
日付 種目

千葉　洸太  11.15 (+1.5) 柳　伊吹  11.54 (+1.5) 若井　聖彦  11.88 (+1.5) 菊田　光一  12.03 (+1.5) 金子　裕己  12.23 (+1.5) 金井　颯汰  12.26 (+1.5) 野澤　良風  12.36 (+1.5) 藤田　航平  12.57 (+1.5)

新潟翠江 GR 高田南城 長岡英智 出雲崎 明鏡 佐渡相川 明鏡 新潟翠江

千葉　洸太  w22.87 (+4.2) 柳　伊吹  w24.26 (+4.2) 若井　聖彦  w24.64 (+4.2) 菊田　光一  w24.66 (+4.2) 野澤　良風  w25.64 (+4.2) 金井　颯汰  w25.71 (+4.2) 白根　一哉  w26.67 (+4.2) 南波　蒼志  w27.13 (+4.2)

新潟翠江 高田南城 長岡英智 出雲崎 明鏡 佐渡相川 新潟翠江 堀之内

瀬沼　大進  56.34 西條　堅  1:04.68

高田南城 高田南城

石川　眞緒  2:21.59 岩倉　大華  2:24.84 大内　翔  2:26.62 駒野　穂  2:43.29 西條　堅  2:51.40

出雲崎 新潟翠江 高田南城 新潟翠江 高田南城

齋藤　巧翔  5:27.37 駒野　穂  6:02.69 須川　歩夢  6:27.72 澁屋　海人  7:20.92 茅原　楓太  7:37.75

佐渡相川 新潟翠江 明鏡 佐渡相川 新潟翠江

佐藤　聡秋  20:09.54 齋藤　巧翔  20:25.04 橘　育夢  20:53.09

長岡英智 佐渡相川 堀之内

新潟翠江  49.88 堀之内  50.87 高田南城  53.16

藤田　航平 南波　蒼志 横山　柚月

千葉　洸太 桑原　都羽 江口　秀人

田中　元 橘　育夢 石田　蘇羅

片野　亮汰 酒井　善 大内　翔

新潟翠江  4:07.37 高田南城  4:31.65

藤田　航平 横山　柚月

千葉　洸太 江口　秀人

岩倉　大華 石田　蘇羅

駒野　穂 大内　翔

酒井　善  1.60

堀之内

酒井　善  w6.17 (+2.2) 金子　裕己  5.40 (+1.3) 藤田　航平  w5.36 (+2.6) 白根　一哉  w5.24 (+2.9) 田中　元  5.08 (+0.4) 桑原　都羽  4.30 (+1.8)

堀之内 明鏡 新潟翠江 新潟翠江 新潟翠江 堀之内

田中　元  w10.59 (+2.6) 藤田　航平  w10.36 (+2.3)

新潟翠江 新潟翠江

小柳　秀男  9.17 本田　彪雅  8.04 平片　順也  7.40 田巻　瑛士  5.99

新潟翠江 佐渡相川 佐渡相川 新潟翠江

小柳　秀男  19.30 田巻　瑛士  18.43

新潟翠江 新潟翠江

佐藤　美優  w14.31 (+2.3) 大関　光  w14.77 (+2.3) 栃倉　彩花  w14.98 (+2.3) 小山　澪  w15.25 (+2.3) 大野　蓮華  w15.31 (+2.3) 小澤　美心  w15.88 (+2.3) 井上　柚妃  w16.38 (+2.3) 廣川　心結  w17.20 (+2.3)

長岡明徳 新潟翠江 新潟翠江 新潟翠江 長岡明徳 佐渡相川 長岡英智 長岡英智

井上　柚妃  35.68 (-0.1)

長岡英智

栃倉　彩花  1:21.63 小松　夢良  1:34.00

新潟翠江 新潟翠江

栃倉　彩花  3:34.04 小松　夢良  3:36.14

新潟翠江 新潟翠江

小松　夢良  14:50.46

新潟翠江

100mH 赤川　凜  w22.20

2.2 新潟翠江

新潟翠江  59.44

大関　光

小山　澪

赤川　凜

栃倉　彩花

赤川　凜  1.35

新潟翠江

佐藤　美優  3.94 (+1.4) 大野　蓮華  3.77 (+1.8) 赤川　凜  w3.74 (+2.8) 小山　澪  w3.55 (+3.2)

長岡明徳 長岡明徳 新潟翠江 新潟翠江

吉澤　鈴  7.10 赤川　凜  6.94 青木　蒼  6.34

新潟翠江 新潟翠江 新潟翠江

吉澤　鈴  17.20 佐藤　美優  16.28 宇佐見　優奈  15.73 大野　蓮華  14.35 青木　蒼  13.64

新潟翠江 長岡明徳 佐渡相川 長岡明徳 新潟翠江
6月12日 円盤投

w (wind assist) : 追風参考
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競技場名 長岡市営陸上競技場 記録主任 内宮　実

主催団体名 新潟陸上競技協会　新潟県高等学校体育連盟 陸協名 長岡市陸上競技協会

競技会名 第72回新潟県高等学校定時制通信制総合体育大会第68回陸上競技大会
期日・時刻 2022/6/12 審判長 浅野　政和


