
日付 種目

水嶋　斗吾(3)  23.66 (-2.1) 鷲澤　蓮(3)  23.71 (-2.1) 小田嶋　大夢(2)  23.86 (-2.1) 木村　那央(3)  23.88 (-2.1) 坂井　希空(3)  24.01 (-2.4) 小島　巧実(3)  24.19 (+1.0) 伊藤　丈倫(2)  24.29 (-2.2) 川合　璃空(3)  24.32 (-2.4)

新潟･白根北中 新潟･新津第二中 新潟･五十嵐中 新潟･五十嵐中 新潟･大形中 新潟･山潟中 新潟･五十嵐中 新潟･東新潟中

山川　慧(3)  54.39 原　辰之介(3)  55.41 山口　桜輝(3)  55.51 大倉　朋希(3)  55.96 阿部　糧平(3)  57.29 桑原　脩季(3)  57.66 今井　大心(3)  57.68 西潟　駿飛(3)  58.01

新潟･巻西中 新潟･新津第二中 新潟･宮浦中 新潟･新津第一中 新潟･石山中 新潟･下山中 新潟･巻西中 新潟･光晴中

村上　日向葵(3)  2:09.12 笹井　翔(3)  2:12.74 涌井　蒼一郎(3)  2:12.81 須磨　香介(3)  2:13.79 西潟　駿飛(3)  2:15.17 荒井　颯太(3)  2:15.97 長谷川　侑祐(3)  2:16.20 松本　幸将(2)  2:16.99

新潟･上山中 新潟･上山中 新潟･新津第二中 新潟･上山中 新潟･光晴中 新潟･新津第一中 新潟･光晴中 新潟･高志中等(中)

村上　日向葵(3)  4:25.00 添田　大葵(3)  4:25.41 石山　智也(2)  4:25.56 吉田　涼真(2)  4:31.89 鈴木　孔士(3)  4:33.47 内田　善登(3)  4:38.02 笹井　翔(3)  4:38.55 山木　岳(3)  4:39.20

新潟･上山中 新潟･下山中 新潟･大江山中 新潟･宮浦中 新潟･新津第二中 三条･第四中 新潟･上山中 新潟･上山中

添田　大葵(3)  10:01.42 鈴木　孔士(3)  10:02.73 吉田　涼真(2)  10:03.32 佐藤　蓮(2)  10:05.55 内田　善登(3)  10:05.57 小林　晃平(2)  10:23.37 阿部　友翔(3)  10:26.12 小林　祐太(2)  10:26.91

新潟･下山中 新潟･新津第二中 新潟･宮浦中 新潟･松浜中 三条･第四中 新潟･宮浦中 新潟･東新潟中 新潟･関屋中

見山　大翔(2)  15.58 (-3.0) 五十川　陽斗(3)  16.04 (-3.0) 櫻井　陽生(2)  16.18 (-3.0) 高橋　圭吾(3)  16.40 (-3.0) 齋藤　伯(3)  16.64 (-3.0) 杣木　翔大(3)  16.77 (-3.0) 鈴木　彰吾(2)  17.52 (-3.0) 佐野　太紀(3)  17.54 (-2.8)

新潟･坂井輪中 新潟･下山中 柏崎･鏡が沖中 新潟･坂井輪中 新潟･光晴中 新潟･坂井輪中 新潟･木戸中 新潟･木戸中

新潟･大形中A  45.48 新潟･上山中A  45.67 新潟･巻西中  46.19 新潟･東新潟中B  46.62 新潟･新津第二中B  46.80 新潟･高志中等(中)  46.82 新潟･藤見中  47.06 新潟･石山中A  47.19

倉島　晋也(3) 佐藤　颯(3) 山川　慧(3) 加藤　大(3) 西田　慎吾(3) 野澤　明聡(3) 関根　真央(2) 須佐　海飛(3)

坂井　希空(3) 山田　陽大(3) 飯塚　大斗(3) 小林　賢太(3) 池田　亮(3) 吉田　哲志(3) 茅原　槙吾(2) 佐藤　颯人(3)

山田　陽太(3) 片岡　篤徳(3) 今井　大心(3) 吉澤　夏希(3) 土田　凪竜(3) 松本　幸将(2) 栗原　勇平(2) 菅原　七星(3)

桑野　寿輝(3) 長谷川　龍太郎(3) 牛根　雄大(3) 川合　璃空(3) 石倉　凜太朗(3) 長谷川　湧輝(2) 井藤　希(2) 佐藤　輝(3)

水藻　弘登(3)  1.65 長谷川　咲人(2)  1.65 澁谷　唯斗(2)  1.60 吉川　裕貴(2)  1.50 佐藤　亮汰(3)  1.45 田村　綺瑠(3)  1.45

