南中
トヨノ　ホマレ ヤマト [28.92] オオクボ　ココ ミツケミナミ [29.00]

6 3973 豊野　歩希(3) 南魚沼･大和中 6 3745 大久保　心湖(1) 見附･南中
ハセガワ　ジュリ ツバメ [28.98] ワクイ　リコ コウヨウ [28.81]

7 7021 長谷川　樹里(2) 燕･燕中 7 2254 和久井　梨瑚(3) 長岡･江陽中
シマカゲ　アイナ ホンジョウジ [32.14] サノ　コヨリ ツツミオカ [30.42]

8 2843 島影　愛奈(3) 三条･本成寺中 8 2286 佐野　来和(2) 長岡･堤岡中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子800m
新潟県中学記録 2:10.38 横山　みわ 新潟・小須戸 2008 ビッグスワン 予選 6/14 10:45 (11-0+8)

大会記録 2:14.75 藤森　彩 長岡・宮内 2007 決勝 6/14 14:30 

〈〈 予選 〉〉

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
ナカムラ　ヒナコ サカエ [2:48.32] クワバラ　ナコ ナガオカオオジマ [2:30.09]

1 2955 中村　日向子(2) 三条･栄中 1 2411 桑原　奈瑚(3) 長岡･大島中
イケガヤ　ミサキ ミヤウチ [2:42.25] ゴウ　ユイ オヂヤ [2:35.19]

2 2121 池谷　心咲(2) 長岡･宮内中 2 2995 郷　佑衣(3) 小千谷･小千谷中

ワタナベ　アミ ヤヒコ ナカザワ　ユズキ ナカサト [2:42.04]

3 7249 渡邊　葵海(1) 西蒲･弥彦中 3 3526 中澤　結月(3) 十日町･中里中
オンダ　コノミ トウホク [2:45.34] ワタヌキ　メイ カワニシ [2:45.62]

4 2189 恩田　好(2) 長岡･東北中 4 3491 渡貫　芽依(2) 十日町･川西中
マルヤマ　メイ トオカマチヨシダ [2:59.54] ミヤ　ソラノ カタカイ [3:13.00]

5 3371 丸山　萠衣(3) 十日町･吉田中 5 3110 宮　そらの(1) 小千谷･片貝中
ムロハシ　ラン チダ [2:52.42] マツオ　ユイ ウオヌマキタ [3:00.30]

6 3073 室橋　らん(2) 小千谷･千田中 6 3801 松尾　結衣(2) 魚沼･魚沼北中
サイキ　コア ユザワ [2:38.69] ムラヤマ　ハナ トオカマチヨシダ [2:53.17]

7 4138 齋木　心愛(2) 南魚･湯沢中 7 3375 村山　羽菜(1) 十日町･吉田中
オオクボ　リリカ ホリノウチ [2:56.20] ヨシダ　ユイ ナガオカヒガシ [2:39.06]

8 3933 大久保　りりか(2) 魚沼･堀之内中 8 2025 吉田　結(3) 長岡･東中
オバタ　リコ ヒロカミ [2:27.94] シンボ　アスカ アサヒオカ [2:47.99]

9 3863 小幡　莉子(3) 魚沼･広神中 9 2463 新保　明日香(3) 長岡･旭岡中
ヒグチ　ユナ タガミ [2:35.63] ナガイ　アユム アオイ [2:55.71]

10 3224 樋口　優奈(2) 南蒲･田上中 10 3168 永井　歩(2) 加茂･葵中

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
コンドウ　ハヅキ オヂヤミナミ [2:53.18] カネコ　マナミ トウホク [2:45.38]

1 3084 近藤　葉月(3) 小千谷･南中 1 2188 金子　真那美(2) 長岡･東北中
カケイ　ユウ ホンジョウジ [2:47.37] ホシ　ナノハ ユノタニ [3:00.96]

2 2847 筧　結羽(2) 三条･本成寺中 2 3873 星　なのは(1) 魚沼･湯之谷中
コマガタ　ユズ ヤマト [3:10.54] ミナガワ　アカリ シタダ [2:56.06]

3 3970 駒形　柚(2) 南魚沼･大和中 3 2967 皆川　燈(2) 三条･下田中
アベ　アンナ トオカマチミナミ [2:30.94] モロハシ　サクラ ツバメヨシダ [2:29.58]

4 3347 阿部　杏菜(1) 十日町･南中 4 7134 諸橋　咲來(2) 燕･吉田中
イザワ　ココナ トオカマチナカジョウ [2:40.02] ウエノ　コハル イママチ [2:38.96]

5 3291 井沢　心々凪(3) 十日町･中条中 5 3751 上野　心温(3) 見附･今町中
イグチ　モモ ハッカイ [2:35.18] ナガシマ　ミヤ ミヤウチ [2:42.18]

6 4024 井口　桃(3) 南魚沼･八海中 6 2124 長島　実耶(2) 長岡･宮内中
ナグモ　モカ ナカサト [2:41.74] ツツミ　ミハル ツバメキタ

7 3527 南雲　萌夏(3) 十日町･中里中 7 7107 堤　海遥(1) 燕･燕北中
タナカ　ユア コウナン [2:55.38] フクハラ　ユウカ マツノヤマガクエン [2:35.43]

8 2353 田中　結愛(3) 長岡･岡南中 8 3575 福原　優香(3) 十日町・まつのやま学園

ヨシカワ　ミク コウヨウ [3:01.94] サトウ　モモノ ウオヌマキタ [2:48.03]

9 2269 吉川　美玖(3) 長岡･江陽中 9 3803 佐藤　もも乃(1) 魚沼･魚沼北中
シブヤ　アカネ スヨシ [2:46.09] イカラシ　リオ ヒガシオヂヤ [2:52.89]

10 2097 澁谷　朱音(2) 長岡･栖吉中 10 3048 五十嵐　梨音(3) 小千谷･東小千谷中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子800m

〈〈 予選 〉〉

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
スズキ　ナナセ ホンジョウジ [2:41.13] サダ　ユイナ コウナン [2:58.81]

1 2844 鈴木　夏瀬(3) 三条･本成寺中 1 2351 佐田　結愛(3) 長岡･岡南中
アベ　カンナ トオカマチミナミ [2:31.24] ヤマギシ　アスカ ツナン [2:38.26]

2 3331 阿部　柑菜(3) 十日町･南中 2 3624 山岸　明日香(3) 中魚･津南中
ワタナベ　ユメ サンジョウダイニ [3:03.8] オオクラ　ウタ ブンスイ

3 2786 渡邊　友芽(2) 三条･第二中 3 7191 大倉　海詩(1) 燕･分水中
コダマ　リム トオカマチナカジョウ [2:35.11] カネコ　アキ スヨシ [2:45.00]

4 3293 児玉　莉夢(3) 十日町･中条中 4 2102 金子　晶(2) 長岡･栖吉中
イソベ　オハナ コイデ [2:46.37] イノマタ　マオ ナガオカヒガシ [2:26.17]

5 3922 磯部　おはな(2) 魚沼･小出中 5 2030 猪俣　真央(3) 長岡･東中
フジマキ　レイナ フゾクナガオカ [2:54.91] ヒロカワ　ナナミ アオイ [2:56.63]

6 2681 藤巻　伶菜(1) 長岡･附属長岡中 6 3167 廣川　七海(2) 加茂･葵中
コバヤシ　ツムギ ナガオカミナミ [2:53.36] ヤマガ　ユズカ マツダイ [2:43.31]

7 2039 小林　紬(1) 長岡･南中 7 3563 山賀　柚夏(1) 十日町･松代中
ケンモツ　カナ ユザワ [3:08.82] ホンダ　リョウ ムイカマチ [2:49.30]

8 4121 剱持　佳奈(1) 南魚･湯沢中 8 4054 本多　椋(2) 南魚沼･六日町中

ウチダ　ミノリ ハッカイ [2:39.21] ウチダ　ノエル シオザワ [2:52.80]

9 4020 内田　実紀(3) 南魚沼･八海中 9 4105 内田　埜英留(2) 南魚沼･塩沢中
ヤマダ　ユイ ミズサワ [2:47.38] ワタナベ　ミノリ チダ [2:36.05]

10 3458 山田　結衣(3) 十日町･水沢中 10 3074 渡辺　みのり(2) 小千谷･千田中

7組 8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
トミイ　ユナ ツナンチュウトウ [2:31.58] トツネ　リコ タガミ [2:49.73]

1 3631 富井　柚菜(3) 中魚･津南中等(中) 1 3222 戸恒　璃子(2) 南蒲･田上中
ワタナベ　サキ シタダ [3:08.61] ホリカワ　ヒナタ サンジョウダイイチ

2 2969 渡邉　紗希(1) 三条･下田中 2 2731 堀川　日向(2) 三条･第一中
カワカミ　アイリ カワニシ [2:35.07] コバヤシ　ミカド サカエ [2:43.42]

3 3500 川上　愛理(3) 十日町･川西中 3 2954 小林　美帝(2) 三条･栄中
コザカイ　サキ マツダイ [2:47.34] タカミヤ　ユイコ サンジョウダイニ [2:57.03]

4 3552 小堺　咲葵(2) 十日町･松代中 4 2789 高宮　結子(2) 三条･第二中
ゴウ　ナナミ ツツミオカ [2:40.63] ブトウ　ユヅキ コイデ [2:25.62]

5 2285 郷　ななみ(2) 長岡･堤岡中 5 3921 武藤　ゆづき(3) 魚沼･小出中
ホンダ　ヒナコ ホリノウチ [2:46.55] セキ　ミイナ オヂヤ [2:52.25]

6 3935 本田　雛子(2) 魚沼･堀之内中 6 2999 関　未唯奈(3) 小千谷･小千谷中

イトウ　ユウナ カリヤタ [2:40.06] カトウ　マユ コウヨウ [2:58.60]

7 2647 伊東　夕那(3) 長岡･刈谷田中 7 2270 加藤　真悠(3) 長岡･江陽中
ヒロイ　ホノカ オヂヤミナミ [2:53.63] マスダ　リリカ ツバメ [2:36.06]

8 3097 廣井　ほの花(3) 小千谷･南中 8 7068 増田　梨々華(2) 燕･燕中
スガ　ナゴミ ナガオカオオジマ [2:54.83] ホサカ　メイ ミズサワ [2:44.77]

9 2408 須賀　和(2) 長岡･大島中 9 3455 保坂　芽依(3) 十日町･水沢中
オオタカ　テンカ カタカイ [3:05.00] クボタ　リオ ツナン [2:37.87]

10 3109 大髙　天花(1) 小千谷･片貝中 10 3598 久保田　里桜(1) 中魚･津南中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子800m

〈〈 予選 〉〉

9組 10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
ムラヤマ　サワ トオカマチゲジョウ [2:33.34] サクライ　チカナ アサヒオカ [2:43.51]

