
日付 種目

吉井　里々子(3)  12.42 (-2.9) 諸橋　未桜(2)  12.76 (-2.9) 長谷川　サラ(3)  12.79 (-2.9) 遠山　侑里(2)  12.87 (-2.9) 景山　千代(2)  13.07 (-2.9) 五十嵐　星花(3)  13.15 (-2.9) 佐藤　彩夢(2)  13.16 (-2.9) 森山　響(2)  13.19 (-2.9)

新潟商 新潟商 新潟明訓 新潟商 日本文理 東京学館新潟 東京学館新潟 新潟明訓

諸橋　未桜(2)  25.51 (-2.1) 遠山　侑里(2)  25.74 (-2.1) 長谷川　サラ(3)  26.04 (-2.1) 中川　聡美(3)  26.20 (-2.1) 五十嵐　萌(3)  26.30 (-2.1) 緑川　愛夏(3)  26.31 (-2.1) 佐藤　夕葵(3)  26.48 (-2.1) 鈴木　志穏(2)  26.54 (-2.1)

新潟商 新潟商 新潟明訓 新潟商 東京学館新潟 新潟明訓 東京学館新潟 新発田

中川　聡美(3)  57.60 緑川　愛夏(3)  58.46 近藤　美穂(2)  59.38 笹岡　唯(3)  59.50 五十嵐　萌(3)  1:00.60 佐藤　夕葵(3)  1:01.81 佐藤　優羽(3)  1:02.16 長谷川　麗菜(2)  1:03.82

新潟商 新潟明訓 開志国際 新潟商 東京学館新潟 東京学館新潟 新潟南 新潟明訓

若尾　幸奈(2)  2:20.26 佐藤　愛華(3)  2:23.21 宇治田　晴菜(3)  2:24.97 笠木　楓花(2)  2:28.36 佐原　育美(3)  2:29.07 増田　百華(1)  2:29.33 佐藤　優奈(1)  2:32.32 新部　妙奈(2)  2:38.53

新潟第一 東京学館新潟 新発田 佐渡 新潟西 新潟商 新潟第一 万代

マーガレット　アキドル(2)  4:31.96 杉本　雛鞠(3)  4:39.26 山岸　みなみ(3)  4:48.42 荒井　雪絵(3)  4:53.28 野田　春花(3)  4:53.58 佐藤　愛華(3)  4:55.68 榎本　愛未(3)  4:56.62 佐原　育美(3)  4:57.58

開志国際 新潟第一 新潟明訓 新発田商 新潟商 東京学館新潟 新潟 新潟西

マーガレット　アキドル(2)  9:56.72 山岸　みなみ(3)  10:07.11 伊藤　柚葉(3)  10:07.67 武田　芽依(2)  10:10.05 荒井　雪絵(3)  10:27.45 谷黒　栞菜(2)  10:35.83 野田　春花(3)  10:40.18 榎本　愛未(3)  10:40.33

開志国際 新潟明訓 新潟明訓 新潟明訓 新発田商 新潟第一 新潟商 新潟

倉石　珠倖(3)  13.94 (+1.9) 吉井　里々子(3)  14.03 (+1.9) 佐藤　優(2)  14.44 (+1.9) 小林　明留(2)  14.80 (+1.9) 佐藤　璃子(1)  15.18 (+1.9) 田中　優奈(2)  15.30 (+1.9) 森山　響(2)  15.39 (+1.9) 道前　真衣(2)  15.62 (+1.9)

新潟明訓 GR 新潟商 GR 新潟商 新潟商 新潟明訓 新潟江南 新潟明訓 佐渡

磯貝　はな(3)  1:04.62 近藤　美穂(2)  1:05.51 小暮　花音(2)  1:09.55 鈴木　瑠那(3)  1:09.88 佐藤　璃子(1)  1:10.39 長井　美羽(2)  1:10.75 石塚　晴佳(3)  1:11.15 横山　楓(3)  1:11.44

