
日付 種目

佐藤　汀  12.59 (+1.7) 中村　花菜  12.66 (+1.7) 遠田　海佳  12.71 (+1.7) 五十嵐　萌  12.72 (+1.7) 尾崎　愛実  12.82 (+1.7) 平野　愛奈  12.84 (+1.7) 五十嵐　星花  13.01 (+1.7) 閏間　美智加  13.16 (+1.7)

新潟産大附高 糸魚川高 十日町高 東京学館新潟高 新潟産大附高 新潟産大附高 東京学館新潟高 高田高

佐藤　汀  25.73 (+1.2) 佐藤　夕葵  26.14 (+1.2) 加藤　名奈  26.30 (+1.2) 五十嵐　萌  26.53 (+1.2) 南雲　晴陽  26.64 (+1.2) 原　知世  26.79 (+1.2) 古俣　真由子  26.90 (+1.2)

新潟産大附高 東京学館新潟高 東京学館新潟高 東京学館新潟高 新潟産大附高 新潟産大附高 東京学館新潟高

中村　花菜  59.70 加藤　名奈  1:01.02 佐藤　夕葵  1:01.79 丸山　野乃  1:01.81 志田　和香奈  1:02.58 須崎　涼風  1:03.27 種岡　明莉  1:04.36

糸魚川高 東京学館新潟高 東京学館新潟高 東京学館新潟高 三条東高 高田高 新潟産大附高

柳　愛子  4:41.90 近藤　愛  4:42.14 佐藤　愛華  4:52.54 田中　絢音  4:59.02 大石　朋佳  5:00.58 佐藤　礼奈  5:08.70 関　萌華  5:08.80 ムネネ　メリー  5:10.80

十日町高 十日町高 東京学館新潟高 新潟産大附高 十日町高 十日町高 三条東高 新潟産大附高

マーシャ　ヴェロニカ  9:40.89 近藤　愛  10:02.20 柳　愛子  10:14.70 宮山　碧唯  10:32.50 佐藤　愛華  10:35.18 馬場　好香  10:51.89 津端　喜子  11:06.26 佐藤　礼奈  11:11.97

新潟産大附高 GR 十日町高 十日町高 新潟産大附高 東京学館新潟高 十日町高 十日町高 十日町高

柳　万葉  14.76 (+1.6) 原　知世  14.94 (+1.6) 佐藤　菜月  15.40 (+1.6) 庭野　由結  15.72 (+1.6) 新保　伽奈  15.83 (+1.6) 松井　愛音  16.15 (+1.6) 小田　里奈  16.34 (+1.6) 野水　古都子  16.96 (+1.6)

十日町高 新潟産大附高 十日町高 十日町高 新潟産大附高 柏崎高 新潟産大附高 東京学館新潟高

種岡　明莉  1:06.73 土田　菜里香  1:06.87 須崎　涼風  1:07.54 庭野　由結  1:08.95 松井　愛音  1:10.68 小田　里奈  1:16.85

新潟産大附高 高田高 高田高 十日町高 柏崎高 新潟産大附高

東京学館新潟高Ａ  49.71 新潟産大附高A  50.03 十日町高A  50.72 新潟産大附高B  50.94 柏崎高  51.57 高田高  51.82 三条東高  52.46 東京学館新潟高Ｂ  52.79

五十嵐　星花 尾崎　愛実 遠田　花 田中　夕愛 小野　花織 稲葉　愛 勝又　芽衣 宇治　希々花

加藤　名奈 平野　愛奈 遠田　海佳 原　知世 勝海　新奈 土田　菜里香 志田　和香奈 佐藤　彩夢

古俣　真由子 小川　侑真 関口　鈴乃 佐藤　汀 武田　沙来 須崎　涼風 金子　千春 梅川　彩里

五十嵐　萌 南雲　晴陽 柳　万葉 早川　文音 松井　愛音 閏間　美智加 佐藤　花菜 荻野　千翔

新保　伽奈  1.56 三宮　瑞季  1.45 真貝　葵  1.45

新潟産大附高 新潟産大附高 柏崎高

勝海　新奈  3.00 小野　花織  2.80 小山　まりか  2.60 山田　菜奈  2.50 杭田　萌  2.30

柏崎高 =GR 柏崎高 十日町総合高 新潟産大附高 新潟産大附高

酒井　涼葉  2.50

新潟産大附高

閏間　美智加  5.31 (+0.6) 小野　花織  5.03 (-0.6) 小川　侑真  5.00 (+2.0) 高橋　ひなた  5.00 (+1.6) 勝又　芽衣  w4.90 (+2.4) 金子　千春  4.90 (+1.6) 早川　文音  4.87 (+0.8) 稲葉　愛  4.84 (+1.2)

