
ﾄﾗｯｸ審判長 安田　寛一
跳躍審判長 澤野　保夫
投擲審判長 上野　正人

【開催日】 H29.6.15～6.18 混成審判長 井上　浩一
決勝記録一覧表 記録主任： 高戸　孝司

(GR:大会新,GT:大会タイ) 男  子 【競技場】富山県総合運動公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 6/17 男子  +1.7福島  聖(3) 10.38 ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ(3) 10.53 辰巳  新(2) 10.56 梶川  颯太(3) 10.64 吉田  悠樹(3) 10.65 飛山  大河(3) 10.68 橋本  政樹(3) 10.71 水戸部  良祐(3) 10.81

１００ｍ 富  山･富山商 GR 長  野･創造学園 GT 富  山･富山第一 福  井･若狭 福  井･藤島 富  山･富山商 福  井･福井商 新  潟･新発田
 6/18  +0.7福島  聖(3) 21.11 桑原  優斗(2) 21.47 笹木  仁一郎(3) 21.53 ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ(3) 21.63 山岸  優(2) 21.65 梶川  颯太(3) 21.74 野田  大河(3) 21.76 山﨑  智晴(1) 21.89

２００ｍ 富  山･富山商 GR 新  潟･津南中等 石  川･金沢泉丘 長  野･創造学園 新  潟･長岡商 福  井･若狭 石  川･七尾 新  潟･柏崎
 6/16 野田  大河(3) 47.50 的場  翔大(3) 47.70 森  柳(3) 48.00 片山  卓也(2) 48.16 近藤  雅哉(3) 48.24 加藤  翔太(2) 48.93 野村  健成(3) 49.13 井村  俊祐(3) 49.99

４００ｍ 石  川･七尾 石  川･金沢 石  川･金沢二水 福  井･敦賀 長  野･松川 新  潟･東京学館新潟 長  野･東海大諏訪 石  川･金沢
 6/18 宮西  浩彰(3) 1:52.91 渡邉  凌太(3) 1:52.98 小竹  徹(3) 1:53.26 安達  亮太(3) 1:53.32 松本  竜河(3) 1:54.23 永井  修太郎(3) 1:54.41 玉木  丞(3) 1:54.75 杉田  龍輝(2) 1:57.57

８００ｍ 石  川･小松 石  川･金沢錦丘 石  川･金沢西 新  潟･東京学館新潟 富  山･砺波 富  山･高岡南 新  潟･新潟 富  山･富山
 6/16 髙橋  勇輝(3) 3:54.87 服部  凱杏(1) 3:55.57 清水  拓斗(3) 3:55.74 岸本  大紀(2) 3:56.32 松﨑  健悟(3) 3:56.49 渡邉  凌太(3) 3:57.09 佐藤  拓人(3) 3:57.21 榎本  大倭(3) 3:57.68

１５００ｍ 長  野･長野日大 長  野･佐久長聖 長  野･長野日大 新  潟･三条 長  野･東海大諏訪 石  川･金沢錦丘 新  潟･中越 富  山･富山商
 6/17 中谷  雄飛(3) 14:13.82 本間  敬大(3) 14:16.88 岸本  大紀(2) 14:17.17 大池  竜紀(3) 14:18.09 丸山  幸輝(3) 14:18.36 川口  慧(3) 14:21.66 中西  大翔(2) 14:36.38 町  桟吾(2) 14:49.13

５０００ｍ 長  野･佐久長聖 長  野･佐久長聖 新  潟･三条 長  野･長野日大 長  野･佐久長聖 福  井･美方 石  川･尾山台 石  川･遊学館
 6/16  +2.1山田  那衆(3) 14.50 保里  風弥(3) 14.54 永山  諒(2) 14.71 町  亮汰(1) 14.77 曽我  賢太郎(1) 14.80 若狭  颯馬(3) 14.86 多川  恭輔(2) 15.05 西村  慶次(3) 23.24

１１０ｍＨ 新  潟･日本文理 富  山･桜井 新  潟･小出 石  川･星稜 新  潟･新潟明訓 福  井･鯖江 新  潟･東京学館新潟 長  野･創造学園
 6/17 遠藤  幹康(3) 52.22 野村  健成(3) 53.26 吉井  拓郎(3) 53.43 若狭  颯馬(3) 53.59 佐々木  陸(3) 53.66 結城  大地(3) 53.88 熊谷  悟(3) 53.96 野﨑  駿(3) 55.29

