
日付 種目

渡邉　大輔  11.7 (-1.9) 馬場　大輔(2)  12.1 (-1.9) 五十嵐　寿貴  12.5 (-1.9) 皆川　直輝(2)  12.8 (-1.9) 川瀬　弘貴(1)  12.8 (-1.9) 川野　智靖(1)  12.9 (-1.9) 渡部　伸和(2)  13.0 (-1.9) 田辺　哲男  13.4 (-1.9)

RizeAC 加茂農林高 RizeAC 加茂農林高 五泉高 加茂農林高 阿賀黎明高 RizeAC

目黒　圭祐(2)  56.5 豊島　悠介(2)  56.9 伊藤　優志(1)  59.7 五十嵐　慶(1)  1:02.0 小林　一義  1:04.9

五泉高 五泉高 五泉高 五泉高 五泉市陸協

小田　玄  4:46.1 鈴木　丈翔(2)  5:02.7

加茂農林高

松澤　孝幸  17:40.2 樋熊　敬史  18:22.0 荒木　基旭  19:12.3

五泉市陸協 NWS

加茂農林高  46.9 五泉高  49.9

稲月　玲偉(1) 川瀬　弘貴(1)

馬場　大輔(2) 野崎　史苑(1)

川野　智靖(1) 桐野　湧太(1)

皆川　直輝(2) 五十嵐　慶(1)

野崎　史苑(1)  1.75

五泉高

狩俣　亮介(2)  w5.23 (+4.6) 泉　哲成  w5.10 (+3.9)

東京学館新潟高 新潟南区陸協

稲月　玲偉(1)  9.94 小田　佳輝(3)  9.23 松尾　翔馬(3)  8.88 小湊　峻平(2)  7.68 神田　錦(2)  7.26 山口　淳(2)  6.93

加茂農林高 加茂農林高 加茂農林高 加茂農林高 阿賀黎明高 阿賀黎明高

北原　大輝(2)  12.5 (-4.5) マシュウズ　トビー悠(3)  12.5 (-4.5) 和田　紘明(2)  12.8 (-4.5) 伊藤　滉佑(3)  12.9 (-4.5) 杉林　泰地(3)  12.9 (-4.5) 渡邊　康太(3)  12.9 (-4.5) 諸橋　陽琉(2)  13.2 (-4.5) 田代　成(1)  13.2 (-4.5)

新潟･新津第五中 新潟･小新中 阿賀野･水原中 五泉･五泉中 新潟･新津第五中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中

渡邉　智輝(2)  57.0 渡辺　大星(2)  57.8 鈴木　颯真(3)  59.1 大島　龍一郎(3)  59.3 島田　聖弥(3)  1:00.1 浮島　一輝(2)  1:00.6 田辺　健(3)  1:00.8 谷川　太陽(3)  1:00.9

五泉･村松桜中 阿賀野･安田中 阿賀野･水原中 新潟･新津第五中 新潟･新津第五中 新発田･第一中 阿賀野･水原中 新潟･新津第五中

黒谷　優(3)  4:26.7 岡村　渚冴(3)  4:27.2 長谷川　律(3)  4:40.2 安達　光流(1)  4:47.1 落合　匠(3)  4:49.5 井浦　光太(2)  4:50.6 板垣　夏輝(2)  4:58.2 佐藤　寧士(1)  5:00.5

五泉･村松桜中 新潟･新津第五中 阿賀野･水原中 五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･五泉北中 新潟･新津第五中

庭田　佑(3)  17.3 (-3.5) 白井　大翔(3)  18.9 (-3.5) 渡邊　業人(1)  20.1 (-3.5) 飯島　千敬(1)  20.7 (-3.5)

新潟･新津第五中 新潟･新津第五中 新潟･小新中 新潟･小新中

新潟･新津第五中A  48.2 五泉･村松桜中C  48.5 五泉･村松桜中A  48.9 新潟･新津第五中B  49.8 五泉･五泉中Ａ  50.1 新潟･小新中  50.3 五泉･五泉北中  52.6

杉林　泰地(3) 田代　成(1) 石井　司(3) 白井　和輝(2) 笹岡　武広(3) マシュウズ　トビー悠(3) 本間　晴翔(1)