新潟商 開志国際 新潟商 東京学館新潟 新潟明訓 新潟商 佐渡 新潟南

渡邉　陽愛(2)  30:38.95 大蔵　想(3)  31:56.76 吉田　真央(3)  33:29.40 涌井　凜(3)  36:52.97

佐渡中等 佐渡 万代 日本文理

新潟商  47.11 新潟明訓  48.09 東京学館新潟  48.88 日本文理  49.88 新潟江南  50.30 新潟南  50.95 開志国際  51.18 新潟  51.19

諸橋　未桜(2) 倉石　珠倖(3) 五十嵐　星花(3) 伊藤　凛(2) 青木　真子(3) 横山　夏子(2) 本間　遥香(2) 諸我　菜摘(3)

遠山　侑里(2) 長谷川　サラ(3) 佐藤　夕葵(3) 景山　千代(2) 星野　ひなた(3) 藤田　咲花(3) 近藤　美穂(2) 稲川　暖乃(1)

菅原　レイ(2) 森山　響(2) 佐藤　彩夢(2) 藤崎　柚夏(1) 宮下　野野花(3) 皆木　彩花(3) 明間　小枝(2) 戸田　向日葵(2)

吉井　里々子(3) 緑川　愛夏(3) 五十嵐　萌(3) 大橋　瑠希亜(1) 田中　優奈(2) 佐藤　優羽(3) 西島　希(3) 宮崎　真有(3)

新潟商  3:59.47 新潟明訓  4:04.99 東京学館新潟  4:05.03 新潟江南  4:11.37 新潟南  4:15.76 新発田  4:18.09 日本文理  4:20.51

笹岡　唯(3) 長谷川　麗菜(2) 五十嵐　萌(3) 星野　ひなた(3) 横山　夏子(2) 鈴木　志穏(2) 伊藤　凛(2)

山口　悠(2) 緑川　愛夏(3) 佐藤　夕葵(3) 宮下　野野花(3) 横山　楓(3) 宇治田　晴菜(3) 松本　真歩(2)

吉田　琴音(3) 森山　響(2) 宇治　希々花(2) 田中　優奈(2) 皆木　彩花(3) 志村　梨湖(2) 大橋　瑠希亜(1)

中川　聡美(3) 倉石　珠倖(3) 豊嶋　彩花(3) 青木　真子(3) 佐藤　優羽(3) 羽田　有貴子(2) 岡本　麗(3)

山口　悠(2)  1.67 本間　遥香(2)  1.64 松田　彩秀(1)  1.61 田邨　夏海(2)  1.58 髙橋　真子(3)  1.50 五十嵐　瑶月(1)  1.50 長原　朱里(1)  1.45

新潟商 開志国際 日本文理 日本文理 新発田南 新潟商 日本文理

豊嶋　美咲(1)  1.50

新潟商

菅野　朱莉(1)  2.10 佐藤　悠香(2)  2.00 篠澤　萌(2)  1.90

新潟東 新発田商 新潟明訓

佐藤　栞(3)  5.54 (+1.9) 吉田　実瑚(3)  w5.51 (+2.1) 稲川　暖乃(1)  w5.44 (+3.1) 高橋　ひなた(3)  5.14 (+1.7) 樋郡　美玲(2)  w5.14 (+3.4) 立川　瑠華(3)  5.01 (+1.8) 古田　愛奈(1)  4.83 (+1.4) 加納　清香(2)  4.82 (+1.3)

新潟商 日本文理 新潟 東京学館新潟 新潟西 日本文理 日本文理 新潟南

豊嶋　彩花(3)  w11.13 (+2.2) 吉田　実瑚(3)  11.00 (+0.1) 立川　瑠華(3)  w10.80 (+3.9) 本間　遥香(2)  10.52 (+1.1) 樋郡　美玲(2)  w10.34 (+7.8) 菅沼　麻沙(3)  w10.20 (+4.5) 南波　香菜(3)  w10.15 (+3.3) 池田　夏寧(2)  w10.10 (+4.5)

東京学館新潟 日本文理 GR 日本文理 開志国際 新潟西 東京学館新潟 新潟西 佐渡

高山　陽菜(2)  12.06 吉田　夏実(3)  11.88 長谷川　奈海(3)  10.37 古井　瑛莉(3)  10.27 遠藤　結衣(3)  9.80 森川　貴実子(2)  9.64 浅妻　ひなた(1)  9.28 早川　香子(3)  9.14

