
日付 種目

福田　爽力  9.6 白井　晴都  9.7 小林　司  9.8 渡邉　貫太  10.6 渡邊　一颯  10.7 武者　旺樹  10.9

弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア しばたTFC

岡島　快人  10.6 鈴木 　翔太  10.7 森口　善  10.9

弥彦ジュニア 五泉少年マラソンクラブ 弥彦ジュニア

小林　司  1:31.8 白井　晴都  1:32.9 福田　爽力  1:33.3 森口　善  1:37.2 渡邉　貫太  1:40.6 岡島　快人  1:41.0 鈴木 　翔太  1:41.9 武者　旺樹  1:49.7

弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 五泉少年マラソンクラブ しばたTFC

白井　晴都  1.51 福田　爽力  1.40 小林　司  1.28 森口　善  1.28 渡邊　一颯  1.25 渡邉　貫太  1.25 岡島　快人  1.20 鈴木 　翔太  1.17

新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 五泉少年マラソンクラブ

難波　拓利  9.1 近藤　嶺  9.3 川上　新太  9.4 豊岡　桐吾  9.6 岡田　悦周  9.7

弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 新潟ジュニアT&F 阿賀野AC 加茂ジュニア

大原　悠晴  9.1 鈴木　建太  9.6 中村　湊  9.7

新潟ジュニアT&F 分水ジュニア しばたTFC

近藤　嶺  1:22.7 大原　悠晴  1:24.3 難波　拓利  1:25.7 川上　新太  1:29.9 中村　湊  1:31.2 鈴木　建太  1:33.6 伊丹　瑛太  1:35.0 豊岡　桐吾  1:38.2

新潟ジュニアT&F 新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F しばたTFC 分水ジュニア 五泉少年マラソンクラブ 阿賀野AC

大原　悠晴  1.53 難波　拓利  1.53 近藤　嶺  1.52 岡田　悦周  1.51 諸橋　希大  1.50 川上　新太  1.49 中村　湊  1.49 豊岡　桐吾  1.45

新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 加茂ジュニア 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F しばたTFC 阿賀野AC

渡邉　春仁  8.3 田中　櫂吏  8.4 森　優大  8.6 森口　凛生  8.8 貴船　爽太  9.0

五泉少年マラソンクラブ 弥彦ジュニア しばたTFC 弥彦ジュニア 阿賀野AC

囲　結太  8.3 武藤　正明  8.8 武者　篤樹  9.0

五泉少年マラソンクラブ 長岡Ｔ＆Ｆ しばたTFC

加藤　陽葵  8.8

阿賀野AC

渡邉　春仁  1:18.3 武藤　正明  1:20.3 田中　櫂吏  1:20.7 森口　凛生  1:20.9 囲　結太  1:23.9 森　優大  1:28.8 武者　篤樹  1:30.1 加藤　陽葵  1:31.3

五泉少年マラソンクラブ 長岡Ｔ＆Ｆ 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 五泉少年マラソンクラブ しばたTFC しばたTFC 阿賀野AC

渡邉　春仁  1.85 囲　結太  1.81 森　優大  1.72 武藤　正明  1.59 田中　櫂吏  1.58 貴船　爽太  1.53 本多　祐弥  1.50 本間　音亜  1.45

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 長岡Ｔ＆Ｆ 弥彦ジュニア 阿賀野AC 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C

大高　進之介  8.1 藤田　孝惇  8.2 井上　結斗  8.4 中山　遼  8.5 長戸　清隆  8.6

新潟ジュニアT&F 新潟ジュニアT&F 五泉少年マラソンクラブ 村松クラブ 長岡Ｔ＆Ｆ

加藤　慎斗  8.5 寺田　晴真  8.6

燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C

寺岸　航平  8.5

弥彦ジュニア

井上　結斗  1:15.4 大高　進之介  1:15.9 寺岸　航平  1:16.1 辻川　快吏  1:18.3 伊丹　翔太  1:18.9 中山　遼  1:19.0 土田　豪暖  1:21.0

五泉少年マラソンクラブ 新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 村松クラブ 五泉少年マラソンクラブ 村松クラブ 弥彦ジュニア

