
日付 種目

松原　誓哉(6)  6.9 布施　幸祐(6)  7.0 村山　安慈(6)  7.4 片桐 　禅太(6)  7.6 灰野　寧緒(5)  7.9 松井　凛音(6)  8.2

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

三宮　綾太(5)  8.2

柏崎T&F

佐藤　飛雅(4)  8.2

柏崎T&F

片桐 　禅太(6)  2:40.4 灰野　寧緒(5)  2:48.7 伊原　翔太(3)  2:58.9 砂塚　新汰(5)  2:59.4 小相沢　瑛翔(4)  2:59.8 髙橋　悠河(3)  3:01.0

柏崎T&F GR 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 腰越ＪＳＣ 柏崎T&F

灰野　寧緒(5)  1.25

柏崎T&F

布施　幸祐(6)  3.68 松井　凛音(6)  3.24 島津　慶太郎(6)  3.00 三宮　綾太(5)  2.77 木村　莉玖(5)  2.74

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

久住　孔太(2)  6.1 小山　智也(1)  6.3 山賀　清輝(2)  6.4 山﨑　開智(1)  6.5

柏崎･瑞穂中 EGR 柏崎･鏡が沖中 柏崎･東中 柏崎･第二中

松﨑　大晟(2)  6.5

柏崎･鏡が沖中

稲村　開登(2)  6.5

柏崎･第三中

阿部　一樹(2)  6.5

柏崎･鏡が沖中

山田　流矢(2)  6.5

柏崎･第三中

宮山　悠希(2)  4:47.5 星野　友郎(2)  4:55.5 久我　勇太(1)  4:56.6 石橋　燎(2)  4:56.8 小林　祐太(2)  4:57.5 佐々木　丈太朗(2)  4:58.5 池田　葉月(2)  5:02.9 片桐　旭(1)  5:04.0

柏崎･第二中 魚沼･小出中 柏崎･東中 柏崎･第二中 新発田･本丸中 新発田･本丸中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第一中

村田　大和(2)  7.6 齋藤　大斗(2)  8.0 渡辺　友羽(1)  8.2 岩城　翔大(2)  8.3 髙田　将平(2)  8.4

柏崎･第一中 柏崎･第三中 魚沼･小出中 新発田･本丸中 新発田･本丸中

石山　陽斗(2)  7.6 原　崚平(1)  8.3

柏崎･鏡が沖中 柏崎･第一中

山之内　優斗(1)  8.3

魚沼･小出中

渡邊　瑠伊(2)  1.75 齋藤　大斗(2)  1.60 沖　旭(1)  1.50

北蒲･聖籠中 柏崎･第三中 柏崎･第三中

飯田　拓誠(2)  4.00 加藤　壮(2)  3.30 中川　泉瑠(2)  3.20 数藤　惇平(2)  3.20 井澤　快(2)  2.90 重野　皓哉(2)  2.90 新井　諒(2)  2.90 此村　寿貴也(2)  2.80

柏崎･第一中 刈羽･刈羽中 十日町･川西中 十日町･川西中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 北蒲･聖籠中

小山　智也(1)  7.51 飯田　拓誠(2)  7.37 品川　　大樹(2)  7.17 山田　流矢(2)  7.10 高野　亮人(2)  7.09 阿部　康成(2)  7.07 沖　旭(1)  7.05 本間　大和(2)  7.04

柏崎･鏡が沖中 柏崎･第一中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第三中 柏崎･第一中 新発田･本丸中 柏崎･第三中 長岡･堤岡中

前田　瑛藍(2)  13.35 中塚　公輝(3)  12.38 鬼山　翔湧(2)  9.30 上村　光(2)  9.20 渡邊　龍河(2)  9.15 本間　大梧(2)  8.43 阿部　聡(2)  8.08 小山　優心(2)  7.65

柏崎･第一中 GR 刈羽･刈羽中 GR 刈羽･刈羽中 柏崎･西山中 柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 柏崎･第一中 柏崎･第三中

渡辺　大輔  6.0 小池　優輝  6.1 小川　達也  6.2

RizeAC RizeAC 長岡AC

五十嵐　祐樹  6.1 江口　祐太  6.2

RizeAC 長岡AC

大平　和輝(2)  6.1 矢坂　昇太(1)  6.2

長岡工 新潟産大附

竹内　駿太(2)  6.2

三条商

吉川　巧(1)  4:38.6 新野　錬(2)  4:43.2 鈴木　直人(1)  4:45.9 小松　颯太(1)  4:56.7 三宮　慶祐(2)  4:57.7 丸山　哲平(1)  5:24.1

長岡工 新潟産大附 長岡工 柏崎工 柏崎常盤 長岡工

原　駿介(1)  7.3 澤田　利希(1)  7.6 徳永　真人(1)  7.7 庭山　烈王(1)  8.0

柏崎工 新潟産大附 新潟産大附 柏崎総合

五十嵐　直人(2)  7.3 山賀　直樹(1)  7.6

三条商 新潟産大附

小林　碧(2)  7.6

長岡工

田村　空嶺(1)  1.85 田村　藍介(1)  1.70 岩下　初音(1)  1.60 庭山　烈王(1)  1.45

新潟産大附 柏崎総合 新潟産大附 柏崎総合

小俣　伊織(2)  4.70 中山　祐希(1)  4.20 星名　晃輔(1)  4.00 秋山　友飛(1)  4.00 生田　峰之(1)  3.80

新潟産大附 GR 新潟産大附 十日町総合 六日町 柏崎

布施　和大  8.99 五十嵐　勇貴(3)  8.55 宮下　一太(3)  8.54 田村　空嶺(1)  8.47 布施　拓海  8.02 渡邉　祐介  7.92 西巻　光(1)  7.82 松原　汰透(2)  7.81

NSF TFC 東京学館新潟高校 新潟産大附 新潟産大附 NFS TFC 長岡AC 柏崎工 柏崎工

對木　隆介  14.61 小幡　建斗(1)  11.46 関　龍斗(2)  10.90 前田　賢幸(2)  9.90 石塚　大介(1)  9.86 田中　聖也(1)  8.69 稲田　嘉元(2)  8.23 阿部　優(1)  7.77

高田商高教 新潟産大附 柏崎工 柏崎総合 新潟産大附 長岡工 長岡工 柏崎

GR : 大会新記録　EGR : 大会タイ記録

柏崎市総合体育館(2/4)

2月4日 立三段跳

2月4日 砲丸投

1月28日 走高跳

1月28日 棒高跳

2月4日 1500m

2月4日 50mH

2月4日 砲丸投

高校・一般男子 2月4日 50m

1月28日 棒高跳

2月4日 立三段跳

2月4日 50mH

1月28日 走高跳

中学男子 2月4日 50m

2月4日 1500m

1月28日 走高跳

2月4日 走幅跳

7位 8位

小学男子 2月4日 50m

2月4日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

吉田昭仁

競技場名 刈羽中学校体育館（1/28）

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４３回柏崎室内陸上競技記録会
期日・時刻 平成２９年１月２８日（土）・２月４日（土） 記録主任




