
日付 種目

鈴木　大翼(1)  11.22 (-3.0) 渡邊　賢(2)  11.31 (-3.0) 関口　太尊(3)  11.38 (-3.0) 齋藤　舜介(2)  11.46 (-3.0) 二階堂　陸(3)  11.56 (-3.0) 神保　魁杜(3)  11.58 (-3.0) 登松　友晴(2)  11.59 (-3.0) 霜鳥　仁(2)  11.63 (-3.0)

新潟明訓 新津 北越 新潟 新発田南 新潟商 新潟商 新潟西

齋藤　舜介(2)  22.49 (-4.6) 大久保　宥世(3)  22.80 (-4.6) 後藤　真幸(1)  22.89 (-4.6) 関口　太尊(3)  22.96 (-4.6) 神保　魁杜(3)  23.07 (-4.6) 渡邊　賢(2)  23.13 (-4.6) 岩谷　圭斗(2)  23.13 (-4.6) 霜鳥　仁(2)  23.22 (-4.6)

新潟 新潟 開志国際 北越 新潟商 新津 日本文理 新潟西

今泉　壮太(3)  49.36 市川　真(3)  49.71 山本　麗央(3)  49.80 行方　大介(2)  50.61 皆川　哲人(3)  50.85 藤塚　海東(3)  51.00 長島　迅汰(3)  52.42

新潟商 新潟 新潟江南 東京学館新潟 東京学館新潟 新潟明訓 新潟商

近藤　圭太(3)  2:00.14 赤間　陽生(2)  2:00.26 西野　航史(1)  2:01.49 本間　朝陽(3)  2:01.82 佐藤　優大(1)  2:02.90 本間　達也(3)  2:03.31 小川　晴輝(3)  2:03.47 奥田　竜矢(3)  2:03.86

北越 北越 新潟明訓 羽茂 新潟明訓 北越 新潟 佐渡中等

ジョセフ　ムワンギ(2)  3:54.23 高杉　琉生(3)  4:05.41 野﨑　拓弥(2)  4:06.55 橘谷　祐音(2)  4:06.70 松野　伊吹(2)  4:06.96 小柳　洸平(3)  4:08.49 近藤　圭太(3)  4:08.90 小林　隼颯(3)  4:09.04

開志国際 北越 新発田 新潟 新潟工 新津 北越 新潟商

ジョセフ　ムワンギ(2)  15:01.16 山本　唯翔(3)  15:25.11 渡邉　圭(3)  15:55.80 小林　隼颯(3)  15:57.61 松野　伊吹(2)  16:00.84 橘谷　祐音(2)  16:02.68 安達　理陽(3)  16:06.87 高杉　琉生(3)  16:12.19

開志国際 開志国際 新津 新潟商 新潟工 新潟 村上桜ヶ丘 北越

曽我　賢太郎(3)  14.58 (-2.5) 土田　一馬(2)  15.06 (-2.5) 小池　颯(2)  15.35 (-2.5) 佐藤　宝(2)  15.49 (-2.5) 渡邉　悠希(2)  15.69 (-2.5) 中野　晧第(3)  15.85 (-2.5) 長谷川　啓太(3)  15.89 (-2.5) 太刀川　慧(1)  17.04 (-2.5)

新潟明訓 東京学館新潟 新潟明訓 日本文理 開志国際 佐渡 新潟 新潟明訓

藤倉　翔太(3)  55.45 土田　一馬(2)  56.20 中林　陸空(3)  57.79 中野　晧第(3)  58.46 外山　陽大(3)  59.28 佐藤　広実(2)  1:00.81 伊藤　康生(3)  1:01.06

新潟商 東京学館新潟 北越 佐渡 新潟明訓 新津 万代

山本　唯翔(3)  9:23.17 渡邉　圭(3)  9:44.15 本間　将太(2)  9:44.33 小林　隼颯(3)  9:53.77 田中　尚斗(3)  10:07.64 羽田野　真人(3)  10:10.70 佐々木　丈太朗(2)  10:22.17 大平　愛陽(3)  10:22.23

開志国際 新津 日本文理 新潟商 東京学館新潟 村上桜ヶ丘 新発田南 開志国際

大平　愛陽(3)  23:14.95 須貝　仁(2)  25:21.71 富樫　蓮太(3)  28:31.85 松井　陽翔(2)  38:51.32

開志国際 GR 開志国際 村上桜ヶ丘 日本文理

東京学館新潟  40.90 新潟商  42.42 日本文理  43.10 北越  43.56 開志国際  43.66 新発田南  43.83

落合　蓮太(3) 中野　康祐(3) 石田　温大(3) 仁部　伶音(3) 小林　省吾(2) 長谷川　尊人(3)

平田　勇晟(3) 長島　迅汰(3) 古澤　佳紀(3) 関口　太尊(3) 塚野　大稀(2) 二階堂　陸(3)

吉川　渓(3) 神保　魁杜(3) 原　夢輝(2) 黒埼　拓人(3) 後藤　真幸(1) 相馬　翔(2)

稲毛　碧(3) 登松　友晴(2) 水嶋　斗吾(1) 鳴海　智大(3) 渡邉　悠希(2) 櫻井　隆樹(2)

東京学館新潟  3:20.33 新潟明訓  3:21.36 新潟  3:25.66 日本文理  3:26.70 北越  3:30.26 新潟江南  3:33.54

行方　大介(2) 藤塚　海東(3) 諸橋　駿矢(3) 石田　温大(3) 中林　陸空(3) 河内　凛太朗(2)

皆川　哲人(3) 江尻　裕貴(2) 長谷川　啓太(3) 佐藤　友也(2) 赤間　陽生(2) 小栁　春翔(3)