1 3419 村山　紗和(2) 十日町･下条中 1 2462 櫻井　知奏(3) 長岡･旭岡中
トダ　ミチル ツナンチュウトウ [2:40.11] カワサキ　チハネ ツバメ [2:44.08]

2 3635 戸田　路琉(2) 中魚･津南中等(中) 2 7056 川崎　千羽(3) 燕･燕中
ホシ　ルカ カリヤタ [3:04.54] オオクボ　ココ ミツケミナミ [2:50.19]

3 2631 星　凛優(1) 長岡･刈谷田中 3 3745 大久保　心湖(1) 見附･南中
セキ　ユメ ナガオカミナミ [2:40.32] バンバ　メイ ワカミヤ [2:36.97]

4 2032 関　優愛(2) 長岡･南中 4 3191 番場　芽衣(3) 加茂･若宮中
スギヤマ　ユア ユノタニ [3:05.95] シオバラ　ナナ ムイカマチ [2:57.07]

5 3872 杉山　結愛(1) 魚沼･湯之谷中 5 4057 塩原　那奈(2) 南魚沼･六日町中

サトウ　サナ サンジョウダイイチ [2:46.67] ワタナベ　ミコト トオカマチゲジョウ [2:36.57]

6 2723 佐藤　紗菜(3) 三条･第一中 6 3420 渡邉　美心都(2) 十日町･下条中
カワサキ　ミユ コイケ [2:54.48] カツマタ　カリナ ヒロカミ [2:51.22]

7 7075 川﨑　美結(3) 燕･小池中 7 3843 勝又　香里菜(2) 魚沼･広神中
タカハシ　コモモ トオカマチ [2:35.00] ニシムラ　コノカ サンジョウダイシ [2:57.99]

8 3274 髙橋　小桃(1) 十日町･十日町中 8 2803 西村　心花(2) 三条･第四中
サカイ　ナナ ブンスイ [2:47.2] ヤマザキ　ユメカ オオサキガクエン [2:23.75]

9 7189 酒井　七菜(2) 燕･分水中 9 2896 山崎　夢夏(2) 三条･大崎学園（中）

タカムラ　イト シオザワ [2:54.69]

10 4106 髙村　泉都(2) 南魚沼･塩沢中

11組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ホンダ　マホ トオカマチ [2:43.98]

1 3273 本田　まほ(1) 十日町･十日町中

カネコ　アスカ ツツミオカ [2:50.94]

2 2284 金子　明日香(2) 長岡･堤岡中
ワタナベ　ソラ ヤヒコ [2:36.58]

3 7254 渡邊　蒼空(3) 西蒲･弥彦中
ニシワキ　ノノハ ヒガシオヂヤ [2:57.95]

4 3054 西脇　希絆(3) 小千谷･東小千谷中

タカヤマ　キラ ミツケミナミ [2:43.63]

5 3712 髙山　季良(3) 見附･南中
ヨコヤマ　ヒナタ サンジョウダイシ [2:36.62]

6 2804 横山　陽春(2) 三条･第四中
オザワ　ミオ ツバメキタ [2:50.35]

7 7120 小澤　弥央(3) 燕･燕北中
フカサワ　ハルナ ツバメヨシダ [2:23.45]

8 7156 深澤　陽菜(3) 燕･吉田中
ワタナベ　カオ ヤマト [2:58.15]

9 3969 渡邉　夏央(2) 南魚沼･大和中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子1500m
新潟県中学記録 4:27.89 藤石　佳奈子 燕・燕 2007 ビッグスワン 予選 6/15 10:25 (6-2+6)

大会記録 4:36.73 小泉　直子 小千谷・南 2007 決勝 6/15 15:05 

〈〈 予選 〉〉

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
サトウ　ジュナ チダ [5:46.83] フクハラ　ユウカ マツノヤマガクエン [5:06.45]

1 3072 佐藤　絢菜(2) 小千谷･千田中 1 3575 福原　優香(3) 十日町・まつのやま学園

ヒグチ　ハナ ツナン [5:05.06] ホシ　ルカ カリヤタ [6:14.89]

2 3621 樋口　はな(3) 中魚･津南中 2 2631 星　凛優(1) 長岡･刈谷田中
コマガタ　シオン ヤマト ヤマダ　ユイ ミズサワ [5:32.21]

3 3976 駒形　織音(2) 南魚沼･大和中 3 3458 山田　結衣(3) 十日町･水沢中
ミズサワ　ノア コウヨウ [5:39.27] セキモ　ユイ シオザワ [6:00.92]

4 2260 水沢　のあ(2) 長岡･江陽中 4 4102 関茂　結生(2) 南魚沼･塩沢中
ヒロカワ　ナナミ アオイ [6:12.94] ヤマイ　ユノ ナガオカオオジマ [6:41.26]

5 3167 廣川　七海(2) 加茂･葵中 5 2407 山井　柚乃(2) 長岡･大島中
シマ　アミリ ツツミオカ [5:31.65] コダマ　リム トオカマチナカジョウ [5:11.05]

6 2280 島　あみり(3) 長岡･堤岡中 6 3293 児玉　莉夢(3) 十日町･中条中
ワタナベ　ミコト トオカマチゲジョウ [5:13.25] サカイ　フワリ ブンスイ

7 3420 渡邉　美心都(2) 十日町･下条中 7 7193 酒井　風羽(1) 燕･分水中
カスガ　ミスズ トオカマチミナミ [5:00.15] フジタ　ミナミ ミツケミナミ [5:44.41]

8 3334 春日　未鈴(3) 十日町･南中 8 3713 藤田　みなみ(3) 見附･南中
チノ　ココミ ツバメヨシダ [5:44.78] オサベ　ハナ コウヨウ [5:36.69]

9 7149 地野　心美(2) 燕･吉田中 9 2267 長部　絆花(3) 長岡･江陽中
サクライ　チカナ アサヒオカ [5:38.12] ワタナベ　カオ ヤマト

10 2462 櫻井　知奏(3) 長岡･旭岡中 10 3969 渡邉　夏央(2) 南魚沼･大和中
オカダ　モモカ サンジョウダイニ オガワ　ヒビネ ツバメ [5:29.62]

11 2778 岡田　桃花(1) 三条･第二中 11 7057 小川　ひびね(3) 燕･燕中
ホンダ　マホ トオカマチ [5:30.00] ニワノ　ヨウコ オヂヤ [4:55.89]

12 3273 本田　まほ(1) 十日町･十日町中 12 2991 庭野　陽子(3) 小千谷･小千谷中

ツツミ　ミハル ツバメキタ ナガシマ　ミヤ ミヤウチ [5:39.75]

13 7107 堤　海遥(1) 燕･燕北中 13 2124 長島　実耶(2) 長岡･宮内中
ムラヤマ　ハナ トオカマチヨシダ ウエノ　コハル イママチ [5:22.38]

14 3375 村山　羽菜(1) 十日町･吉田中 14 3751 上野　心温(3) 見附･今町中
ワガタ　ウタ シオザワ [6:07.83] ホシナ　メア スヨシ [5:53.43]

15 4088 我田　詩(3) 南魚沼･塩沢中 15 2100 保科　芽亜(2) 長岡･栖吉中
ナカザワ　ルリ ヒロカミ [5:17.18]

16 3845 中澤　瑠璃(2) 魚沼･広神中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子1500m

〈〈 予選 〉〉

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
ミヤ　ソラノ カタカイ サトウ　ユイナ ミツケミナミ [6:13.62]

1 3110 宮　そらの(1) 小千谷･片貝中 1 3711 佐藤　唯菜(3) 見附･南中
ムラヤマ　サワ トオカマチゲジョウ [5:06.74] トミイ　チヒロ ミズサワ [5:53.18]

2 3419 村山　紗和(2) 十日町･下条中 2 3459 富井　千尋(2) 十日町･水沢中
ナカノ　ミカ オヂヤ [5:20.98] ヤマザキ　ミク サンジョウダイイチ

3 2996 中野　美香(3) 小千谷･小千谷中 3 2740 山嵜　美紅(1) 三条･第一中
トツネ　リコ タガミ [5:54.94] ホシノ　ユウナ サンジョウダイニ

4 3222 戸恒　璃子(2) 南蒲･田上中 4 2779 星野　優奈(1) 三条･第二中
ナグモ　モカ ナカサト [5:36.38] イノマタ　マオ ナガオカヒガシ [5:05.13]

5 3527 南雲　萌夏(3) 十日町･中里中 5 2030 猪俣　真央(3) 長岡･東中
イトウ　ユウナ カリヤタ [5:28.38] ナカムラ　ヒナコ サカエ [6:01.65]

6 2647 伊東　夕那(3) 長岡･刈谷田中 6 2955 中村　日向子(2) 三条･栄中
トミドコロ　ハノン コイデ [6:00.38] イシガミ　ネネ ヒガシオヂヤ [6:50.00]

7 3928 富所　葉音(1) 魚沼･小出中 7 3063 石上　ねね(2) 小千谷･東小千谷中

ヤマガ　ユズカ マツダイ [5:40.51] サイキ　コア ユザワ [5:30.00]

8 3563 山賀　柚夏(1) 十日町･松代中 8 4138 齋木　心愛(2) 南魚･湯沢中
ツバキ　ユヅキ ホリノウチ [6:37.42] カトウ　アンナ アサヒオカ [5:38.75]

9 3951 椿　佑月(1) 魚沼･堀之内中 9 2469 加藤　杏奈(2) 長岡･旭岡中
イザワ　ココナ トオカマチナカジョウ [5:10.97] カワカミ　アイリ カワニシ [5:12.57]

10 3291 井沢　心々凪(3) 十日町･中条中 10 3500 川上　愛理(3) 十日町･川西中
トミザワ　ヒヨリ オヂヤミナミ [5:32.87] フカサワ　ハルナ ツバメヨシダ [4:56.72]

11 3088 冨澤　日和(2) 小千谷･南中 11 7156 深澤　陽菜(3) 燕･吉田中
ムトウ　ナギサ ナガオカニシ [6:22.76] サトウ　ナナミ コイデ [5:44.85]

12 2204 武藤　渚紗(3) 長岡･西中 12 3923 佐藤　七夢(2) 魚沼･小出中
ヤマザキ　ユメカ オオサキガクエン [4:50.30] ウチダ　アカリ ハッカイ [5:31.74]

13 2896 山崎　夢夏(2) 三条･大崎学園（中） 13 4002 内田　明莉(3) 南魚沼･八海中
サトウ　アヤカ トウホク サトウ　モモノ ウオヌマキタ [5:37.53]

14 2193 佐藤　綾花(2) 長岡･東北中 14 3803 佐藤　もも乃(1) 魚沼･魚沼北中
フジマキ　レイナ フゾクナガオカ [5:41.35] トミイ　ユナ ツナンチュウトウ [5:20.39]

15 2681 藤巻　伶菜(1) 長岡･附属長岡中 15 3631 富井　柚菜(3) 中魚･津南中等(中)

