
日付 種目

松本　愛美  7.2 佐藤　朱莉  7.3 横田　愛果  7.6 藤懸　葉月  7.8 権田　夏実  7.9 加藤　茉衣子  8.3

柏崎T&F NGR 柏崎T&F NGR 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 上越はね馬クラブ

壁下　澪  7.2 中村　穂希  8.3

柏崎T&F NGR 柏崎T&F

加藤　茉衣子  2:57.1 川野　歩莉  3:12.4 葛綿　海音  3:21.1 山崎　茉凛  3:28.9

上越はね馬クラブ 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

横田　愛果  2.93 松本　愛美  2.78 藤懸　葉月  2.68

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

中町　真菜  7.0 原　知世  7.1 早津　葵  7.3 猪爪　真衣  7.4

十日町･下条中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･南中

本間　怜奈  7.3 髙橋　鈴音  7.4

柏崎･東中 柏崎･第三中

小山　日莉  7.3 杵淵　　佑花  7.4

新発田･本丸中 柏崎･瑞穂中

田中　絢音  2:36.9 渡辺　凜  2:39.3 八木　寧希  2:41.6 生越　理紗子  2:44.8 平澤　宥心  2:45.5 玉木　そよ花  2:46.7 佐藤　悠香  2:48.1 髙野　真帆  2:48.4

刈羽･刈羽中 魚沼･堀之内中 魚沼･堀之内中 十日町･下条中 魚沼･堀之内中 柏崎･第二中 新発田･本丸中 柏崎･第三中

保坂　真央  8.2 種岡　明莉  8.5 髙橋　鈴音  8.6 松井　愛音  8.7 澁谷　真衣  8.9 大橋　菜智  9.0

柏崎･鏡が沖中 柏崎･南中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 新発田･本丸中 柏崎･第三中

壁下　澪  8.7 佐藤　朱莉  8.9

柏崎T&F 柏崎T&F

三宮　瑞季  1.35 原　知世  1.30 田邉　麗安  1.25 髙野　莉帆  1.20 山本　莉央  1.20 澤田　愛  1.15

刈羽･刈羽中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中

大橋　菜智  1.25

柏崎･第三中

酒井　涼葉  2.20 杭田　萌  2.00 棚岡　愛瑠  1.90

刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中

山口　真季  3.52 早津　葵  3.25 猪爪　真衣  3.20 小山　日莉  3.15 中町　真菜  3.10 樋熊　美珠  3.10 廣田　優歩  3.02 平本　静奈  3.01

柏崎･第一中 柏崎･第三中 柏崎･南中 新発田･本丸中 十日町･下条中 十日町･下条中 新発田･本丸中 柏崎･第三中

田村　樺珠  7.70 片桐　麗  7.68 岡田　菜美樹  7.66 長澤　安穏  7.51 近藤　紗矢  7.21 田邉　麗安  7.01 金子　未悠  6.73 桒野　日向  6.50

十日町･下条中 柏崎･東中 柏崎･第三中 柏崎･第一中 柏崎･西山中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中

猪爪　和暖  6.9 関　佑菜  7.1 野村　朱里  7.2 下條　怜香  7.3 加藤　多英  7.4

柏崎常盤 新潟産大附 新潟産大附 柏崎 柏崎

大塚　彩加  7.2 廣田　春陽  7.4

柏崎総合 柏崎常盤

岩田　胡桃  7.4

柏崎総合

長部　果穂  2:33.4 山田　美慶  2:37.3 太田　紗椰  2:38.7 室星　咲彩  2:39.3 罍　夏未  2:40.8 塚田　梨乃  2:41.0 齊藤　絵理奈  2:41.2 吉野　紗英  2:49.9

新潟産大附 新潟産大附 柏崎常盤 柏崎 柏崎常盤 柏崎総合 柏崎総合 新潟産大附

加藤　多英  7.9 岩田　胡桃  8.6 齊藤　絵理奈  9.7

柏崎 EGR 柏崎総合 柏崎総合

熊木　菜緒  2.50

柏崎

廣田　春陽  3.43 猪爪　和暖  3.14 武本　実久  3.13 小山　舞華  3.11 下條　怜香  2.50 大橋　優花  2.19

柏崎常盤 柏崎常盤 柏崎常盤 柏崎常盤 柏崎 柏崎常盤

高橋　しおみ  9.76 赤堀　舞  9.06 櫛引　天音  7.38 下條　怜香  7.10 本多　由季  6.32 桒原　里都  5.50

新潟産大附 柏崎総合 柏崎総合 柏崎 柏崎常盤 柏崎常盤
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主催団体名 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 第４２回柏崎室内陸上競技記録会
期日・時刻 2016/1/23、30 審判長

競技場名 刈羽中学校体育館
柏崎市総合体育館

記録主任 吉田　昭仁

小学女子 1月30日 50m

1月30日 800m

1月30日 走幅跳

中学女子 1月30日 50m

1月30日 800m

1月30日 50mH

1月23日 走高跳

1月23日 棒高跳

1月30日 走幅跳

1月30日 砲丸投

高校・一般女子 1月30日 50m

1月30日 800m

1月30日 50mH

1月23日 棒高跳

1月30日 走幅跳

1月30日 砲丸投