東京学館新潟 新潟中央 新潟東 新潟商 開志国際 新潟明訓 新潟明訓 巻

早川　香子(3)  35.10 森川　貴実子(2)  34.84 遠藤　結衣(3)  34.77 安藤　七海(3)  30.43 藤澤　那夏(2)  27.59 浅妻　ひなた(1)  27.52 坂井　暉(3)  25.66 坂口　奈菜(2)  22.78

巻 新潟明訓 開志国際 新潟北 新潟北 新潟明訓 新発田南 佐渡中等

古井　瑛莉(3)  49.55 坂井　暉(3)  40.00 遠藤　結衣(3)  39.49 高山　陽菜(2)  35.26 熊倉　海月(2)  30.92 佐藤　琴美(3)  30.86 高橋　実央(2)  30.44 丸山　夢羽(1)  22.56

新潟商 GR 新発田南 開志国際 東京学館新潟 新潟 新潟北 新潟東 開志国際

長谷川　奈海(3)  34.69 金子　亜美(2)  34.50 西島　希(3)  31.56 藤澤　那夏(2)  29.24 伊藤　凛(2)  29.22 榎本　南美(3)  28.28 佐藤　星空(3)  26.31 坂口　奈菜(2)  22.72

新潟東 新津 開志国際 新潟北 日本文理 新潟北 新発田商 佐渡中等

磯貝　はな(3)  3906 神蔵　美空(2)  3809 磯部　萌(3)  3754 西島　希(3)  3511 新保　歩(3)  3459 大野　花蓮(3)  3355 山本　百桜(2)  3006 富樫　美心(2)  2947

新潟商 新潟商 新発田中央 開志国際 新潟 新潟商 日本文理 新発田南

5月7日 100mH

5月7日 走高跳

5月7日 砲丸投

5月7日 200m

5月8日 走幅跳

5月8日 やり投

5月8日 800m  2:49.37  2:49.76

w (wind assist) : 追風参考

 2:41.92  2:42.04  2:46.36  2:37.62  2:34.79  2:55.39

w 4.38 (+2.7) w 4.55 (+4.3)

 24.85  17.01  25.72  25.28  18.76  23.18  22.21  19.77

w 4.73 (+2.5) w 5.02 (+4.8)  4.90 (+1.4) w 4.84 (+3.1) w 4.83 (+5.5) w 4.44 (+4.5)

 6.55  7.37

w 26.29 (+2.3)  28.38 (-1.7) w 27.93 (+2.3) w 28.78 (+2.3) w 28.95 (+2.3)  27.92 (-1.7) w 30.05 (+2.3)  30.13 (-1.7)

 8.33  7.70  8.96  8.16  7.35  8.39

 17.78 (-0.5)  18.25 (-0.5)

 1.40  1.55  1.40  1.35  1.40  1.30  1.40  1.35

 15.44 (-0.5)  15.31 (-2.4)  16.00 (-2.4)  17.27 (-0.5)  16.81 (-2.4)  16.00 (-0.5)

5月6日 やり投

5/7～5/8 七種競技

5月8日 円盤投

5月6日 ﾊﾝﾏｰ投

5月8日 三段跳

5月7日 砲丸投

5月7日 棒高跳

5月6日 走幅跳

5月8日 4x400mR

5月6日 走高跳

5月8日 5000mW

5月6日 4x100mR

5月6日 100mH

5月7日 400mH

5月6日 1500m

5月8日 3000m

5月6日 400m

5月8日 800m

7位 8位

女子 5月7日 100m

5月8日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

澁谷　利行

主催団体名 新潟市陸上競技協会　新潟県高等学校体育連盟 陸協名 新潟市陸上競技協会

競技会名 新潟県高等学校春季地区大会新潟・下越・佐渡地区陸上競技大会
期日・時刻 2019/05/06-2019/5/8 審判長 (T)石田　大介　(F)大野　善

競技場名 新潟市陸上競技場 記録主任


