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日付 種目

渡邉　智輝(2)  11.58 (-0.8) 太田　航大(2)  11.86 (-0.8) 小田　遼弥(2)  11.96 (-0.8) 木村　光輝(2)  12.01 (+0.4) 見山　大翔(2)  12.04 (-0.8) 鈴木　彰吾(2)  12.05 (-0.8) 青木　一真(1)  12.07 (-0.8) 長谷川　湧輝(2)  12.11 (+0.4)

五泉･村松桜中 新潟･山潟中 村上･村上第一中 三条･第一中 新潟･坂井輪中 新潟･木戸中 新潟･鳥屋野中 新潟･高志中等(中)

佐藤　輝(3)  24.08 (+1.9) 渡邉　智輝(2)  24.24 (-1.4) 坂上　真梧(3)  24.73 (-1.7) 長谷川　湧輝(2)  25.15 (-1.7) 加藤　碧之(2)  25.17 (-1.4) 渡辺　大星(2)  25.19 (-1.7) 小田　遼弥(2)  25.20 (-1.4)

新潟･石山中 五泉･村松桜中 胎内･中条中 新潟･高志中等(中) 新潟･宮浦中 阿賀野･安田中 村上･村上第一中

木村　光輝(2)  24.73 (-1.4)

三条･第一中

坂上　真梧(3)  55.09 吉田　涼真(2)  55.89 渡辺　大星(2)  56.41 増子　昂星(2)  56.79 吉原　涼介(2)  57.01 太田　航大(2)  57.64 渡辺　蓮音(1)  57.65 坪谷　皓生(1)  58.37

胎内･中条中 新潟･宮浦中 阿賀野･安田中 新潟･鳥屋野中 新潟･東石山中 新潟･山潟中 新潟･木戸中 新潟･鳥屋野中

大湊　柊翔(2)  2:10.19 桑原　陽太(2)  2:10.78 松本　幸将(2)  2:14.30 安達　光流(1)  2:15.46 渡邊　倫士(2)  2:15.59 大橋　裕羽(2)  2:15.85 中野　智(2)  2:16.48 板垣　夏輝(2)  2:16.89

新潟･小針中 三条･第一中 新潟･高志中等(中) 五泉･五泉北中 新発田･紫雲寺中 新潟･内野中 新潟･坂井輪中 五泉･五泉北中

黒谷　優(3)  4:25.79 長谷川　律(3)  4:31.25 小笠原　大耀(2)  4:31.45 内山　暖和(3)  4:35.31 桑原　陽太(2)  4:36.38 中野　智(2)  4:37.89 松本　幸将(2)  4:39.14 櫻井　孝志郎(2)  4:39.68

五泉･村松桜中 阿賀野･水原中 新潟･宮浦中 村上･荒川中 三条･第一中 新潟･坂井輪中 新潟･高志中等(中) 新潟･小針中

黒谷　優(3)  9:36.57 大湊　柊翔(2)  9:36.69 内山　暖和(3)  9:43.22 長谷川　律(3)  9:49.64 竹田　佳人(2)  10:00.85 吉田　優也(1)  10:02.42 櫻井　孝志郎(2)  10:07.44 澁谷　麗音(3)  10:08.63

五泉･村松桜中 新潟･小針中 村上･荒川中 阿賀野･水原中 新潟･鳥屋野中 新潟･石山中 新潟･小針中 新発田･東中

鈴木　彰吾(2)  16.09 (-1.1) 米山　哀稀(2)  17.72 (-1.1) 五十嵐　柚多(2)  17.78 (-1.1) 村山　夏凪(2)  18.15 (-1.1) 山賀　渉(3)  18.82 (-1.1) 齊藤　裕也(2)  19.07 (-1.5) 渡邉　叶成(2)  19.58 (-1.1) 小柳　椋(2)  20.19 (-1.5)