４００ｍＨ 新  潟･長岡 長  野･東海大諏訪 新  潟･東京学館新潟 福  井･鯖江 富  山･龍谷富山 新  潟･新潟商 長  野･創造学園 新  潟･新発田南
 6/18 山本  嵐(3) 9:01.67 長谷川  潤(3) 9:07.14 三島  颯太(2) 9:09.51 榎本  大倭(3) 9:10.26 兵田  聖夜(3) 9:11.08 小泉  謙(2) 9:12.19 村上  勇次(3) 9:22.23 戸倉  琢磨(3) 9:23.01

３０００ｍＳＣ 長  野･佐久長聖 長  野･上田西 長  野･佐久長聖 富  山･富山商 福  井･敦賀気比 新  潟･開志国際 福  井･美方 新  潟･新潟商
 6/18 石田  昴(3) 21:32.37 花崎  悠紀(3) 21:32.54 鈴木  英司(2) 21:33.78 諏方  元郁(3) 21:47.13 山下  怜(3) 22:09.91 甲田  基也(3) 22:18.23 石井  慎也(2) 22:23.40 洲﨑  聖斗(3) 22:24.02

５０００ｍ競歩 富  山･富山商 富  山･富山商 長  野･長野工 新  潟･中越 石  川･金沢泉丘 長  野･長野工 長  野･東海大諏訪 新  潟･長岡商
 6/16 堀井  遥樹(3) 2.06 西村  慶次(3) 2.00 土井  颯馬(2) 2.00 青木  悠李(3) 新  潟･六日町 1.95 長谷川  龍雅(3) 1.95 竹内  知春(3) 1.95 相澤  翼(2) 1.95

走高跳 福  井･鯖江 長  野･創造学園 新  潟･新潟南 栃倉  優人(3) 新  潟･長岡商 富  山･新川 石  川･金沢 長  野･松本深志
 6/17 小俣  伊織(3) 4.80 宮川  開成(2) 4.60 西倉  俊(3) 4.50 中山  祐希(2) 4.50 伊勢  隼人(3) 新  潟･柏崎 4.50 杉﨑  直也(3) 4.50 中山  蓮(2) 4.40

棒高跳 新  潟･新潟産大附 福  井･敦賀気比 新  潟･新潟産大附 新  潟･新潟産大附 林  良樹(3) 石  川･金沢 新  潟･新潟 長  野･高遠
 6/16 小畠  康成(2)7.21(+0.2) 馬場  優純(1)7.08(+1.0) 上村  侑矢(3)7.08(+1.0) 近藤  蒼依(2) 7.06(0.0) 五十嵐直人(3)7.05(+1.0) 瀬口  礼(2) 6.91(-0.1) 山浦  渓斗(2)6.83(+1.7) 穗苅  康人(2)6.80(+0.9)

走幅跳 石  川･飯田 富  山･龍谷富山 福  井･敦賀 新  潟･新潟産大附 新  潟･三条商 富  山･片山学園 長  野･小諸 長  野･松商学園
 6/18 岩崎 匠海(3)14.77(+2.3) 竹井 温巧(3)14.70(+1.5) 小山 竜司(3)14.53(+1.1) 内堀 岳宏(3)14.22(+1.4) 川口陽南太(2)14.18(0.0) 須崎  修二(3)14.09(0.0) 山口 諒偲(3)13.98(+1.5) 吉田 和希(3)13.89(+0.4)

三段跳 福  井･敦賀 長  野･東海大諏訪 長  野･東海大諏訪 長  野･松代 富  山･富山高専 長  野･上田 長  野･上田東 石  川･石川高専
 6/17 阿部  敏明(3) 16.81 奥村  仁志(2) 15.22 窪田  達也(3) 15.14 舘田  瑛史(2) 14.89 谷﨑  良樹(2) 13.91 木下  翔太(2) 13.63 和田  啓汰(3) 13.27 スミス  理貴(3) 13.17

砲丸投 新  潟･長岡商 GR 福  井･敦賀 新  潟･開志国際 富  山･富山高専 福  井･敦賀 石  川･金沢 長  野･更級農 長  野･長野西
 6/18 竹内  颯汰(3) 43.92 奥垣内  崇史(3) 42.50 奥村  仁志(2) 42.23 窪田  達也(3) 42.08 山口  祐人(3) 40.79 小山  明久(2) 38.74 スミス  理貴(3) 38.66 森  琢人(3) 38.26

