
山﨑　優香(3)  12.21 (0.0) 磯貝　陽菜(3)  12.64 (0.0) 罍　笑奈(3)  12.71 (0.0) 羽深　加那子(2)  12.88 (0.0) 関沢　有芽(2)  13.04 (0.0) 永井　あかね(1)  13.15 (0.0)

新潟産大附 GR 糸魚川白嶺 新潟産大附 高田 柏崎 柏崎

今井　美月(2)  12.64 (0.0)

柏崎

山﨑　優香(3)  w24.80 (+2.7) 今井　美月(2)  w25.57 (+2.7) 山﨑　優里(3)  w25.59 (+2.7) 磯貝　陽菜(3)  w26.12 (+2.7) 岩﨑　佳乃(3)  w26.53 (+2.7) 永井　あかね(1)  w26.60 (+2.7) 関沢　有芽(2)  w26.87 (+2.7)

新潟産大附 柏崎 新潟産大附 糸魚川白嶺 高田 柏崎 柏崎

大口　奈緒美(3)  58.09 山﨑　優里(3)  58.14 岩﨑　佳乃(3)  1:00.19 新澤　茉依奈(3)  1:01.57 笠原　礼奈(3)  1:02.47 石山　菜南子(2)  1:02.70 五十嵐　香穂(2)  1:02.80

高田北城 新潟産大附 高田 高田商 糸魚川白嶺 柏崎 高田北城

片桐　美優(1)  2:28.50 竹内　夕佳(3)  2:28.95 長世　美由希(3)  2:29.81 太田　紗椰(2)  2:30.38 市川　詩乃(1)  2:31.45 神喰　由莉(3)  2:35.13 田代　未帄(2)  2:35.82 小高　万里菜(3)  2:41.37

柏崎翔洋中等 高田 柏崎 柏崎常盤 高田 糸魚川 糸魚川 高田北城

佐久間　晴美(3)  4:50.60 長部　果穂(1)  5:04.00 佐瀬　萌生(2)  5:04.69 関原　未夢(1)  5:04.70 竹内　夕佳(3)  5:06.80 片桐　美優(1)  5:08.22 市川　詩乃(1)  5:10.27 太田　紗椰(2)  5:10.48

糸魚川 新潟産大附 新潟産大附 関根学園 高田 柏崎翔洋中等 高田 柏崎常盤

佐久間　晴美(3)  10:08.97 佐瀬　萌生(2)  11:00.34 長部　果穂(1)  11:06.63 関原　未夢(1)  11:06.93 白砂　花梨(3)  11:08.41 横井　さつき(1)  11:14.22 西澤　実咲(3)  11:20.88 保坂　佑希(3)  11:21.91

糸魚川 新潟産大附 新潟産大附 関根学園 高田北城 糸魚川 高田 柏崎

高橋　侑夏(3)  14.70 (+0.3) 広瀬　美結(3)  15.32 (+0.3) 片桐　いづみ(2)  15.98 (+0.3) 廣瀬　茉子(3)  16.74 (+0.3) 金子　綾(2)  16.91 (+0.3) 田篠　夢果(2)  17.03 (+0.3) 小杉　永(2)  17.71 (+0.3) 磯野　絵理(1)  18.01 (+0.3)

柏崎 高田北城 柏崎 糸魚川 高田 高田 柏崎常盤 高田

高橋　侑夏(3)  1:04.34 広瀬　美結(3)  1:05.83 新澤　由依奈(3)  1:06.13 石山　菜南子(2)  1:07.73 笠原　礼奈(3)  1:08.12 片桐　いづみ(2)  1:09.70 石黒　友香(2)  1:12.97 金子　綾(2)  1:13.42

柏崎 GR 高田北城 高田商 柏崎 糸魚川白嶺 柏崎 高田 高田

保坂　佑希(3)  26:51.87 吉野　紗英(2)  31:12.21 山田　美慶(1)  35:19.09 小島　彩夏(3)  36:03.35 白石　あす香(1)  37:35.83

柏崎 GR 新潟産大附 新潟産大附 糸魚川 糸魚川

新潟産大附  48.72 糸魚川白嶺  49.37 柏崎  49.40 高田  50.54 柏崎常盤  51.61 糸魚川  52.03 高田商  53.19 柏崎総合  59.47

山﨑　優里(3) 原　奈月(2) 片桐　いづみ(2) 室橋　涼子(2) 武本　実久(2) 金子　茜(3) 池田　彩華(2) 赤堀　舞(2)

罍　笑奈(3) 磯貝　陽菜(3) 今井　美月(2) 羽深　加那子(2) 赤川　花緒(3) 渡邉　莉緒(2) 新澤　由依奈(3) 大塚　彩加(1)

山﨑　優香(3) 笠原　礼奈(3) 高橋　侑夏(3) 岩﨑　佳乃(3) 濁川　ちひろ(3) 原　七穂(3) 早川　綾乃(3) 岩田　胡桃(1)

関　佑菜(2) 高野　梨央(3) 関沢　有芽(2) 吉越　咲(2) 大橋　優花(2) 根建　乃里華(2) 新澤　茉依奈(3) 高橋　いぶき(2)

新潟産大附  4:03.10 柏崎  4:12.00 高田  4:16.99 柏崎常盤  4:18.33 糸魚川  4:24.38 柏崎総合  4:49.41

罍　笑奈(3) 石山　菜南子(2) 岩﨑　佳乃(3) 赤川　花緒(3) 金子　茜(3) 大塚　彩加(1)

