
日付 種目

原山　祥  11.37 (-4.1) 三宮　諒祐  11.37 (-4.1) 上石　歩睦  11.41 (-4.1) 橋﨑　太陽  11.48 (-4.1) 君島　聖和  11.50 (-4.1) 和田　汐音  11.63 (-4.1) 八子　真知  11.64 (-4.1) 小栗　拓斗  12.50 (-4.1)

長岡商 柏崎 高田 三条東 柏崎 長岡大手 三条東 三条東

原山　祥  22.71 (-1.5) 押見　浩志  23.04 (-1.5) 三宮　諒祐  23.08 (-1.5) 和田　汐音  23.34 (-1.5) 橋﨑　太陽  23.46 (-1.5) 八子　真知  23.48 (-1.5) 岩崎　唯人  23.56 (-1.5)

長岡商 柏崎工 柏崎 長岡大手 三条東 三条東 新潟産大附

堀越　朝登  49.19 岩坂　柊人  49.64 佐藤　真  50.87 髙橋　健斗  50.91 宮沢　柊  50.93 渡邉　晶  52.19 阿部　隼斗  53.44 押見　浩志  54.56

新潟産大附 長岡 三条東 八海 高田 長岡大手 十日町 柏崎工

宮沢　柊  1:58.11 関口　友太  1:58.56 高橋　比呂弥  2:01.00 森　志郎  2:02.20 井上　丈瑠  2:02.38 中村　天嶺  2:02.83 小林　智哉  2:03.71 矢野　哲平  2:11.77

高田 十日町 三条東 高田 長岡 帝京長岡 高田 長岡高専

関口　友太  4:01.80 長橋　悠真  4:02.18 髙橋　太陽  4:02.21 小林　弘人  4:02.25 菅　天真  4:05.25 山崎　丞  4:05.78 岡田　歩  4:06.56 飯吉　拓斗  4:07.20

十日町 小千谷 十日町総合 三条 三条 中越 関根学園 関根学園

長橋　悠真  15:38.25 飯吉　拓斗  15:39.70 正野　学人  15:50.16 田中　歩夢  15:51.76 上村　昂也  15:55.28 小倉　聖海  15:56.20 関　和伸  15:56.40 小林　弘人  15:59.00

小千谷 関根学園 八海 十日町 十日町 八海 小千谷 三条

近藤　翠月  14.79 (-0.3) 杉本　陸  15.14 (-0.3) 山本　温人  15.48 (-0.3) 江村　太一  15.86 (-0.3) 齊藤　大樹  15.92 (-0.3) 風間　未来  16.23 (-0.3) 大平　龍臣  16.59 (-0.3)

新潟産大附 GR 中越 長岡高専 十日町 糸魚川 新潟産大附 長岡高専

岩坂　柊人  53.85 小島　日向  54.98 齊藤　大樹  56.28 小林　颯太  57.14 安達　章人  57.35 腰越　真奈人  57.62 小池　祥平  58.13

長岡 十日町 糸魚川 長岡大手 長岡 十日町 長岡

藤ノ木　丈  9:34.93 西沢　康平  9:44.38 加藤　歩夢  9:44.41 酒井　俊輔  9:47.91 小倉　聖海  9:51.55 市村　海人  10:05.00 豊田　遥斗  10:09.13 田中　豪  10:09.83

十日町 三条 中越 三条 八海 長岡向陵 高田 関根学園

庭野　尚洋  23:38.29 古木　準也  25:02.09 金安　祐樹  25:04.00 池田　直哉  25:14.33 五十嵐　浩輔  25:43.73 阿部　正倫  28:28.90 小池　卓  33:25.66

十日町 高田 見附 上越総合技術 小千谷 国際情報 高田

長岡大手  42.28 八海  42.35 三条東  42.55 新潟産大附  42.67 長岡商  43.06 中越  43.34 高田  43.38 長岡  44.09

小林　颯太 宮川　侑也 橋﨑　太陽 間島　楓 小野　眞周 栃倉　竜清 桃井　誠仁 小林　峻大

和田　汐音 山本　史 小栗　拓斗 岩崎　唯人 田中　一吹 杉本　陸 上石　歩睦 中村　涼介

佐藤　優太 塩野谷　真斗 片岡　海道 小山　智也 額田　拓海 片桐　里央 新保　優人 押見　敏暉

木戸　陽介 関　竜太 八子　真知 近藤　翠月 原山　祥 星野　真志 尾島　歩武 小池　祥平

長岡大手  3:23.16 長岡  3:25.91 三条東  3:26.57 八海  3:27.28 新潟産大附  3:27.75 中越  3:27.76 十日町  3:29.94 長岡高専  3:32.44

樋口　智輝 小池　祥平 佐藤　真 戸田　光 堀越　朝登 片桐　里央 林　亮太 山本　温人

渡邊　月偉 安達　章人 片岡　海道 山本　史 小山　智也 杉本　陸 阿部　隼斗 矢野　哲平

渡邉　晶 中村　涼介 八子　真知 宮川　侑也 長部　雅也 栃倉　竜清 小島　日向 中野　悠

中山　一心 大塚　空也 角田　彪瑠 髙橋　健斗 山田　流矢 星野　真志 瀧澤　瑞樹 大平　龍臣

長壁　輝哉  1.95 加藤　邑彼  1.90 杉田　大夢  1.85 齋藤　大斗  1.85 尾﨑　琉伊  1.85 杉田　一真  1.80 長野　成真  1.80 大島　笙太  1.80