高田高 柏崎高 新潟産大附高 東京学館新潟高 三条東高 三条東高 新潟産大附高 高田高

豊島　彩花  w10.65 (+2.4) 小川　侑真  10.31 (+1.8) 田中　佑依  10.19 (+1.6) 小泉　莉央  w9.73 (+2.9) 田邉　愛佳  8.89 (+0.9)

東京学館新潟高 新潟産大附高 東京学館新潟高 六日町高 柏崎翔洋中等

新井　真理彩  11.05 高山　陽菜  9.03

新潟産大附高 東京学館新潟高

新井　真理彩  40.37 早川　香子  30.26 石川　遥  29.68 宮沢　美里  25.44 小田島　夏生  24.90 伏江　眞奈  21.77 長部　星菜  18.03

新潟産大附高 巻高 巻高 十日町高 新潟産大附高 柏崎高 見附高

鴨居　小春  44.18 大塚　瑞稀  36.31 和栗　もも  34.45 宮沢　美里  31.38 高山　陽菜  17.82

上越総合技術高 見附高 新潟産大附高 十日町高 東京学館新潟高

松本　愛美  12.80 (+1.2) 藤ノ木　結奈  13.08 (+1.2) 伊比　琴美  13.26 (+1.2) 佐藤　朱莉  13.28 (+1.2) 緒方　陽菜  13.28 (+1.2) 大橋　瑠希亜  13.31 (+1.2) 池田　奈央  13.31 (+1.2) 山田　萌々  13.36 (+1.2)

柏崎･鏡が沖中 新潟･小針中 柏崎･西山中 柏崎･第三中 新潟･小針中 新潟･小針中 上越･春日中 柏崎･第三中

池田　奈央  w26.86 (+2.7) 土屋　ほのか  w26.86 (+2.7) 大橋　瑠希亜  w26.91 (+2.7) 川尻　唯生  w27.48 (+2.7) 丸山　弥鈴  w27.78 (+2.7) 山田　萌々  w27.87 (+2.7) 壁下　澪  w27.93 (+2.7) 荻原　希乃愛  w28.19 (+2.7)

上越･春日中 軽井沢A&AC 新潟･小針中 柏崎･東中 中魚･津南中等(中) 柏崎･第三中 柏崎･第三中 軽井沢A&AC

本間　彩花  2:29.93 村松　華來  2:30.67 小黒　陽菜  2:32.12 清水　美菜  2:34.64 奥山　紗英  2:34.72 中條　茜  2:35.12 引間　里加  2:35.14 天野　琴美  2:35.16

柏崎･瑞穂中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第二中 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･南中 新潟･小針中 十日町･水沢中 柏崎･第二中

本間　彩花  5:08.07 村松　華來  5:09.14 塚田　真由  5:24.28 中條　茜  5:24.32 竹田　美芙由  5:30.50 川野　歩莉  5:31.38 長谷川　茉海  5:31.58 俵谷　こはる  5:32.61

柏崎･瑞穂中 柏崎･瑞穂中 新潟･小針中 新潟･小針中 刈羽･刈羽中 柏崎T&F 上越･春日中 新潟･小針中

土屋　ほのか  14.23 (+1.4) 松本　愛美  14.38 (+1.4) 市村　彩美  14.65 (+1.4) 佐藤　朱莉  15.16 (+1.4) 大森　里香  15.28 (+1.4) 荻原　希乃愛  15.46 (+1.4) 中嶋　愛佳  16.04 (+1.4) 佐伯　風帆  16.06 (+1.4)