新潟･木戸中 阿賀野･水原中 新潟･東石山中 新潟･下山中 新潟･高志中等(中) 新発田･佐々木中 新潟･木戸中 北蒲･聖籠中

新潟･高志中等(中)  47.35 村上･荒川中Ａ  47.83 三条･第一中A  47.84 新潟･木戸中A  47.96 新発田･第一中  48.90 村上･村上第一中A  48.98 新潟･宮浦中A  49.28 五泉･村松桜中Ａ  49.52

野澤　明聡(3) 山﨑　翔太(2) 多田　陸夢(2) 渡辺　蓮音(1) 齋藤　尋斗(1) 岡田　丈(1) 星野　陽(2) 田代　成(1)

吉田　哲志(3) 松本　蓮(2) 木村　光輝(2) 小林　優汰(1) 佐藤　雄志(2) 中川　睦也(2) 太田　悠仁(2) 諸橋　陽琉(2)

松本　幸将(2) 渡邊　琉汰(2) 松谷　晴希(2) 鈴木　彰吾(2) 長谷川　輝(1) 東海林　孝裕(2) 畑山　陸哉(2) 宇田　力也(2)

長谷川　湧輝(2) 小島　楓貴(2) 鈴木　伶央(2) 増田　治貴(2) 浮島　一輝(2) 小田　遼弥(2) 加藤　碧之(2) 渡邉　智輝(2)

相馬　瑠来(2)  2126 見山　大翔(2)  1976 三浦　大地(2)  1843 松本　蓮(2)  1721 渡邊　琉汰(2)  1720 伊藤　大登(2)  1605 渡邊　星南(2)  1437 菅原　拓馬(2)  1422

新発田･加治川中 新潟･坂井輪中 新潟･坂井輪中 村上･荒川中 村上･荒川中 新潟･坂井輪中 北蒲･聖籠中 北蒲･聖籠中

10月28日 110mH

10月28日 砲丸投

10月28日 走高跳

10月28日 400m

長谷川　輝(1)  11.91 (-0.9) 斎藤　海晴(1)  12.22 (-0.9) 池田　晴飛(1)  12.32 (-0.9) 小林　優汰(1)  12.41 (-0.9) 田代　成(1)  12.42 (-0.9) 高橋　渚生(1)  12.47 (-1.1) 渡辺　蓮音(1)  12.55 (-0.9)

新発田･第一中 燕･燕中 新潟･東石山中 新潟･木戸中 五泉･村松桜中 新潟･高志中等(中) 新潟･木戸中

岡田　丈(1)  12.41 (-0.9)

村上･村上第一中

安達　光流(1)  4:39.13 木村　蓮(1)  4:47.77 安達　光希(1)  4:53.09 髙山　恒貴(1)  4:53.38 川原　杏太郎(1)  4:57.97 長澤　辰朗(1)  4:58.51 江川　大(1)  5:00.83 亀田　佑真(1)  5:06.45

五泉･五泉北中 新潟･関屋中 五泉･五泉北中 新潟･東石山中 村上･村上第一中 新潟･関屋中 五泉･五泉北中 新発田･紫雲寺中

栗林　航(1)  16.80 (-1.1) 島津　一世(1)  16.94 (-1.1) 小野　結生(1)  16.95 (-0.6) 野澤　寿樹(1)  17.99 (-0.6) 廣川　楓馬(1)  18.10 (-0.6) 諸橋　リューク(1)  18.56 (-0.6) 横山　絢士(1)  18.81 (-0.6) 那須野　翔(1)  19.92 (-1.1)

新発田･加治川中 新発田･加治川中 胎内･中条中 新潟･山潟中 新潟･高志中等(中) 新潟･東石山中 新潟･木戸中 新発田･加治川中

主催団体名 胎内市陸上競技協会 陸協名 新潟

競技会名 第８回下越地区中学校陸上競技記録会
期日・時刻 2018/10/28 審判長 遠藤　純一

競技場名 胎内市総合グラウンド陸上競技場 記録主任 髙柳　竜司

7位 8位

共通男子 10月28日 100m

10月28日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

10月28日 1500m

10月28日 3000m

10月28日 400m

10月28日 800m

10月28日 四種競技

 15.80 (-1.5)  15.80 (-1.5)  18.45 (-1.5)

