
日付 種目

小柳　遙真  16.8 (+0.3) 井上　結斗  17.0 (+0.3) 佐藤　凛  17.3 (+0.3) 中山　遼  17.6 (+0.3) 大橋　唯斗  17.8 (+0.3) 荒木　晴琉  17.9 (+0.3) 伊丹　翔太  18.1 (+0.3) 斉藤　瑠希  19.1 (+0.3)

加茂ジュニア 五泉少年マラソンクラブ 竹尾小 村松クラブ 加茂ジュニア 村松クラブ 五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ

井上　結斗  2:53.0 辻川　快吏  2:56.5 伊丹　翔太  3:04.7 斉藤　瑠希  3:12.4 大橋　唯斗  3:14.23

五泉少年マラソンクラブ GR 村松クラブ GR 五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア

鶴巻　来音  15.1 (0.0) 田代　雄大  15.2 (0.0) 渡辺　彪我  15.4 (0.0) 遠藤　蒼空  16.1 (0.0) 鶴巻　大  16.2 (0.0) 渡辺　良輔  16.2 (0.0) 安達　駿  17.3 (0.0) 岡田　祥英  18.5 (0.0)

加茂ジュニア 村松クラブ 三条ジュニア 三条ジュニア 田上小 村松クラブ 三条ジュニア 加茂ジュニア

鶴巻　来音  5:42.8 渡辺　彪我  5:42.9 安達　駿  5:55.6 岡田　祥英  7:01.2 番場　優汰  7:32.2

加茂ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア

銅谷　隆正  14.6 (+0.9) 岡田　有乃  15.0 (+0.9) 熊倉　倖助  15.2 (+0.9) 佐藤　海翠  15.2 (+0.9) 桑原　慶  15.2 (+0.9) 片野　晴貴  15.6 (+0.9) 田村　優気  15.7 (+0.9) 小林　空斗  16.5 (+0.9)

村松クラブ 三条ジュニア 村松クラブ 三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア 石川小

亀山　翼  5:36.8 齋藤　大耀  5:40.3 牛膓　友志  6:06.9 桶屋　良謙  6:17.4 棚橋　成河  6:29.5 井口　晴空  6:47.5 荒井　駿  7:04.2

石川小 村松クラブ 村松クラブ 加茂ジュニア 石川小 加茂ジュニア 加茂ジュニア

村松クラブA  1:00.0 三条ジュニアＢ  1:01.9 三条ジュニアＡ  1:05.2 石川小  1:07.7 加茂ジュニアA  1:08.2 村松クラブB  1:08.7 加茂ジュニアB  1:12.1

熊倉　倖助 桑原　慶 遠藤　蒼空 石部　海理 桶屋　良謙 辻川　快吏 岡田　祥英

銅谷　隆正 岡田　有乃 渡辺　彪我 小林　空斗 田村　優気 渡辺　良輔 鶴巻　来音

齋藤　大耀 片野　晴貴 安達　駿 棚橋　成河 井口　晴空 齋藤　広空 小柳　遙真

田代　雄大 佐藤　海翠 川窪　悠斗 亀山　翼 荒井　駿 中山　遼 番場　優汰

桑原　慶  3.80 (-0.2) 岡田　有乃  3.79 (-1.2) 佐藤　海翠  3.63 (-0.4) 片野　晴貴  3.45 (-0.3) 熊倉　倖助  3.42 (-0.8) 田村　優気  3.34 (-0.4) 田代　雄大  3.25 (-1.3) 牛膓　友志  3.24 (-0.8)

三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 村松クラブ 加茂ジュニア 村松クラブ 村松クラブ

鶴巻　陽太  12.7 (-0.8) 齋藤　洸希  12.8 (-0.8) 小林　嵩良  13.1 (-0.8) 村木　蒼空  13.3 (-0.8) 伊佐　朋広  13.6 (-0.8) 関川　敦仁  13.6 (-0.8) 永井　直樹  13.6 (-0.8) 廣井　隆之介  13.7 (-0.8)

加茂･七谷中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 新潟･巻東中 新潟･巻東中

髙橋　慶  57.9 齋藤　洸希  1:01.6 鶴巻　陽太  1:03.2 小林　幸生  1:03.8 佐郷　幸多  1:04.9 井上　卓哉  1:06.4 関川　祥太  1:07.6 伊藤　遙哉  1:08.4

加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･七谷中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 新潟･巻東中

佐郷　幸多  10:20.0 井上　卓哉  10:31.9 髙橋　慶  10:44.6 関川　祥太  10:52.8 石川　桜次郎  11:55.7 関根　周渡  12:55.1

