
期日・時刻 審判長
競技場名 記録主任

陸協名

Ord. No. 競技者名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 合計得点 順位 備考
サトウ　ヒカル イシヤマ  16.73 (-0.4)  9.62  1.65  55.14
佐藤　輝( 3 ) 新潟･石山中 653 [653] 463 [1116] 504 [1620] 593 [2213]
キクチ　ユウト ミナミハマ  19.82 (-0.4)  7.04  1.35  1:06.10
菊池　悠斗( 2 ) 新潟･南浜中 364 [364] 310 [674] 283 [957] 229 [1186]
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主催団体名 新潟市陸上競技協会 [18]
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種目 共通 男子 四種競技 決勝 2018/5/12
競技会名 第２回新潟地区中学校陸上競技記録会 [18164337] デンカビッグスワンスタジアム [161020]

丸山　正寿
長谷川　和弘



期日・時刻 審判長
競技場名 記録主任

陸協名

Ord. No. 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考
ツチヤ　ホノカ カルイザワエーアンドエーシー  14.52 (-1.1)  1.61  10.11  26.79 (-0.4)
土屋　ほのか( 3 ) 軽井沢A&AC 906 [906] 747 [1653] 537 [2190] 729 [2919]
イチムラ　アヤミ カルイザワエーアンドエーシー  15.06 (-1.1)  1.58  9.47  28.10 (-0.4)
市村　彩美( 3 ) 軽井沢A&AC 834 [834] 712 [1546] 495 [2041] 623 [2664]
サカイ　サツキ ニイツダイニ  16.19 (-0.9)  1.43  10.11  29.20 (-0.4)
坂井　さつき( 3 ) 新潟･新津第二中 691 [691] 544 [1235] 537 [1772] 539 [2311]
オオモリ　サトカ カルイザワエーアンドエーシー  16.39 (-0.9)  1.43  8.72  27.95 (-0.1)
大森　里香( 2 ) 軽井沢A&AC 667 [667] 544 [1211] 446 [1657] 635 [2292]
オギワラ　ノノア カルイザワエーアンドエーシー  16.20 (-1.1)  1.35  7.11  27.71 (-0.1)
荻原　希乃愛( 2 ) 軽井沢A&AC 690 [690] 460 [1150] 342 [1492] 654 [2146]
ヒグチ　ユナ コバリ  16.93 (-0.9)  1.40  7.76  28.60 (-0.4)
樋口　優菜( 3 ) 新潟･小針中 604 [604] 512 [1116] 384 [1500] 584 [2084]
サエキ　カズホ カルイザワエーアンドエーシー  16.36 (-0.9)  1.20  6.19  28.32 (-0.1)
佐伯　風帆( 1 ) 軽井沢A&AC 671 [671] 312 [983] 283 [1266] 606 [1872]
タナベ　ユキ ナガオカヒガシ  18.54 (-0.9)  1.20  7.76  29.63 (-0.1)
田邉　結希( 3 ) 長岡･東中 434 [434] 312 [746] 384 [1130] 508 [1638]
ウルシバラ　イアサキ カルイザワエーアンドエーシー  18.15 (-1.1)  1.25  6.11  30.18 (-0.4)
漆原　衣咲( 1 ) 軽井沢A&AC 473 [473] 359 [832] 278 [1110] 470 [1580]
アベ　ノノカ ナガオカヒガシ  17.99 (-0.9)  1.20  6.37  30.40 (-0.1)
阿部　野乃華( 3 ) 長岡･東中 489 [489] 312 [801] 295 [1096] 455 [1551]
アリタ　シノ ミナミハマ  19.02 (-1.1)  1.20  8.67  31.43 (-0.4)
有田　梓乃( 3 ) 新潟･南浜中 388 [388] 312 [700] 443 [1143] 387 [1530]
カサハラ　ミナミ マキヒガシ  19.91 (-0.9)  1.25  7.47  32.39 (-0.1)
笠原　　美波( 3 ) 新潟･巻東中 310 [310] 359 [669] 365 [1034] 328 [1362]
コバヤシ　チサ ナガオカオオジマ DNS DNS DNS DNS
小林　千紗( 3 ) 長岡･大島中 - [-] - [-] - [-] - [-]
アオキ　ミスズ サンジョウダイシ DNS DNS DNS DNS
青木　美涼( 3 ) 三条･第四中 - [-] - [-] - [-] - [-]
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