
日付 種目

片桐　駿希  15.73 三宮　綾太  16.11 平澤　空  16.58 (+0.2) 高野　煌  16.60 (+0.2) 村田　耕也  16.66 堀川　煌  16.98 山﨑　息吹  17.46

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 三条ジュニア 柏崎T&F

小野塚　大也  16.66 (+0.2)

湯沢スポーツアクティブ

峠　蓮人  5:36.12 武井　結大  5:50.04 平澤　空  5:51.64 半澤　朝陽  5:59.46 佐藤　圭介  6:49.39

湯沢スポーツアクティブ 湯沢スポーツアクティブ 柏崎T&F 湯沢スポーツアクティブ 湯沢スポーツアクティブ

三宮　綾太  3.09 (+2.0)

柏崎T&F

小山　智也  w12.17 (+2.3) 布施　幸祐  w13.38 (+2.6) 石原　悠生  w14.50 (+2.6) 中村　健  w14.52 (+2.6) 澤石　庸之介  w14.84 (+2.3) 大槻　陽  w14.88 (+2.3) 松原　誓哉  w14.90 (+2.6) 村山　安慈  w15.45 (+2.6)

柏崎T&F 柏崎T&F 三条ジュニア 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

佐藤　蓮  5:06.24 片桐　禅太  5:06.45 久我　勇太  5:12.87 桑原　陽太  5:17.94 佐藤　大介  5:23.78 関　麟太郎  5:27.79 柴野　爽  5:27.96 内田　善登  5:39.91

ＮＵＨＷ陸上クラブ 柏崎T&F 柏崎T&F 三条ジュニア 湯沢スポーツアクティブ 湯沢スポーツアクティブ 柏崎T&F 三条ジュニア

布施　幸祐  13.45 (-3.2) 松井　凛音  17.48 (-3.2)

柏崎T&F 柏崎T&F

柏崎T&F  55.39

片桐　禅太

布施　幸祐

澤石　庸之介

小山　智也

島津　慶太郎  1.05

柏崎T&F

小山　智也  4.65 (+0.4) 松井　凛音  3.64 (+1.1) 宮島　直也  3.48 (+0.9) 松原　誓哉  3.45 (+1.0)

柏崎T&F 柏崎T&F 三条ジュニア 柏崎T&F

行田　篤弘  w11.27 (+3.5) 久住　蓮  w11.68 (+3.5) 久住　孔太  w12.02 (+3.5) 石川　蓮汰朗  w12.04 (+3.5) 澤田　利希  w12.36 (+3.5) 松野　伶音  w12.38 (+3.5) 山賀　清輝  w12.44 (+3.5) 中村　涼介  w12.52 (+3.5)

柏崎･柏崎翔洋中等(中) 新潟･木崎中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･東中 柏崎･南中

皆川　哲人  54.74 萩野　由大  58.64 柳澤　介胤  59.02 中村　涼介  59.43 村木　優斗  1:01.60 横関　巧  1:01.95 山田　流矢  1:02.54 髙橋　邑樹  1:02.76

三条･栄中 柏崎･東中 長岡･大島中 柏崎･南中 新潟･高志中等(中) 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･松浜中

山﨑　智晴  4:42.92 井上　丈瑠  4:45.12 渡邊　　悠太  4:45.16 中村　天嶺  4:46.79 辺見　陽一朗  4:47.29 吉原　響  4:54.39 落合　亮輔  4:54.65 柴野　圭吾  4:58.16

柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･鏡が沖中 柏崎･瑞穂中 長岡･宮内中 新潟･高志中等(中) 五泉･五泉中 五泉･五泉中 長岡･宮内中

西山　諒哉  10:01.56 星野　大地  10:04.53 渡邊　　悠太  10:16.62 井上　丈瑠  10:26.01 西野　瑛帆  10:36.53 山井　勝駿  10:46.66 安達　勇輝  10:46.67 田中　健太郎  11:40.04

三条･栄中 柏崎･第一中 柏崎･瑞穂中 柏崎･鏡が沖中 長岡･宮内中 長岡･宮内中 三条･栄中 柏崎･瑞穂中

近藤　翠月  16.12 (-2.2) 澤田　利希  16.30 (-2.2) 石山　陽斗  19.85 (-2.2) 渡邉　拓海  19.90 (-2.2) 村田　大和  20.90 (-2.2) 藤井　愛斗  22.77 (-2.2) 白川　時流  23.31 (-2.2)

