
日付 種目

石黒　晄太朗  18.6 (-0.1) 神林　大斗  20.6 (-0.1)

加茂ジュニア 加茂ジュニア

飯塚　凜玖  15.6 (-0.8) 谷内田　海斗  16.1 (-0.8) 小柳　遙真  16.6 (-0.8) 大橋　唯斗  16.9 (-0.8)

三条ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア

飯塚　凜玖  6:12.6

三条ジュニア

丸山　忠輝  14.2 (-0.9) 齋藤　優也  14.2 (-0.9) 鶴巻　来音  14.3 (+1.0) 安達　駿  14.5 (+1.0) 遠藤　蒼空  14.8 (+1.0) 渡邉　彪我  15.1 (-0.9) 山際　拓実  16.8 (+0.4) 岡田　祥英  17.8 (+0.4)

木戸小 加茂ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア

安達　駿  5:06.5 角田　樹一  5:45.5 遠藤　蒼空  6:12.4 岡田　祥英  6:28.6

三条ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア

三条ジュニア  58.7 加茂ジュニアA  1:02.3 加茂ジュニアB  1:09.6 加茂ジュニアC  1:14.9

遠藤　蒼空 鶴巻　来音 大橋　唯斗 岡田　祥英

渡邉　彪我 齋藤　優也 谷内田　海斗 石黒　晄太朗

安達　駿 角田　樹一 番場　優汰 神林　大斗

飯塚　凜玖 山際　拓実 小柳　遙真 白野　真太郎

鶴巻　来音  4.31 (+0.6) 齋藤　優也  3.74 (-0.5) 小柳　遙真  3.63 (+0.9) 渡邉　彪我  3.55 (-0.3) 角田　樹一  3.45 (+0.2) 谷内田　海斗  3.30 (-0.1) 番場　優汰  2.53 (+0.5) 石黒　晄太朗  2.42 (-1.1)

加茂ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア

鶴巻　陽太  11.8 (-0.7) 珊瑚　聖也  12.4 (-0.7) 西潟　榛人  13.0 (-0.7) 田村　優気  13.2 (-0.7) 田村　翔真  14.0 (-0.1) 栢森　慶太  14.1 (-0.1) 坪谷　優音  14.6 (-0.1) 藤田　智耶  14.7 (-0.1)

加茂･七谷中 加茂･葵中 加茂･加茂中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･加茂中 加茂･加茂中 加茂･葵中

鶴巻　陽太  58.0 西潟　榛人  59.2 亀山　翼  1:00.6 山口　恭平  1:03.4 皆川　武蔵  1:05.3 田村　優気  1:06.3 桶屋　良謙  1:08.6 栢森　慶太  1:08.8

加茂･七谷中 加茂･加茂中 加茂･加茂中 加茂･葵中 加茂･加茂中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･加茂中

亀山　翼  10:43.1 井上　卓哉  11:11.5 皆川　武蔵  11:25.7 関根　周渡  12:00.5 桶屋　良謙  12:12.2 山口　恭平  12:29.1 井口　晴空  12:30.4

加茂･加茂中 加茂･葵中 加茂･加茂中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･加茂中

加茂･加茂中  54.9 加茂･葵中  57.9

栢森　慶太 小林　明生

西潟　榛人 田村　翔真

皆川　武蔵 静野　元之

亀山　翼 田村　優気

伊佐　朋広  1.60

加茂･葵中

井上　卓哉  4.44 (-0.2)

加茂･葵中

藤田　智耶  6.06 静野　元之  4.93

加茂･葵中 加茂･葵中

宗村　大和  12.2 (-0.4) 大倉　朋希  12.4 (+1.2) 山﨑　みらい  12.6 (+1.2) 皆川　蓮  12.7 (+1.2) 田辺　陽己  12.8 (-0.4) 笠原　勇斗  12.9 (-0.4)

加茂 加茂農林 加茂農林 加茂農林 加茂農林 加茂農林

佐藤　流星  12.4 (-0.4) 長井　春樹  12.9 (+1.2)

加茂 新潟南区陸協

田辺　陽己  58.0 山﨑　みらい  1:00.5 藤巻　誉哉  1:07.4

加茂農林 加茂農林 加茂暁星高

眞柄　幸季  1:56.0 小柳　泰治  2:15.8 藤巻　誉哉  2:43.9

FREERUN 東京情報大 加茂暁星高

佐藤　流星  5.79 (+0.6) 泉　哲成  5.45 (+1.0) 長井　春樹  5.33 (-0.7)