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
ナカザワ　ユズキ ナカサト [5:40.45] ホソカイ　セリ ツバメ [5:16.03]

1 3526 中澤　結月(3) 十日町･中里中 1 7070 細貝　芹莉(2) 燕･燕中
ヨシダ　ユイ ナガオカヒガシ [5:35.62] サカイ　ナナ ブンスイ [5:49.98]

2 2025 吉田　結(3) 長岡･東中 2 7189 酒井　七菜(2) 燕･分水中
コバヤシ　カナ ナガオカニシ [5:58.73] クボタ　リサ トオカマチヨシダ

3 2212 小林　加奈(2) 長岡･西中 3 3374 久保田　理彩(2) 十日町･吉田中
コカイ　ミユ カワニシ [5:35.37] ヨコヤマ　ヒナタ サンジョウダイシ [5:31.55]

4 3503 小海　心優(2) 十日町･川西中 4 2804 横山　陽春(2) 三条･第四中
セキ　ユメ ナガオカミナミ [5:09.95] ウチダ　ミノリ ハッカイ [5:31.65]

5 2032 関　優愛(2) 長岡･南中 5 4020 内田　実紀(3) 南魚沼･八海中
コバヤシ　ミカド サカエ [5:40.54] ワタナベ　アカリ ツツミオカ [5:17.82]

6 2954 小林　美帝(2) 三条･栄中 6 2289 渡辺　聖(2) 長岡･堤岡中
タカハシ　コモモ トオカマチ [2:35.00] ワタナベ　アミ ヤヒコ

7 3274 髙橋　小桃(1) 十日町･十日町中 7 7249 渡邊　葵海(1) 西蒲･弥彦中
カタヌマ　リコ トウホク ムロハシ　ラン チダ [5:46.68]

8 2192 片沼　莉瑚(2) 長岡･東北中 8 3073 室橋　らん(2) 小千谷･千田中
ホシノ　ココネ ホリノウチ [6:21.19] カネコ　アキ スヨシ [5:38.13]

9 3952 星野　心寧(1) 魚沼･堀之内中 9 2102 金子　晶(2) 長岡･栖吉中
イケガヤ　ミサキ ミヤウチ [5:24.44] コンドウ　ユナ ナガオカミナミ [6:11.48]

10 2121 池谷　心咲(2) 長岡･宮内中 10 2049 近藤　優和(3) 長岡･南中
アベ　カンナ トオカマチミナミ [5:07.82] オザワ　ミオ ツバメキタ

11 3331 阿部　柑菜(3) 十日町･南中 11 7120 小澤　弥央(3) 燕･燕北中
ニシムラ　コノカ サンジョウダイシ スワ　ヒナタ ナガオカオオジマ [5:38.62]

12 2803 西村　心花(2) 三条･第四中 12 2399 諏訪　陽向(3) 長岡･大島中
カワカミ　シュウ オヂヤミナミ [5:57.40] コシゴエ　ジュカ ユザワ [6:10.95]

13 3090 川上　珠生(1) 小千谷･南中 13 4130 腰越　珠花(3) 南魚･湯沢中
ヒグチ　ユナ タガミ [5:26.03] オバタ　リコ ヒロカミ [5:01.69]

14 3224 樋口　優奈(2) 南蒲･田上中 14 3863 小幡　莉子(3) 魚沼･広神中
オオタカ　テンカ カタカイ [6:33.00] クボタ　ミユ ツナン [5:02.33]

15 3109 大髙　天花(1) 小千谷･片貝中 15 3618 久保田　美有(3) 中魚･津南中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子100mH (76.2:13-8-15)

新潟県中学記録 14.01 吉井　里々子 新潟・鳥屋野 2016 松本 予選 6/15  9:50 (8-0+8)
大会記録 14.25 俵山　紗乙 十日町・吉田 2018 決勝 6/15 13:45 

〈〈 予選 〉〉

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
ヒロセ　ミウミ アサヒオカ [19.44] フセ　ヒナタ カリヤタ [19.12]

1 2470 廣瀬　未海(2) 長岡･旭岡中 1 2654 布施　陽向(3) 長岡･刈谷田中
サトウ　ルカ ユノタニ [20.95] マエカワ　カノン ツツミオカ [20.33]

2 3871 佐藤　琉風(1) 魚沼･湯之谷中 2 2288 前川　和音(2) 長岡･堤岡中
オオダイラ　マユ ホリノウチ ミヤジマ　ヒマリ ミツケ [16.84]

3 3934 大平　愛結(2) 魚沼･堀之内中 3 3691 宮嶋　日鞠(2) 見附･見附中
ヤマザキ　ヒカル ミズサワ [17.43] ナイトウ　リオン ハッカイ [21.57]

4 3457 山崎　ひかる(3) 十日町･水沢中 4 4037 内藤　鈴音(2) 南魚沼･八海中
クワバラ　コハル ハッカイ [15.44] ヤマガ　キオ マツダイ [16.34]

5 4005 桑原　小陽(3) 南魚沼･八海中 5 3562 山賀　希生(1) 十日町･松代中
コバヤシ　ユメ コウヨウ [19.72] サカツメ　ナツキ ミヤウチ [20.12]

6 2248 小林　結芽(3) 長岡･江陽中 6 2122 坂詰　那月(2) 長岡･宮内中
イマナリ　ハル ムイカマチ [17.96] イシワタ　サキノ サカエ [18.43]

7 4056 今成　華琉(2) 南魚沼･六日町中 7 2943 石綿　沙紀乃(3) 三条･栄中
ムラヤマ　レナ トオカマチ [20.58] サトウ　マオリ ブンスイ

8 3252 村山　玲奈(3) 十日町･十日町中 8 7190 佐藤　真織里(2) 燕･分水中

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
スギヤマ　ユア ユノタニ ナカニシ　ユヅキ カリヤタ [18.88]

1 3872 杉山　結愛(1) 魚沼･湯之谷中 1 2653 中西　唯月(3) 長岡･刈谷田中
ツナ　コムギ コウナン [20.49] イケダ　アカリ マツダイ [20.30]

2 2354 綱　虹麦(3) 長岡･岡南中 2 3551 池田　有香俐(2) 十日町･松代中
オオクボ　イチカ ツバメ [17.26] ナカザワ　ルウナ ユザワ [18.75]

3 7051 大久保　一花(3) 燕･燕中 3 4133 中澤　琉月(3) 南魚･湯沢中
タカハシ　ナナイ トオカマチ [15.50] スエヨシ　ミヤビ トオカマチミナミ [16.43]

4 3251 髙橋　那奈依(3) 十日町･十日町中 4 3336 末吉　みやび(3) 十日町･南中
タケベ　ヒナリ アサヒオカ [19.68] アクツ　ミウカ サンジョウダイニ

5 2467 竹部　陽菜里(2) 長岡･旭岡中 5 2777 阿久津　憂華(1) 三条･第二中
ヨシダ　タキ スヨシ [18.28] タナベ　サキ ブンスイ

6 2103 吉田　多希(2) 長岡･栖吉中 6 7188 田邊　紗希(2) 燕･分水中
ムラヤマ　アオイ ツナン [19.19] カワムラ　コノカ ツバメヨシダ [16.43]

7 3623 村山　碧(3) 中魚･津南中 7 7152 川村　小乃佳(3) 燕･吉田中
チョウナバヤシ　ミウ ヒガシオヂヤ [21.16] アンナカ　クルミ ナガオカオオジマ [20.19]

8 3066 蝶名林　未羽(2) 小千谷･東小千谷中 8 2396 安中　来珠(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
ヨシダ　コユキ ナガオカオオジマ [19.85] サトウ　リノハ コウナン [19.74]

1 2401 吉田　小雪(3) 長岡･大島中 1 2352 佐藤　凛春(3) 長岡･岡南中
ノセ　モモネ タガミ [18.40] イシダ　コトミ トウホク [17.07]

2 3220 野瀬　百音(2) 南蒲･田上中 2 2183 石田　琴美(3) 長岡･東北中
ミズオチ　アカリ トオカマチナカジョウ [19.12] ナカジマ　フウア コイデ

3 3295 水落　朱莉(3) 十日町･中条中 3 3929 中島　風亜(1) 魚沼･小出中
マルヤマ　サラ ツナンチュウトウ [16.33] ヤマダ　モモエ ツバメ [21.30]

4 3632 丸山　さら(3) 中魚･津南中等(中) 4 7063 山田　桃愛(2) 燕･燕中
セキ　ミズキ ヤマト [21.35] ノムラ　ヒナ ミヤウチ [20.55]

5 3971 関　瑞季(2) 南魚沼･大和中 5 2123 野村　陽菜(2) 長岡･宮内中
クワバラ　ヨツバ サカエ [16.98] ナガイ　ミハル ナガオカニシ [16.00]

6 2952 桒原　四葉(2) 三条･栄中 6 2203 永井　実花(3) 長岡･西中
コバヤシ　チハル コイデ チョウダ　カナデ シオザワ [19.13]

7 3930 小林　千晴(1) 魚沼･小出中 7 4086 長田　奏(3) 南魚沼･塩沢中
ワタナベ　ニコ サンジョウダイイチ [20.45] オカムラ　ナナミ ヤマト [18.36]

8 2727 渡邊　虹胡(3) 三条･第一中 8 3965 岡村　七海(3) 南魚沼･大和中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子100mH (76.2:13-8-15)

〈〈 予選 〉〉

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
マルヤマ　リカ ミズサワ [22.47] アイザワ　マアヤ スヨシ [20.69]

1 3476 丸山　梨花(1) 十日町･水沢中 2 2094 相澤　真綾(3) 長岡･栖吉中
オオツ　アム トオカマチミナミ [16.78] タチノ　リオ ナガオカミナミ [19.65]

2 3342 大津　愛夢(2) 十日町･南中 3 2046 立野　凛桜(3) 長岡･南中
ホリ　ヒカリ サンジョウダイイチ [16.35] エンドウ　スズカ コウヨウ [17.89]

3 2726 堀　光里(3) 三条･第一中 4 2255 遠藤　鈴佳(3) 長岡･江陽中
ヒライ　アキ トウホク [20.16] ナカマタ　モネ ムイカマチ [17.69]

4 2195 平井　晶(2) 長岡･東北中 5 4046 中俣　百音(3) 南魚沼･六日町中

モリヤマ　ヨシノ ホリノウチ [20.31] カイセ　ソナ シオザワ [19.63]

5 3931 森山　よし乃(3) 魚沼･堀之内中 6 4098 貝瀬　奏夏(3) 南魚沼･塩沢中
ムネムラ　ルナ サンジョウダイニ イケ　クルミ オヂヤ [14.47]

6 2783 宗村　瑠奈(2) 三条･第二中 7 2998 池　来実(3) 小千谷･小千谷中

サイトウ　カナエ オオサキガクエン [18.68] クサノ　アカリ ツバメヨシダ [20.89]

