
【県高校総体】　　５／２６日～２９日　東北電力ビックスワンスタジアム

<男子>

種目 順位 記録 氏名 所属・学年 備考

４００ｍ 2 ５０”２１ 廣川　尚哉 高田３

８００ｍ 2 １’５７”１３ 須山　凱生 高田商２

4 １５’０３”３８ 田中　祥幸 関根学園３

8 １５’１０”７５ 畔上　和弥 関根学園１

5 ９’４２”９２ 宮崎　大地 関根学園３

6 ９’４２”９４ 築田　大夢 関根学園３

5 ２４’０８”０３ 水澤　優 高田２

7 ２４’３２”１０ 岡崎　航也 高田３

関原　孝平 上総技３

上石　潤 上総技３

松矢　大輝 上総技３

倉石　翔馬　 上総技３

金生　直哉 高田２

真野　博也 高田３

神戸　諒平 高田２

廣川　尚哉 高田３

古市　拓也 上総技３

倉石　翔馬 上総技３

関原　孝平 上総技３

上石　潤 上総技３

走高跳 7 １ｍ８０ 川村　優太 上総技２

5 ６ｍ７４ 楚山　星斗 高田２

7 ６ｍ５５ 真野　博也 高田３

1 １４ｍ３７ 鳥居 大輝 関根学園３

8 １３ｍ１２ 竹田　大輝 上総技３

ハンマー投 6 ４１ｍ９６ 宜春　隆浩 高田北城３

4 ５２ｍ５８ 数井　大輝 安塚３

5 ５２ｍ２０ 髙野　浩太郎 糸魚川３

八種競技 4 ４５３５点 小林 雅也 高田農３

平成２４年度　上越市内高等学校県大会以上の成績
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<女子>

種目 順位 記録 氏名 所属・学年 備考

８００ｍ 3 ２’１７”９８ 山田 華緒李 高田３

2 ４’３３”６３ 饒村　里緒 関根学園３

5 ４’３９”６２ 山田　華緒李 高田３

３０００ｍ 4 ９’５６”０７ 饒村　里緒 関根学園３

１００ｍH 1 １４”０２ 宮崎 紗希 高田３

1 ６２”００ 宮崎 紗希 高田３ 大会新

5 ６５”８２ 廣瀬　莉子 高田北城３

横田さゆみ 高田３

三輪えりか 高田３

山田　華緒李 高田３

宮崎　紗希 高田３

走高跳 6 １ｍ５０ 藤塚 典子 高田３

走幅跳 6 ５ｍ２１ 小林　真美 新井３

やり投 5 ３５ｍ９９ 小林　茜 久比岐２

七種競技 7 ３３６３点 小林　茜 久比岐２

種目 順位 記録 氏名 所属 備考

走幅跳 5 ６ｍ９５ 楚山　星斗 高田２

１００ｍH 1 １４”０４ 宮崎 紗希 高田３

４００ｍH 4 ６２”３３ 宮崎 紗希 高田３

【県高校選抜】　　９/２２～２３　長岡市営陸上競技場

<男子>

種目 順位 記録 氏名 所属 備考

８００ｍ 2 １’５８”６５ 須山 凱生 高田商２

１５００ｍ 5 ４’０９”８４ 岩﨑　壮史 高田２

５０００ｍ 4 １５’１９”５３ 藤田 宗 高田１

4 ５７”７３ 林　亮佑 高田北城２

8 ５９”９１ 小股　悠真 高田２

５０００ｍW 5 ２４’０５”８９ 水澤 優 高田２

走幅跳 2 ６ｍ８２ 楚山 星斗 高田２

三段跳 1 １４ｍ０４ 楚山 星斗 高田２

砲丸投 6 １１ｍ５５ 吉垣　忍 糸魚川２

円盤投 6 ３２ｍ７７ 高倉　星也 上総技１

ﾊﾝﾏｰ投 6 ３３ｍ４６ 倉持　俊太郎 高田農２

やり投 6 ５０ｍ５４ 瀧澤　優 高田農２

【北信越高校総体】　　６／１５日～１７日　石川　西部緑地
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<女子>

種目 順位 記録 氏名 所属 備考

１００ｍH 8 １９”０３ 石上　温子 高田商２

1 ３２’２１”３５ 稲垣　光里 高田北城２

2 ３６’０８”２０ 吉岡　晶 高田北城２

走幅跳 7 ４ｍ８９ 嵐口　由季子 糸魚川２

やり投 2 ３７ｍ５８ 小林　茜 久比岐２

七種競技 8 3134点 小池　杏実 高田北城１

種目 順位 記録 氏名 所属 備考

１００ｍH 3 １４”０５ 宮崎 紗希 高田3

【北信越高校新人】　　１０／２０日～２１日　富山総合運動公園

<男子>

種目 順位 記録 氏名 所属 備考

８００ｍ 1 １’５７”６７ 須山 凱生 高田商２

１５００ｍ 8 ４’０６”０３ 岩﨑　壮史 高田２

５０００ｍW 5 ２３”３７”４５ 水澤 優 高田２

走幅跳 2 ６ｍ９２ 楚山 星斗 高田２

三段跳 2 １４ｍ３０ 楚山 星斗 高田２

種目 順位 記録 氏名 所属 備考

１００ｍH 5 １４”１１ 宮崎 紗希 高田3 日本ジュニア

【県高校駅伝】　１０／３１日　弥彦長距離走路

種目 順位 記録 氏名 所属 備考
久保埜　慶 3年
米川　将紀 3年
田中　祥幸 3年
畔上　和弥 1年
望月　雄太 1年
奥野　克徳 2年
頭師　雅人 1年
饒村　里緒 3年
見海　凪咲 1年

金森　みのり 2年
石曽根　由佳 1年
岡田　愛美璃 1年

【岐阜国体】　１０／５日～９日　岐阜メモリアルセンター長良川競技場

【日本ジュニア・ユース選手権】　　１０／１９日～２１日　名古屋市瑞穂陸上競技場

2時間11分51秒男子駅伝 2

５０００ｍW

関根学園

関根学園1時間19分29秒6女子駅伝