加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 新潟･巻東中 加茂･葵中

加茂･葵中A  51.4 加茂･葵中B  52.8 新潟･巻東中A  54.6 新潟･巻東中B  56.3 加茂･葵中C  58.8 新潟･巻東中  58.9

齋藤　洸希 佐郷　幸多 永井　直樹 伊藤　遙哉 伊佐　朋広 竹之内　佑磨

髙橋　慶 小林　幸生 渡邉　輝 小山　士穏 田村　翔真 阿部　凪朗

小林　嵩良 関川　敦仁 佐藤　真也 石川　桜次郎 井上　卓哉 田邉　柊

珊瑚　聖也 村木　蒼空 大島　璃久 廣井　隆之介 関川　祥太 権平　陸斗

小林　嵩良  1.50 伊佐　朋広  1.45 廣井　隆之介  1.40 小山　士穏  1.40

加茂･葵中 加茂･葵中 新潟･巻東中 新潟･巻東中

村木　蒼空  4.91 (+0.7) 関川　敦仁  4.76 (-2.0) 佐藤　真也  4.64 (+0.4) 田邉　柊  4.23 (+0.7) 権平　陸斗  3.86 (-0.6)

加茂･葵中 加茂･葵中 新潟･巻東中 新潟･巻東中 新潟･巻東中

村山　大樹  11.1 (-1.6) 金子　啓駄  11.5 (-1.6) 宗村　大和  11.6 (-1.6) 馬場　大輔  11.9 (-1.6) 大桃　颯  12.3 (-1.6) 八子　基生  12.6 (-1.6) 森口　泰地  12.6 (-1.6) 近藤　佑亮  12.8 (-1.6)

東京経済大 GR 加茂農林高 加茂高 加茂農林高 加茂高 加茂高 加茂高 加茂高

八子　基生  54.6 馬場　悠生  56.4 鈴木　丈翔  1:04.2

加茂高 加茂高 加茂農林高

佐々木　大空  2:51.6 荒井　颯  2:55.1

加茂暁星高 加茂暁星高

有本　亮輔  17:27.9

新潟市中央陸協

佐藤　流星  w6.05 (+2.3) 村山　大樹  5.61 (-2.0) 馬場　大輔  5.47 (+1.0) 金子　啓駄  5.41 (-2.1) 森口　泰地  5.38 (-0.9) 宗村　大和  5.09 (-2.8) 成田　和生  4.98 (-0.7) 小田　佳輝  4.68 (-4.3)

加茂高 東京経済大 加茂農林高 加茂農林高 加茂高 加茂高 新潟南区陸協 加茂農林高

熊倉　依世  15.7 (-0.8) 山崎　夢夏  16.6 (-1.0) 小池　優衣  16.9 (-1.0) 中谷　蘭  17.5 (-0.8) 遠藤　絢愛  17.7 (-0.8) 篠原　杏奈  17.8 (-0.8) 廣川　七海  18.1 (-0.8)

村松クラブ 三条ジュニア 加茂ジュニア 木戸小 五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア 加茂ジュニア

鈴木　美羽  18.1 (-1.0)

五泉少年マラソンクラブ

安達　優衣  2:42.1 山崎　夢夏  2:50.3 熊倉　依世  2:53.9 遠藤　絢愛  2:56.9 鈴木　美羽  3:06.5 廣川　七海  3:16.6 小池　優衣  3:18.6

五泉少年マラソンクラブ GR 三条ジュニア GR 村松クラブ GR 五泉少年マラソンクラブ GR 五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア 加茂ジュニア

小学５年女子 6月10日 100m 石黒　果乃  15.5 (-1.6) 石塚　春菜  16.1 (-1.6) 目黒　晴香  17.0 (-1.6) 箕輪　花漣  17.2 (-1.6) 落合　杏  17.5 (-1.6) 番場　芽衣  17.6 (-1.6) 小田　晴琉  17.7 (-1.6) 高山　奈々実  17.9 (-1.6)

記録主任

主催団体名 加茂市陸上競技協会 陸協名 加茂市陸上競技協会

競技会名 第41回加茂市陸上競技選手権大会
期日・時刻 2018/6/10 審判長

競技場名 加茂市陸上競技場

7位 8位

小学５年男子 6月10日 100m

6月10日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月10日 3000m

6月10日 4x100mR

中学男子 6月10日 100m

6月10日 400m

6月10日 走幅跳

小学４年男子 6月10日 100m

6月10日 800m

6月10日 5000m

一般・高校男子 6月10日 100m

6月10日 400m

6月10日 走高跳

6月10日 走幅跳

6月10日 走幅跳

6月10日 800m

小学共通男子 6月10日 4x100mR

小学６年男子 6月10日 100m

6月10日 1500m

小学４年女子 6月10日 100m

6月10日 800m



村松クラブ 五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア 村松クラブ 五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア 五泉少年マラソンクラブ 村松クラブ