7 2873 斎藤　花苗(3) 三条･大崎学園（中） 8 7131 草野　朱里(2) 燕･吉田中
コバヤシ　サキ ナガオカミナミ [18.97]

8 2052 小林　咲(3) 長岡･南中



審判長
記録主任

予選
決勝

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[1:00.00] [55.00]

1 5
[  ] マルヤマ　メイ [  ] マルヤマ　ミサキ [  ] カスガ　リナ [  ] タカハシ　ナナイ [  ] ムラヤマ　レナ [  ] ムラヤマ　ラン

3371 丸山 萠衣(3) 3372 丸山 実咲(3) 3373 春日 莉奈(2) 3251 髙橋 那奈依(3) 3252 村山 玲奈(3) 3254 村山 らん(3)

[  ] クボタ　リサ [  ] ムラヤマ　ハナ [  ] コバヤシ　ミオ [  ] ナカジマ　エナ

3374 久保田 理彩(2) 3375 村山 羽菜(1) 3280 小林 実央(2) 3282 中島 笑奈(2)

[57.18] [56.97]
2 6

[  ] サカイ　ニコ [  ] マツキ　リン [  ] ミネカワ　ヒカリ [  ] ツルマキ　リノ [  ] トガシ　モア [  ] ニシムラ　コノカ

3844 酒井 にこ(2) 3846 松木 輪(2) 3847 峰川 ひかり(2) 2801 鶴巻 凛乃(2) 2802 富樫 望愛(2) 2803 西村 心花(2)

[  ] ミズカミ　マナ [  ] オバタ　リコ [  ] ナカザワ　リオ [  ] ヨコヤマ　ヒナタ [  ] ヨコヤマ　コハル

3851 水上 愛菜(1) 3863 小幡 莉子(3) 3865 中澤 莉緒(3) 2804 横山 陽春(2) 2821 横山 心春(3)

[54.11]
3 7

[  ] ジンカワ　アオイ [  ] ヨシイ　ココナ [  ] イノツメ　ワカナ [  ] イカラシ　ミウ [  ] イシバシ　アミ [  ] サトウ　ミオ

2206 陣川 葵(3) 2208 吉井 心夏(3) 2211 猪爪 和奏(2) 2721 五十嵐 実羽(3) 2722 石橋 杏未(3) 2724 佐藤 実音(3)

[  ] ハセガワ　ナナミ [  ] フカダ　コア [  ] オオノ　アサヒ [  ] ナシモト　ユイ [  ] ホリ　ヒカリ [  ] ワタナベ　ニコ

2217 長谷川 ななみ(2) 2218 深田 心愛(2) 2221 大野 朝妃(1) 2725 梨本 ゆい(3) 2726 堀 光里(3) 2727 渡邊 虹胡(3)

[52.67] [58.00]
4 8

[  ] ハセガワ　ジュリ [  ] カネコ　リノカ [  ] ニシワキ　アヤノ [  ] オオフチ　マオ [  ] シオカワ　フウコ [  ] スワベ　ミサキ

7021 長谷川 樹里(2) 7048 金子 梨華(3) 7049 西脇 彩乃(3) 3083 大渕 茉緒(3) 3085 塩川 風瑚(3) 3086 諏訪部 光咲(3)

[  ] ヤナハラ　メイ [  ] ヤマダ　モモエ [  ] モトミヤ　ユズカ [  ] アベ　アコ [  ] サトウ　ハツネ [  ] ナカジマ　ユキ

7060 柳原 芽生(3) 7063 山田 桃愛(2) 7066 本宮 柚珂(2) 3087 阿部 あこ(2) 3089 佐藤 初音(1) 3096 中島 佑季(3)

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[1:02.00] [58.0]

1 5
[  ] タカヤマ　チサト [  ] タカヤマ　ココロ [  ] アベ　マナカ [  ] ヤマザキ　ヒマリ [  ] トミナガ　アオイ [  ] タチノ　リオ

7078 高山 千彩桃(1) 7081 髙山 心(1) 7082 阿部 真奈花(1) 2036 山崎 向葵(1) 2043 富永 葵衣(3) 2046 立野 凛桜(3)

[  ] ハラダ　アン [  ] イチノセ　ミオン [  ] カゴシマ　ヒナタ [  ] マツダ　アオハ [  ] サトウ　アオイ [  ] コジマ　ノア

7091 原田 杏(2) 7092 一ノ瀬 南音(2) 7093 神子島 姫菜(2) 2048 松田 あおは(3) 2053 佐藤 葵衣(3) 2054 小島 叶愛(3)

[55.48] [53.80]
2 6

[  ] カイセ　ソア [  ] サトウ　ヒヅキ [  ] ブトウ　ユヅキ [  ] スワ　ユウ [  ] タナカ　ユウヒ [  ] アキザワ　リサ

3918 貝瀬 颯愛(3) 3919 佐藤 陽月(3) 3921 武藤 ゆづき(3) 7135 諏訪 柚(2) 7147 田中 悠陽(1) 7151 秋澤 理沙(3)

[  ] タカノ　アヤナ [  ] ミズノ　ハルカ [  ] コバヤシ　チハル [  ] カワムラ　コノカ [  ] スズキ　シュリ [  ] サイトウ　ユイ

3925 髙野 綺菜(2) 3927 水野 はるか(2) 3930 小林 千晴(1) 7152 川村 小乃佳(3) 7158 鈴木 朱里(3) 7162 斎藤 優衣(2)

[56.8]
3 7

[  ] キリュウ　ミワ [  ] ホシナ　リノン [  ] トミイ　ユナ [  ] マルヤマ　サラ [  ] タムラ　アオイ

3487 桐生 実和(2) 3490 星名 里音(2) 3631 富井 柚菜(3) 3632 丸山 さら(3) 3633 田村 碧彩(3)

[  ] タカハシ　スミレ [  ] タカハシ　コナミ [  ] イケダ　マユキ [  ] トダ　ミチル

3502 髙橋 菫(3) 3504 髙橋 心愛実(2) 3634 池田 真雪(3) 3635 戸田 路琉(2)

[52.77] [57.47]
4 8

[  ] モギ　サラサ [  ] シオバラ　メイカ [  ] クマキ　アヤネ [  ] モリヤマ　ヨシノ [  ] オオクボ　リリカ [  ] オオダイラ　マユ

4089 茂木 さら沙(3) 4091 塩原 明香(3) 4094 熊木 綺音(3) 3931 森山 よし乃(3) 3933 大久保 りりか(2) 3934 大平 愛結(2)

[  ] シバタ　ショウ [  ] タムラ　ミオ [  ] ウチダ　アオイ [  ] ホンダ　ヒナコ [  ] ワタナベ　ナツキ [  ] ゴトウ　ミコ

4095 柴田 渉(3) 4104 田村 美桜(2) 4111 内田 葵(1) 3935 本田 雛子(2) 3942 渡邉 愛月(2) 3960 後藤 美胡(3)

新潟県中学記録 48.40 矢尾・縄・宮路・中澤 新潟・小針 2012 千葉 6/14 15:40 (6-0+8)
47.85 渡邊・曾根･根立・鈴木 新潟県選抜（混） 2002 横浜国際 6/15 15:40

スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 関　翔弥

　共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

1組

大会記録 49.57 近藤・山田・宮・井口 南魚沼・塩沢 2018 

十日町･吉田中 十日町･十日町中
トオカマチヨシダ トオカマチ

ナガオカニシ サンジョウダイイチ

長岡･西中 三条･第一中

ヒロカミ サンジョウダイシ

魚沼･広神中 三条･第四中

燕･小池中 長岡･南中

2組

コイケ ナガオカミナミ

ツバメ オヂヤミナミ

燕･燕中 小千谷･南中

カワニシ ツナンチュウトウ

魚沼･小出中 燕･吉田中
コイデ ツバメヨシダ

南魚沼･塩沢中 魚沼･堀之内中
シオザワ ホリノウチ

十日町･川西中 中魚･津南中等(中)



審判長
記録主任

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[57.67]

1 5
[  ] セキカワ　ミユウ [  ] イシワタ　サキノ [  ] フセ　アヤカ [  ] サトウ　ヒマリ [  ] ヌマタ　ネネ [  ] ホシノ　イチカ

2942 関川 美憂(3) 2943 石綿 沙紀乃(3) 2951 布施 綺華(2) 2331 佐藤 ひまり(1) 2333 沼田 寧々(1) 2334 星野 いち華(1)

[  ] クワバラ　ヨツバ [  ] タナカ　トワ [  ] コバヤシ　ミカド [  ] ホシノ　ハルカ [  ] サトウ　リノハ [  ] ツナ　コムギ

2952 桒原 四葉(2) 2953 田中 杜和(2) 2954 小林 美帝(2) 2335 星野 遥(1) 2352 佐藤 凛春(3) 2354 綱 虹麦(3)

[56.54] [57.51]
2 6

[  ] ヨコヤマ　ヒナタ [  ] カワカミ　アンナ [  ] カワカミ　サイハ [  ] カツヌマ　オトハ [  ] カミムラ　エリ [  ] ニシカワ　ミユウ

3042 横山 ひなた(3) 3045 川上 杏奈(3) 3047 川上 紗衣羽(3) 2648 勝沼 音羽(3) 2649 上村 恵理(3) 2650 西川 美悠(3)

[  ] イカラシ　リオ [  ] ニシワキ　ノノハ [  ] ワシズ　ノア [  ] サトウ　ルカ [  ] スギノ　メイ [  ] サトウ　アンナ

3048 五十嵐 梨音(3) 3054 西脇 希絆(3) 3055 鷲頭 のあ(3) 2652 佐藤 瑠華(3) 2657 杉野 芽唯(2) 2660 佐藤 安奈(1)

[53.72]
3 7

[  ] タカハシ　ミウ [  ] ナガト　カリカ [  ] サノ　コヨリ [  ] カモイ　ミク [  ] ノザキ　マオ [  ] フジイ　ココ

2281 髙橋 美羽(3) 2282 長戸 伽俐伽(3) 2286 佐野 来和(2) 7181 鴨井 美空(3) 7183 野崎 茉緒(3) 7184 藤井 湖々(3)

[  ] タカハシ　リン [  ] シマ　アイラ [  ] マチダ　アコ [  ] ヒラハラ　スミレコ [  ] タナベ　サキ

2287 髙橋 凜(2) 2290 島 愛來(1) 7185 町田 杏湖(3) 7187 平原 董子(3) 7188 田邊 紗希(2)

[53.25] [56.19]
4 8

[  ] オカムラ　モモエ [  ] カスガ　ハルカ [  ] スエヨシ　ミヤビ [  ] イシダ　ミリア [  ] ニシムラ　ユヅキ [  ] タケダ　ココネ

3332 岡村 百恵(3) 3333 春日 悠花(3) 3336 末吉 みやび(3) 7111 石田 心凛愛(2) 7112 西村 夢月(2) 7121 竹田 心音(3)