円盤投 福  井･敦賀 長  野･東海大諏訪 福  井･敦賀 新  潟･開志国際 新  潟･塩沢商工 福  井･足羽 長  野･長野西 富  山･高岡南
 6/15 廣田  虹輝(3) 60.23 小田  郁也(3) 58.11 髙橋  龍平(3) 56.58 舘田  瑛史(2) 50.71 宮沢  康平(3) 50.37 中村  健之(3) 49.03 窪田  達也(3) 48.78 萩原  倖司(2) 47.69

ハンマー投 富  山･上市 GR 新  潟･新発田南 福  井･敦賀 富  山･富山高専 長  野･更級農 長  野･梓川 新  潟･開志国際 長  野･梓川
 6/16 森  琢人(3) 61.98 小林  誠矢(3) 58.60 西谷内  凌(3) 58.48 本田  涼太(2) 58.40 坂本  敦士(3) 57.38 近藤  慎哉(3) 56.11 中村  海斗(2) 56.05 大橋  夏輝(2) 55.96

やり投 富  山･高岡南 長  野･創造学園 石  川･羽咋 石  川･羽咋 長  野･屋代 富  山･高岡商 石  川･星稜 新  潟･新潟産大附
 6/17 富  山･富山商      40.95 長  野･松商学園      41.32 石  川･金沢       41.37 福  井･敦賀       41.52 新  潟･日本文理      41.71 新  潟･新潟産大附      41.78 富  山･富山高専      41.89 新 潟･東京学館新潟      42.11

４×１００ｍ 松村  翔吾(2) GR 神田  来夢(2) 金田  理希(2) 川瀬  大我(3) 佐藤  雅滉(2) 行田  篤弘(1) 五十嵐  晴紀(2) 星  颯人(3)
吉田  貴一朗(3) 中嶋  謙(2) 竹内  璃生(2) 片山  卓也(2) 渡邉  翔(3) 浅原  峻(2) 駒井  宏至(3) 加藤  翔太(2)
飛山  大河(3) 西村  陽杜(2) 井村  俊祐(3) 上村  侑矢(3) 出塚  勇気(3) 矢坂  昇太(2) 奥田  樹生(3) 岡田  昌真(2)
福島  聖(3) 柳沢  直生(2) 柿田  駿平(3) 松本  司(3) 山田  那衆(3) 近藤  蒼依(2) 谷口  響(1) 稲毛  碧(1)

 6/18 石  川･金沢     3:14.53 福  井･敦賀     3:16.09 富  山･龍谷富山    3:16.68 長  野･松川     3:16.73 新潟･東京学館新潟    3:16.85 新  潟･新潟明訓    3:18.27 長  野･市立長野    3:19.14 石  川･小松工    3:22.41
４×４００ｍ 金田  理希(2) 板東  夢斗(2) 岡本  裕一朗(3) 近藤  惠哉(2) 伊瀬  海斗(3) 髙橋  幸大(3) 宮下  翼(2) 三階  裕斗(2)

井村  俊祐(3) 上村  侑矢(3) 河井  朋哉(2) 後沢  大地(3) 鏡渕  優(2) 木下  虎之介(2) 池田  翔紀(2) 白垣  光輝也(3)
中山  泰成(2) 松本  司(3) 横山  京介(1) 秦  翔(3) 吉井  拓郎(3) 藤井  海都(3) 児玉  悠作(2) 千歩  岳(2)
的場  翔大(3) 片山  卓也(2) 西能  司(2) 近藤  雅哉(3) 加藤  翔太(2) 大塚  稜介(3) 小出  郁弥(3) 水上  恭輔(3)

 6/17 板東  夢斗(2) 5384 小山  竜司(3) 5365 加藤  諒大(3) 5210 梅林  公紀(3) 5125 小林  亮太(3) 4978 長原  勇樹(3) 4885 水澤  佑介(3) 4829 中筋  涼太(2) 4797
八種競技 福  井･敦賀 長  野･東海大諏訪 福  井･高志 石  川･七尾東雲 長  野･長野日大 富  山･龍谷富山 新  潟･高田 石  川･星稜