山﨑　優里(3) 今井　美月(2) 吉越　咲(2) 濁川　ちひろ(3) 原　七穂(3) 齊藤　絵理奈(2)

関　佑菜(2) 永井　あかね(1) 金子　綾(2) 大橋　優花(2) 渡邉　莉緒(2) 高橋　いぶき(2)

山﨑　優香(3) 高橋　侑夏(3) 室橋　涼子(2) 太田　紗椰(2) 根建　乃里華(2) 塚田　梨乃(1)

山田　瀬里奈(3)  1.64 山田　紗莉奈(3)  1.50 高野　梨央(3)  1.50 小出　里保(3)  1.45 若林　舞美(2)  1.45 藤塚　加奈子(3)  1.45 下條　怜香(1)  1.45 倉又　杏(3)  1.40

新潟産大附 GR 松代 糸魚川白嶺 上越総合技術 新潟産大附 高田北城 柏崎 糸魚川

罍　笑奈(3)  5.33 (+2.0) 吉越　咲(2)  5.11 (+1.9) 五十嵐　香穂(2)  5.05 (+1.9) 関　佑菜(2)  4.79 (+1.7) 山田　怜奈(3)  4.60 (+1.9) 中嶋　美紅(3)  4.59 (+1.4) 大橋　優花(2)  4.43 (+1.6) 武本　実久(2)  4.39 (+1.8)

新潟産大附 高田 高田北城 新潟産大附 糸魚川 高田 柏崎常盤 柏崎常盤

高橋　しおみ(2)  10.28 赤堀　舞(2)  9.69 渡邊　実菜(2)  9.20 原　みちる(3)  8.46 後藤　未歩(3)  8.43 武田　未来(2)  8.31 秋山　佳夕(3)  8.01 櫛引　天音(1)  7.19

新潟産大附 柏崎総合 糸魚川 糸魚川 新井 松代 柏崎常盤 柏崎総合

秋山　佳夕(3)  36.67 高橋　しおみ(2)  30.65 井上　奈々海(3)  28.93 赤堀　舞(2)  26.90 後藤　未歩(3)  26.70 大野　実帄(2)  25.93 池田　彩華(2)  25.70 原　みちる(3)  24.42

柏崎常盤 GR 新潟産大附 上越総合技術 柏崎総合 新井 上越 高田商 糸魚川

寺尾　友里(3)  34.76 原　みちる(3)  32.46 本多　由季(2)  31.32 早川　綾乃(3)  30.13 杉浦　歩美(1)  29.06 櫛引　天音(1)  28.79 渡邊　実菜(2)  27.34 伊藤　愛(3)  24.22

柏崎常盤 糸魚川 柏崎常盤 高田商 新潟産大附 柏崎総合 糸魚川 久比岐

高野　梨央(3)  3710 廣瀬　茉子(3)  3574 磯野　絵理(1)  3244 下條　怜香(1)  2728 齊藤　絵理奈(2)  2712 小野　美喜(2)  2666 赤堀　舞(2)  2584 前畑　里緒(1)  2196

糸魚川白嶺 糸魚川 高田 柏崎 柏崎総合 糸魚川 柏崎総合 柏崎常盤

5月6日 100mH

5月6日 走高跳

5月6日 砲丸投

5月6日 200m

5月7日 走幅跳

5月7日 やり投

5月7日 800m

女子 5月6日 100m

5月7日 200m

柏崎市陸上競技場　　１６２０１０ 記録主任

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

競技会名 平成27年度新潟県高等学校春季地区体育大会上越地区陸上競技大会　　１５　１６　２００１
期日・時刻 2015年5月6日(水)，7日(木） 審判長 曽田　裕童

競技場名 吉田　昭仁

5月6日 1500m

5月7日 3000m

5月6日 400m

5月7日 800m

5月6日 5000mW

5月6日 4x100mR

5月6日 100mH

5月7日 400mH

5月6日 走高跳

5月7日 4x400mR

GR GR GR

5月7日 走幅跳

5月6日 砲丸投

5/6～5/7 七種競技

 16.34 (+0.4)  16.67 (0.0)  17.38 (+0.4)

5月7日 円盤投

5月6日 やり投

 18.58 (+0.4)  20.20 (0.0)  17.89 (0.0)  18.93 (+0.4)  21.99 (+0.4)

 1.55  1.50  1.35  1.40  1.25  1.25  1.25  1.20

 7.36  7.39  7.76  7.19  6.59  5.96  8.78  6.09

 26.65 (+1.4)  27.78 (+0.1)  28.84 (+1.4)  29.32 (+1.4)  29.89 (+1.4)  29.77 (+0.1)  29.76 (+0.1)  31.15 (+1.4)

 3.67 (+1.2)  4.51 (+1.6)

 22.01  25.91  22.96  15.02  22.56  20.87  20.94  15.52

 4.52 (+1.0)  4.26 (+0.9)  4.69 (+1.7)  3.86 (+1.5)  4.06 (+1.8)  4.12 (+1.3)

 3:03.01  2:55.58

学校得点
新潟産大附 柏崎 糸魚川 高田 柏崎常盤 糸魚川白嶺 高田北城

 2:46.45  2:42.61  2:50.46  2:52.75  2:36.87  2:56.45

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

柏崎総合

133.0 91.5 81.0 71.0 45.0 40.5 38.0 26.0