[  ] オオツ　アム [  ] トオダ　サリア [  ] ホサカ　ナナミ [  ] オカムラ　ユウナ [  ] セキカワ　リリイ

3342 大津 愛夢(2) 3343 遠田 紗凛明(2) 3344 保坂 七奈美(2) 7122 岡村 悠那(3) 7123 関川 莉々衣(3)

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[51.84]

1 5
[  ] メグロ　ハルカ [  ] マルヤマ　シオン [  ] アラマキ　ケイト [  ] メザキ　ユウア [  ] イケ　クルミ [  ] オギノ　ユウ

3145 目黒 晴香(3) 3162 丸山 詩媛(1) 3166 荒牧 景都(2) 2997 目﨑 結空(3) 2998 池 来実(3) 3000 荻野 由侑(3)

[  ] ナガイ　アユム [  ] ムネムラ　ユカ [  ] ナカバヤシ　レム [  ] タケウチ　ミナミ [  ] クサノ　アイミ

3168 永井 歩(2) 3169 宗村 結華(2) 3005 中林 麗夢(2) 3006 竹内 みなみ(2) 3008 草野 愛心(2)

[58.14] [57.00]
2 6

[  ] イケダ　ツグミ [  ] オオクラ　クレハ [  ] フジワラ　ハナコ [  ] ナグモ　アイカ [  ] ナグモ　ウルハ [  ] ナカザワ　ルウナ

7246 池田 つぐみ(1) 7247 大倉 來颯(1) 7248 藤原 華子(1) 4131 南雲 愛加(3) 4132 南雲 うるは(3) 4133 中澤 琉月(3)

[  ] オキノ　ユイ [  ] カラサワ　アズサ [  ] アキモト　ハルカ [  ] グンジ　クレハ

7250 沖野 結(1) 7255 柄澤 梓(2) 4136 秋元 遥翔(2) 4137 郡司 紅羽(2)

[54.64] [57.15]
3 7

[  ] イベ　カナエ [  ] セキ　サワコ [  ] フカモリ　イリサ [  ] イトウ　アキ [  ] キタムラ　ユヅキ [  ] ハシモト　ヒカル

2461 伊部 香奈恵(3) 2464 関 冴和子(3) 2466 深森 衣里紗(2) 3678 伊藤 亜希(3) 3679 北村 優月(3) 3681 橋本 ひかる(3)

[  ] タケベ　ヒナリ [  ] カゴシマ　ココネ [  ] ヒロセ　ミウミ [  ] ミヤジマ　ヒマリ [  ] ヤマシタ　ノア

2467 竹部 陽菜里(2) 2468 鹿兒島 心寧(2) 2470 廣瀬 未海(2) 3691 宮嶋 日鞠(2) 3692 山下 乃愛(2)

[54.13] [1:00.00]
4 8

[  ] アオノ　シヨカ [  ] クワバラ　コハル [  ] サトウ　ユナ [  ] サトウ　ルカ [  ] スギヤマ　ユア [  ] ホシ　ナノハ

4001 青野 紫陽花(3) 4005 桑原 小陽(3) 4015 佐藤 結菜(3) 3871 佐藤 琉風(1) 3872 杉山 結愛(1) 3873 星 なのは(1)

[  ] クガワ　ラン [  ] イグチ　モモ [  ] コスギ　リンカ [  ] ババ　エコ [  ] タチバナ　アオハ

4021 久川 藍(3) 4024 井口 桃(3) 4025 小杉 凜花(3) 3891 馬場 瑛子(2) 3892 橘 あおは(2)

〈〈 予選 〉〉

3組

スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 関　翔弥

　共通女子4x100mR

三条･栄中 長岡･岡南中
サカエ コウナン

ツツミオカ ブンスイ

長岡･堤岡中 燕･分水中

ヒガシオヂヤ カリヤタ

小千谷･東小千谷中 長岡･刈谷田中

加茂･葵中 小千谷･小千谷中

4組

アオイ オヂヤ

トオカマチミナミ ツバメキタ

十日町･南中 燕･燕北中

アサヒオカ ミツケ

西蒲･弥彦中 南魚･湯沢中
ヤヒコ ユザワ

南魚沼･八海中 魚沼･湯之谷中
ハッカイ ユノタニ

長岡･旭岡中 見附･見附中



審判長
記録主任

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[58] [53.13]

1 5
[  ] オオモモ　チナ [  ] スズキ　ナナセ [  ] ウチヤマ　サキナ [  ] イシヅカ　ソナ [  ] イシダ　コトミ [  ] ヤギ　ランナ

2842 大桃 千楠(3) 2844 鈴木 夏瀬(3) 2846 内山 咲菜(2) 2182 石塚 蒼菜(3) 2183 石田 琴美(3) 2184 矢木 らん奈(3)

[  ] オカハシ　アイリ [  ] セキ　アリサ [  ] イグチ　ノノカ [  ] サングウ　ナギサ [  ] セキ　ミオ

2850 岡橋 愛莉(1) 2859 関 有紗(2) 2186 井口 乃々香(3) 2190 三宮 凪紗(2) 2194 関 南緒(2)

[55.90] [57.51]
2 6

[  ] イグチ　ヒマリ [  ] モリヤマ　ユア [  ] ヨシダ　コユキ [  ] オオヤ　アオイ [  ] シゲノ　オウカ [  ] タカハシ　サオリ

2392 井口 陽葵(3) 2395 森山 ゆあ(3) 2401 吉田 小雪(3) 2093 大矢 碧唯(3) 2096 茂野 煌花(2) 2098 高橋 幸織(2)

[  ] クラシゲ　オトカ [  ] ナカムラ　ホノカ [  ] イチムラ　モモカ [  ] ヒロイ　ウタハ [  ] ミズサワ　ヒヨリ [  ] ヨシダ　タキ

2405 倉重 音香(2) 2406 中村 帆乃花(2) 2410 市村 百萌佳(3) 2099 廣井 詩花(2) 2101 水澤 ひより(2) 2103 吉田 多希(2)

[53.79]
3 7

[  ] ナカマタ　ハナエ [  ] オカムラ　ナナミ [  ] マツダ　ユウ [  ] カゴハシ　アリサ [  ] タマイ　リア [  ] ホンダ　ユウリ

3964 中俣 花恵(3) 3965 岡村 七海(3) 3966 松田 優(3) 2020 籠橋 亜理紗(3) 2023 玉井 理愛(3) 2024 本田 悠里(3)

[  ] スズキ　マイロ [  ] セキ　メブキ [  ] トヨノ　ホマレ [  ] ヤマギシ　マナ [  ] シノダ　ナルミ

3967 鈴木 眞色(3) 3968 関 芽吹(3) 3973 豊野 歩希(3) 2027 山岸 愛(2) 2029 篠田 成美(2)

[56.66]
4 8

[  ] カンバラ　セイラ [  ] ヨコヤマ　アオイ [  ] サカイ　ライリ [  ] イノカワ　マアヤ [  ] ミズオチ　モモカ [  ] ヤマザキ　ヒカル

2780 蒲原 惺良(3) 2781 横山 葵(3) 2782 坂井 来璃(2) 3452 井ノ川 真彩(3) 3456 水落 桃花(3) 3457 山崎 ひかる(3)

[  ] ムネムラ　ルナ [  ] ユウキ　ミリア [  ] アカツカ　ヒラリ [  ] ヤマダ　ユイ [  ] カナザワ　ユカ [  ] マルヤマ　リカ

2783 宗村 瑠奈(2) 2785 結城 珠愛(2) 2787 赤塚 迪莉(2) 3458 山田 結衣(3) 3475 金澤 由花(1) 3476 丸山 梨花(1)

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[50.96] [57.10]

2 6
[  ] ナカマタ　モネ [  ] ホシノ　カレン [  ] ホンダ　リョウ [  ] イザワ　ココナ [  ] クボタ　リナ [  ] コダマ　リム

4046 中俣 百音(3) 4047 星野 花恋(3) 4054 本多 椋(2) 3291 井沢 心々凪(3) 3292 久保田 莉奈(3) 3293 児玉 莉夢(3)

[  ] ナカマタ　ヒノ [  ] イマナリ　ハル [  ] シオバラ　ナナ [  ] トコズミ　リナ [  ] ミズオチ　アカリ [  ] オオタ　チヒロ

4055 中俣 日乃(2) 4056 今成 華琉(2) 4057 塩原 那奈(2) 3294 常角 理菜(3) 3295 水落 朱莉(3) 3296 太田 ちひろ(2)

[54.62] [57.09]
3 7

[  ] オノザワ　アコ [  ] ツルマキ　ソラ [  ] ノセ　モモネ [  ] イケダ　アカリ [  ] コザカイ　サキ [  ] スズキ　コウ

3211 小野澤 亜虹(3) 3215 鶴巻 空(3) 3220 野瀬 百音(2) 3551 池田 有香俐(2) 3552 小堺 咲葵(2) 3553 鈴木 倖(2)

[  ] トイシ　アカリ [  ] トツネ　リコ [  ] ヒグチ　ユナ [  ] サトウ　ウタ [  ] ヤマガ　キオ [  ] ヤマガ　ユズカ

3221 外石 あかり(2) 3222 戸恒 璃子(2) 3224 樋口 優奈(2) 3561 佐藤 羽音(1) 3562 山賀 希生(1) 3563 山賀 柚夏(1)

[54.36] [59.30]
4 8

[  ] ワクイ　リコ [  ] カトウ　アリサ [  ] ワタナベ　マミ [  ] ナグモ　ユヅル [  ] キチラク　アンナ [  ] ナカザワ　ユズキ

2254 和久井 梨瑚(3) 2265 加藤 愛里紗(3) 4372 渡邉 満美(3) 3524 南雲 由鶴(1) 3525 吉楽 杏菜(3) 3526 中澤 結月(3)

[  ] クリバヤシ　ナナカ [  ] サトウ　アヤメ [  ] ハットリ　ミユ [  ] ハットリ　マホ [  ] オガワ　シオン

4376 栗林 奈々香(2) 4378 佐藤 彩愛(2) 3528 服部 珠弓(3) 3529 服部 真歩(1) 3540 小川 史桜(2)

[59.00]
5

[  ] オオヒラ　カンナ [  ] コヤマ　ユイカ

3617 大平 柑奈(3) 3620 小山 結夏(3)

[  ] ヒグチ　ハナ [  ] ムラヤマ　アオイ

3621 樋口 はな(3) 3623 村山 碧(3)

〈〈 予選 〉〉

5組

スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 棚村　育夫
長岡市営陸上競技場[162030] 関　翔弥

　共通女子4x100mR

三条･本成寺中 長岡･東北中
ホンジョウジ トウホク

ヤマト ナガオカヒガシ

南魚沼･大和中 長岡･東中

ナガオカオオジマ スヨシ

長岡･大島中 長岡･栖吉中

南魚沼･六日町中 十日町･中条中

6組

ムイカマチ トオカマチナカジョウ

サンジョウダイニ ミズサワ

三条･第二中 十日町･水沢中

コウヨウ ナカサト

南蒲･田上中 十日町･松代中
タガミ マツダイ

中魚･津南中
ツナン

長岡･江陽中 十日町･中里中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子走高跳
新潟県中学記録 1.87 佐藤　恵 新潟・木戸 1981 国立 決勝 6/15 12:30 