10月28日 110mH

10月28日 4x100mR

 18.54 (-1.5)  17.72 (-1.5)  18.72 (-1.5)  18.79 (-1.5)  19.86 (-1.5)

 8.95  8.00  10.18  8.41  7.77  8.26  8.20  7.89

 1.60  1.55  1.65  1.50  1.35  1.60  1.55

1年男子 10月28日 100m

10月28日 1500m

 1.45

 57.99  59.53  1:01.57  58.47  56.69  1:03.51  1:08.00  1:01.91

10月28日 100mH

共通２男子 10月28日 110mH
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日付 種目

主催団体名 胎内市陸上競技協会 陸協名 新潟

競技会名 第８回下越地区中学校陸上競技記録会
期日・時刻 2018/10/28 審判長 遠藤　純一

競技場名 胎内市総合グラウンド陸上競技場 記録主任 髙柳　竜司

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

小篠　璃子(3)  13.11 (-0.9) 橘　音羽(2)  13.47 (-0.9) 齋藤　ゆき(2)  13.49 (-0.9) 緒方　陽菜(2)  13.53 (-0.9) 山﨑　凪葉(2)  13.66 (-0.9) 鷲尾　美優(2)  13.76 (-0.9) 大滝　彩音(2)  13.77 (-0.9) 吉田　遥(2)  13.82 (-0.6)

新潟･下山中 新潟･小針中 新潟･関屋中 新潟･小針中 阿賀野･水原中 五泉･五泉中 新潟･小針中 新潟･大形中

八木　音々(1)  27.68 (-1.6) 齋藤　ゆき(2)  28.20 (-1.6) 橘　音羽(2)  28.30 (-1.3) 星野　良奈(1)  28.44 (-1.6) 鷲尾　美優(2)  28.62 (-1.6) 横木　美悠(2)  28.66 (-1.6) 山田　優里愛(3)  28.89 (-1.3)

新潟･東石山中 新潟･関屋中 新潟･小針中 新発田･第一中 五泉･五泉中 新潟･小須戸中 新潟･高志中等(中)

植木　明音(1)  28.20 (-1.0)

新潟･高志中等(中)

増田　百華(3)  1:03.89 佐藤　璃子(3)  1:06.05 野口　海桜(1)  1:11.32 伊藤　沙羅(1)  1:12.30 酒井　天羽(1)  1:13.09 小林　蘭(2)  1:14.19 佐藤　未嘉(2)  1:15.03 髙橋　晴香(1)  1:18.67

燕･燕中 新潟･下山中 新潟･東石山中 新潟･東石山中 五泉･五泉中 三条･第一中 新発田･本丸中 五泉･五泉中

鈴木　結菜(2)  2:26.25 近　彩愛(1)  2:34.71 本間　心陽(1)  2:35.98 廣田　結(3)  2:36.57 長谷川　美羽(1)  2:36.74 秋野　知佳(1)  2:36.92 塚野　可耶(2)  2:37.22 高橋　七香(1)  2:37.24

胎内･中条中 胎内･中条中 村上･村上中等(中) 新潟･高志中等(中) 新発田･紫雲寺中 新潟･鳥屋野中 五泉･村松桜中 新潟･大形中

鈴木　結菜(2)  5:05.15 中村　柚虹(1)  5:12.45 森山　楓日(2)  5:15.88 近　彩愛(1)  5:17.84 塚野　可耶(2)  5:20.80 黒谷　望美(1)  5:24.72 岡田　碧(1)  5:26.43 酒井　天羽(1)  5:28.68

胎内･中条中 新潟･鳥屋野中 五泉･五泉中 胎内･中条中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 村上･荒川中 五泉･五泉中

中村　柚虹(1)  11:17.80 森山　楓日(2)  11:22.25 竹内　望(3)  11:28.62 塚田　真由(2)  11:29.61 中條　茜(3)  11:36.15 長谷川　美羽(1)  11:37.94 遠藤　里保(3)  11:56.45 俵谷　こはる(2)  11:56.80

