
日付 種目

⼤橋 尚之(2)  10.80 (-0.6) 村⼭ ⼤樹(4)  10.88 (-0.6) 橋﨑 太陽(2)  11.27 (-0.6) 江⼝ 祐太  11.29 (-0.6) 駒形 健介  11.43 (-0.6) 宗村 ⼤和(2)  11.58 (-0.6) 吉⽥ 和弥(3)  11.61 (-0.6) ⼋⼦ 真知(1)  11.63 (-0.6)
東洋⼤ GR 東京経済⼤ GR 三条東⾼ ⻑岡AC ＴＧＮＳＰＩＲＩＴＳ 加茂⾼ 三条商業⾼ 三条東⾼
佐藤 真(2)  51.26 ⽚野 貴裕  52.39 ⽚岡 海道(1)  52.83 ⼤島 笙太(2)  53.54 橋﨑 太陽(2)  54.22 太⽥ 翔⼀朗(2)  54.28 ⼭⽥ 海⾥(1)  54.41 皆川 泰史(2)  54.45
三条東⾼ ⼤阪陸協 三条東⾼ 三条⾼ 三条東⾼ 三条⾼ 新潟県央⼯業⾼ 三条商業⾼
⻄⼭ 諒哉(2)  4:15.38 若杉 俊喜(2)  4:22.49 中⼭ 皓貴(1)  4:22.66 ⽥辺 圭⼀(2)  4:23.48 ⾼橋 ⽐呂弥(2)  4:28.79 ⽮川 翔太郎(1)  4:29.36 渡部 遼太郎(1)  4:30.38 ⻑⾕川 聡⼀  4:35.22
三条⾼ 新潟県央⼯業⾼ 三条⾼ 新潟県央⼯業⾼ 三条東⾼ 三条⾼ 三条⾼ 三条市陸協
⻄⼭ 猛彦  9:50.37 ⼟佐 健⼆  10:22.64 佐藤 快  10:49.29
三条市陸協 GR 三条市陸協 三条市陸協
岡⽥ 瑞⽣  15:19.34 神⼦島 颯汰(3)  15:51.09 ⼩林 弘⼈(2)  15:55.76 ⻄沢 康平(2)  16:10.00 ⾼井 滋  16:12.04 菅 天真(1)  16:25.27 宮澤 陸(3)  16:40.02 駒形 知季(2)  17:03.79
三条市陸協 GR 三条⾼ 三条⾼ 三条⾼ 三条市陸協 三条⾼ 三条⾼ 三条⾼
駒形 健介  15.13 (+0.5) ⽮野 秀樹  15.40 (+0.5) ⾓⽥ 彪瑠(1)  16.02 (+0.5)
ＴＧＮＳＰＩＲＩＴＳ 新潟市中央陸協 三条東⾼
三条東⾼  43.15 三条⾼  45.87 加茂農林⾼  47.37 三条商業⾼Ａ  47.69
橋﨑 太陽(2) 坂井 勇哉(2) 間藤 舜平(2) 吉⽥ 和弥(3)
⼩栗 拓⽃(2) 太⽥ 翔⼀朗(2) 皆川 直輝(2) 川﨑 彰悟(3)
⽚岡 海道(1) ⼤島 笙太(2) 川野 智靖(1) ⼤原 璃久(3)
⼋⼦ 真知(1) 森⼭ 太陽(1) ⼩湊 峻平(2) 薄⽥ 圭太(3)
三条東⾼C  3:37.79 三条東⾼B  3:38.84 新潟県央⼯業⾼Ａ  3:41.56 三条⾼  3:44.34 三条･栄中  4:02.46 新潟県央⼯業⾼Ｂ  4:03.15 三条市陸協  4:16.52
佐藤 真(2) ⽚岡 海道(1) ⼭⽥ 海⾥(1) ⼤島 笙太(2) ⼭﨑 慧(3) 佐藤 慶(1) ⼟佐 健⼆
島村 真徳(2) ⼩栗 拓⽃(2) 若杉 俊喜(2) 太⽥ 翔⼀朗(2) 須⼾ 航希(3) 捧 康輔(1) ⻑⾕川 聡⼀
涌井 佑(1) ⾼橋 ⽐呂弥(2) ⼩海 迅(1) 森⼭ 太陽(1) 吉⽥ 航(3) 佐野 滉太(1) 佐藤 美教
⾓⽥ 彪瑠(1) 皆川 泰誠(1) ⼩池 景⻁(2) 坂井 勇哉(2) 岡 恵護(3) 佐藤 祐規(1) ⾼井 滋
佐野 滉太(1)  1.77 ⼩杉 賢太郎(2)  1.71 有⾺ 幸望  1.68 泉井 勇哉  1.68 ⾨藤 諒(2)  1.50
新潟県央⼯業⾼ ⻑野⼤学 三条市陸協 弥彦陸協 三条商業⾼