燕･燕中 新発田･本丸中 新潟･巻西中 新潟･黒埼中 新潟･石山中 新潟･石山中

伊藤　大登(2)  1.50

新潟･坂井輪中

佐藤　颯人(3)  1.50

新潟･石山中

小山　夏生(3)  3.50 田村　綺瑠(3)  3.30 渡邊　琉汰(2)  3.10 小林　賢太(3)  3.10 長野　十磨(2)  2.60 山﨑　翔太(2)  2.40

新潟･石山中 新潟･石山中 村上･荒川中 新潟･東新潟中 村上･荒川中 村上･荒川中

飯塚　大斗(3)  w6.65 (+3.1) 佐藤　寿樹(3)  w6.52 (+4.1) 武井　悠和(2)  w6.35 (+2.9) 佐藤　輝(3)  w6.33 (+3.7) 佐藤　颯人(3)  6.18 (+1.6) 森下　暖太(3)  w6.12 (+3.1) 松本　蓮(2)  w5.99 (+4.9) 近藤　彪月(3)  w5.84 (+4.5)

新潟･巻西中 新潟･上山中 燕･燕中 新潟･石山中 新潟･石山中 新潟･新津第一中 村上･荒川中 新潟･味方中

山田　晃生(3)  12.10 渡辺　豹冴(2)  10.90 羽田　陸(3)  10.37 阿部　壮冴(3)  10.23 近藤　良樹(3)  9.69 坂爪　勇斗(2)  9.27 大野　夢稀(2)  9.05 滝澤　嵐五郎(3)  8.41

新潟･木戸中 村上･荒川中 新潟･新津第一中 新潟･下山中 新潟･新津第二中 新潟･新津第一中 新潟･木戸中 新潟･大形中

坂上　健太朗(3)  31.28 渡辺　豹冴(2)  28.88 五十嵐　紀人(3)  25.37 近藤　良樹(3)  22.46 冨樫　昂志郎(1)  17.35 野澤　明聡(3)  15.79

村上･荒川中 村上･荒川中 新潟･光晴中 新潟･新津第二中 村上･荒川中 新潟･高志中等(中)

中澤　優翔(3)  50.06 栗原　勇平(2)  40.57 倉嶋　慎太郎(1)  36.37 大倉　朋希(3)  33.50 斎藤　大輝(2)  28.76 本岡　正太郎(1)  26.52 髙口　颯太(2)  26.04 齋藤　健吾(2)  21.30

新発田･本丸中 新潟･藤見中 新発田･本丸中 新潟･新津第一中 新発田･東中 新発田･東中 新潟･新津第一中 新発田･東中

牛根　雄大(3)  11.49 (-1.5) 千葉　洸太(3)  11.54 (-1.5) 鷲澤　蓮(3)  11.78 (-1.5) 長井　翼(3)  11.81 (-1.5) 原　辰之介(3)  11.83 (-1.5) 山田　陽大(3)  11.98 (-1.2) 片岡　晶(3)  12.07 (+0.6) 木村　那央(3)  12.16 (-1.2)

新潟･巻西中 新発田･本丸中 新潟･新津第二中 新潟･新津第二中 新潟･新津第二中 新潟･上山中 新潟･岩室中 新潟･五十嵐中

坂井　希空(3)  12.16 (-1.2)

新潟･大形中

太田　航大(2)  12.28 (-4.4) 藤田　健太郎(2)  12.29 (-0.8) 小田嶋　大夢(2)  12.32 (-4.4) 星　健太(2)  12.33 (-4.4) 関口　裕太(2)  12.39 (-4.4) 井藤　希(2)  12.56 (-2.5)

新潟･山潟中 新潟･亀田西中 新潟･五十嵐中 新潟･岩室中 新潟･木崎中 新潟･藤見中

小林　元(2)  12.32 (-0.8) 吉野　一志(2)  12.56 (-0.8)

新潟･大江山中 新潟･黒埼中

青木　一真(1)  12.70 (-2.2) 竹山　銀次郎(1)  12.73 (-2.2) 池田　晴飛(1)  12.82 (-2.2) 小林　優汰(1)  12.90 (-2.2) 鈴木　海友(1)  13.05 (-2.2) 小林　優大(1)  13.10 (-2.4) 野澤　良風(1)  13.19 (-3.7) 渡辺　蓮音(1)  13.22 (-2.2)