柏崎･東中 柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･第一中 長岡･大島中 柏崎･第三中

柏崎･鏡が沖中  49.18 柏崎･第二中Ａ  49.24 長岡･大島中  50.34 新潟･高志中等(中)  50.53 長岡･宮内中  50.55 柏崎･東中  50.72 柏崎･瑞穂中  51.28 柏崎･第三中  51.74

松﨑　大晟 大林　拓夢 片桐　里央 村木　優斗 山﨑　優也 内山　永輝 末崎　日成太 横田　智紀

松野　伶音 石川　蓮汰朗 柳澤　介胤 丸山　豪太 木戸　陽介 山賀　清輝 山﨑　　大悟 中村　翔太

片桐　翔哉 松井　健二 髙橋　惣来 辺見　陽一朗 柳　亮 田邉　悠真 近藤　那智 横関　嶺

押見　敏暉 渡邊　侑人 近藤　駿斗 渡部　快 林　圭太 萩野　由大 久住　孔太 稲村　開登

山波　克彰  1.55 小林　優大  1.50 渡邉　拓海  1.45 齋藤　大斗  1.40 横関　巧  1.40 田邉　悠真  1.35 長谷川　幸祐  1.30

柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･東中 三条･栄中

稲村　開登  1.35

柏崎･第三中

小潟　陸斗  2.90 飯田　拓誠  2.70 小林　陸玖  2.60 石本　頼来  2.60 横関　嶺  2.30 重野　皓哉  1.80 新井　諒  1.80 井澤　快  1.60

柏崎･第三中 柏崎･第一中 柏崎･第一中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中

近藤　蒼依  6.45 (+1.1) 丸山　豪太  w5.42 (+2.1) 松野　伶音  5.38 (+1.8) 久保田　大聖  5.33 (+0.8) 木戸　陽介  w5.25 (+2.3) 押見　敏暉  w5.13 (+3.4) 川田　格平  4.90 (+1.5) 飯田　拓誠  4.89 (+2.0)

柏崎･東中 新潟･高志中等(中) 柏崎･鏡が沖中 三条･栄中 長岡･宮内中 柏崎･鏡が沖中 長岡･宮内中 柏崎･第一中

中村　翔太  9.86 松井　健二  9.74 髙橋　斗亜  9.34 前田　瑛藍  9.27 末崎　日成太  8.96 大澤　勇太  7.78 岡島　千紘  7.69 渡部　快  7.17

柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第一中 柏崎･瑞穂中 三条･栄中 柏崎･第一中 新潟･高志中等(中)

和田　直也  11.42 関　龍斗  10.76 岡村　光樹  10.33 前田　賢幸  9.46

高志中等 柏崎工 新潟産大附 柏崎総合

岡村　光樹  34.93 杉山　巧  33.90 西倉　諒  29.14 関　龍斗  27.61 近藤　亮太  24.37

新潟産大附 新潟向陽 柏崎工 柏崎工 柏崎工

近藤　亮太  38.26

柏崎工

山田　将斗  10.92 (+2.0) 稲川　尚汰  10.99 (+2.0) 小堀　育也  11.11 (+2.0) 若林　康太  11.21 (+2.0) 野田　孝平  11.29 (+2.0) 江村　翼  11.38 (+2.0) 元井　陸斗  11.39 (+2.0) 浅利　拓也  11.75 (+2.0)

新潟大 新潟 新潟大 新潟産大附 新発田農 新潟産大附 柏崎 柏崎工

金田　燦太  51.94 管　慎太郎  52.20 押見　栞汰  52.43 桑原　悠太  52.77 牧野　広夢  53.33 村本　彰宏  53.50 広田　優輝  53.62 元井　陸斗  54.03

新潟産大附 新潟大 柏崎工 万代 新潟産大附 柏崎工 長岡工 柏崎

岩崎　壮史  4:13.56 大矢　遼  4:18.11 山口　肇  4:18.12 小林　凌介  4:20.44 月橋　俊  4:25.41 小林　比呂人  4:26.65 手塚　聖人  4:29.89 関沢　耕陽  4:30.67

新潟大学医学部 柏崎 糸魚川 柏崎 新潟産大附 糸魚川 新潟大学医学部 糸魚川

吉川　航友  16:07.48 五十嵐　一也  16:28.89 島田　博行  16:33.05 桑山　浩伸  16:35.99 池田　拓真  16:46.57 清水　翔太  16:54.96 近藤　隼  17:05.60 海津　竜馬  17:11.95