11.28-6.45-9.71-49.98 11.06-6.77-9.75-50.89 11.15-6.75-9.42-51.16 11.24-6.57-10.36-50.14 11.59-6.25-10.20-52.83 11.26-6.41-8.47-50.57 11.63-6.21-9.74-52.61 11.67-5.94-11.71-54.77
15.46-45.06-1.71-4:28.8715.74-43.69-1.74-4:40.3015.98-40.13-1.71-4:39.4916.84-43.46-1.62-4:40.7415.97-38.85-1.74-4:40.3216.01-35.14-1.59-4:43.2516.73-39.89-1.71-4:43.5016.40-40.46-1.71-4:49.75

総 合 　７０点 敦　賀(福) 　４８点 富山商(富)  ４２点 東海大諏訪(長)  ４０点 佐久長聖(長)  30.5点 金　沢(石)  ２９点 創造学園(長)  ２８点 新潟産大附(新)  ２３点 長野日大(長)
ト ラ ッ ク 　４８点 富山商(富) 　４０点 佐久長聖(長)  ２２点 金　沢(石)  ２１点  １９点 長野日大(長)  １７点 敦　賀(福)  １５点 創造学園(長)  １５点 東海大諏訪(長)
フ ィ ー ル ド   ４５点 敦　賀(福) 　２５点 新潟産大附(新)  ２０点 東海大諏訪(長)  １４点 創造学園(長)  １４点 富山高専(富)  １３点 開志国際(新)  12.5点 長岡商(新)  １１点 羽　咋(石)
混 成 　　８点 敦　賀(福)  　７点 東海大諏訪(長) 　 ６点 高　志(福) 　 ５点 七尾東雲(石)  　４点 長野日大(長)  　３点 龍谷富山(富) 　 ２点 高　田(新) 　 １点 星　稜(石)

時現在 風　速 湿　度 天　候 ※敦賀高　１３年ぶり４回目の優勝
14:00 2.0m 32% 晴
12:00 2.1m 59% 晴
12:00 0.7m 58% 曇
12:00 1.2m 67% 曇

第　１　日 北 29.0℃ 良

東京学館新潟(新)

風　向 気　温 気　圧 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

第　４　日 北東 23.5℃ 良

第　２　日 北 23.0℃ 良

第　３　日 北 22.5℃ 良



ﾄﾗｯｸ審判長 安田　寛一
跳躍審判長 澤野　保夫
投擲審判長 上野　正人

【開催日】 H29.6.15～6.18 混成審判長 井上　浩一
決勝記録一覧表 記録主任： 高戸　孝司

(GR:大会新,HR GR:北信越高新) 女  子 【競技場】富山県総合運動公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 6/17 女子  +1.8田中  更紗(2) 12.08 山本  しおり(2) 12.11 河井  優衣(3) 12.26 野澤  彩乃(3) 12.32 吉田  唯莉(3) 12.33 塩本  歩(1) 12.33 塚本  朱璃(2) 12.40 柳澤  祐衣(2) 12.46

１００ｍ 新  潟･新潟商 福  井･敦賀 新  潟･新潟明訓 新  潟･新潟商 石  川･小松商 石  川･星稜 新  潟･新潟明訓 石  川･星稜
 6/18  -0.1長井  未吹(2) 24.84 田中  更紗(2) 25.19 加藤  詩萌(3) 25.19 山本  しおり(2) 25.24 唐澤  花実(1) 25.45 永井  あかね(3) 25.50 河田  璃音(1) 25.51 野澤  彩乃(3) 25.52

２００ｍ 新  潟･新潟商 新  潟･新潟商 長  野･長野日大 福  井･敦賀 長  野･市立長野 新  潟･柏崎 長  野･市立長野 新  潟･新潟商
 6/16 加藤  詩萌(3) 56.32 長井  未吹(2) 56.59 岡部  愛実(2) 57.77 岩谷  奈央子(3) 58.12 臼井  美紅(3) 58.15 永井  あかね(3) 58.47 長谷川  実季(3) 58.80 手塚  麻衣(1) 59.79