大会記録 1.62 木村　夕岐子 長岡・東北 1982 

〈〈 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
カサハラ　ノア ツバメ [1.25] ホシ　ナノハ ユノタニ [1.25]

1 7064 笠原　望愛(2) 燕･燕中 21 3873 星　なのは(1) 魚沼･湯之谷中
ミズサワ　ヒヨリ スヨシ [1.25] タナベ　サキ ブンスイ [1.40]

2 2101 水澤　ひより(2) 長岡･栖吉中 22 7188 田邊　紗希(2) 燕･分水中
タカノ　ミユ ムイカマチ [1.30] コスギ　リンカ ハッカイ

3 4045 髙野　心結(3) 南魚沼･六日町中 23 4025 小杉　凜花(3) 南魚沼･八海中
イケダ　チナツ ヤヒコ [1.15] ムラヤマ　アオイ ツナン [1.35]

4 7252 池田　千夏(3) 西蒲･弥彦中 24 3623 村山　碧(3) 中魚･津南中
トコズミ　リナ トオカマチナカジョウ [1.35] オオフチ　サキ オヂヤ [1.30]

5 3294 常角　理菜(3) 十日町･中条中 25 2994 大渕　紗季(3) 小千谷･小千谷中

クワバラ　アリ ヤマト ヤマモト　ユイ ヤマト

6 3981 桑原　亜涼(1) 南魚沼･大和中 26 3984 山本　悠衣(1) 南魚沼･大和中
フルタ　クオン タガミ [1.30] オオクボ　リリカ ホリノウチ [1.15]

7 3218 古田　來音(3) 南蒲･田上中 27 3933 大久保　りりか(2) 魚沼･堀之内中
カワムラ　コノカ ツバメヨシダ [1.34] タカハシ　スミレ カワニシ [1.30]

8 7152 川村　小乃佳(3) 燕･吉田中 28 3502 髙橋　菫(3) 十日町･川西中
ヒロタ　アズミ ハッカイ アキモト　ハルカ ユザワ [1.40]

9 4023 廣田　彩純(3) 南魚沼･八海中 29 4136 秋元　遥翔(2) 南魚･湯沢中
フセ　アヤカ サカエ [1.15] オオクラ　クレハ ヤヒコ

10 2951 布施　綺華(2) 三条･栄中 30 7247 大倉　來颯(1) 西蒲･弥彦中
サトウ　ミア シオザワ ヌノカワ　ルナ ナガオカオオジマ [1.25]

11 4101 佐藤　未彩(2) 南魚沼･塩沢中 31 2414 布川　瑠那(2) 長岡･大島中
セキ　リリカ ナガオカオオジマ [1.25] ヤマグチ　ルアン シオザワ [1.35]

12 2400 關　りりか(3) 長岡･大島中 32 4090 山口　ルアン(3) 南魚沼･塩沢中
ヤマギシ　マナ ナガオカヒガシ [1.20] ホシノ　イチカ オオサキガクエン [1.43]

13 2027 山岸　愛(2) 長岡･東中 33 2887 星野　一花(3) 三条･大崎学園（中）

サカイ　リナ オオサキガクエン [1.10] グンジ　クレハ ユザワ [1.46]

14 2874 酒井　里奈(3) 三条･大崎学園（中） 34 4137 郡司　紅羽(2) 南魚･湯沢中
サイトウ　カホ ナガオカヒガシ [1.35] ニシマル　メイ ツバメ [1.25]

15 2022 齋藤　花歩(3) 長岡･東中 35 7062 西丸　明(2) 燕･燕中
クサノ　アイミ オヂヤ [1.35] タムラ　アオイ ツナンチュウトウ [1.46]

16 3008 草野　愛心(2) 小千谷･小千谷中 36 3633 田村　碧彩(3) 中魚･津南中等(中)

コンドウ　ユア トオカマチゲジョウ [1.05] オガワ　ユネ ナガオカミナミ [1.35]

17 3416 近藤　優空(2) 十日町･下条中 37 2051 小川　釉寧(3) 長岡･南中
ユウキ　ミリア サンジョウダイニ [1.35] ニシカワ　ミユウ カリヤタ [1.35]

18 2785 結城　珠愛(2) 三条･第二中 38 2650 西川　美悠(3) 長岡･刈谷田中
イノカワ　マアヤ ミズサワ [1.30] ホサカ　ナナミ トオカマチミナミ [1.52]

19 3452 井ノ川　真彩(3) 十日町･水沢中 39 3344 保坂　七奈美(2) 十日町･南中
ホシノ　アミ ナガオカミナミ [1.20]

20 2038 星野　杏弥(1) 長岡･南中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子走幅跳
新潟県中学記録 5.81 勝田　真由美 上越・城西 1974 国立 予選 6/15  9:45 

大会記録 5.61 茂田井　みさと 長岡・宮内 2013 決勝 6/15 13:30 

〈〈 予選 〉〉

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
オギノ　ユウ オヂヤ [5.45] イシヅキ　ユウナ オオサキガクエン [3.71]

1 3000 荻野　由侑(3) 小千谷･小千谷中 40 2871 石附　優奈(3) 三条･大崎学園（中）

イケダ　ツグミ ヤヒコ セキカワ　リリイ ツバメキタ [3.49]

2 7246 池田　つぐみ(1) 西蒲･弥彦中 41 7123 関川　莉々衣(3) 燕･燕北中
スズキ　マイロ ヤマト [3.63] オダ　コトノ オオサキガクエン [3.90]

3 3967 鈴木　眞色(3) 南魚沼･大和中 42 2872 小田　ことの(3) 三条･大崎学園（中）

イノウエ　サクラ ナガオカオオジマ シマ　アイラ ツツミオカ [3.88]

4 2398 井上　桜(3) 長岡･大島中 43 2290 島　愛來(1) 長岡･堤岡中
オダワラ　ルカ コウヨウ [3.96] オオダイラ　マユ ホリノウチ [3.92]

5 2250 小田原　稟遥(3) 長岡･江陽中 44 3934 大平　愛結(2) 魚沼･堀之内中
ナガト　カリカ ツツミオカ [4.31] イグチ　ヒマリ ナガオカオオジマ [4.46]

6 2282 長戸　伽俐伽(3) 長岡･堤岡中 45 2392 井口　陽葵(3) 長岡･大島中
カザマ　リセ サカエ [3.09] サトウ　ハツネ オヂヤミナミ

7 2924 風間　俐世(1) 三条･栄中 46 3089 佐藤　初音(1) 小千谷･南中
ナカムラ　キズナ アサヒオカ シバタ　ショウ シオザワ

8 2465 中村　絆愛(2) 長岡･旭岡中 47 4095 柴田　渉(3) 南魚沼･塩沢中
ユウキ　ハルカ ミツケミナミ [3.32] カトウ　マイア ナガオカニシ [4.05]

9 3716 結城　遥(3) 見附･南中 48 2205 加藤　舞安(3) 長岡･西中
エダ　ナツミ ミツケニシ [5.15] ババ　エコ ユノタニ

10 3763 江田　なつみ(3) 見附･西中 49 3891 馬場　瑛子(2) 魚沼･湯之谷中
カスガ　リナ トオカマチヨシダ [3.30] オオタ　カノコ ツバメ [4.25]

11 3373 春日　莉奈(2) 十日町･吉田中 50 7047 太田　花野子(3) 燕･燕中
ツチダ　ウタネ トウホク [3.97] クボタ　リナ トオカマチナカジョウ [3.82]

12 2187 土田　詩音(3) 長岡･東北中 51 3292 久保田　莉奈(3) 十日町･中条中
イケダ　マユキ ツナンチュウトウ [3.78] ヤマザキ　ヒマリ ナガオカミナミ [4.47]

13 3634 池田　真雪(3) 中魚･津南中等(中) 52 2036 山崎　向葵(1) 長岡･南中
ヤマシタ　リナ フゾクナガオカ [4.18] タナカ　リオ ミヤウチ [4.59]

14 2687 山下　莉菜(3) 長岡･附属長岡中 53 2125 田中　璃桜(2) 長岡･宮内中
ナガイ　マチ ブンスイ [3.81] オキノ　ユイ ヤヒコ

15 7182 永井　万智(3) 燕･分水中 54 7250 沖野　結(1) 西蒲･弥彦中
ゴトウ　ミコ ホリノウチ [4.30] サカイ　ニコ ヒロカミ [3.95]

16 3960 後藤　美胡(3) 魚沼･堀之内中 55 3844 酒井　にこ(2) 魚沼･広神中
トガシ　モア サンジョウダイシ [4.27] イシバシ　アミ サンジョウダイイチ [3.72]

17 2802 富樫　望愛(2) 三条･第四中 56 2722 石橋　杏未(3) 三条･第一中
ワダ　カノン コウナン [3.44] フクハラ　ユア マツノヤマガクエン

18 2355 和田　花音(3) 長岡･岡南中 57 3574 福原　悠愛(2) 十日町・まつのやま学園

カモイ　ミク ブンスイ [4.61] ヨコヤマ　アオイ サンジョウダイニ [3.97]

19 7181 鴨井　美空(3) 燕･分水中 58 2781 横山　葵(3) 三条･第二中
ハシモト　ヒカル ミツケ トノウチ　ユウカ フゾクナガオカ [4.53]

20 3681 橋本　ひかる(3) 見附･見附中 59 2689 殿内　悠香(2) 長岡･附属長岡中

ナカバヤシ　レム オヂヤ [4.96] トヤマ　サクラ ハッカイ [3.98]

21 3005 中林　麗夢(2) 小千谷･小千谷中 60 4026 富山　桜(3) 南魚沼･八海中
ナカジマ　ユキ オヂヤミナミ [3.91] オガワ　スズナ ヒロカミ [3.10]

22 3096 中島　佑季(3) 小千谷･南中 61 3850 小川　紗奈(1) 魚沼･広神中
カワカミ　アンナ ヒガシオヂヤ [3.51] ナメカタ　ユイ ヤマト [3.40]

23 3045 川上　杏奈(3) 小千谷･東小千谷中 62 3972 行方　由依(2) 南魚沼･大和中
ハットリ　マホ ナカサト ニシワキ　アヤノ ツバメ [4.84]

24 3529 服部　真歩(1) 十日町･中里中 63 7049 西脇　彩乃(3) 燕･燕中
トオダ　サリア トオカマチミナミ [4.30] タケベ　ルナ ナガオカミナミ

25 3343 遠田　紗凛明(2) 十日町･南中 64 2060 竹部　月菜(1) 長岡･南中
コバヤシ　カホ カリヤタ マルヤマ　ミサキ トオカマチヨシダ [4.57]

