
天候 　晴れ　　　

会場　　佐渡市陸上競技場 気温　　２4　℃

氏名 校　名 記録 氏名 校　名 記録 氏名 校　名 記録 氏名 校　名 記録

１００ｍ 土屋　太偉哉 行谷 大会新13"79  神蔵　琉久 両津吉井 大会新14"45 大地　永純 金井 14"86 田屋　旺祐 河原田 15"09

８０ｍH 坂野　迅海 河崎 16"04 本間　友那 畑野 16"12 榎　俊哉 畑野 16"72 本間　悠斗 両津 17"12

１５００ｍ 本間　琳太郎 真野 5'30"30 榎　烈華　 金井 5'41"11 齋藤　優伍 小木 5'41"72 本間　朝葉 二宮 5'52"96

走高跳 土屋　斗希桜 行谷 1m13 金子　侑叶 赤泊 1m10 伊藤　想 真野 1m10

後藤　青空

岡﨑　善

村上　瑛太

羽茂

二宮

羽茂

1m05

走幅跳 中川　友輝 畑野 3m49 仲村　日葵 真野 3m42 山本　夜白 相川 3m41 山城　政人 金井 3m41

ボール投げ 山本　新太 新穂 11m36 加藤　迅青 羽茂 10m91 中山　泰星 八幡 10m79 小島　綾太 加茂 10m61

リレー 1'00"55 1'00"88 1'02"49 1'02"56

１００ｍ 佐野　綾音 羽茂 15"40 齋藤　萌花 金井 15"96 平山　葵里 八幡 16"10 石見　碧葉 真野 16"11

８０ｍH 三浦　ゆう 新穂 16"93 佐藤　早姫 小木 17"31 秋場　優羽 羽茂 17"81 大久保　利華 相川 17"92

８００ｍ 渡邉　果波 両津 2'56"13 岩井　さくら 真野 2'56"53 田口　梨愛 加茂 2'57"16 髙野　陽佳里 小木 3'02"25

走高跳 中村　日咲 河原田 1m21 菊池　麗來 赤泊 1m17 瀧下　夏希 高千 1m05 金子　瑠佳 真野 1m05

走幅跳  神蔵　美也子 両津吉井 3m49 服部　紗依 畑野 3m36 柴田　夏季 相川 3m29 坪根　美羽 羽茂 3m14

ボール投げ 渡邉　友美 畑野 10m06 高橋　ひまり 八幡 9m33 金子　智恵美 真野 9m26 中川　実乃里 真野 8m67

リレー 1'04"50 1'05"15 1'05"35 1'05"46

１００ｍ 高野　絆 金井 13"62 山口　竜德 畑野 14"13 若林　歩夢 八幡 14"47 霍間　仁宏 新穂 14"53

８０ｍH 末武　優生 相川 13"62 本間　海翔 金井 13"64 和田　信之介ヤシン 七浦 15"33 萩原　央翔 八幡 15"53

１５００ｍ 大木戸 快成 両津吉井 大会新4'59"05 秋場  夏陽 二宮 大会新5'00"27 中山　裕斗 高千 5'08"55 髙野　佑輔 真野 5'14"60

走高跳 大平　弦 金井 1m26 川岸　響 真野 1m23 青木 礼波野 新穂 1m23 服部　颯希 羽茂 1m15

走幅跳 小島　正純 河崎 3m77 橘　涼馬 金井 3m68 引野　和哉 新穂 3m65 菊池　凌生 八幡 3m64

ボール投げ 石塚　涼平 赤泊 16ｍ55 中川  陽翔 二宮 13ｍ59 後藤　李玖 羽茂 13m56 本間　大貴 新穂 13ｍ42

リレー 57"20 59"18 1'00"92 1'01"12

１００ｍ 金子　優生 金井 14"60 本間　瑠衣 畑野 14"74 伊藤 千広 両津吉井 15"06 天澤　彩有里 羽茂 15"33

８０ｍH 山口　真央 新穂 15"73 市橋　雫 畑野 15"99 銀水　千夏 真野 16"90 高橋　世凪 真野 16"92

８００ｍ 東野　海和 羽茂 大会新2'34"54 戸﨑  奏空 二宮 2'45"37 本田　寛乃 新穂 2'49"43 永田　美琴 畑野 2'50"03

走高跳 石川  百花 二宮
大会新

1m35
土岐　和 新穂 1m21 祝　　心杏 加茂 1m18 古川　心桜 新穂 1m15

走幅跳 金光  咲彩 二宮 4m01 中川　晶稀 畑野 3m64 中川　海咲 畑野 3m60 井藤　あかり 小木 3m58

ボール投げ 本間　千夏 金泉 11m72 後藤　小波 畑野 11m59 平山　那央 八幡 10m94 石橋　凜和 金井 10m82

リレー 59"56 1'00"96 1'00"99 1'01"25

1'04"41 1'10"15 1'10"35 1'15"06

令和元年度　　第4１回佐渡市小学校親善陸上競技大会　成績一覧表（１～４位） 令和元年9月25日（水）

１　　　　　位 ２　　　　　位 ３　　　　　位 ４　　　　　位

金井 行谷 両津吉井 畑野

両津 加茂 畑野 金井

金井 真野 八幡 河原田

畑野 二宮 真野 羽茂

ミックスリレー 高千 前浜 内海府 松ヶ崎

５

　

