
ﾄﾗｯｸ審判長 宮田　正美
跳躍審判長 浅野　政和
投擲審判長 大野　善

【開催日】 平成30年5月25日～28日 記録主任： 難波　克栄
【主催団体】 (一財)新潟陸上競技協会・新潟県高体連 決勝記録一覧表
(HR:県高校記録) 女  子 【競技場】デンカビッグスワンスタジアム

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/27 女子  +0.3 田中  更紗(3) 12.08 吉井  里々子(2) 12.31 塚本  朱璃(3) 12.31 安達  有羽(2) 12.38 長谷川  ｻﾗ(2) 12.64 鈴木  杏(3) 12.67 土田  菜里香(2) 12.72 平野  愛奈(3) 12.74

１００ｍ 新潟商業高 新潟商業高 新潟明訓高 中越高 新潟明訓高 日本文理高 高田高 新潟産大附高
 5/28  +1.7 田中  更紗(3) 24.83 塚本  朱璃(3) 24.86 安達  有羽(2) 25.33 中村  花菜(3) 25.33 緑川  愛夏(2) 25.38 佐藤  夕葵(2) 25.52 佐藤  汀(1) 25.64 長井  未吹(3) 25.76

２００ｍ 新潟商業高 新潟明訓高 中越高 糸魚川高 新潟明訓高 東京学館新潟高 新潟産大附高 新潟商業高
 5/26 長井  未吹(3) 56.07 中村  花菜(3) 57.18 中川  聡美(2) 57.30 緑川  愛夏(2) 57.68 岡部  愛実(3) 57.69 佐々木  恩愛(3) 59.36 金田  萌花(3) 1:00.28 長谷川  麗菜(1) 1:00.93

４００ｍ 新潟商業高 糸魚川高 新潟商業高 新潟明訓高 新潟商業高 三条高 新潟第一高 新潟明訓高
 5/28 小林  朋子(3) 2:11.79 矢島  美緒(1) 2:14.77 谷間  咲南(3) 2:15.03 山岸  みなみ(2) 2:15.07 三浦  もも(3) 2:15.52 若尾  幸奈(1) 2:17.72 森橋  美月(3) 2:18.58 武田  芽依(1) 2:20.07

８００ｍ 新潟商業高 高田高 新潟第一高 新潟明訓高 新発田高 新潟第一高 新潟高 新潟明訓高
 5/26 小林  朋子(3) 4:33.61 山岸  みなみ(2) 4:35.45 小柳  千依(1) 4:35.87 柳  愛子(3) 4:36.27 高橋  雅(3) 4:37.31 田村  愛(3) 4:37.71 柿倉  花音(3) 4:40.36 羽鳥  さくら(1) 4:41.87

１５００ｍ 新潟商業高 新潟明訓高 小千谷 十日町高 新潟第一高 新潟商業高 長岡商高 小千谷
 5/28 ﾏｰｼｬ  ｳﾞｪﾛﾆｶ(3) 9:19.99 羽鳥  さくら(1) 9:48.96 柳  愛子(3) 9:48.99 小柳  千依(1) 9:51.74 伊藤  柚葉(2) 9:53.10 近藤  愛(3) 9:55.80 杉本  雛鞠(2) 10:00.20 永田  彩水(3) 10:03.58

３０００ｍ 新潟産大附高 小千谷 十日町高 小千谷 新潟明訓高 十日町高 新潟第一高 新潟明訓高
 5/26  +1.3 関口  奈々(3) 14.54 柳  万葉(3) 14.57 本田  菜々(3) 14.61 倉石  珠倖(2) 14.68 原  知世(1) 14.77 田村  咲(3) 14.89 佐藤  優(1) 15.41

１００ｍＨ 新潟明訓高 十日町高 新潟明訓高 新潟明訓高 新潟産大附高 新潟南高 新潟商業高
 5/27 武田  愛菜(3) 1:03.26 田村  咲(3) 1:03.79 藤原  優香(3) 1:04.58 種岡  明莉(1) 1:05.04 関口  奈々(3) 1:05.18 原  知世(1) 1:06.91 庭野  由結(2) 1:07.30 古賀  衣織(3) 1:07.54

４００ｍＨ 新潟商業高 新潟南高 新潟商業高 新潟産大附高 新潟明訓高 新潟産大附高 十日町高 巻高
 5/26 渡辺    まりん(3)25:51.47 志賀  百恵(2) 27:40.55 木山  千皓(3) 27:51.18 白倉  鈴(3) 27:57.66 山口  穂乃花(3) 28:29.23 小田原  愛奈(2) 28:38.55 中俣  稀絵(3) 28:58.56 髙橋  ひな(2) 29:23.88

５０００ｍ競歩 長岡商高 新潟産大附高 新潟中央高 高田高 万代高 小出高 新潟第一高 新潟産大附高
 5/28 山口  悠(1) 1.64 土屋  美晏ﾌﾗｶﾞ(1) 1.61 髙井  咲希(2) 1.58 権瓶  祐季奈(3) 1.55 髙橋  真子(2) 新発田南高 1.50 神蔵  美空(1) 1.50 村山  朝霞(3) 1.50

走高跳 新潟商業高 佐渡高 三条商業高 日本文理高 新保  伽奈(3) 新潟産大附高 新潟商業高 長岡向陵高
齋藤  美羽(2)
長岡高

 5/25 田野  未典(3) 3.30 本間  木悠(3) 3.10 勝海  新奈(3) 3.10 小野  花織(2) 2.90 山田  菜奈(2) 2.80 酒井  涼葉(1) 2.70 小山  まりか(3) 2.70
棒高跳 新潟産大附高 HR 新発田高 柏崎高 柏崎高 新潟産大附高 新潟産大附高 十日町総合高

