
日付 種目

小山　智也  6.8 布施　幸祐  7.1 中村　健  7.7 神崎　凌汰  7.8 大槻　陽  7.9 村山　安慈  8.9

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

沖　旭  7.7 片桐　禅太  7.8

柏崎T&F 柏崎T&F

片桐　禅太  2:46.8 灰野　寧緒  3:01.5 砂塚　新汰  3:17.3

柏崎T&F NGR 柏崎T&F 柏崎T&F

沖　旭  1.35

柏崎T&F

布施　幸祐  3.70 沖　旭  3.34 松井　凛音  3.08

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

近藤　蒼依  6.1 久住　孔太  6.3 山賀　清輝  6.5 松野　伶音  6.6

アプローズラン柏崎 EGR 柏崎･瑞穂中 柏崎･東中 柏崎･鏡が沖中

石川　蓮汰朗  6.5 押見　敏暉  6.6

柏崎･第二中 柏崎･鏡が沖中

阿部　一樹  6.6

柏崎･鏡が沖中

藤巻　真能  6.6

柏崎･東中

星野　大地  4:39.9 渡邊　　悠太  4:43.9 石川　蓮汰朗  4:57.0 井上　孝平  4:58.5 田邉　幹人  5:03.2 髙橋　蒼  5:06.0 丸山　京介  5:06.2 森山　翔貴  5:06.5

柏崎･第一中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第二中 魚沼･堀之内中 柏崎･第五中 魚沼･堀之内中 十日町･下条中 魚沼･堀之内中

松野　伶音  7.6 須貝　陽介  7.8 関根　樹  8.1 渡邉　拓海  8.3 村田　大和  8.4

柏崎･鏡が沖中 新発田･本丸中 魚沼･堀之内中 柏崎･第三中 柏崎･第一中

小林　陸玖  7.8 石山　陽斗  8.3 和田　栄祐  8.4

柏崎･第一中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･西山中

和田　栄祐  1.60 山波　克彰  1.50 小林　優大  1.50 横関　巧  1.50 渡邉　拓海  1.50 中町　優真  1.50

柏崎･西山中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 十日町･下条中

五十嵐　一貴  1.50 齋藤　大斗  1.50

柏崎･西山中 柏崎･第三中

中山　祐希  4.30 佐藤　恭平  3.40 小潟　陸斗  3.30 永井　主馬  3.20 池田　翼  3.10 横関　嶺  3.10 飯田　拓誠  3.10 小林　陸玖  3.00

刈羽･刈羽中 NGR 十日町･十日町中 柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中 柏崎･第三中 柏崎･第一中 柏崎･第一中

小林　陸玖  7.68 中町　優真  7.56 田邉　悠真  7.47 小林　優大  7.45 飯田　拓誠  7.16 高野　亮人  7.08 髙橋　斗亜  7.06 本田　知寛  7.04

柏崎･第一中 十日町･下条中 柏崎･東中 柏崎･第三中 柏崎･第一中 柏崎･第一中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第二中

松井　健二  10.46 前田　瑛藍  9.96 小山　陸  9.41 中村　翔太  9.15 髙橋　斗亜  9.08 末崎　日成太  9.07 大橋　夏輝  7.63 鬼山　翔湧  7.42

柏崎･第二中 柏崎･第一中 柏崎･第一中 柏崎･第三中 柏崎･瑞穂中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第一中 刈羽･刈羽中

若林　康太  6.1 保坂　樹  6.2 江村　翼  6.3 山本　昂輝  6.4

新潟産大附 柏崎常盤 新潟産大附 新潟産大附

田辺　陽暉  6.3 大平　和輝  6.4

長岡工 長岡工

宮下　一太  6.3

新潟産大附

中村　友樹  6.3

柏崎工

兵衛　颯太  6.3

柏崎工

吉川　航友  4:32.2 新田　李輝  4:32.8 吉川　純  4:33.6 山田　圭佑  4:38.9 近藤　隼  4:40.8 木澤　太希  4:41.0 海津　竜馬  4:44.6 清水　翔太  4:46.6

柏崎工 長岡工 長岡工 柏崎工 新潟産大附 新潟産大附 柏崎工 柏崎工

澤田　翔太  7.1 久保　拓郎  7.2 布施　拓海  7.3 中村　純平  7.6 澤田　利希  7.7 小林　碧  7.8

新潟産大附 NSF TFC 新潟産大附 新潟産大附 柏崎･第三中 長岡工

保坂　樹  7.6

柏崎常盤

澁谷　蒼  1.75 小黒　凌太  1.65

長岡工 長岡工

品田　大樹  4.20 西倉　俊  4.10 堀　澪伊  4.10 尾身　和樹  4.00 中山　海晟  4.00 杉崎　直也  3.60

柏崎 新潟産大附 新潟産大附 国際情報 新潟産大附 新潟

布施　和大  9.04 中村　友樹  8.70 澁谷　蒼  8.61 宮下　一太  8.55 布施　拓海  8.04 霜田　卓磨  8.01 松原　汰透  7.78 小林　祐輝  7.76

NSF TFC 柏崎工 長岡工 新潟産大附 新潟産大附 柏崎工 柏崎工 新潟産大附

関　龍斗  10.52 岡村　光樹  10.46 前田　賢幸  9.26 稲田　嘉元  7.86 近藤　亮太  7.28 長井　旭  7.04 大林　歩夢  6.96

柏崎工 新潟産大附 柏崎総合 長岡工 柏崎工 柏崎常盤 柏崎

1月30日 立三段跳

1月30日 砲丸投

1月23日 走高跳

1月23日 棒高跳

1月30日 1500m

1月30日 50mH

1月30日 砲丸投

高校・一般男子 1月30日 50m

1月23日 棒高跳

1月30日 立三段跳

1月30日 50mH

1月23日 走高跳

中学男子 1月30日 50m

1月30日 1500m

1月23日 走高跳

1月30日 走幅跳

7位 8位

小学男子 1月30日 50m

1月30日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

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