加茂 新潟南区陸協 新潟南区陸協

丸山　詩媛  16.1 (+0.6) 鶴巻　日菜  16.6 (+0.6) 坪谷　さら咲  16.8 (+0.6)

石川小 加茂ジュニア 加茂ジュニア

鶴巻　日菜  3:33.2

加茂ジュニア

篠原　杏奈  15.7 (+2.0) 小池　優衣  15.8 (+2.0) 山崎　夢夏  16.0 (+2.0) 小川　和乃  16.9 (+2.0) 難波　夢乃  17.5 (-1.0) 佐藤　永愛  17.6 (-1.0) 廣川　七海  17.9 (-1.0) 難波　桃乃  18.6 (-1.0)

競技会名 第42回加茂市陸上競技選手権大会
期日・時刻 2019/9/15 審判長

競技場名 加茂市陸上競技場 記録主任

主催団体名 加茂市陸上競技協会 陸協名

7位 8位

小学生４年男子 9月15日 100m

9月15日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月15日 1500m

小学生５年男子 9月15日 100m

9月15日 1500m

小学生６年男子 9月15日 100m

中学生男子 9月15日 100m

9月15日 400m

小学生共通男子 9月15日 4x100mR

9月15日 走幅跳

9月15日 走高跳

9月15日 走幅跳

9月15日 3000m

9月15日 4x100mR

9月15日 400m

9月15日 800m

9月15日 砲丸投

一般・高校男子 9月15日 100m

9月15日 800m

小学生５年女子 9月15日 100m

9月15日 走幅跳

小学生４年女子 9月15日 100m



加茂ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア

山崎　夢夏  2:43.9 難波　夢乃  3:07.7 廣川　七海  3:12.7

三条ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア

目黒　晴香  15.3 (+0.7) 南雲　結  15.4 (+0.7) 番場　芽衣  16.2 (+0.7) 堀内　紅杏  16.5 (+0.7)

加茂ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア

目黒　晴香  2:59.9 番場　芽衣  3:07.2

加茂ジュニア 加茂ジュニア

加茂ジュニアA  1:04.7 加茂ジュニアB  1:05.5 三条ジュニア  1:07.4

番場　芽衣 篠原　杏奈 難波　桃乃

小川　和乃 坪谷　さら咲 南雲　結

堀内　紅杏 鶴巻　日菜 難波　夢乃

目黒　晴香 小池　優衣 佐藤　永愛

篠原　杏奈  3.06 (-1.0) 小池　優衣  2.94 (-0.6) 堀内　紅杏  2.67 (+0.1)

加茂ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア

坂上　柚季  14.7 (-0.7) 板垣　夢彩  15.4 (-0.7) 斎藤　陽菜  15.7 (-0.7) 齋藤　桜花  15.8 (-0.7) 永井　庵  15.9 (-0.7) 伊藤　愛桜  16.4 (-0.7) 伊藤　埜絵  16.9 (-0.7)

加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･加茂中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中

板垣　夢彩  2:52.8 坂上　柚季  2:53.1 齋藤　桜花  2:54.2 永井　庵  2:57.0 伊藤　埜絵  3:07.4 斎藤　陽菜  3:09.2 伊藤　愛桜  3:19.5

加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･加茂中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中 加茂･葵中

加茂･葵中  1:06.8

伊藤　愛桜

坂上　柚季

永井　庵

斎藤　陽菜

清水　尋  14.1 (0.0) 皆川　真利奈  14.9 (0.0) 酒井　千紗姫  15.2 (+0.7) 渡邉　泉水  15.4 (+0.7)

加茂 加茂 加茂暁星高 加茂

清水　尋  1:08.6 皆川　真利奈  1:10.4 渡邉　泉水  1:19.8 田澤　美涼  1:21.5 野内　梨佐  1:25.7 青柳　茜  1:26.5

加茂 加茂 加茂 加茂 加茂 加茂農林

加藤　瑠衣  4.43 (+0.1) 酒井　千紗姫  w4.04 (+2.8)

加茂農林 加茂暁星高 ()

小学生５年女子 9月15日 100m

9月15日 800m

小学生共通女子 9月15日 4x100mR

9月15日 800m

小学生６年女子 9月15日 100m

9月15日 800m

9月15日 4x100mR

9月15日 走幅跳

中学生女子 9月15日 100m

w (wind assist) : 追風参考

9月15日 走高跳

9月15日 走幅跳

一般・高校女子 9月15日 100m

9月15日 400m


