
日付 種目

田代　成(2)  23.86 (+1.8) 鈴木　晴翔(2)  25.44 (+1.9) 本間　晴翔(2)  25.90 (+1.8) 箕輪　汰音(2)  26.26 (+1.9) 鈴木　龍彦(1)  26.46 (+1.8) 関川　眞道(2)  26.95 (+1.8) 五百川　来夢(1)  28.37 (+1.9) 尾花　陽(1)  29.65 (+1.8)

五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉北中 五泉･五泉中

江川　大(2)  56.21 箕輪　汰音(2)  58.33 高橋　颯汰(1)  59.82

五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 五泉･五泉北中

安達　光流(2)  2:12.41 江川　大(2)  2:22.36 若井　快晴(1)  2:25.70 齋藤　大耀(1)  2:38.16 落合　圭吾(2)  3:12.92

五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中

安達　光流(2)  4:38.66 若井　快晴(1)  4:51.88 笹川　竜太(2)  4:58.77 齋藤　大耀(1)  5:20.68 落合　圭吾(2)  6:40.13

五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中

石黒　雄大(2)  10:35.71 笹川　竜太(2)  10:44.61 遠藤　啓太(2)  10:47.88 渡邉　颯(2)  11:05.51 熊倉　雅和(1)  11:18.86

五泉･村松桜中 五泉･五泉中 五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中

五泉･村松桜中  48.48 五泉･五泉北中Ａ  49.38 五泉･五泉中A  50.92

伊藤　陽希(1) 本間　晴翔(2) 若井　快晴(1)

鈴木　晴翔(2) 五百川　来夢(1) 樋口　向陽(1)

銅谷　隆正(1) 江川　大(2) 関川　眞道(2)

田代　成(2) 落合　颯(2) 鈴木　龍彦(1)

髙地　隼都(2)  1.40

五泉･村松桜中 =GR

山口　凱大(1)  5.03 (+0.7) 遠藤　海里(1)  4.90 (+0.6) 関川　眞道(2)  4.71 (-1.1) 木村　太輔(2)  4.66 (+1.0) 銅谷　隆正(1)  4.47 (+1.4) 林　寛太(2)  4.33 (-0.7) 樋口　向陽(1)  4.13 (-0.4) 佐藤　未来(1)  4.05 (+1.0)

五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･五泉中 五泉･村松桜中

武藤　隼(1)  6.99 佐久美　洸騎(1)  6.80 山口　凱大(1)  6.33 茅原　櫂(1)  5.99 諸橋　駿哉(1)  5.89 高田　祐成(1)  5.14

五泉･五泉中 五泉･村松桜中 五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 五泉･五泉北中

島津　成深(2)  28.51 熊倉　倖助(1)  24.16 佐久美　洸騎(1)  20.34

五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中

鈴木　龍彦(1)  13.06 (-0.9) 五百川　来夢(1)  13.08 (-0.9) 伊藤　陽希(1)  13.12 (-0.9) 遠藤　海里(1)  13.17 (-0.9) 高橋　颯汰(1)  13.39 (-0.9) 銅谷　隆正(1)  13.41 (-0.9) 樋口　向陽(1)  13.44 (-0.9) 茅原　櫂(1)  13.45 (-0.9)

五泉･五泉中 五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 五泉･五泉中 五泉･五泉北中

田代　成(2)  11.85 (+0.2) 本間　晴翔(2)  12.35 (+0.2) 鈴木　晴翔(2)  12.57 (+0.2) 落合　颯(2)  12.60 (+0.2) 髙地　隼都(2)  13.32 (+0.2) 木村　太輔(2)  14.02 (+0.2) 林　寛太(2)  14.18 (+0.2) 渡辺　雄也(2)  14.39 (+0.2)

五泉･村松桜中 五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 五泉･五泉北中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中

小幡　心寧(2)  28.21 (+1.5) 大塚　理央(1)  w28.63 (+2.4) 伊藤　琴葉(2)  w29.96 (+2.4) 庭野　萌永(1)  30.59 (+1.5) 髙橋　美優(2)  w30.99 (+2.4) 伊藤　ひなた(2)  31.02 (+1.5) 笠原　綺良(2)  w31.76 (+2.4) 上田　悠月(2)  w31.80 (+2.4)

五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉中

黒谷　望美(2)  2:33.67 酒井　天羽(2)  2:44.18 髙橋　晴香(2)  3:02.87 鵜頭　惟(1)  3:20.82

五泉･村松桜中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉中

黒谷　望美(2)  5:11.09 伊藤　未桜(1)  5:12.13 明間　遥菜(2)  5:20.02 間嶋　柚奈(1)  5:23.93 酒井　天羽(2)  5:37.89 髙橋　晴香(2)  5:58.81 齋藤　楓(1)  6:01.52 庭野　萌永(1)  6:02.57

五泉･村松桜中 五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉中

中山　美咲(2)  17.44 (+1.4) 関谷　嬉(2)  19.02 (+1.4)

五泉･村松桜中 五泉･五泉中

五泉･五泉中A  55.73 五泉･村松桜中  58.75 五泉･五泉北中  59.13

髙橋　晴香(2) 滝沢　らん(1) 渡辺　千夏(1)

伊藤　琴葉(2) 中山　美咲(2) 江口　日那(1)

笠原　綺良(2) 小林　美月(2) 川口　尚美(1)

小幡　心寧(2) 瀧澤　沙希(1) 髙橋　美優(2)

江口　日那(1)  4.57 (+0.6) 清野　朱音(2)  4.18 (+0.8) 川口　尚美(1)  w3.73 (+2.5)

五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･五泉北中

江口　日那(1)  13.60 (+0.5) 大塚　理央(1)  13.92 (+0.5) 瀧澤　沙希(1)  15.25 (+0.5) 滝沢　らん(1)  15.31 (+0.5) 川口　尚美(1)  15.68 (+0.5) 渡辺　千夏(1)  16.25 (+0.5) 石本　ひな(1)  16.57 (+0.5)

五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･村松桜中 五泉･村松桜中 五泉･五泉北中 五泉･五泉北中 五泉･村松桜中

小幡　心寧(2)  13.57 (-0.3) 伊藤　琴葉(2)  14.31 (-0.3) 中山　美咲(2)  14.57 (-0.3) 髙橋　美優(2)  14.90 (-0.3) 清野　朱音(2)  15.00 (-0.3) 伊藤　ひなた(2)  15.00 (-0.3) 笠原　綺良(2)  15.01 (-0.3) 小林　美月(2)  15.21 (-0.3)

五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･村松桜中 五泉･五泉北中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･五泉中 五泉･村松桜中

w (wind assist) : 追風参考

１年女子 10月2日 100m

２年女子 10月2日 100m

10月2日 4x100mR

10月2日 走幅跳

10月2日 1500m

10月2日 100mH

共通女子 10月2日 200m

10月2日 800m

１年男子 10月2日 100m

２年男子 10月2日 100m

10月2日 砲丸投

10月2日 円盤投

10月2日 走高跳

10月2日 走幅跳

10月2日 3000m

10月2日 4x100mR

10月2日 800m

10月2日 1500m

7位 8位

共通男子 10月2日 200m

10月2日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

競技場名 新発田市五十公野公園陸上競技場 記録主任 高柳　竜司

主催団体名 五泉市・東蒲原郡中学校体育連盟　新発田市中学校体育連盟　五泉市陸上競技協会　新発田市陸上競技協会 陸協名 新潟

競技会名 五泉市・東蒲原郡中学校新人陸上競技大会
期日・時刻 2019/10/2 審判長 遠藤　純一