４００ｍ 長  野･長野日大 新  潟･新潟商 新  潟･新潟商 新  潟･新潟 長  野･東海大諏訪 新  潟･柏崎 福  井･敦賀 富  山･高岡南
 6/18 澤井  柚葉(1) 2:09.70 根塚  みのり(1) 2:10.48 長谷川  瑠々(3) 2:10.80 水澤  唯菜(3) 2:11.57 谷間  咲南(2) 2:11.86 萩谷  楓(2) 2:12.44 高安  結衣(2) 2:14.78 大須賀  美由(3) 2:21.56

８００ｍ 石  川･星稜 富  山･富山商 新  潟･新潟商 新  潟･長岡大手 新  潟･新潟第一 長  野･長野東 長  野･長野東 新  潟･新潟明訓
 6/16 和田  有菜(3) 4:21.45 メリー シプコ(3)4:21.65 萩谷  楓(2) 4:29.04 根塚  みのり(1) 4:30.11 高安  結衣(2) 4:30.28 藤岡  緩奈(2) 4:35.07 山口  真莉恵(3) 4:35.65 水澤  唯菜(3) 4:37.92

１５００ｍ 長  野･長野東 GR 新  潟･開志国際 長  野･長野東 富  山･富山商 長  野･長野東 長  野･東海大諏訪 長  野･文化学園長野 新  潟･長岡大手
 6/18 和田  有菜(3) 9:07.03 メリー シプコ(3)9:07.46 ﾏｰｼｬ ｳﾞｪﾛﾆｶ(2) 9:19.48 小林  成美(2) 9:34.70 松澤  綾音(3) 9:34.90 橋本  はなえ(3) 9:38.39 渡辺  早紀(3) 9:45.47 近藤  愛(2) 9:49.04

３０００ｍ 長  野･長野東 HR GR 新  潟･開志国際 HR GR 新  潟･新潟産大附 長  野･長野東 長  野･長野東 福  井･美方 新  潟･新潟中央 新  潟･十日町
 6/16  +2.6吉田  唯莉(3) 13.38 白井  杏子(3) 13.94 髙木  玲奈(2) 14.13 本田  菜々(2) 14.23 渡邊  花歩(3) 14.24 宮澤  希(3) 14.29 山本  碧々華(3) 14.35 宍戸  梨瑚(2) 14.55

１００ｍＨ 石  川･小松商 新  潟･新潟商 富  山･龍谷富山 新  潟･新潟明訓 新  潟･長岡 長  野･伊那北 福  井･足羽 福  井･敦賀
 6/17 白井  杏子(3) 1:02.32 前山  智世(3) 1:02.80 小泉  千秋(3) 1:02.88 丸岡  舞伽(3) 1:03.06 山崎  萌々子(2) 1:03.09 久保田  光菜(2) 1:03.10 伊能  史織(3) 1:03.18 田村  咲(2) 1:07.82

４００ｍＨ 新  潟･新潟商 富  山･南砺福野 新  潟･東京学館新潟 石  川･金沢辰巳丘 長  野･長野高専 福  井･敦賀 長  野･長野日大 新  潟･新潟南
 6/16 吉田  優海(3) 22:55.39 山田  美慶(3) 24:06.75 橋  あぐり(3) 24:15.19 落合  早峰(2) 24:41.40 星野  七海(3) 25:05.83 渡辺 まりん(2) 26:15.93 田中ジェシカ(3)26:22.93 関根  雅(3) 26:33.96

５０００ｍ競歩 石  川･遊学館 GR 新  潟･新潟産大附 富  山･龍谷富山 長  野･東海大諏訪 新  潟･長岡大手 新  潟･長岡商 長  野･上田染谷丘 新  潟･新潟中央
 6/18 蓑輪  夢未(1) 1.73 蓑輪  好未(3) 1.70 林  莉央(3) 1.64 陸川  明日香(1) 新  潟･新潟産大附 1.61 越川  雪野(3) 1.61 綿谷  碧(1) 福  井･武生 1.58

走高跳 福  井･北陸 福  井･足羽 新  潟･新潟商 中野  春陽(2) 石  川･小松商 石  川･金沢二水 東  聡美(1) 石  川･航空石川
 6/15 小林  奏(3) 3.30 石田  結芽(3) 3.30 髙橋  亮子(2) 3.20 熊木  菜緒(3) 3.10 藤家  麻鈴(1) 3.10 田野  未典(2) 3.00 山腰  曜子(3) 3.00 内山  桃(2) 2.90