阿部　礼慈  1:19.0

しばたTFC

大高　進之介  1.96 中山　遼  1.89 寺岸　航平  1.83 藤田　孝惇  1.81 長戸　清隆  1.80 井上　結斗  1.76 加藤　慎斗  1.73 寺田　晴真  1.73

新潟ジュニアT&F 村松クラブ 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 長岡Ｔ＆Ｆ 五泉少年マラソンクラブ 燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C

田代　雄大  7.8 立川　琉斗  7.9 泉　岳琉  8.0 梅田　悠生  8.1 荒澤　福太  8.3

村松クラブ 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C しばたTFC 燕リトル・ウイングR・C

鶴巻　来音  7.9 渡辺　良輔  8.1 平原　結生  8.3

加茂ジュニア 村松クラブ 新潟ジュニアT&F

豊岡　哲太  8.3

阿賀野AC

若林　純輝  8.3

燕リトル・ウイングR・C

渡辺　彪我  8.3

三条ジュニア

立川　琉斗  2:38.1 鶴巻　来音  2:47.4 安達　駿  2:50.1 渡辺　彪我  2:51.4 荒澤　福太  2:54.2 若林　純輝  2:58.4 相馬　健志  2:59.9

弥彦ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C しばたTFC

梅田　悠生  2:59.9

しばたTFC

立川　琉斗  6.00 鶴巻　来音  5.81 渡辺　良輔  5.65 若林　純輝  5.56 平原　結生  5.51 安達　駿  5.35 樋口　丈留  5.21 梅田　悠生  5.20

弥彦ジュニア 加茂ジュニア 村松クラブ 燕リトル・ウイングR・C 新潟ジュニアT&F 三条ジュニア 村松クラブ しばたTFC

記録主任 浮島一隆

主催団体名 新潟陸上競技協会 陸協名 新潟陸上競技協会

競技会名 五泉キッズランフェスタ2019
期日・時刻 2019/2/17 審判長 浮島一隆

競技場名 五泉総合会館

7位 8位

小学1年男子 2月17日 50m

2月17日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

2月17日 400m

2月17日 立幅跳

2月17日 立幅跳

小学2年男子 2月17日 50m

2月17日 立幅跳

小学4年男子 2月17日 50m

小学3年男子 2月17日 50m

2月17日 400m

小学5年男子 2月17日 50m

2月17日 800m

2月17日 400m

2月17日 立幅跳

2月17日 立三段跳



銅谷　隆正  7.3 熊倉　倖助  7.8 齋藤　大耀  7.9 森元　陽向  8.0 渡邊　悠樹  8.1

村松クラブ 村松クラブ 村松クラブ しばたTFC 分水ジュニア

若井　快晴  7.3 田村　優気  7.8

五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア

村岡　夢叶  7.3

しばたTFC

若井　快晴  2:31.5 小栁　凛  2:48.7 齋藤　大耀  2:50.2 村岡　夢叶  2:52.9 渡邊　悠樹  2:54.9 桶屋　良謙  2:59.0 森元　陽向  3:02.6 田村　優気  3:04.7

五泉少年マラソンクラブ 燕リトル・ウイングR・C 村松クラブ しばたTFC 分水ジュニア 加茂ジュニア しばたTFC 加茂ジュニア

若井　快晴  6.45 銅谷　隆正  6.02 村岡　夢叶  6.02 熊倉　倖助  5.72 齋藤　大耀  5.67 小栁　凛  5.64 森元　陽向  5.45 田村　優気  5.44

五泉少年マラソンクラブ 村松クラブ しばたTFC 村松クラブ 村松クラブ 燕リトル・ウイングR・C しばたTFC 加茂ジュニア

居村　美玖  9.8 高橋　萌花  10.0 土田　まこ  10.4 堀　愛子  10.5 山田　琉花  10.6 後藤　柑奈  10.7 石田　乃絆  10.9 五十嵐　も佳  11.1