十日町 見附 新潟産大附 新潟産大附 上越総合技術 上越 新潟産大附 三条

佐藤　恭平  4.60 小林　陸玖  4.30 数藤　惇平  4.10 石本　頼来  3.80 永井　主馬  3.80 石山　陽斗  3.80 小潟　陸斗  3.80 飯田　拓誠  3.60

十日町 柏崎 十日町 柏崎工 新潟産大附 柏崎 柏崎工 柏崎

平沢　和希  6.80 (+0.7) 和田　栄祐  6.71 (+0.4) 木戸　陽介  6.70 (-1.2) 関　竜太  6.69 (+1.8) 近藤　駿斗  w6.52 (+2.3) 丸山　泰雅  w6.42 (+2.5) 中町　優真  w6.42 (+2.4) 五十嵐　彩人  6.39 (+1.5)

小千谷西 柏崎 長岡大手 八海 長岡向陵 長岡商 十日町 高田

和田　栄祐  13.55 (-1.2) 多田　遼  13.28 (+0.1) 中町　優真  13.25 (+0.3) 夏井　秀聡  w13.24 (+3.6) 五十嵐　彩人  w12.67 (+2.1) 久保田　大聖  12.65 (+1.8) 本田　知寛  12.48 (+1.7) 大道　啓明  12.32 (+1.5)

柏崎 長岡向陵 十日町 十日町 高田 長岡 柏崎 国際情報

丸山　翔大  13.65 中塚　公輝  13.59 阿部　直輝  13.11 村山　雅人  12.71 前田　瑛藍  12.49 松井　健二  11.93 宮﨑　咲羽  11.22 村山　隼也  11.02

津南中等 新潟産大附 長岡商 松代 柏崎 新潟産大附 新潟産大附 十日町

中塚　公輝  39.56 松井　健二  37.92 前田　瑛藍  34.38 村山　隼也  33.71 阿部　直輝  33.13 小島　将徳  32.43 黒井　悠帆  31.05 末崎　日成太  30.55

新潟産大附 新潟産大附 柏崎 十日町 長岡商 長岡工 八海 柏崎工

黒井　悠帆  51.99 大滝　陵斗  50.11 野村　遼太  45.16 阿部　直輝  44.19 松本　尚樹  40.30 小平　郁陽  38.16 松井　健二  30.16 上村　光  24.05

八海 高田北城 新潟県央工 長岡商 八海 上越総合技術 新潟産大附 柏崎

高橋　楓  60.49 矢澤　康希  59.06 土田　翔生  56.25 村山　隼也  55.22 水落　慶吾  54.71 佐藤　祐馬  53.59 木間　和也  49.51 仲嶋　嵩人  48.71

柏崎工 長岡大手 柏崎 十日町 十日町 小千谷 柏崎工 国際情報

仲嶋　嵩人  4998 北原　銀太  4752 竹田　俊輔  4708 風間　未来  4522 稲田　昂大  4236 竹野　響  4124 中村　有志  4020 太田　槙之佑  3932

国際情報 新潟産大附 国際情報 新潟産大附 長岡 長岡商 高田 十日町
5/6～5/7 八種競技

5月6日 ﾊﾝﾏｰ投

5月6日 やり投

5月7日 砲丸投

5月8日 円盤投

5月6日 走幅跳

5月8日 三段跳

5月7日 走高跳

5月7日 棒高跳

5月6日 4x100mR

5月8日 4x400mR

5月7日 3000mSC

5月8日 5000mW

5月6日 110mH

5月7日 400mH

5月6日 1500m

5月8日 5000m

5月6日 400m

5月8日 800m

7位 8位

男子 5月7日 100m

5月8日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 長岡市陸上競技協会・新潟県高等学校体育連盟 陸協名 長岡市陸上競技協会

競技会名 新潟県高等学校春季地区大会上越・中越地区陸上競技大会
期日・時刻 2019/5/8 審判長

競技場名 長岡市営陸上競技場 記録主任



5月6日 100m

5月6日 走幅跳

5月6日 砲丸投

5月6日 400m

5月7日 110mH

5月7日 やり投

5月7日 走高跳

5月7日 1500m

w (wind assist) : 追風参考

 1.55  1.60

 4:59.52  4:49.99  4:40.83  5:16.64  5:05.38  5:12.86  4:47.65  5:09.40

 1.65  1.73  1.73  1.65  1.65  1.60

 19.04 (-0.7)  16.99 (-0.7)

 53.92  50.84  42.63  44.31  40.22  40.83  33.31  36.92

w 15.76 (+3.9) w 16.72 (+3.9)  18.67 (-0.7)  16.08 (-0.7) w 18.29 (+3.9) w 16.86 (+3.9)

 7.93

 54.49  54.53  53.24  56.29  54.33  56.46  53.73  58.33

 5.69 (0.0)  5.34 (-0.9)  5.56 (-2.3)

 12.32  9.82  11.60  10.23  10.45  8.23  8.35

 11.97 (-1.8)  12.01 (-1.8)  12.07 (-4.0)  11.76 (-1.8)  12.21 (-1.8)

 6.05 (-2.1)  6.11 (-0.9)  6.10 (+0.2)  6.14 (-1.5)  5.46 (-0.9)

 11.84 (-1.8)  12.23 (-4.0)  11.95 (-4.0)