棒高跳 長  野･佐久長聖 石  川･金沢西 石  川･金沢西 新  潟･柏崎 石  川･星稜 新  潟･新潟産大附 福  井･高志 石  川･星稜
 6/15 吉岡 美玲(3) 5.91(+1.5) 芦田 陽菜(2) 5.88(+0.8) 宮澤  歩(2) 5.77(+0.1) 茂田井みさと(3)5.70(+0.2) 森本  知隼(3)5.70(+1.8) 上嶋  葵(1) 5.60(+0.1) 鞍田沙耶佳(1)5.58(+1.3) 宮口 愛子(2) 5.57(+1.8)

走幅跳 石  川･星稜 福  井･敦賀 長  野･諏訪二葉 新  潟･長岡大手 長  野･松本県ヶ丘 福  井･北陸 石  川･星稜 石  川･星稜
 6/17 茂田井みさと(3)12.35(0.0) 宮口 愛子(2)12.35(+1.2) 宮澤  歩(2) 12.29(+1.3) 梅津 彩香(3)12.29(+2.5) 宮本 佳苗(3)12.17(+0.7) 本田  天(3) 11.93(+1.9) 鞍田沙耶佳(1)11.89(+1.0) 森本 知隼(3)11.75(+0.3)

三段跳 新  潟･長岡大手 石  川･星稜 長  野･諏訪二葉 福  井･敦賀 福  井･敦賀 富  山･龍谷富山 石  川･星稜 長  野･松本県ヶ丘
 6/15 草塩  はな(2) 12.78 原田  ハルミ(3) 12.33 横山  幸希(3) 12.21 渡邉  ももこ(2) 11.92 小林  弥希(1) 11.79 櫻田  翔子(3) 11.76 今井  香帆(3) 11.05 道下  愛(3) 10.94

砲丸投 富  山･高岡南 福  井･敦賀 石  川･金沢 福  井･敦賀 長  野･松商学園 福  井･敦賀 長  野･松商学園 石  川･小松商
 6/18 荒野  幸帆(3) 45.72 草塩  はな(2) 41.12 横山  幸希(3) 40.23 大森  万祐加(2) 35.92 六井  ゆり(2) 35.68 町口  愛奈(3) 35.44 岩瀬  彩楓(3) 34.16 石田  結香(3) 33.69

円盤投 富  山･高岡商 GR 富  山･高岡南 石  川･金沢 石  川･穴水 新  潟･新発田 富  山･呉羽 石  川･飯田 石  川･七尾
 6/16 湯本  珠実(3) 48.39 林  瑠里奈(3) 45.89 田邉  千夏(3) 43.97 鎌谷  十朱(3) 43.67 前田  柚花(3) 42.88 坂井  桃菜美(3) 42.09 石村  汐里(2) 41.94 石黒  可歩(2) 41.49

やり投 長  野･松商学園 富  山･呉羽 新  潟･十日町 福  井･敦賀 石  川･七尾 長  野･須坂 石  川･金沢錦丘 富  山･高岡商
 6/16 原田  ハルミ(3) 50.33 渡邉  ももこ(2) 49.40 亀澤  亜衣(3) 48.01 飴井  理彩(3) 46.39 星野  楓香(3) 45.53 荒井  葵凪(3) 40.75 村山  歩夏(3) 40.56 髙野  園子(3) 38.00

ハンマー投 福  井･敦賀 福  井･敦賀 富  山･富山 富  山･呉羽 新  潟･八海 長  野･塩尻志学館 新  潟･長岡商 富  山･高岡
 6/17 新  潟･新潟商      47.14 石  川･小松商      47.43 長  野･市立長野      47.46 石  川･星稜      47.62 福  井･敦賀      47.85 新潟･東京学館新潟      47.87 長  野･東海大諏訪      48.19 富  山･水橋      48.27

４×１００ｍ 野澤  彩乃(3) 道下  愛(3) 河田  璃音(1) 塩本  歩(1) 緩詰  美玖(3) 南雲  茜(3) 菅沼  美風(3) 茗原  凪沙(3)
長井  未吹(2) 輪島  里奈(3) 唐澤  花実(1) 長木  なつめ(2) 山本  しおり(2) 田中  茜(3) 今井  希生(2) 新鞍  莉音(2)
田中  更紗(2) 吉田  唯莉(3) 田村  純菜(1) 宮口  愛子(2) 芦田  陽菜(2) 石田  理乃(3) 小林  叶音(2) 横江  美里(3)
吉井  里々子(1) 中島  紗波(2) 永原  朱夏(2) 澤田  知里(3) 宮本  佳苗(3) 涌井  珠里(3) 臼井  美紅(3) 出町  桃子(3)