長岡Ｔ＆Ｆ 燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア

居村　美玖  1:37.7 土田　まこ  1:41.8 堀　愛子  1:42.8 石田　乃絆  1:43.6 山田　琉花  1:43.8 五十嵐　も佳  1:44.2 高橋　萌花  1:50.0 後藤　柑奈  1:52.3

長岡Ｔ＆Ｆ 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C

堀　愛子  1.49 高橋　萌花  1.42 居村　美玖  1.42 山田　琉花  1.30 後藤　柑奈  1.30 五十嵐　も佳  1.30 石田　乃絆  1.28 土田　まこ  1.26

弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 長岡Ｔ＆Ｆ 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア

落合　蕾  9.3 吉原　今日子  9.5 斉藤　紗来  9.6 渋谷　優  9.9 栁川　恵梨華  10.0 宮田　希衣  10.2

五泉少年マラソンクラブ 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 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F

瀧澤　莉瑚  10.0

村松クラブ

瀧澤　莉瑚  1:24.0 吉原　今日子  1:31.0 落合　蕾  1:34.7 渋谷　優  1:40.6 栁川　恵梨華  1:40.8 斉藤　紗来  1:47.5 宮田　希衣  1:51.7

村松クラブ 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 弥彦ジュニア 五泉少年マラソンクラブ 新潟ジュニアT&F

落合　蕾  1.67 斉藤　紗来  1.46 栁川　恵梨華  1.39 瀧澤　莉瑚  1.36 吉原　今日子  1.31 渋谷　優  1.21 宮田　希衣  1.15

五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 弥彦ジュニア 村松クラブ 村松クラブ 五泉少年マラソンクラブ 新潟ジュニアT&F

加藤　苺花  8.6 鶴巻　日菜  8.7 林　初音  8.8 居村　美怜  9.0

しばたTFC 加茂ジュニア 村松クラブ 長岡Ｔ＆Ｆ

田中　悠陽  8.6 仲由　緋彩  8.7 渡辺　ひまり  9.0

弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 村松クラブ

平原　紗羽  8.6

新潟ジュニアT&F

田中　悠陽  1:20.9 加藤　苺花  1:23.7 石田　夢桜  1:23.9 仲由　緋彩  1:25.2 居村　美怜  1:25.6 渡辺　ひまり  1:27.1 林　初音  1:27.9 後明　来実  1:28.3

弥彦ジュニア しばたTFC 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 長岡Ｔ＆Ｆ 村松クラブ 村松クラブ 村松クラブ

加藤　苺花  1.84 田中　悠陽  1.80 仲由　緋彩  1.76 石田　夢桜  1.72 平原　紗羽  1.72 星野　乃愛  1.65 居村　美怜  1.64 鶴巻　日菜  1.63

しばたTFC 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F しばたTFC 長岡Ｔ＆Ｆ 加茂ジュニア

熊倉　依世  8.0 安達　優衣  8.2 篠原　杏奈  8.3 笠原　望愛  8.7 山田　桃愛  8.9

村松クラブ 五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C

諸橋　咲來  8.7 細貝　芹莉  8.9

弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C

小原　凛子  8.7

新潟ジュニアT&F

遠藤　絢愛  8.7

五泉少年マラソンクラブ

安達　優衣  1:12.1 熊倉　依世  1:13.4 遠藤　絢愛  1:14.8 諸橋　咲來  1:19.4 細貝　芹莉  1:19.8 鈴木　美羽  1:21.7 篠原　杏奈  1:21.8 山田　桃愛  1:22.7

五泉少年マラソンクラブ 村松クラブ 五泉少年マラソンクラブ 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 五泉少年マラソンクラブ 加茂ジュニア 燕リトル・ウイングR・C

安達　優衣  1.94 熊倉　依世  1.89 篠原　杏奈  1.80 笠原　望愛  1.77 小原　凛子  1.75 山田　桃愛  1.70 鈴木　美羽  1.70 髙橋　結衣  1.69

五泉少年マラソンクラブ 村松クラブ 加茂ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 新潟ジュニアT&F 燕リトル・ウイングR・C 五泉少年マラソンクラブ 燕リトル・ウイングR・C