　

男

５

　

　

女

６

　

　

男

６

　

　

女



天候 　晴れ　　

会場　　佐渡市陸上競技場 気温　　２4℃

氏名 校　名 記録 氏名 校　名 記録 氏名 校　名 記録 氏名 校　名 記録

１００ｍ 中川　大翔 赤泊 15"39 山城　太一 金井 15"61 藤井　希 小木 15"63 末武　莉弥 金井 15"86

８０ｍH 塚本　匠人 高千 17"65 近藤　悠翔 赤泊 17"71 市川　楓翔 小木 17"74 相田　宏渉 新穂 17"80

１５００ｍ 島岡　隼人 金井 5'55"52 木下　遥斗 小木 5'58"19 長井　亮 畑野 5'59"28 土屋　遼平 畑野 5'59"90

走高跳 齋藤　大翔 両津 1m00 石井　優仁 新穂 1m00

走幅跳 山本　春琉 金井 3m38 中川　流弥 畑野 3m23 髙山　朔來 加茂 3m23 本間　広夢 松ヶ崎 3m22

ボール投げ 土屋　康史朗 金井 10m50 本間　海翔 行谷 10m41 池田　悠真 相川 10m14 岩﨑　一也 河原田 10m06

リレー 1'04"48 1'04"53 1'04"64 1'05"39

１００ｍ 齋藤　心美 加茂 16"15
山下　美海

清田　莉菜

加茂

加茂
16"28 細野　葉月 畑野 16"45

８０ｍH 齋藤　美羽 両津 17"94 金子　ほのか 畑野 18"18  市橋　結 両津吉井 18"39 雜賀　朔來 畑野 18"40

８００ｍ 越後　綾華 河崎 3'02"68 児玉　美優 相川 3'04"27 三浦　真桜 金泉 3'06"09 椿　彩矢 畑野 3'06"14

走高跳 藤井　美羽 両津吉井 1m05 藤井　玲那 両津 1m00
山本　菜月

寺尾　日那

七浦

二宮
1m00

走幅跳 山口 このこ 加茂 3m11 白川　藍花 金泉 2m96 倉内　茉優 八幡 2m85 松木　菜奈 河崎 2m84

ボール投げ 本間　結 河崎 8m48 計良　聡美 新穂 8m36 信田　瑞穂 畑野 7m24 関東　美桜 加茂 7m21

リレー 1'06"56 1'06"66 1'06"75 1'07"59

１００ｍ 山本　照嘉 真野 14"56 雜賀　塔也 金井 14"66 金子　直生 金井 14"77 伊藤　仁 加茂 14"92

８０ｍH 伊藤  青那 二宮 15"65 垣並  大哉 二宮 16"12 白川　楓 金泉 16"23 後藤　晴瑠 真野 16"90

１５００ｍ 菊地　成瑠 金井 5'26"19 村川　龍 真野 5'34"88 加藤　優志 畑野 5'35"25 佐京　大志 加茂 5'40"72

走高跳 松田　大翔 真野 1m10 藤岡　心頼 河原田 1m10 塚本　碧海 両津 1m10
佐藤　志之

岩本　凰希

両津

七浦
1m10

走幅跳 近藤　勇輝 赤泊 3ｍ59 戸田　歩夢 河原田 3ｍ56 大塲　翔太 加茂 3ｍ52 渡辺　健太 河原田 3ｍ47

ボール投げ 大間　悠太 畑野 13ｍ37 菊池　李久 河崎 13ｍ13 磯野　光希 両津 12m25 土岐　優成 新穂 12ｍ20

リレー 1'01"19 1'01"73 1'02"26 1'02"58

１００ｍ 伊藤　未潤 真野 15"37 坂下　葉奈 加茂 15"61 中川　按奈 河原田 15"65 山本　莉維 相川 15"90

８０ｍH 葛原　結衣 羽茂 16"94 青柳  結衣 二宮 17"06 尾﨑 七星 両津吉井 17"12 稲辺　美穂 八幡 17"25

８００ｍ 池田　汐那 八幡 2'50"53 水野　凛 金泉 2'51"75 髙野　れあ 真野 2'52"61 菊地　未優 金井 2'53"95

走高跳 計良　早紀 新穂 1ｍ15

齊藤　澪

名田　海愛

西野　あゆみ

赤泊

加茂

両津吉井

1ｍ05

走幅跳 古藤　凛 金井 3m50 計良　侑実里 真野 3m45 石塚　青葉 真野 3m39 梅川　奈由多 金井 3m38

ボール投げ 大木戸　愛佳 両津吉井 10m62 鈴木　ねいろ 小木 9m94 菊地　心優 河原田 9m24 中田　凜 両津 9m24

リレー 1'01"51 1'03"76 1'03"80 1'03"90

令和元年度　　第41回佐渡市小学校親善陸上競技大会　成績一覧表（５～８位） 令和元年9月25日（水）

５　　　　　位 ６　　　　　位 ７　　　　　位 ８　　　　　位

二宮 赤泊 小木 真野

河原田 真野 二宮 八幡

河崎 二宮 赤泊 新穂

金井 八幡 河崎 両津吉井

ミックスリレー

５

　

　

男

５

　

　

女

６

　

　

男

６

　

　

女
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