新潟･鳥屋野中 新潟･白南中 新潟･東石山中 新潟･木戸中 新潟･内野中 新潟･東石山中 新潟･山潟中 新潟･木戸中

w (wind assist) : 追風参考

新潟市陸上競技協会

2年男子 7月29日 100m

1年男子 7月29日 100m

7月29日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

3年男子 7月29日 100m

7月29日 砲丸投

7月29日 円盤投

7月29日 棒高跳

7月29日 走幅跳

7月29日 4x100mR

7月29日 走高跳

7月29日 3000m

7月29日 110mH

7月29日 800m

7月29日 1500m

7位 8位

共通男子 7月29日 200m

7月29日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 新潟市陸上競技協会 陸協名

競技会名 夏季新潟市中学校陸上競技会
期日・時刻 2018年7月29日（日） 審判長 山本 浩一郎、横土 伸

競技場名 新潟市陸上競技場 記録主任 長谷川　和弘



日付 種目

小篠　璃子(3)  27.15 (-2.2) 岡本　夏帆(3)  27.60 (-2.2) 髙橋　ひな(3)  27.85 (-2.2) 阿部　優奈(2)  28.02 (-3.7) 齋藤　ゆき(2)  28.19 (-3.7) 景山　すず(2)  28.33 (-2.2) 横木　美悠(2)  28.35 (-1.5) 緒方　陽菜(2)  28.41 (-2.2)

新潟･下山中 新潟･新潟第一中 新潟･亀田西中 新潟･上山中 新潟･関屋中 新潟･内野中 新潟･小須戸中 新潟･小針中

居城　日向(2)  2:22.83 西潟　娃里(1)  2:26.53 近藤　凜羽(2)  2:27.95 佐藤　梓(2)  2:29.12 池田　凜(2)  2:32.93 古俣　和香(1)  2:33.00 庭野　紗貴(3)  2:33.02 佐藤　優奈(3)  2:33.36

新発田･本丸中 南魚沼･六日町中 新潟･五十嵐中 新潟･巻西中 新潟･新津第二中 新潟･内野中 新潟･坂井輪中 新潟･坂井輪中

近藤　凜羽(2)  5:00.28 佐藤　優奈(3)  5:09.86 青木　琴花(2)  5:11.20 門谷　羽菜(3)  5:11.91 梨本　果穂(3)  5:12.29 池田　凜(2)  5:12.56 西潟　娃里(1)  5:14.45 安達　梨絢(1)  5:16.90

新潟･五十嵐中 新潟･坂井輪中 南魚沼･六日町中 燕･燕中 新潟･坂井輪中 新潟･新津第二中 南魚沼･六日町中 新潟･光晴中

佐藤　璃子(3)  15.73 (-3.8) 吉田　明永(2)  15.98 (-3.8) 内藤　瑠菜(3)  16.16 (-3.8) 小松　真琴(3)  16.63 (-1.1) 櫻井　美波(3)  16.95 (-1.1) 漆山　衣織(3)  17.16 (-3.8) 丸山　優奈(2)  17.17 (-1.1) 成田　葵(2)  17.18 (-3.8)

新潟･下山中 新潟･新津第一中 新潟･藤見中 新潟･新津第一中 南魚沼･六日町中 新潟･新津第二中 新潟･小須戸中 村上･村上第一中

新潟･新津第二中A  52.77 新潟･宮浦中A  52.79 新潟･関屋中  53.12 新潟･下山中  53.43 新潟･内野中  53.59 新潟･石山中B  53.80 新潟･新津第一中  54.00 新潟･五十嵐中  54.42

渡辺　乃愛(3) 長谷川　栞(3) 伊藤　佐由貴(2) 小林　杏実(3) 平原　茉央(3) 五十嵐　文乃(2) 小林　来実(2) 伊藤　純香(2)

長谷川　友香(3) 齋藤　愛未(3) 齋藤　ゆき(2) 本間　園子(1) 景山　すず(2) 青木　萌花(2) 中野　実優(2) 田野　陽菜(2)

漆山　衣織(3) 金井　琉菜(3) 宮島　菜緒(2) 寺井　華恋(2) 木竜　玲(3) 小池　亜弥(1) 髙橋　梨花(2) 吉岡　紀音(2)

久保　明弓(3) 和泉　佳奈(3) 遠藤　あかり(2) 小篠　璃子(3) 小林　結月(1) 佐野　涼花(1) 吉田　明永(2) 市橋　里佳(2)

豊嶋　美咲(3)  1.52 蓬田　聖奈(3)  1.49 吉田　遥(2)  1.46 近　美結菜(2)  1.43 早津　美穂(3)  1.35 加藤　希々佳(2)  1.35 深川　結彩(3)  1.30