和久井　梨瑚  8.0 若月　朝音  8.1 福田　せりえ  8.2

長岡Ｔ＆Ｆ 阿賀野AC 弥彦ジュニア

石川　桃子  8.1 山崎　栞奈  8.2

弥彦ジュニア 弥彦ジュニア

石黒　果乃  8.1 石塚　春菜  8.2

村松クラブ 五泉少年マラソンクラブ

鴨井　美空  8.2

分水ジュニア

福田　せりえ  2:38.7 石川　桃子  2:40.9 石塚　春菜  2:44.1 落合　杏  2:49.1 石黒　果乃  2:50.3 山崎　栞奈  2:55.5 小川　ひびね  2:56.3 鴨井　美空  2:56.6

弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 村松クラブ 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 分水ジュニア

山崎　栞奈  5.52 石黒　果乃  5.51 和久井　梨瑚  5.34 鴨井　美空  5.32 石塚　春菜  5.22 石川　桃子  5.12 早川　向日葵  5.05 若月　朝音  5.02

弥彦ジュニア 村松クラブ 長岡Ｔ＆Ｆ 分水ジュニア 五泉少年マラソンクラブ 弥彦ジュニア 加茂ジュニア 阿賀野AC

加藤　妃莉  7.7 中原　姫花  7.8 齋田　菜月  7.9 土田　菜暖花  8.3 細貝　唯莉  8.4

阿賀野AC 新潟ジュニアT&F 新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C

近藤　優奈  7.7 大滝　真絢  7.8 浅井　菜那  8.3 酒井　和心  8.4

阿賀野AC 阿賀野AC 新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア

高橋　寿々  8.4

阿賀野AC

伊藤　未桜  2:41.4 土田　菜暖花  2:46.9 浅井　菜那  2:47.7 間嶋　柚奈  2:49.5 細貝　唯莉  2:51.5 近藤　紫渚  2:52.9 酒井　和心  2:56.6 塚野　未衣那  2:58.4

五泉少年マラソンクラブ 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 五泉少年マラソンクラブ 燕リトル・ウイングR・C 新潟ジュニアT&F 弥彦ジュニア 村松クラブ

加藤　妃莉  6.32 中原　姫花  5.66 大滝　真絢  5.57 土田　菜暖花  5.32 浅井　菜那  5.20 近藤　優奈  5.15 齋田　菜月  5.15 伊藤　未桜  5.08

阿賀野AC 新潟ジュニアT&F 阿賀野AC 弥彦ジュニア 新潟ジュニアT&F 阿賀野AC 新潟ジュニアT&F 五泉少年マラソンクラブ

村松クラブA  59.6 阿賀野AC  1:00.9 しばたTFC１  1:01.8 五泉少年マラソンクラブA  1:02.8 村松クラブB  1:03.0 弥彦ジュニアＡ  1:03.5 燕リトル・ウイングR・C　H  1:04.0 加茂ジュニア  1:04.3

熊倉　依世 高橋　寿々 相馬　健志 安達　優衣 中山　遼 立川　琉斗 武田　乃々佳 鶴巻　来音

石黒　果乃 近藤　優奈 梅田　悠生 石塚　春菜 田代　雄大 土田　菜暖花 大野　優月 井口　晴空

銅谷　隆正 加藤　妃莉 森元　陽向 渡辺　千夏 齋藤　大耀 酒井　和心 片岡　夏海 桶屋　良謙

熊倉　倖助 大滝　真絢 村岡　夢叶 若井　快晴 塚野　未衣那 土田　あみ 小川　ひびね 田村　優気

2月17日 800m

2月17日 立三段跳

小学6年男子 2月17日 50m

2月17日 立幅跳

小学2年女子 2月17日 50m

小学1年女子 2月17日 50m

2月17日 400m

小学3年女子 2月17日 50m

2月17日 400m

2月17日 400m

2月17日 立幅跳

2月17日 400m

2月17日 立幅跳

2月17日 立幅跳

小学4年女子 2月17日 50m

2月17日 立三段跳

小学6年女子 2月17日 50m

小学5年女子 2月17日 50m

2月17日 800m

共通男女 2月17日 4x100mR

2月17日 800m

2月17日 立三段跳