新潟･鳥屋野中 五泉･五泉中 新発田･紫雲寺中 新潟･小針中 新潟･小針中 新発田･紫雲寺中 新潟･木戸中 新潟･小針中

佐藤　璃子(3)  15.81 (-1.5) 細山　唯愛(2)  16.14 (-1.5) 伊藤　なの(3)  17.06 (-1.5) 高橋　優(2)  17.61 (-1.5) 桐生　藍(2)  17.81 (-1.5) 秋山　瑠愛(2)  18.76 (-1.0) 桐生　凜(2)  19.07 (-0.3) 稲村　さくら(2)  19.14 (-1.0)

新潟･下山中 燕･燕中 新潟･高志中等(中) 新潟･鳥屋野中 五泉･村松桜中 阿賀野･水原中 五泉･村松桜中 新潟･大形中

新潟･小針中  52.86 新潟･高志中等(中)  52.92 新潟･関屋中A  54.60 阿賀野･水原中A  55.38 五泉･五泉中Ａ  55.46 新潟･東石山中  55.55 新発田･本丸中  55.69 新潟･大形中A  55.81

岡　菜々美(1) 山田　優里愛(3) 伊藤　佐由貴(2) 波多野　紗央(2) 伊藤　琴葉(1) 星野　伶奈(1) 清水　暖(1) 吉田　遥(2)

大滝　彩音(2) 伊藤　なの(3) 齋藤　ゆき(2) 古日山　繭里(1) 小幡　心寧(1) 伊藤　沙羅(1) 竹内　結萌(1) 内山　楓花(2)

緒方　陽菜(2) 廣田　結(3) 宮島　菜緒(2) 山﨑　日南(2) 大塚　杏(2) 小野塚　結月(1) 齋藤　希羽(1) 相馬　彩乃(1)

橘　音羽(2) 植木　明音(1) 竹内　聖奈(2) 山﨑　凪葉(2) 鷲尾　美優(2) 八木　音々(1) 佐藤　未嘉(2) 岡田　茉琳(2)

荻原　希乃愛(2)  2408 中野　佑紀(3)  2329 大森　里香(2)  2210 近　美結菜(2)  1798 吉田　遥(2)  1795 成田　葵(2)  1756 渡邉　夏歩(2)  1585 池端　美優(2)  1556

軽井沢A&AC 小千谷･小千谷中 軽井沢A&AC 村上･荒川中 新潟･大形中 村上･村上第一中 三条･第一中 燕･燕中

10月28日 100mH

10月28日 走高跳

10月28日 砲丸投

10月28日 200m

植木　明音(1)  13.14 (-1.1) 八木　音々(1)  13.35 (-1.1) 岡　菜々美(1)  13.79 (-1.1) 星野　良奈(1)  13.82 (-1.1) 金子　心春(1)  13.96 (-1.1) 山口　凜(1)  14.15 (-0.9) 佐々木　美空(1)  14.18 (-2.6) 佐野　涼花(1)  14.20 (-1.1)

新潟･高志中等(中) 新潟･東石山中 新潟･小針中 新発田･第一中 新潟･鳥屋野中 新潟･大形中 阿賀野･京ヶ瀬中 新潟･石山中

共通女子 10月28日 100m

10月28日 200m

10月28日 1500m

10月28日 3000m

10月28日 400m

10月28日 800m

10月28日 四種競技

 15.43 (-2.7)  15.82 (-2.7) 16.22(-0.6)

10月28日 100mH

10月28日 4x100mR

 19.38 (-2.7)  17.56 (-0.8)  17.36 (-2.7)  20.65 (-0.8)  19.32 (-0.6)

 1.43  1.46  1.46  1.49  1.43  1.25  1.43  1.20

 8.24  7.70  8.65  7.59  5.16  6.96  6.79

1年女子 10月28日 100m

 9.30

 27.60 (-0.3)  27.94 (-0.3) 29.69(-1.1)  30.33 (-0.3)  29.78 (+0.1)  29.62 (-0.3)  30.21 (-0.5)  31.24 (-1.1)