軽井沢A&AC GR 柏崎･鏡が沖中 GR 軽井沢A&AC GR 柏崎･第三中 GR 軽井沢A&AC GR 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC

新潟･小針中A  51.37 柏崎･鏡が沖中  51.79 柏崎･第三中  51.98 新潟･小針中B  53.49 柏崎･西山中A  54.74 柏崎･第二中  55.82 柏崎･松浜中  56.54 新潟･小針中C  57.10

緒方　陽菜 濁川　萌々子 藤懸　葉月 橘　音羽 阿部　さゆり 赤堀　結依 鈴木　梨央 小林　叶歩

藤ノ木　結奈 横田　愛果 壁下　澪 大滝　彩音 伊比　琴美 近藤　真彩 柴野　智映 澤口　愛月

樋口　優菜 権田　夏実 山田　萌々 磴　杏 米山　華音 湯本　莉奈 品田　悠 田中　雪乃

大橋　瑠希亜 松本　愛美 佐藤　朱莉 近藤　和佳 和田　美咲 天野　琴美 荒井　優音 西海　香音

松田　彩秀  1.61 土屋　ほのか  1.58 市村　彩美  1.58 大森　里香  1.43 荻原　希乃愛  1.43 近　美結菜  1.40 小西　愛咲  1.40 竹岡　古琴  1.40

村上･荒川中 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 村上･荒川中 中魚･津南中等(中) 軽井沢A&AC

こと子　かのん  2.50 諸橋　美璃  2.20 岡田　莉歩  2.20 近藤　愛加  2.10

刈羽･刈羽中 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 刈羽･刈羽中

品田　悠  2.20

柏崎･松浜中

大森　里香  4.97 (+0.5) 藤懸　葉月  4.81 (+0.6) 佐伯　三葉  4.78 (+0.4) 漆原　衣咲  4.51 (+0.1) 近藤　和佳  4.44 (+0.6) 和田　美咲  4.40 (+1.1) 濁川　萌々子  4.38 (+0.5) 鈴木　杏奈  4.27 (-0.3)

軽井沢A&AC 柏崎･第三中 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 新潟･小針中 柏崎･西山中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･南中

土屋　ほのか  10.11 市村　彩美  8.99 和栗　奈々  8.77 荻原　希乃愛  8.60 中嶋　愛佳  8.10 澤口　愛月  7.24 佐藤　綾恵  7.21 小山　瑠菜  6.87

軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 上越･安塚中 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 新潟･小針中 十日町･水沢中 柏崎･西山中

内山　花香  14.03 (+1.9) 今成　真菜  14.67 (+1.2) 両田　亜子  16.17 (+1.9) 川野　莉央  16.21 (+1.2) 葛綿　海音  16.47 (+1.2) 大島　心那  16.54 (+1.9) 長井　千夏  17.13 (+1.9) 吉田　遥  18.11 (+1.9)

辰の子クラブ 辰の子クラブ 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

山田　芽依  2:46.25 川野　莉央  2:51.78 両田　亜子  3:08.45 小関　結愛  3:16.16 天野　詩音  3:24.80

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

4月22日 200m

4月22日 800m

4月22日

7位1位 2位 3位 4位 5位 6位

やり投

中学女子 4月21日 100m

4月21日 円盤投

4月22日

4月22日 800m

走高跳

4月21日 1500m

4月21日 100mH

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 第47回柏崎選手権
期日・時刻 2018年4月21日（土）22日（日） 審判長

4月21日 砲丸投

小学女子 4月22日 100m

4月21日 棒高跳

4月21日 走幅跳

4月22日 4x100mR

4月22日

ﾊﾝﾏｰ投

4月22日 三段跳

4月22日 砲丸投

4月21日 棒高跳

4月21日 走幅跳

4月22日 4x100mR

4月22日 走高跳

4月21日 100mH

4月22日 400mH

4月21日 1500m

4月22日 3000m

4月22日 200m

4月21日 400m

一般･高校女子 4月21日 100m

主催団体名 柏崎市陸上競技協会

坂井　和之　花井　憲雄

陸協名 柏崎市陸上競技協会

8位

競技場名 柏崎市陸上競技場 記録主任 吉田　昭仁