6月10日 800m 落合　杏  2:53.3 石塚　春菜  2:57.9 小田　晴琉  3:01.1 石黒　果乃  3:02.2 鶴巻　空  3:03.4 柳生田　紗和  3:05.6 番場　芽衣  3:11.9 瀧澤　舞桜  3:19.4

五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 村松クラブ 田上小 加茂ジュニア 加茂ジュニア 村松クラブ

伊藤　未桜  16.3 (-2.2) 間嶋　柚奈  16.5 (-2.2) 渡辺　千夏  16.7 (-2.2) 樋口　結子  16.9 (-2.2) 斎藤　陽菜  17.4 (-2.2)

五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア 加茂ジュニア

伊藤　未桜  2:40.2 間嶋　柚奈  2:40.7 渡辺　千夏  3:21.2

五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ

五泉少年マラソンクラブ  1:03.4 村松クラブ  1:04.2 加茂ジュニアA  1:08.8 五泉少年マラソンクラブ  1:09.3 加茂ジュニアB  1:10.6

間嶋　柚奈 箕輪　花漣 番場　芽衣 鈴木　美羽 廣川　七海

伊藤　未桜 石黒　果乃 樋口　結子 渡辺　千夏 小池　優衣

石塚　春菜 瀧澤　舞桜 斎藤　陽菜 小田　晴琉 大橋　依果

安達　優衣 熊倉　依世 目黒　晴香 落合　杏 篠原　杏奈

安達　優衣  3.16 (-1.4) 目黒　晴香  2.64 (-2.0) 高山　奈々実  2.63 (-1.6) 篠原　杏奈  2.60 (-5.3) 大橋　依果  2.50 (-4.3) 箕輪　花漣  2.28 (0.0)

五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア 村松クラブ 加茂ジュニア 加茂ジュニア 村松クラブ

和田　ゆず  13.8 (-1.4) 髙橋　琴音  14.2 (-1.4) 佐藤　七美  14.3 (-1.4) 坂上　美咲  14.3 (-1.4) 永井　都湖  14.7 (-1.4) 髙橋　ひかる  14.9 (-1.4) 林　唯愛  15.2 (-1.4) 栃倉　彩花  15.4 (-1.4)

加茂･葵中 新潟･巻東中 新潟･巻東中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 新潟･巻東中 新潟･巻東中

永井　都湖  2:32.6 坂上　美咲  2:42.3 齋藤　千之  2:45.2 栃倉　彩花  3:00.0 板垣　夢彩  3:06.4 本多　樹  3:09.5

加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 新潟･巻東中 加茂･葵中 新潟･巻東中

加茂･葵中  55.4 新潟･巻東中A  59.2

坂上　美咲 林　唯愛

和田　ゆず 佐藤　七美

永井　都湖 笠原　　美波

髙橋　ひかる 髙橋　琴音

柏　輝美  1.30 笠原　　美波  1.20 樋口　比菜多  1.20 佐藤　七美  1.10 髙橋　琴音  1.05 林　唯愛  1.05

新潟･白根第一中 新潟･巻東中 新潟･白根第一中 新潟･巻東中 新潟･巻東中 新潟･巻東中

髙橋　ひかる  3.96 (+0.1) 山田　帆夏  3.31 (+1.4)

加茂･葵中 新潟･巻東中

藤田　柊  14.1 (+0.8) 田中　柚希  14.6 (+0.8) 野沢　美希  14.9 (+0.8) 本望　真伎  15.2 (+0.8) 成沢　さくら  16.6 (+0.8) 熊倉　綾香  16.8 (+0.8)

加茂農林高 見附高 加茂高 加茂高 加茂高 加茂高

田中　柚希  1:09.3

見附高

長谷川　瑞姫  14:36.4 田澤　美涼  14:36.6

加茂高 加茂高

本望　真伎  4.07 (+0.9) 野沢　美希  4.04 (-0.8) 藤田　柊  3.86 (+0.4) 丸山　菜美  3.62 (+0.5) 成沢　さくら  3.42 (+1.2)

加茂高 加茂高 加茂農林高 加茂農林高 加茂高

酒井　千紗姫  3.42 (+0.9)

加茂暁星高

6月10日 800m

中学女子 6月10日 100m

小学６年女子 6月10日 100m

400m

6月10日 走高跳

6月10日 走幅跳

6月10日 800m

6月10日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

小学共通女子 6月10日 4x100mR

6月10日 走幅跳

6月10日 3000m

6月10日 走幅跳

一般・高校女子 6月10日 100m

6月10日