26 2651 小林　佳峰(3) 長岡･刈谷田中 65 3372 丸山　実咲(3) 十日町･吉田中
ナカヤマ　モモメ シオザワ [3.42] ミヤジマ　メイ ミツケミナミ [3.45]

27 4087 中山　桃芽(3) 南魚沼･塩沢中 66 3714 宮島　芽生(3) 見附･南中
タカハシ　コナミ カワニシ [4.13] オガワ　シオン ナカサト [3.82]

28 3504 髙橋　心愛実(2) 十日町･川西中 67 3540 小川　史桜(2) 十日町･中里中
ワタナベ　ミナミ サカエ トイシ　アカリ タガミ [4.16]

29 2926 渡邉　心海(1) 三条･栄中 68 3221 外石　あかり(2) 南蒲･田上中
ニシワキ　ノノハ ヒガシオヂヤ [4.01] イグチ　ノノカ トウホク [4.14]

30 3054 西脇　希絆(3) 小千谷･東小千谷中 69 2186 井口　乃々香(3) 長岡･東北中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子走幅跳

〈〈 予選 〉〉

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タチバナ　ユウリ ナガオカニシ [4.11] スズキ　シュリ ツバメヨシダ [4.26]

31 2201 橘　祐里(3) 長岡･西中 70 7158 鈴木　朱里(3) 燕･吉田中
カイセ　ソア コイデ [4.15] コバヤシ　ミヤコ カモ [4.00]

32 3918 貝瀬　颯愛(3) 魚沼･小出中 71 3115 小林　美哉子(3) 加茂･加茂中
カトウ　アリサ コウヨウ [5.00] コバヤシ　ミオ トオカマチ [3.84]

33 2265 加藤　愛里紗(3) 長岡･江陽中 72 3280 小林　実央(2) 十日町･十日町中

ナグモ　メイ サンジョウダイサン [4.05] サトウ　ユイ マツノヤマガクエン

34 2793 南雲　明(2) 三条･第三中 73 3573 佐藤　結(2) 十日町・まつのやま学園

ハヤシ　アオイ ハッカイ [4.31] フカモリ　イリサ アサヒオカ [4.34]

35 4028 林　あおい(3) 南魚沼･八海中 74 2466 深森　衣里紗(2) 長岡･旭岡中
シマダ　ウミ トオカマチミナミ [3.56] オノザワ　アコ タガミ [4.70]

36 3356 島田　羽望(1) 十日町･南中 75 3211 小野澤　亜虹(3) 南蒲･田上中
サイトウ　カリン ツバメヨシダ [3.78] ツルマキ　リノ サンジョウダイシ [3.96]

37 7155 斎藤　花凜(3) 燕･吉田中 76 2801 鶴巻　凛乃(2) 三条･第四中
ナシモト　ユイ サンジョウダイイチ [4.02] サトウ　ヒヅキ コイデ [4.18]

38 2725 梨本　ゆい(3) 三条･第一中 77 3919 佐藤　陽月(3) 魚沼･小出中
クボタ　モモカ ムイカマチ [3.87]

39 4044 久保田　桃花(3) 南魚沼･六日町中



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子棒高跳
新潟県中学記録 3.00 内山　真琴 柏崎･鏡が沖 2003 新潟 決勝 6/14 11:00 

3.00 佐藤　瑠奈 刈羽･刈羽 2016 柏崎

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イケダ　マユキ ツナンチュウトウ [2.00]

1 3634 池田　真雪(3) 中魚･津南中等(中)



スタートリスト
第72回中越地区中学校陸上競技大会[22164002] 審判長 菊池　毅
長岡市営陸上競技場[162030] 記録主任 関　翔弥

　共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

新潟県中学記録 13.80 拝野　紗生子 新潟・新津第五 2006 岐阜 決勝 6/14 10:00 
大会記録 13.75 久保田　成子 十日町・中条 1995 

〈〈 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
マルヤマ　ルリ ナカノシマ [6.37] コバヤシ　サキ ナガオカミナミ [7.86]

1 2506 丸山　琉璃(3) 長岡･中之島中 27 2052 小林　咲(3) 長岡･南中
サカウエ　アンナ タガミ [6.49] ハシモト　ヒカル ミツケ [9.67]

2 3212 坂上　杏奈(3) 南蒲･田上中 28 3681 橋本　ひかる(3) 見附･見附中
モトイ　ミドリ トオカマチミナミ [6.00] ワタナベ　ユカナ ナガオカニシ

3 3348 元井　翠(2) 十日町･南中 29 2207 渡邉　結奏(3) 長岡･西中
ツカダ　マユ トウホク [6.97] ムネムラ　ユカ アオイ

4 2185 塚田　真優(3) 長岡･東北中 30 3169 宗村　結華(2) 加茂･葵中
キタムラ　ジュナ コウナン [6.32] カラサワ　ミユ ツバメヨシダ [7.57]

5 2350 北村　樹愛(3) 長岡･岡南中 31 7157 柄澤　珠夢(3) 燕･吉田中
ヨシザワ　ネネ コウヨウ [7.50] ミヤタ　ヒナ カモ [9.59]

6 4373 吉澤　寧々(3) 長岡･江陽中 32 3114 宮田　陽奈(3) 加茂･加茂中
イイズカ　アコ ハッカイ フジタ　ユイ オオサキガクエン [7.63]

7 4019 飯塚　亜胡(3) 南魚沼･八海中 33 2879 藤田　友唯(3) 三条･大崎学園（中）

ワタナベ　ホノカ ホリノウチ [7.56] イシヅキ　スミレ サンジョウダイイチ

8 3932 渡邉　穂香(3) 魚沼･堀之内中 34 2729 石月　すみれ(2) 三条･第一中
カラサワ　アズサ ヤヒコ [8.22] サトウ　ミユウ ヤマト

9 7255 柄澤　梓(2) 西蒲･弥彦中 35 3982 佐藤　美結(1) 南魚沼･大和中
ヤマグチ　モエナ シオザワ ヤザワ　ミク カリヤタ [6.18]

10 4107 山口　萌那(2) 南魚沼･塩沢中 36 2658 矢澤　美空(2) 長岡･刈谷田中
ナカジマ　イチカ ヤマト ヨシダ　コハル ナガオカオオジマ [6.34]

11 3983 中島　衣千花(1) 南魚沼･大和中 37 2413 吉田　小春(3) 長岡･大島中
ヤマダ　アヤハ ブンスイ [8.09] ハットリ　ミユ ナカサト [8.49]

12 7186 山田　彩葉(3) 燕･分水中 38 3528 服部　珠弓(3) 十日町･中里中
オカベ　アヤネ コイケ [5.84] ヤマギシ　ミズキ ナガオカオオジマ [8.04]

13 7073 岡部　彩音(3) 燕･小池中 39 2409 山岸　瑞姫(2) 長岡･大島中
ワシヅ　セマ セキハラ [6.16] オグマ　ナナカ サンジョウダイニ

14 2380 鷲津　瀬麻(3) 長岡･関原中 40 2784 小熊　七楓(2) 三条･第二中
キタムラ　ユヅキ ミツケ [7.91] モリヤマ　ヨシノ ホリノウチ [7.83]

15 3679 北村　優月(3) 見附･見附中 41 3931 森山　よし乃(3) 魚沼･堀之内中
ヨシザワ　サオ シオザワ スワベ　ミサキ オヂヤミナミ [7.65]

16 4097 吉澤　紗桜(2) 南魚沼･塩沢中 42 3086 諏訪部　光咲(3) 小千谷･南中
サトウ　レイル オオサキガクエン [8.62] オオツ　アコ トオカマチミナミ [5.71]

17 2893 佐藤　麗留(3) 三条･大崎学園（中） 43 3353 大津　亜子(1) 十日町･南中
スズキ　カイリ ナカノシマ [7.40] カミムラ　エリ カリヤタ

18 2505 鈴木　浬(3) 長岡･中之島中 44 2649 上村　恵理(3) 長岡･刈谷田中
カトウ　ユイ ツバメヨシダ [9.63] タチノ　リオ ナガオカミナミ [7.94]

19 7160 加藤　優衣(3) 燕･吉田中 45 2046 立野　凛桜(3) 長岡･南中
ナカザワ　リオ ヒロカミ [8.16] サトウ　ユウカ サンジョウダイサン [9.73]

20 3865 中澤　莉緒(3) 魚沼･広神中 46 2794 佐藤　佑香(2) 三条･第三中
タケダ　ノノカ ツバメ [7.01] ヒロタ　アミ ハッカイ

21 7053 武田　乃々佳(3) 燕･燕中 47 4016 廣田　安美(3) 南魚沼･八海中
イベ　カナエ アサヒオカ [6.35] トオヤマ　クレア コイデ [9.51]

22 2461 伊部　香奈恵(3) 長岡･旭岡中 48 3920 遠山　來令杏(3) 魚沼･小出中
コイズミ　マオ ムイカマチ [7.08] カナヤマ　ユキナ フゾクナガオカ [7.90]

23 4059 小泉　舞桜(2) 南魚沼･六日町中 49 2682 金山　夕希奈(3) 長岡･附属長岡中

サトウ　フウカ タガミ [7.94] イワカタ　ユメ ツバメ [8.74]

24 3214 佐藤　楓華(3) 南蒲･田上中 50 7050 岩方　結芽(3) 燕･燕中
シンボ　アスカ アサヒオカ [7.38] カワイ　リオ トウホク

25 2463 新保　明日香(3) 長岡･旭岡中 51 2196 川井　莉央(2) 長岡･東北中
ヨネモチ　リン ナガオカニシ [4.69] ヨコヤマ　ノア オヂヤ [5.93]

26 2202 米持　凛(3) 長岡･西中 52 3009 横山　乃彩(2) 小千谷･小千谷中



9:30

14:00

10:00

14:05

アスリート

ビブス 組 風 レーン 記録 得点 順 記録 得点 順 記録 得点 組 風 レーン 記録 得点

　　　ヤマギシ　ミズキ

 2409 山岸　瑞姫 ( 2 ）

　　　モトイ　ミドリ

 3348 元井　翠 ( 2 ）

　　　ハガ　リオナ

 2728 羽賀　莉央奈 ( 2 ）

　　　ミヤジマ　ヒマリ

 3691 宮嶋　日鞠 ( 2 ）

　　　ナカマタ　ヒノ

 4055 中俣　日乃 ( 2 ）

　　　ミヤヤマ　ヒロハ

 2993 宮山　陽羽 ( 3 ）

　　　ミズサワ　ヒヨリ

 2101 水澤　ひより ( 2 ）

　　　オカモト　ユヅキ

 7052 岡本　柚月 ( 3 ）

　　　ナカニシ　ユヅキ

 2653 中西　唯月 ( 3 ）

　　　アベ　クルミ

 7154 阿部　胡桃 ( 3 ）

　　　ホサカ　ナナミ

 3344 保坂　七奈美 ( 2 ）

　　　ヤマザキ　エミカ

 4018 山﨑　愛美香 ( 3 ）

　　　ヤマガ　キオ

 3562 山賀　希生 ( 1 ）

　　　アベ　アンジュ

 4092 阿部　杏樹 ( 3 ）

　　　ホシナ　メア

 2100 保科　芽亜 ( 2 ）

　　　ナカザワ　リオ

 3865 中澤　莉緒 ( 3 ）

　　　ナガイ　ミハル

 2203 永井　実花 ( 3 ）

　　　サイトウ　ユイ

 7162 斎藤　優衣 ( 2 ）

　　　サトウ　ユウカ

 2794 佐藤　佑香 ( 2 ）

　　　ナカバヤシ　レム

 3005 中林　麗夢 ( 2 ）

　　　タケコシ　コナツ

 7065 竹越　小夏 ( 2 ）

女子 四種競技

大会記録

総合
得点

順
位

　2738　村山　未有　十日町･中条　　 2004

　2862　松本　実生　新潟･新津第五　2007

22/6/14

新潟県中学記録

22/6/14

22/6/15

22/6/15

氏　　名 所　　属
100ｍH(76.2cm/8.00m)