古寺　竜都(3) 西野　航史(1) 齋藤　舜介(2) 佐藤　輝(1) 鈴木　邑祐(2) 菅谷　陸(3)

土田　一馬(2) 見田　朋海(3) 市川　真(3) 鈴木　龍馬(2) 仁部　伶音(3) 秋野　倫弥(2)

風山　瑠希亜(3)  2.01 山内　翔太(3)  1.95 五十嵐　晴人(3)  1.95 本間　皓眞(3)  1.90 猪爪　宏樹(3)  1.90 白井　嘉人(2)  1.85 目黒　心生(2)  1.85

日本文理 開志国際 日本文理 万代 北越 新潟商 新津

竹内　勇滋(2)  1.85 田中　楓(2)  1.85

日本文理 新発田南

櫻井　隆樹(2)  4.10 田村　綺瑠(1)  3.60

新発田南 新潟南

中野　康祐(3)  6.66 (+0.2) 丸山　隆希(3)  6.62 (+0.5) 西野　拓志(1)  6.60 (+1.7) 藤井　佑一郎(2)  6.53 (+0.4) 泉井　陸(3)  6.50 (+1.5) 丸山　豪太(3)  6.43 (+1.7) 磯部　祥吾(3)  w6.41 (+2.8) 三膳　星海輝(2)  6.40 (+2.0)

新潟商 新潟商 新潟明訓 日本文理 新潟工 高志中等 新発田商 新潟江南

泉井　陸(3)  w14.39 (+2.2) 風山　瑠希亜(3)  13.82 (+0.4) 小田　涼介(3)  13.30 (+2.0) 藤井　佑一郎(2)  13.22 (+1.5) 中野　惠胤(3)  w13.12 (+4.4) 中野　康祐(3)  13.03 (+1.5) 永田　琉葵(2)  12.98 (-0.7) 磯部　祥吾(3)  w12.84 (+2.2)

新潟工 日本文理 村上桜ヶ丘 日本文理 開志国際 新潟商 新潟商 新発田商

北原　博企(2)  15.07 和田　拓叶(3)  12.69 塚野　巧樹(3)  12.19 楡井　達也(3)  12.12 茅野　由幸(3)  11.47 若杉　将(3)  11.31 佐々木　健介(2)  10.95

開志国際 佐渡総合 開志国際 開志国際 新潟東 日本文理 新津工

遠藤　寛文(3)  11.31

新潟南

北原　博企(2)  42.76 若杉　将(3)  40.34 塚野　巧樹(3)  37.71 楡井　達也(3)  36.53 鈴木　遼斗(2)  35.65 佐々木　健介(2)  34.19 風間　有佑斗(3)  32.80 茅野　由幸(3)  31.33

開志国際 日本文理 開志国際 開志国際 新潟東 新津工 新潟北 新潟東

佐々木　健介(2)  53.24 塚野　巧樹(3)  52.63 髙橋　涼真(3)  49.45 須貝　寿輝(3)  49.37 楡井　達也(3)  42.80 樋口　漱太(2)  37.35 志苫　涼斗(3)  34.98 長尾　世成(1)  23.86

新津工 開志国際 新発田南 新発田南 開志国際 開志国際 新潟西 東京学館新潟

渡邉　賢(3)  52.63 山田　温輝(3)  51.02 北原　博企(2)  50.43 細貝　華楓(3)  50.07 須貝　陽介(3)  49.97 石井　晴宣(3)  47.07 遠藤　寛文(3)  45.40 植村　勇暉(3)  44.70

開志国際 新潟西 開志国際 新津 新発田 新潟第一 新潟南 新津

片桐　涼(2)  4516 佐藤　輝(1)  4386 木村　綾人(2)  4302 若月　静哉(2)  3958 江見　颯介(3)  3720 遠山　凌央(2)  3599 五十嵐　慶(2)  3588 鈴木　邑祐(2)  3532

日本文理 日本文理 新発田南 新発田南 村上 新潟江南 五泉 北越

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

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

 1.50  1.65

 4:59.68  5:11.04  5:14.45  5:03.76 DNF  5:11.15  5:25.23  4:48.65

 1.55  1.70  1.70  1.75  1.55  1.55

 19.62 (+0.3)  21.01 (+0.3)

 36.91  31.87  34.22  29.80  27.89  28.96  41.87  22.27

 16.23 (-0.6)  17.57 (+0.3)  16.12 (-0.6)  17.02 (+0.3)  16.65 (-0.6)  17.72 (+0.3)

 9.82  8.97  9.16  8.73  9.47  8.60  8.51  5.49

 52.92  52.97  56.05  57.59  54.32  56.57  56.34  53.80

 12.58 (-0.8)  11.84 (-0.8)  12.62 (-2.1)  12.44 (-2.1)  12.05 (-2.1)

 5.97 (+1.8)  6.28 (0.0)  5.78 (+1.7) w 5.43 (+2.9)  6.06 (+0.7)  4.92 (-0.2)  5.18 (0.0)  5.23 (+2.0)

5/6～5/7 八種競技

 11.84 (-0.8)  11.77 (-2.1)  11.91 (-2.1)

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7日 走幅跳

5月8日 三段跳

5月6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位 6位

5月6日 1500m

5月8日 5000m

5月6日 400m

5月8日 800m

競技場名 新潟市陸上競技場 記録主任 澁谷　利行

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

7位 8位

男子 5月7日 100m

5月8日 200m

1位 2位 3位 4位

競技会名 新潟県高等学校春季地区大会新潟・下越・佐渡地区陸上競技大会
期日・時刻 2019/05/06-2019/5/8 審判長 (T)石田　大介　(F)大野　善

GR


