
日付 種目

藤田　柊(1)  14.1 (-2.9) 月岡　咲希(1)  14.9 (-2.9) 齋藤　桃子(1)  15.3 (-2.9) 長谷川　莉来(1)  15.8 (-2.9)

加茂農林高 五泉高 五泉高 五泉高

加藤　万葵(1)  2:42.3

五泉高

五泉高  56.8

長津　萌(1)

齋藤　桃子(1)

加藤　万葵(1)

月岡　咲希(1)

長津　萌(1)  1.39

五泉高

鷲尾　美優(2)  13.6 (-3.0) 村川　茉生(3)  13.6 (-3.0) 丸山　愛加(2)  13.9 (-3.0) 山﨑　凪葉(2)  13.9 (-3.0) 山村　桃香(3)  14.1 (-3.0) 古日山　繭里(1)  14.2 (-3.0) 佐藤　楓(3)  14.3 (-3.0) 小幡　心寧(1)  14.5 (-3.0)

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

黒谷　望美(1)  2:37.7 塚野　可耶(2)  2:39.1 波多野　紗央(2)  2:41.5 小池　美咲(3)  2:41.9 明間　遥菜(1)  2:42.6 水嶌　ゆき(3)  2:46.7 溝口　陽菜(2)  2:47.0 森山　楓日(2)  2:47.6

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

伊藤　莉瑠(3)  17.0 (-2.6) 田邉　真菜(2)  17.6 (-4.5) 石塚　莉央(3)  18.5 (-4.5) 渡邊　梨乃(3)  18.8 (-4.5) 秋山　瑠愛(2)  19.1 (-2.6) 桐生　凜(2)  19.6 (-2.6) 鈴木　深緒(3)  19.7 (-2.6)

五泉･五泉中 新潟･新津第五中 阿賀野･安田中 五泉･村松桜中 阿賀野･水原中 五泉･村松桜中 五泉･五泉中

伊藤　百笑(3)  17.6 (-2.6) 志賀　彩乃(3)  19.7 (-4.5)

新潟･新津第五中 新潟･小新中

五泉･五泉中Ａ  53.7 阿賀野･水原中A  54.9 新潟･新津第五中A  55.1 新潟･新津第五中B  55.2 五泉･村松桜中A  55.3 五泉･五泉北中  56.0 阿賀野･水原中B  56.3 新潟･小新中  57.2

相澤　愛未(3) 波多野　紗央(2) 山村　桃香(3) 倉島　真彩(1) 石黒　楓夏(3) 高科　未唯(3) 古日山　繭里(1) 志賀　彩乃(3)

伊藤　莉瑠(3) 島倉　綾乃(3) 柾木　美佳(3) 小島　蒼葉(2) 村川　茉生(3) 佐藤　楓(3) 角田　亜紀(2) 前田　杏佳(3)

大塚　杏(2) 山﨑　日南(2) 伊藤　百笑(3) 田邉　真菜(2) 岩城　明日葉(3) 南澤　芽依(3) 仲野　光姫(1) 高橋　優羽(2)

大江　真由(3) 山﨑　凪葉(2) 岩渕　想(3) 丸山　愛加(2) 難波　若菜(3) 吉塚　萌夏(2) 秋山　瑠愛(2) 佐藤　芙香(3)

高科　未唯(3)  1.45 岩城　明日葉(3)  1.39 小島　蒼葉(2)  1.33 荒木　亜子(2)  1.30 蜜田　千紘(2)  1.20 樋口　比菜多(1)  1.20 樋口　琉乃愛(2)  1.15 渡邊　愛里珠(3)  1.10

五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 新潟･新津第五中 五泉･村松桜中 新潟･白根第一中 新潟･白根第一中 阿賀野･水原中 五泉･五泉北中

島倉　綾乃(3)  w5.18 (+9.4) 佐藤　芙香(3)  w4.73 (+5.9) 相澤　愛未(3)  w4.64 (+4.3) 吉井　歩未(2)  w4.22 (+2.6) 田宮　いぶき(3)  w4.07 (+2.5) 岩渕　想(3)  w4.06 (+2.3) 川﨑　春花(1)  w3.92 (+4.9) 清野　朱音(1)  3.72 (+1.8)

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

柏　輝美(2)  10.50 佐藤　玲奈(3)  10.31 野水　紗英(3)  7.97 熊倉　真依(2)  7.96 高橋　優羽(2)  6.49 佐藤　里咲(3)  6.38 桐生　藍(2)  6.03 大倉　瑚子(2)  4.43

新潟･白根第一中 五泉･村松桜中 新潟･新津第五中 五泉･村松桜中 新潟･小新中 阿賀野･安田中 五泉･村松桜中 新潟･小新中

斉藤　真衣(6)  15.1 (-1.9) 石黒　果乃(5)  15.3 (-1.9) 斎藤　薫(5)  15.3 (-1.9) 熊倉　依世(4)  15.6 (-1.9) 高橋　莉央(5)  16.0 (-1.9) 石塚　春菜(5)  16.3 (-1.9)

しばたTFC 村松クラブ しばたTFC 村松クラブ しばたTFC 五泉少年マラソンクラブ

安達　優衣(4)  2:39.5 伊藤　未桜(6)  2:44.2 佐藤　菜々香(6)  2:46.2 山崎　夢夏(4)  2:49.0 間嶋　柚奈(6)  2:51.0 遠藤　絢愛(4)  2:51.5 小田　晴琉(5)  2:52.9 落合　杏(5)  2:56.2

五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 秋葉ジュニア 三条ジュニア 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

しばたTFC  1:01.0 村松クラブ  1:02.2 五泉少年マラソンクラブ  1:02.9 五泉少年マラソンクラブ  1:07.0 秋葉ジュニア  1:07.6

石山　心唯(5) 塚野　未衣那(6) 間嶋　柚奈(6) 渡辺　千夏(6) 小林　莉緒(4)

斉藤　真衣(6) 石黒　果乃(5) 石塚　春菜(5) 小田　晴琉(5) 藤田　一花(5)

高橋　莉央(5) 高山　奈々実(5) 伊藤　未桜(6) 落合　杏(5) 岩崎　珈音(4)

斎藤　薫(5) 熊倉　依世(4) 安達　優衣(4) 遠藤　絢愛(4) 吉田　凜香(5)

w (wind assist) : 追風参考

7月29日 800m

7月29日 4x100mR

7月29日 砲丸投

小学生女子 7月29日 100m

7月29日 走高跳

7月29日 走幅跳

7月29日 100mH

7月29日 4x100mR

中学生女子 7月29日 100m

7月29日 800m

7月29日 走高跳

7月29日 800m

7月29日 4x100mR

一般高校女子 7月29日 100m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

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

競技場名 五泉市陸上競技場 記録主任 椿正幸