 5/26 吉田  実瑚(2) 5.63(+0.8) 閏間  美智加(3)5.49(+0.9) 小林  千夏(3) 5.40(+0.1) 星野  百香(3) 5.29(-0.3) 佐藤  栞(2) 5.27(-0.9) 樋口  夢乃(3) 5.18(-0.4) 小野  花織(2) 5.18(+0.9) 後藤  透海(1) 5.17(+0.7)
走幅跳 日本文理高 高田高 新潟南高 長岡大手高 新潟商業高 日本文理高 柏崎高 長岡向陵高

 5/27 樋口  夢乃(3)11.04(-0.3) 瀧澤  凜(3) 11.00(+0.6) 星野  百香(3)10.95(+2.5) 渡辺  叶乃子(3)10.83(+0.5) 立川  瑠華(2)10.75(+0.6) 豊島  彩花(2)10.72(-0.8) 田中  佑依(3)10.67(+0.3) 小川  侑真(2)10.63(+0.3)
三段跳 日本文理高 小千谷 長岡大手高 開志国際高 日本文理高 東京学館新潟高 東京学館新潟高 新潟産大附高

 5/28 森川  加奈子(3) 11.53 新井  真理彩(3) 11.48 北見  優花(2) 11.43 高山  陽菜(1) 11.14 中山  芽(3) 10.99 中澤  麻桜(3) 10.66 六井  ゆり(3) 10.62 古井  瑛莉(2) 10.50
砲丸投 新潟明訓高 新潟産大附高 長岡商高 東京学館新潟高 新潟中央高 八海高 新発田高 新潟商業高

 5/25 新井  真理彩(3) 38.07 六井  ゆり(3) 33.48 森川  貴実子(1) 32.90 石川  遥(3) 32.41 早川  香子(2) 30.61 武田  玲南(1) 30.21 中澤  麻桜(3) 28.98 坂井  暉(2) 28.46
円盤投 新潟産大附高 新発田高 新潟明訓高 巻高 巻高 長岡商高 八海高 新発田南高

 5/26 今井  明日香(3) 44.38 中山  芽(3) 36.64 樋口  美幸(3) 34.46 古俣  真由子(3) 34.02 渡邊  凪紗(3) 34.02 長谷川  奈海(2) 33.49 近藤  梨々香(2) 32.77 池田  花恋(3) 32.04
やり投 日本文理高 新潟中央高 佐渡高 東京学館新潟高 新発田南高 新潟東高 新潟産大附高 巻高

 5/26 鴨居  小春(3) 46.95 北見  優花(2) 44.13 坂井  暉(2) 39.96 和栗  もも(3) 38.44 大塚  瑞稀(3) 37.07 六井  ゆり(3) 35.47 金子  遥菜(3) 32.73 宮沢  美里(3) 29.70
ハンマー投 上越総合技術高 長岡商高 新発田南高 新潟産大附高 見附高 新発田高 新潟商業高 十日町高

 5/26 新潟商業高       47.32 新潟明訓高       47.86 中越高       48.90 新潟産大附高       49.39 新潟高       49.80 新潟南高       49.93 十日町高       50.01 小出高       50.42
４×１００ｍ 田中  更紗(3) 関口  奈々(3) 髙野  莉子(3) 尾崎  愛実(2) 五十嵐  里香(3) 滝沢  美空(3) 遠田  花(2) 鈴木  真由(2)

長井  未吹(3) 塚本  朱璃(3) 山村  紋叶(2) 平野  愛奈(3) 田中  舞(3) 藤田  咲花(2) 遠田  海佳(2) 小嶋  愛梨(2)
遠山  侑里(1) 長谷川  ｻﾗ(2) 長谷川  淑乃(2) 小川  侑真(2) 手代木  慶(3) 皆木  彩花(2) 関口  鈴乃(3) 西牧  杏璃(2)
吉井  里々子(2) 緑川  愛夏(2) 安達  有羽(2) 南雲  晴陽(3) 小幡  玲(1) 田村  咲(3) 柳  万葉(3) 田中  みなみ(3)

 5/28 新潟商業高     3:49.00 新潟明訓高     3:57.14 中越高     3:57.60 高田高     3:59.07 新潟産大附高     3:59.28 東京学館新潟高    3:59.70 新発田高     4:00.93 三条高     4:03.55
４×４００ｍ 岡部  愛実(3) 長谷川  麗菜(1) 長谷川  淑乃(2) 閏間  美智加(3) 平野  愛奈(3) 鈴木  瑠那(2) 本間  木悠(3) 髙橋  和華(3)

武田  愛菜(3) 緑川  愛夏(2) 山村  紋叶(2) 須崎  涼風(3) 南雲  晴陽(3) 佐藤  夕葵(2) 布川  陽菜(3) 武田  彩花(2)
中川  聡美(2) 関口  奈々(3) 安達  有羽(2) 土田  菜里香(2) 種岡  明莉(1) 豊島  彩花(2) 三浦  もも(3) 髙橋  未来(2)
長井  未吹(3) 塚本  朱璃(3) 髙野  莉子(3) 矢島  美緒(1) 原  知世(1) 丸山  野乃(3) 菅  彩海花(3) 佐々木  恩愛(3)

 5/28 渡邊  凪紗(3) 4004 磯貝  はな(2) 3560 古俣  真由子(3) 3531 寺澤  瑞穂(3) 3513 西島  希(2) 3507 野水  古都子(3) 3379 新保  伽奈(3) 3361 磯部  萌(2) 3349
七種競技 新発田南高 新潟商業高 東京学館新潟高 長岡大手高 開志国際高 東京学館新潟高 新潟産大附高 新発田中央高