柏崎工 新潟大学医学部 柏崎陸協 柏崎陸協 柏崎 柏崎工 新潟産大附 柏崎工

澤田　翔太  16.05 (-2.7) 布施　拓海  16.72 (-2.7) 中村　純平  17.38 (-2.7) 小林　碧  18.97 (-2.7)

新潟産大附 新潟産大附 新潟産大附 長岡工

巻渕　泰輝  57.11 布施　拓海  57.72 中村　純平  58.39 渋谷　俊徳  1:00.84 多田　侑哉  1:01.05 木村　詩文  1:03.93 若槻　祐汰  1:06.77

糸魚川 新潟産大附 新潟産大附 新潟 糸魚川白嶺 高志中等 万代

新潟大Ａ  42.22 新潟産大附3A  44.14 糸魚川  44.32 新潟大学医学部  44.44 新潟大Ｂ  44.75 新潟産大附2  44.85 新潟産大附3B  45.36 柏崎常盤  45.74

小堀　育也 江村　翼 水野　健斗 阪田　学 新通　拓己 中村　純平 日髙　大輔 永井　一樹

関原　真 澤田　翔太 磯貝　海斗 吉野　彰人 山賀　幹 堀　澪伊 中山　海晟 保坂　樹

管　慎太郎 若林　康太 瀧　泰丸 内藤　大智 林　亮佑 宮下　一太 山賀　亮介 髙橋　朋哉

山田　将斗 牧野　広夢 仲川　一斗 野崎　周平 小野塚　光 金田　燦太 平原　俊樹 尾﨑　晃大

平間　拓輝  1.94 澁谷　蒼  1.88 日野　貴彦  1.82 神田　雄司  1.79 高橋　健斗  1.76 猪又　勇歩  1.73 眞戸原　尚輝  1.55 風間　光  1.55

新潟大学医学部 長岡工 新潟産大附 新発田農 長岡工 糸魚川白嶺 新潟大学医学部 新潟大学医学部

西倉　俊  4.20 小俣　伊織  4.10 堀　澪伊  4.10 伊勢　隼人  3.90 杉崎　直也  3.80 若林　彦吾  3.80 元井　のり史  3.70

新潟産大附 新潟産大附 新潟産大附 柏崎 新潟 柏崎 柏崎工

吉野　彰人  6.46 (+1.7) 鈴木　悠斗  6.10 (+1.7) 中村　友樹  w6.07 (+2.6) 小林　祐輝  6.01 (+1.2) 鈴木　智哉  5.70 (+1.6) 渡邊　快人  5.68 (+2.0) 広瀬　克明  5.56 (+1.1) 大矢　晴紀  w5.50 (+2.5)

新潟大学医学部 柏崎 柏崎工 新潟産大附 糸魚川 糸魚川 新潟産大附 柏崎工

田中　大智  52.65 渡邊　崇了  50.61 水野　健斗  49.72 海津　竣也  46.11 稲田　嘉元  42.01 松原　汰透  41.93 長井　旭  41.15 猪又　拓真  36.40

長岡工 柏崎陸協 糸魚川 柏崎 長岡工 柏崎工 柏崎常盤 糸魚川白嶺

酒井　涼  25.37 柴崎　優佑  24.30

新潟大学医学部 新潟大学医学部

西倉　諒  48.36

柏崎工

記録主任 吉田　昭仁

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２５回柏崎陸上競技記録会
期日・時刻 2015/11/3 審判長 坂井　和之　中林　左知男

競技場名 柏崎市陸上競技場

7位 8位

小学３・４年男子 11月3日 100m

11月3日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

11月3日 1500m

11月3日 80mH

11月3日 走幅跳

小学５・６年男子 11月3日 100m

11月3日 走幅跳

中学男子 11月3日 100m

11月3日 4x100mR

11月3日 走高跳

11月3日 3000m

11月3日 110mH

11月3日 400m

11月3日 1500m

11月3日 棒高跳

11月3日 走幅跳

11月3日 4x100mR

11月3日 走高跳

11月3日 円盤投

11月3日 ﾊﾝﾏｰ投

11月3日 砲丸投

高校男子 11月3日 砲丸投

11月3日 1500m

11月3日 5000m

高校・一般男子 11月3日 100m

11月3日 400m

11月3日 4x100mR

11月3日 走高跳

11月3日 110mH

11月3日 400mH

11月3日 やり投

一般男子 11月3日 円盤投

11月3日 棒高跳

11月3日 走幅跳

11月3日 ﾊﾝﾏｰ投

w (wind assist) : 追風参考