庭田　佑(3) 諸橋　陽琉(2) 松本　航希(3) 村田　陸斗(1) 皆川　響(3) 田中　俊成(2) 伊藤　千紘(2)

白井　大翔(3) 宇田　力也(2) 阿部　正人(3) 萱森　周(2) 加藤　颯士(3) 飯島　千敬(1) 板垣　夏輝(2)

島田　聖弥(3) 渡邉　智輝(2) 渡邊　康太(3) 北原　大輝(2) 伊藤　滉佑(3) 渡邊　業人(1) 落合　颯(1)

阿賀野･水原中A  48.5

米山　哀稀(2)

和田　紘明(2)

長谷川　叶(3)

鈴木　颯真(3)

関川　光瑠(3)  1.68 坂井　碧惟(3)  1.65 松本　航希(3)  1.56 田邊　翼(3)  1.50

新潟･新津第五中 新潟･新津第五中 五泉･村松桜中 新潟･新津第五中

石井　司(3)  w5.62 (+3.5) 船越　脩希(3)  w5.10 (+3.8) 杵鞭　慎太郎(3)  w5.00 (+4.7) 田中　俊成(2)  4.95 (+1.7) 長谷川　叶(3)  w4.94 (+2.8) 牛膓　真志(2)  w4.78 (+3.2) 服部　大(3)  4.51 (+1.7) 伊藤　咲太(2)  w4.46 (+3.3)

五泉･村松桜中 新潟･新津第五中 新潟･新津第五中 新潟･小新中 阿賀野･水原中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･五泉中

今井　佑哉(2)  9.80 石川　倖輝(2)  9.48 齋藤　彪(3)  7.79 帆苅　泉紀(3)  6.63 藤田　春樹(1)  6.04

五泉･村松桜中 新潟･新津第五中 新潟･新津第五中 新潟･新津第五中 新潟･新津第五中

村岡　夢叶(6)  14.8 (-4.2) 銅谷　隆正(6)  15.4 (-4.2) 片野　晴貴(6)  15.6 (-4.2) 熊倉　倖助(6)  15.7 (-4.2) 田代　雄大(5)  15.7 (-4.2) 森元　陽向(6)  16.5 (-4.2) 吉井　崇紡(5)  16.8 (-4.2)

しばたTFC 村松クラブ 三条ジュニア 村松クラブ 村松クラブ しばたTFC しばたTFC

眞霜　光輝(6)  5:28.4 齋藤　大耀(6)  5:39.1 渡辺　彪我(5)  5:51.2 宮村　佑(6)  5:53.2 大谷　尚矢(5)  6:03.6 伊丹　翔太(4)  6:08.0 佐分利　幸汰(6)  6:13.4 相馬　健志(5)  6:22.0

秋葉ジュニア 村松クラブ 三条ジュニア しばたTFC 秋葉ジュニア 五泉少年マラソンクラブ しばたTFC しばたTFC

村松クラブA  59.1 しばたTFC  59.3 秋葉ジュニア  1:02.8 村松クラブB  1:05.4

田代　雄大(5) 碓井　悠叶(5) 大谷　尚矢(5) 辻川　快吏(4)

銅谷　隆正(6) 村岡　夢叶(6) 熊倉　佳泉(5) 渡辺　良輔(5)

齋藤　大耀(6) 森元　陽向(6) 木村　郁海(5) 中山　遼(4)

熊倉　倖助(6) 貝瀬　俊太郎(6) 眞霜　光輝(6) 樋口　丈留(5)

w (wind assist) : 追風参考

7月29日 4x100mR

小学生男子 7月29日 100m

7月29日 1500m

7月29日 走幅跳

7月29日 砲丸投

7月29日 4x100mR

7月29日 走高跳

7月29日 1500m

7月29日 110mH

中学生男子 7月29日 100m

7月29日 400m

7月29日 走幅跳

7月29日 砲丸投

7月29日 4x100mR

7月29日 走高跳

7月29日 1500m

7月29日 5000m

7位 8位

一般高校男子 7月29日 100m

7月29日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

五泉市陸上競技場 記録主任 椿正幸

主催団体名 五泉市、五泉市教育委員会 陸協名

競技会名 五泉選手権
期日・時刻 2018/7/29 審判長 岩野与志弘
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