 6/18 福  井･敦賀    3:48.07 新  潟･新潟商    3:50.11 新  潟･新潟明訓    3:51.23 石  川･星稜    3:51.85 長  野･東海大諏訪    3:52.26 新潟･東京学館新潟    3:53.64 石  川･小松商    3:54.46 長  野･長野日大    3:55.87
４×４００ｍ 長谷川  実季(3) 岡部  愛実(2) 小川  さくら(3) 池田  未優(3) 今井  希生(2) 南雲  茜(3) 輪島  里奈(3) 下田  花菜(1)

久保田  光菜(2) 白井  杏子(3) 大須賀  美由(3) 宮口  愛子(2) 小林  叶音(2) 田中  茜(3) 大村  真世(3) 伊能  史織(3)
山本  しおり(2) 長谷川  瑠々(3) 塚本  朱璃(2) 吉岡  美玲(3) 藤岡  緩奈(2) 小泉  千秋(3) 中島  紗波(2) 春日  佑月(2)
芦田  陽菜(2) 長井  未吹(2) 亀田  彩香(3) 澤井  柚葉(1) 臼井  美紅(3) 加藤  名奈(2) 吉田  唯莉(3) 加藤  詩萌(3)

 6/18 堀内  美沙樹(3) 4803 太田  杏優(3) 4598 水落  らら(2) 4335 髙辻  純乃(3) 4319 湯本  珠実(3) 4107 渡邊  有夏(3) 4074 内田  歩乃歌(3) 4071 今井  麻友(3) 4065
七種競技 富  山･新川 長  野･市立長野 石  川･小松商 石  川･星稜 長  野･松商学園 新  潟･開志国際 新  潟･新発田 石  川･星稜

14.97-1.62-8.82-26.14 15.24-1.47-10.15-26.15 15.10-1.59-9.64-27.73 15.82-1.50-9.46-27.21 16.30-1.38-8.01-27.36 15.61-1.41-8.57-27.32 15.43-1.50-8.42-26.93 15.11-1.47-7.64-26.57
5.15-37.05-2:25.61 5.22-36.37-2:32.73 5.01-29.14-2:37.39 5.25-30.30-2:32.30 4.77-47.09-2:41.62 5.04-30.77-2:37.11 4.81-26.81-2:38.08 4.63-25.40-2:31.41

総 合 　８４点 新潟商(新)  ８１点 敦　賀(福)  ５３点 星　稜(石)  ４０点 長野東(長)  32.5点 小松商(石)  ２３点 長岡大手(新)  20.5点 新潟産大附(新)  ２０点 新潟明訓(新)
ト ラ ッ ク 　７８点 新潟商(新)  ４０点 長野東(長)  ３０点 敦　賀(福)  ２２点 星　稜(石)  ２１点 小松商(石)  ２０点 新潟明訓(新)  １８点 東海大諏訪(長)  １７点 長野日大(長)
フ ィ ー ル ド 　５１点 敦　賀(福)  ２５点 星　稜(石)  １５点 高岡南(富)  １５点 呉羽(富)  １４点 松商学園(長)  １３点 長岡大手(新)  １３点 金沢西(石)  １２点
混 成 　　８点 新　川(富)  　７点 市立長野(長) 　 ６点 小松商(石) 　 ６点 星　稜(石) 　 ４点 松商学園(長) 　 ３点 開志国際(新) 　 ２点 新発田(新)

時現在 風　速 湿　度 天　候 ※新潟商業高　２年ぶり５回目の優勝
14:00 2.0m 32% 晴
12:00 2.1m 59% 晴
12:00 0.7m 58% 曇
12:00 1.2m 67% 曇

第　１　日 北 29.0℃ 良

金沢(石)･諏訪双葉(長)

風　向 気　温 気　圧 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

第　４　日 北東 23.5℃ 良

第　２　日 北 23.0℃ 良
第　３　日 北 22.5℃ 良