髙橋 宥太郎(1)  1.50
三条商業⾼

泉井 勇哉  6.51 (-0.3) 坂上 春⾺(2)  6.43 (+0.1) 江端 晋吾  5.93 (-0.7) 島村 真徳(2)  5.87 (+0.8) 南 凱登(2)  5.55 (+0.1) 髙橋 宥太郎(1)  5.36 (+0.1) 坂上 哲雄  4.67 (+0.8) 皆川 泰誠(1)  4.41 (-0.2)
弥彦陸協 帝京⼤学 三条商業ＯＢ 三条東⾼ 新潟県央⼯業⾼ 三条商業⾼ 三条ジュニア 三条東⾼
野村 遼太(1)  10.33 ⼤原 璃久(3)  9.73 ⼭﨑 拓朗(2)  9.13 井⽥ 雄翔(2)  7.76
新潟県央⼯業⾼ 三条商業⾼ 三条⾼ 三条商業⾼
佐藤 祐輔  12.66 (+0.3) 荒井 哲夫  14.24 (+0.3)
栄中学職員 ⼤崎学園
坂上 哲雄  13.98 (+0.3) ⽚野 清彦  14.22 (+0.3) ⽯⽉ 謙⼆  15.68 (+0.3)
三条ジュニア 倉敷機械 ジョギングラブ
⼭本 活信  10:44.22 ⽯⽉ 謙⼆  10:52.69 ⽯⽥ 恵津貴  12:15.93 ⼭⽥ 吉栄  13:21.58 横⽥ 茂幸  14:03.42 渡辺 ⽶雄  16:33.09
三条税務署 ジョギングラブ 三条ジュニア ジョギングラブ ジョギングラブ ジョギングラブ
新潟アルビレックスＲＣ・県央ＯＢＡ  46.97 新潟アルビレックスＲＣ・県央ＯＢＢ  47.11 三条商業ＯＢ  47.38 新潟アルビレックスＲＣ・県央ＯＢＣ  49.49
⻘野 陽⾼(1) 外⼭ 陽⼤(2) ⽜腸 堪久哉 佐々⽊ 啓太(2)
宗村 ⼤和(2) 渋⾕ 哉太(2) 丸⼭ 晃仁 駒形 知季(2)
神⽥ ⼤陽 ⼩海 迅(1) 江端 晋吾 神⼦島 颯太(3)
⽥中 義雄 遠藤 帆⾼(1) ⽵内 駿太(1) 稲⽥ ⼒也
ジョギングラブ  5:38.59
⽯⽉ 謙⼆
⼭⽥ 吉栄
横⽥ 茂幸
渡辺 ⽶雄
五⼗嵐 直⼈  6.43 (+0.4)
三条商業ＯＢ
⼩湊 峻平(2)  7.15
加茂農林⾼

8月19日 砲丸投

8月19日 4x400mR

8月19日 走幅跳

8月19日 3000m

一般市民Ｄ男子 8月19日 4x100mR

一般市民Ｂ男子 8月19日 100m

一般市民Ｃ男子 8月19日 100m

8月19日 砲丸投

8月19日 走高跳

8月19日 走幅跳

8月19日 4x100mR

8月19日 4x400mR

8月19日 5000m

8月19日 110mH

8月19日 1500m

8月19日 3000m

7位 8位

一般・高校男子 8月19日 100m

8月19日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

溝口祐介

主催団体名 三条市陸上競技協会　三条市　三条市スポーツ協会 陸協名 三条市陸上競技協会

競技会名 三条市民陸上競技大会
期日・時刻 2018/8/19 審判長 菅井国次

競技場名 三条燕総合グラウンド陸上競技場 記録主任

GR



日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

溝口祐介

主催団体名 三条市陸上競技協会　三条市　三条市スポーツ協会 陸協名 三条市陸上競技協会

競技会名 三条市民陸上競技大会
期日・時刻 2018/8/19 審判長 菅井国次

競技場名 三条燕総合グラウンド陸上競技場 記録主任

諸橋 未桜(1)  12.83 (-1.4) 髙橋 未来(2)  13.30 (-1.4) 志⽥ 和⾹奈(2)  13.44 (-1.4) 藤⽥ 柊(1)  13.96 (-1.4) 諸我 菜摘(2)  13.98 (-1.4) 柳⽣⽥ こはる(2)  13.99 (-1.4) ⼤橋 可奈(2)  14.19 (-1.4) 武⽥ 詩歩(1)  14.21 (-1.4)
新潟商 GR 三条⾼ 三条東⾼ 加茂農林⾼ 新潟⾼ 三条⾼ 三条⾼ 三条⾼
武⽥ 彩花(2)  1:01.84 志⽥ 和⾹奈(2)  1:02.80 渡邉 由夏(2)  1:05.34 諸橋 愛⼦(1)  1:06.09 五⼗嵐 梨奈(1)  1:07.42 諸我 菜摘(2)  1:09.55
三条⾼ GR 三条東⾼ 三条⾼ 三条⾼ 三条東⾼ 新潟⾼
関 萌華(2)  5:01.41 ⽯平 歩那(2)  5:14.88 若⽉ 千帆⾥(1)  5:57.62 古澤 ももか(1)  6:07.36
三条東⾼ GR 三条⾼ 三条東⾼ 三条東⾼
髙橋 未来(2)  16.59 (0.0) 柳⽣⽥ こはる(2)  18.11 (0.0) 川上 凛(1)  18.15 (0.0)
三条⾼ 三条⾼ 三条⾼
三条⾼  53.17 三条東⾼  57.23
髙橋 未来(2) 五⼗嵐 梨奈(1)
武⽥ 彩花(2) 志⽥ 和⾹奈(2)
渡邉 由夏(2) 若⽉ 千帆⾥(1)
武⽥ 詩歩(1) 関 萌華(2)
三条⾼  4:19.64
髙橋 未来(2)
武⽥ 彩花(2)
諸橋 愛⼦(1)
渡邉 由夏(2)
武⽥ 詩歩(1)  4.61 (+0.9) 遠藤 愛佳(1)  w4.38 (+2.2)
三条⾼ 三条商業⾼
細⾙ 沙良(2)  4.98
三条商業⾼

w (wind assist) : 追風参考

8月19日 砲丸投

8月19日 4x400mR

8月19日 走幅跳

8月19日 100mH

8月19日 4x100mR

8月19日 400m

8月19日 1500m

一般・高校女子 8月19日 100m