　　サンジョウダイイチ

4 17 10

走高跳 砲丸投(2.721kg) 200m

2 15 8
長岡･大島中

小千谷･小千谷中

　　ムイカマチ

　　ナガオカオオジマ

6 19

　　ミツケ

5 18 11

12

(+・-)
 

m/s

1

南魚沼･六日町中

　　トオカマチミナミ

3 16 9
十日町･南中

三条･第一中

　　オヂヤ

7 20 13

見附･見附中

　　スヨシ

8 21 14
長岡･栖吉中

　　ツバメ

2 1 15
燕･燕中

2

(+・-)
 

m/s

　　ツバメヨシダ

4 3 17
燕･吉田中

　　カリヤタ

3 2 16
長岡･刈谷田中

　　ハッカイ

6 5 19
南魚沼･八海中

　　トオカマチミナミ

5 4 18
十日町･南中

　　シオザワ

8 7 21
南魚沼･塩沢中

　　マツダイ

7 6 20
十日町･松代中

　　ヒロカミ

3 9 2
魚沼･広神中

　　スヨシ

2 8 1
長岡･栖吉中

　　ツバメヨシダ

5 11 4
燕･吉田中

　　ナガオカニシ

4 10 3
長岡･西中

(+・-)

 m/s

3

　　オヂヤ

7 13 6
小千谷･小千谷中

　　サンジョウダイサン

6 12 5
三条･第三中

　　ツバメ

8 14 7
燕･燕中

　　　　100mH

　　　　走高跳

　　　　砲丸投

　　　　  200m



参加校選手一覧表（実人数）

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計

長岡･東中 14 8 22 三条･第一中 10 12 22 十日町･十日町中 14 7 21

長岡･南中 12 13 25 三条･第二中 15 12 27 十日町･中条中 12 7 19

長岡･栖吉中 13 10 23 三条･第三中 1 3 4 十日町･南中 12 13 25

長岡･宮内中 16 6 22 三条･第四中 15 5 20 十日町･吉田中 12 5 17

長岡･東北中 9 14 23 三条･本成寺中 15 9 24 十日町･下条中 15 5 20

長岡･西中 10 14 24 三条･大崎学園（中） 18 8 26 十日町･水沢中 4 8 12

長岡･江陽中 12 13 25 三条･栄中 20 9 29 十日町･川西中 8 7 15

長岡･堤岡中 16 10 26 三条･下田中 13 4 17 十日町･中里中 11 7 18

長岡･岡南中 18 10 28 小計 107 62 169 十日町･松代中 10 6 16

長岡･関原中 2 1 3 小千谷･小千谷中 15 15 30 十日町・まつのやま学園 10 6 16

長岡･大島中 15 18 33 小千谷･東小千谷中 8 9 17 中魚･津南中 13 7 20

長岡･青葉台中 2 0 2 小千谷･千田中 0 3 3 中魚･津南中等(中) 12 5 17

長岡･旭岡中 11 10 21 小千谷･南中 12 10 22 小計 133 83 216

長岡･中之島中 18 3 21 小千谷･片貝中 1 2 3 見附･見附中 19 5 24

長岡･越路中 0 2 2 小計 36 39 75 見附･南中 17 7 24

長岡･小国中 1 0 1 加茂･加茂中 10 3 13 見附･今町中 1 1 2

長岡･北辰中 1 0 1 加茂･葵中 8 6 14 見附･西中 16 2 18

長岡･寺泊中 1 0 1 加茂･若宮中 5 1 6 小計 53 15 68

長岡･秋葉中 3 0 3 南蒲･田上中 16 11 27 魚沼･魚沼北中 8 3 11

長岡･刈谷田中 7 12 19 小計 39 21 60 魚沼･広神中 10 9 19

長岡･附属長岡中 4 4 8 燕･燕中 21 18 39 魚沼･湯之谷中 8 5 13

小計 185 148 333 燕･小池中 15 11 26 魚沼･小出中 6 11 17

燕･燕北中 6 7 13 魚沼･堀之内中 16 9 25

燕･吉田中 19 15 34 小計 48 37 85

燕･分水中 15 12 27 南魚沼･大和中 15 15 30

西蒲･弥彦中 11 9 20 南魚沼･八海中 16 15 31

燕中等 4 2 6 南魚沼･六日町中 12 10 22

小計 91 74 165 南魚沼･塩沢中 22 18 40

南魚沼･湯沢中 5 8 13

小計 70 66 136

男子 女子 合計

人数 762 545 1307

参加校

参加数 参加数 参加数

7１校

郡市・学校名 郡市・学校名 郡市・学校名
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○ 来場される車は、下記会場図の駐車区分に従って駐車をお願いします。

○ 当日は駐車場係の誘導に従い、整然と駐車ができますよう御協力ください。

○ 競技役員は駐車場係の誘導に従い、河川敷駐車場に駐車してください。

【送迎でバスを利用する場合】

駐車スペースが限られているため、バスは留置きができません。

いったん帰るか、市営スキー場の駐車場へまわるように連絡をお願いします。

迎えのための停車は、１日目（15:40～）、２日目（15:10～）から可能です。

係の指示に従い、特設アップ場エリアを点線矢印のように進み停車してください。

大会役員・参加校顧問・競技役員 様

令和 ４年 ６月 １日

第72回中越地区中学校陸上競技大会駐車場について

【長岡市営陸上競技場 会場図】

混成

一般駐車場特設アップ場

・動きつくり

・ダッシュ

・ハードル

一般駐車場

dai_d
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第７２回中越地区陸上競技大会 公開練習要項 
１ 日時 

  本競技場 

   14日（火） ７：００～９：００ 

   15日（水） ７：００～８：２０ 

  特設アップ場（招集所側駐車場スペース） 

   14日（火） ９：００～１５：４０ 

   15日（水） ９：００～１５：１０ 

 

２ 使用方法 

 （１）ウォームアップジョグは、１～２レーン及びアウトフィールド（緑の部分）を使用する。 

 （２）ホームストレート 

１～２レーン     周回練習レーン 

    ３～７レーン     スタートダッシュレーン    スターティングブロック設置 

    ８～９レーン前半   １１０ｍH 練習レーン     スターティングブロック設置 

    ８～９レーン後半   １００ｍH 練習レーン     スターティングブロック設置 

（３）第１曲走路～バックストレート 

１～２レーン 周回練習レーン 

    ３～８レーン リレー・短距離レーン 

    ※第１曲走路の７～８レーンの前半部分は４００ｍ・リレースタートダッシュレーンとする。 

（スターティングブロック設置 後半に設置した三角コーンからリレー・短距離練習を可とする） 

 （４）バックストレート～第２曲走路 

１～２レーン 周回練習レーン 

３～８レーン リレー・短距離レーン 

※事故防止のため、３～８レーンは、第２曲走路からホームストレートへ走り込むことを禁止する。 

 （５）フィールド内 

    ①芝生部分は使用禁止とする。 

    ②走幅跳は、ホームストレート外側に、２ピット設置しており、使用できる。 

    ③走高跳は、第２曲走路内の A ピットを男子 B ピットを女子が使用できる。 

    ④棒高跳は、バックストレート外側の１ピットのみ使用できる。 

    ⑤砲丸投の練習は、朝の競技場開放の時間のみ、本競技場での練習を認める。その際、競技役員の指示

に従うこと。それ以外の時間、場所での練習は認めない。 

 

３ 注意事項 

（１） 選手は、安全確保のために、レーンの使用区別をよく守ること。特に曲走路から直線スタートダッシ

ュレーンへの走り込みは絶対にしない。また、競技役員の指示に従い、事故のないように注意する。 

（２） 会場内へは、備え付けの用具以外の持ち込みは禁止する。（ただし、棒高跳用ポール、バトン、ストッ

プウォッチは除く。ピストルは使用しない。） 

（３） サイドスタンドやバックスタンドの塀は乗り越えない。 

・ハードル男女各３台 ・流しレーン 

・周回ランニングスペース 



～本競技場の練習使用区分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

～特設アップ場スペース（招集所前）の練習使用区分～ 
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棒高跳

砲丸投

１レーン 周回レーン

２レーン 周回レーン

３レーン スタートダッシュレーン

４レーン スタートダッシュレーン

５レーン スタートダッシュレーン

６レーン スタートダッシュレーン

８レーン １１０ｍHレーン（インターバル変更不可）

９レーン １１０ｍHレーン（インターバル変更不可）

２レーン 周回レーン

１レーン 周回レーン

３レーン リレー・短距離レーン

４レーン リレー・短距離レーン

５レーン リレー・短距離レーン

６レーン リレー・短距離レーン

７レーン リレー・短距離レーン

８レーン リレー・短距離レーン

走幅跳

三段跳

４００ｍ・リレー

スタート練習用

２００ｍスタート練習用

（27・29日のみ）

８レーン １００ｍHレーン（インターバル変更不可）

９レーン １００ｍHレーン（インターバル変更不可）

投擲練習不

可

ウォーミングアップジョグ（集団ジョグ）は、

１～２レーン及びアウトフィールドを使用する。
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棒高跳練習（28日のみ）

三段跳練習（29日のみ）

７レーン スタートダッシュレーン

走高跳練習

A：男子 B：女子

朝のみ練習可○ 

競技役員の指示に従う 

200ｍスタート練習用 

（15 日のみ） 

棒高跳練習（14 日のみ） 

棒高跳 

WC 招集所 
【ハードル・流しスペース】 

・競技場と同じ走行方向。 

・男女各３台設置します。 

【ランニングスペース】 

・競技場と同じ周回方向。 

・ラインを引きます。 

立入禁止テープで 

区切ります。 
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新潟県は 一人一人を伸ばす教育 

～新潟県教育委員会～ 

を推進しています 
 


