
【第５８回　全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会】【第５８回　全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会】【第５８回　全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会】【第５８回　全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会】 7月12日

＜男子＞

種目 順位 記録 氏名 所属 年 備考

１年１００ｍ １位 (-0.1)　11.80 丸山　匠磨 上越･上教大附 1 大会新、北信越出場

６位 (-0.1)　12.62 中田　翔太 上越・中郷 1

３年１００ｍ ２位 (+0.0)　11.37 前田　涼平 上越･春日 3 北信越出場

８位 (+0.0)　11.83 江村　翼 上越･直江津 3

共通８００ｍ ７位 2:06.87 樋口　翔太 上越･板倉 3

共通１１０ｍH ７位 (+0.2)　15.52 飯塚　拓也 上越･上教大附 3

共通走幅跳 ５位 (+1.4)　6.03 川合　一彰 上越･大潟町 3

７位 (+0.9)　5.98 宮内　泰斗 上越･春日 3

共通４００ｍＲ １位 44.83 小嶋・坂西・五十嵐・前田 上越・春日 北信越出場

７位 46.03 竹内・飯塚・牧野・丸山 上越･上教大附

＜女子＞

種目 順位 記録 氏名 所属 年 備考

２年１００ｍ ６位 (-0.3)　13.18 羽深　加那子 上越･直江津 2

７位 (-0.3)　13.20 金津　翠花 上越･板倉 2

３年１００ｍ ３位 (+1.0)　12.72 山﨑　優香 上越･春日 3

４位 (+1.0)　13.07 山﨑　優里 上越･春日 3

共通２００ｍ ２位 (-0.0)　26.17 山﨑　優香 上越･春日 3 北信越出場

共通１００ｍH ３位 (+0.5)　14.90 田篠　夢果 上越･城西 2 北信越出場

共通走高跳 ２位 1.51 岩野　亜湖 上越･大島 3 北信越出場

７位 1.40 山田　瀬里奈 上越･大島 3

共通砲丸投 ５位 10.64 伊倉　恵梨奈 上越・八千浦 3

共通４００ｍR ３位 50.81 関川・山崎・岩島・山崎 上越・春日 北信越出場

４位 50.86 栁澤・羽深・広瀬・岩崎 上越・直江津

共通四種競技 ２位 2216 廣瀬　茉子 上越･直江津東 3 北信越出場

【第４３回  新潟県中学校陸上競技大会】【第４３回  新潟県中学校陸上競技大会】【第４３回  新潟県中学校陸上競技大会】【第４３回  新潟県中学校陸上競技大会】

＜男子＞

種目 順位 記録 氏名 所属 年 備考

１００ｍ ３位 (+1.4)　11.32 前田　涼平 上越･春日 3 全中

２００ｍ ７位 (+0.1)　23.70 江村　翼 上越･直江津 3

８００ｍ ６位 2:08.00 樋口　翔太 上越･板倉 3

１１０ｍH ８位 (+2.0)　15.16 飯塚　拓也 上越･直江津 3 全中

４００ｍＲ ２位 44.75 小嶋・坂西・五十嵐・前田 上越・春日

走幅跳 ３位 (+1.7)　6.29 川合　一彰 上越･大潟町 3

７位 (+2.5)　6.09 宮内　泰斗 上越･春日 3

三段跳 ５位 (0.0)　12.06 宮内　泰斗 上越･春日 3

共通四種競技 ７位 2077 西山　出雲 上越･直江津 3

7月25日26日
柏崎市陸上競技場

東北電力ビッグスワンスタジアム

平成２４年度　上越市内中学校　県大会以上の大会成績平成２４年度　上越市内中学校　県大会以上の大会成績平成２４年度　上越市内中学校　県大会以上の大会成績平成２４年度　上越市内中学校　県大会以上の大会成績



＜女子＞

種目 順位 記録 氏名 所属 年 備考

１００ｍ ２位 (+1.5)　12.46 山﨑　優香 上越･春日 3 全中

２００ｍ ４位 (+0.4)　26.26 山﨑　優里 上越･春日 3

５位 (+0.4)　26.37 新澤　茉依奈 上越・直江津東 3

１００ｍＨ ６位 (+1.7)　15.28 田篠　夢果 上越･城西 2 全中

共通走高跳 ２位２位２位２位 1.54 岩野　亜湖 上越･大島 3

８位 1.48 山田　瀬里奈 上越･大島 3

共通４００ｍR ２位 50.67 関川・山崎・岩島・山崎 上越・春日

３位 50.89 栁澤・羽深・広瀬・岩崎 上越・直江津

共通走幅跳 ８位 (+1.9)　4.88 早川　綾乃 上越･城西 3

共通四種競技 ２位 2352 廣瀬　茉子 上越･直江津東 3

【第３２回　北信越中学校陸上競技大会】【第３２回　北信越中学校陸上競技大会】【第３２回　北信越中学校陸上競技大会】【第３２回　北信越中学校陸上競技大会】 8月7日

＜男子＞

種目 順位 記録 氏名 所属 年 備考

１年１００ｍ １位 (+0.9)　11.59 丸山　匠磨 上越･上教大附 1 大会新記録

３年１００ｍ ５位 (-0.2)　11.39 前田　涼平 上越･春日 3

４００ｍＲ ７位 45.38 小嶋・坂西・五十嵐・前田 上越・春日

＜女子＞

種目 順位 記録 氏名 所属 年 備考

共通２００ｍ ４位 (+1.2)　26.66 山﨑　優香 上越･春日 3

共通１００ｍＨ ８位 (+1.2)　16.12 田篠　夢果 上越･城西 2

共通走高跳 ８位 1.45 岩野　亜湖 上越･大島 3

【ジュニアオリンピック】【ジュニアオリンピック】【ジュニアオリンピック】【ジュニアオリンピック】

＜男子＞

種目 順位 記録 氏名 所属 年 備考

１年１００ｍ ４位 (-0.3)　11.76 丸山　匠磨 上越･上教大附 1

長野松本平広域公園

日産スタジアム