新潟･鳥屋野中 新潟･新津第二中 新潟･大形中 村上･荒川中 新潟･石山中 新潟･鳥屋野中 新潟･新津第二中

小沢　美華(1)  1.35

新潟･五十嵐中

菅野　朱莉(3)  2.50 佐藤　千花(2)  2.00 渡辺　あかり(3)  1.90

新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･石山中

稲川　暖乃(3)  w5.45 (+4.5) 植木　明音(1)  w5.08 (+3.5) 谷澤　和(2)  w4.84 (+3.3) 平原　茉央(3)  4.79 (+2.0) 小林　杏実(3)  w4.69 (+2.5) 齋藤　愛未(3)  w4.54 (+5.7) 中村　優希(3)  w4.51 (+6.0) 中野　実優(2)  w4.46 (+4.4)

新潟･東石山中 新潟･高志中等(中) 新潟･亀田西中 新潟･内野中 新潟･下山中 新潟･宮浦中 新潟･新津第二中 新潟･新津第一中

浅妻　ひなた(3)  11.86 白井　あすか(2)  10.36 髙野　莉緒(3)  9.10 川村　優(1)  9.00 古俣　百香(2)  8.98 久保　明弓(3)  8.51 木村　日真莉(2)  8.24 髙橋　琴音(2)  8.01

新潟･五十嵐中 新潟･上山中 新潟･新津第一中 新潟･下山中 新潟･内野中 新潟･新津第二中 新潟･下山中 新潟･巻東中

浅妻　ひなた(3)  24.92 松井　美羽(2)  22.03 髙野　莉緒(3)  19.59 坂井　さつき(3)  16.44 松尾　環(2)  16.00 渡邉　彩加(2)  15.64 髙橋　悠(2)  15.56 伊藤　みの李(2)  15.47

新潟･五十嵐中 新発田･本丸中 新潟･新津第一中 新潟･新津第二中 新潟･宮浦中 新発田･東中 新発田･東中 新潟･南浜中

木下　結菜(2)  33.18 帆苅　友希(2)  32.47 齋田　麗(1)  26.04 坂井　さつき(3)  22.84 松本　望子(3)  20.72 伊東　ひより(2)  19.79 佐藤　彩華(1)  18.96 髙橋　友唯(3)  17.33

新潟･新津第一中 新発田･東中 新潟･内野中 新潟･新津第二中 新潟･新津第二中 新潟･鳥屋野中 村上･荒川中 新潟･石山中

小篠　璃子(3)  13.24 (-4.1) 和泉　佳奈(3)  13.55 (-4.1) 岡本　夏帆(3)  13.58 (-4.1) 髙橋　ひな(3)  13.66 (-4.1) 渡辺　乃愛(3)  13.99 (-2.6) 久保　明弓(3)  14.00 (-4.1) 内藤　瑠菜(3)  14.13 (-2.6) 土田　めい(3)  14.22 (-4.1)

新潟･下山中 新潟･宮浦中 新潟･新潟第一中 新潟･亀田西中 新潟･新津第二中 新潟･新津第二中 新潟･藤見中 新潟･巻西中

吉田　明永(2)  13.18 (0.0) 齋藤　ゆき(2)  13.38 (0.0) 阿部　優奈(2)  13.40 (0.0) 小栁　美月(2)  13.55 (-1.0) 谷澤　和(2)  13.60 (0.0) 橘　音羽(2)  13.62 (0.0) 緒方　陽菜(2)  13.65 (0.0) 景山　すず(2)  13.66 (0.0)

新潟･新津第一中 新潟･関屋中 新潟･上山中 新潟･新潟第一中 新潟･亀田西中 新潟･小針中 新潟･小針中 新潟･内野中

植木　明音(1)  13.87 (-2.9) 永田　日和(1)  13.95 (-2.9) 八木　音々(1)  13.97 (-2.9) 伊東　凜(1)  14.11 (-1.4) 佐野　涼花(1)  14.30 (-2.9) 田中　優(1)  14.32 (-2.9) 小沢　美華(1)  14.33 (+0.7) 金子　心春(1)  14.34 (-2.9)

新潟･高志中等(中) 新潟･小須戸中 新潟･東石山中 新潟･新津第一中 新潟･石山中 新潟･黒埼中 新潟･五十嵐中 新潟･鳥屋野中

本間　園子(1)  14.34 (-2.9)

新潟･下山中

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

記録主任 長谷川　和弘

主催団体名 新潟市陸上競技協会 陸協名 新潟市陸上競技協会

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 夏季新潟市中学校陸上競技会
期日・時刻 2018年7月29日（日） 審判長 山本 浩一郎、横土 伸

競技場名 新潟市陸上競技場

2年女子 7月29日 100m

1年女子 7月29日 100m

7月29日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

3年女子 7月29日 100m

7月29日 砲丸投

7月29日 円盤投

7月29日 棒高跳

7月29日 走幅跳

7月29日 4x100mR

7月29日 走高跳

7月29日 1500m

7月29日 100mH

共通女子 7月29日 200m

7月29日 800m


