
種目 ①位 ②位 ③位 ④位 ⑤位 ⑥位 ⑦位 ⑧位
鈴木  颯眞 市川 惺南 早川   寛 池田 恭矢 池田 唯人 佐藤 光
安中陸協 碓氷ｸﾗﾌﾞ 安中陸協 碓氷ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ

8"79 9"40 9"58 11"97 12"12 12"12
菅野  翔唯 櫻井 麻貴 伊藤 継仁 横田 昊 大塚  晴斗 須田 博樹 片貝 晄登 田中 怜
安中一中 新島学園高 新島学園中 新島学園高 安中一中 新島学園中 妙義中 妙義中

11"67 11"82 11"82 12"55 12"56 12"69 13"31 13"59
藤井 大輔 バトラー望トマス 佐藤 那瑠 秋山 哲聖 片岡 紅 高橋 諒 細野 智 富澤 拓海
新島学園高 安中一中 新島学園高 新島学園中 新島学園中 碓氷ｸﾗﾌﾞ チームＡＺ 新島学園高

2'04"16 2'06"41 2'08"50 2'15"04 2'16"56 2'19"33 2'19"57 2'21"91
山﨑 幹泰 福島 蒼哉 梶原 惟吹 関口 綜樹 山口 啓太

ＧＰＲＴ よしいＡＣ よしいＡＣ よしいＡＣ
3'38"41 3'40"26 3'53"26 4'03"01 4'04"51
細野 智 福島 優生 高橋 諒 綿貫  喜輝 佐藤 太亮 上原  蒼唯 白石 秀明 大森  一真

チームＡＺ ＧＰＲＴ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 安中一中 ＧＰＲＴ 安中一中 碓氷ｸﾗﾌﾞ 安中一中
4'35"52 4'41"48 4'54"01 5'03"95 5'17"54 5'29"62 5'33"55 5'38"90

藤原 央惺
碓氷ｸﾗﾌﾞ

8"76
妙義中Ａ 安中一中Ｎ 安中一中Ｍ

34"44 2'11"36 2'27"43
片貝 晄登 黛 紀行 齊藤 望咲 原   侑志

妙義中 碓氷ｸﾗﾌﾞ 妙義中 安中陸協
1m50 1m40 1m35 1m05

小林  俊太 織田 悠輝 神戸  咲也 田中 怜 廣澤 竹彪 多胡  陽葵
安中一中 新島学園中 碓氷ｸﾗﾌﾞ 妙義中 妙義中 安中一中

5m17 4m15 3m67 10m43 9m82 5m73
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種目 ①位 ②位 ③位 ④位 ⑤位 ⑥位 ⑦位 ⑧位
神宮  陽菜 早川   蘭 富澤 帆菜 佐藤 日咲 高橋 芽生 加部 凪紗 宮口 晶好 佐藤 咲來

ＮＡＣ 安中陸協 碓氷ｸﾗﾌﾞ 安中陸協 碓氷ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 安中陸協
8"10 8"87 9"03 9"36 9"72 9"76 9"96 10"51

高橋  希羽 嶋田 優菜 富田ありす 三木  日葵 久保村 颯 齋藤 ひまり 茂木 妃奈 吉田  花音
安中一中 妙義中 甘楽中 甘楽中 碓氷ｸﾗﾌﾞ 妙義中 妙義中 甘楽中

14"58 14"63 14"63 14"99 14"99 15"03 15"07 15"20
田代 莉奈子 ｽﾞｺﾞｰﾗ 海羽 舘野 眞子 古井戸 苺花 瀧本 舞桜 古井戸  梨花 柴崎 南杜 石坂 紗楽
新島学園中 新島学園中 新島学園中 新島学園中 新島学園中 ＮＡＣ 妙義中 新島学園中

2'26"17 2'32"96 2'36"19 2'38"29 2'42"68 2'50"61 2’51”26 2'53"34
佐俣 久美子 中曽根由奈

富岡陸協 安中一中
5'18"74 7'00"14
関口 栞 綿貫 まさみ 藤原 莉乃 富田ありす 茂木 妃奈 嶋田 優菜

碓氷ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 甘楽中 妙義中 妙義中
10"14 11"57 14"16 14"19 15"86 16"80

妙義中Ａ 碓氷ｸﾗﾌﾞＡ 妙義中Ｂ 碓氷ｸﾗﾌﾞＢ 碓氷ｸﾗﾌﾞＣ
36"56 39"56 40"66 42"89 42"94

吉田  清花
甘楽中
1m50

吉田  清花 富田 莉々香 藤原 莉乃 齋藤 ひまり 久保村  颯 市川 南海 中野  美海 久保村 澪
甘楽中 新島学園中 碓氷ｸﾗﾌﾞ 妙義中 碓氷ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ
4m70 4m33 4m12 3m96 3m86 3m21 3m05 2m91
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7m28

砲丸投

女子 ５０ｍＨ

８００ｍ

走幅跳

走高跳

４✕６２．５ｍＲ

１５００ｍ

１００ｍ

５０ｍ

８０ｍＨ

第15回 Ｎスタチャレンジ記録会 決勝一覧（女子）             ２０２２年５月２９日 新島学園第２グランド（Ｎスタ）


