
日付 種目

君島　聖和  10.99 (+0.9) 小池　優輝  11.16 (+0.9) 間島　楓  11.27 (+0.9) 久住　孔太  11.30 (+0.9) 高橋　雄佑  11.45 (+0.9) 山﨑　開智  11.45 (+0.9) 内山　永輝  11.61 (+0.9) 堀越　朝登  12.46 (+0.9)

柏崎 長岡AC 新潟産大附 新潟産大附 新潟大 柏崎 新潟産大附 新潟産大附

山田　流矢  52.06 中村　健  52.94 品田　順也  53.01 山賀　清輝  53.43 松崎　大晟  53.72 江龍田　尚大  54.36 長島　龍騎  54.46 片桐　旭  54.52

新潟産大附 柏崎常盤 柏崎工 新潟産大附 柏崎 上教大 新潟産大附 柏崎

宮川　光  4:14.40 冨士田　椋  4:17.67 中村　徹  4:20.19 藤森　裕  4:23.54 関原　拓海  4:27.58 佐藤　斗  4:28.54 渡辺　丈一郎  4:30.81 閏間　一志  4:31.56

柏崎市役所 柏崎市役所 柏崎市役所 長岡市陸協 糸魚川白嶺 新井 高田北城 高田北城

眞柄　幸季  15:16.66 藤森　裕  15:42.93 中村　徹  15:47.70 久我　勇太  16:10.22 冨士田　椋  16:24.29 小熊　大翔  16:26.91 桑山　浩伸  16:34.08 田中　健太  16:49.85

FREERUN 長岡市陸協 柏崎市役所 柏崎 柏崎市役所 新潟産大附 柏崎市陸協 柏崎市役所

原　崚平  16.35 (+0.4) 前澤　晃司  19.06 (+0.4) 植木　涼太  25.70 (+0.4)

柏崎工 柏崎総合 柏崎工

新潟産大附A  43.53 柏崎  43.59 高田北城  44.75 新潟産大附B  46.01 柏崎  46.10 上越  46.16 糸魚川白嶺  46.82

山賀　清輝 松崎　大晟 峯村　健斗 吉沢　悠太 水品　和志 陶山　大樹 恩田　莉希

内山　永輝 山﨑　開智 牛木　大誠 杉田　大夢 海津　陽稀 白井　悠悟 小野　秀翔

山田　流矢 品川　大樹 吉澤　恵太朗 大矢　玲二 森　陸 古川　和真 齊藤　優輝

久住　孔太 君島　聖和 小林　拓未 木原　大介 石山　陽斗 岡田　駿也 阿部　敦翔

柏崎工A  46.82

竹内　悠希

阪田　昂輝

大矢　陸斗

原　崚平

齋藤　大斗  1.90 杉田　大夢  1.85 長野　成真  1.80 吉沢　悠太  1.75

新潟産大附 新潟産大附 新潟産大附 新潟産大附

石山　陽斗  3.90 近藤　了太  3.40 重野　皓哉  3.10

柏崎 新潟産大附 柏崎工

品川　大樹  6.31 (+0.6) 楡井　翔平  6.06 (+0.5) 海津　陽稀  6.05 (+0.8) 小林　拓未  5.93 (-0.6) 吉澤　恵太朗  5.92 (+0.2) 原　崚平  5.70 (+0.4) 竹内　悠希  5.60 (+0.6) 岩淵　斗羽馬  5.50 (+0.4)

柏崎 柏崎工 柏崎 高田北城 高田北城 柏崎工 柏崎工 新潟産大附

樋口　雄斗  53.15 渡邊　崇了  48.85 青木　竜也  47.84 吉沢　悠太  41.41 水品　和志  35.19 室川　虹郎  34.61 相羽　琉生  34.22 山﨑　泰喜  31.96

上教大 柏崎陸協 上教大 新潟産大附 柏崎 糸魚川白嶺 新井 柏崎

前田　瑛藍  12.19 宮﨑　咲羽  11.57 末崎　日成太  11.41 上村　光  9.96 阿部　敦翔  8.90 柴野　大地  7.71 大瀬　拓斗  6.69

柏崎 新潟産大附 柏崎工 柏崎 糸魚川白嶺 柏崎工 糸魚川白嶺

前田　瑛藍  37.18 末崎　日成太  36.67 綱島　健太朗  27.38 宮﨑　咲羽  25.97 山﨑　泰喜  22.92

柏崎 柏崎工 糸魚川白嶺 新潟産大附 柏崎

上村　光  33.97

柏崎

中内　浩貴  8.29

上教大

神田　郁実  38.99 對木　隆介  38.20

長野市陸協 静岡陸上協会

神田　郁実  50.43 中内　浩貴  44.09

長野市陸協 上教大

佐藤　汀  12.66 (+0.2) 原　知世  12.81 (+0.2) 田中　夕愛  12.82 (+0.2) 樋熊　美珠  12.96 (+0.2) 伊比　琴美  13.10 (+0.2) 佐藤　朱莉  13.39 (+0.2) 猪爪　真衣  13.40 (+0.2)

新潟産大附 新潟産大附 新潟産大附 新潟産大附 柏崎 柏崎 柏崎常盤

荻原　一葉  12.81 (+0.2)

新潟産大附

後藤　公子  59.92 尾崎　結稀  1:00.89 川尻　唯生  1:02.27 松本　愛美  1:03.01 壁下　澪  1:04.11 稲田　美里  1:07.83

高田北城 新潟産大附 柏崎常盤 新潟産大附 柏崎 柏崎総合

永高　わか葉  2:24.66 児玉　友梨花  2:29.15 丸山　のぞみ  2:34.29 佐藤　夏音  2:36.00

新井 柏崎常盤 高田北城 柏崎

本間　彩花  4:52.05 新井　咲希  4:57.11 野口　紗綾  5:07.70 岩﨑　菜々子  5:10.77 加藤　百菜  5:14.03 水口　真梨奈  5:24.38 高橋　伶奈  5:28.63 竹田　美芙由  5:49.05

柏崎 高田北城 新潟産大附 高田北城 高田北城 高田北城 新潟産大附 柏崎常盤

100mH 松本　愛美  14.97

0.6 新潟産大附

新潟産大附A  48.95 新潟産大附B  49.70 高田北城  51.88 柏崎  52.16 柏崎常盤  53.21 柏崎総合  53.49

原　知世 荻原　一葉 市川　愛己 壁下　澪 和田　美咲 金塚　琴音

佐藤　汀 尾崎　結稀 清宮　悠 伊比　琴美 猪爪　真衣 稲田　美里

田中　夕愛 金子　碧華 土屋　穂佳 濁川　萌々子 川尻　唯生 田邉　麗安

樋熊　美珠 松本　愛美 後藤　公子 佐藤　朱莉 児玉　友梨花 柳澤　香乃

陸川　明日香  1.55 スタフォード中林　楓乃  1.25

新潟産大附 新井

横山　柚月  2.40 濁川　萌々子  2.20

新潟産大附 柏崎

濁川　萌々子  4.67 (+0.8) 市川　愛己  4.60 (+0.3) 丸山　栞穂  4.53 (+0.4) 渡邉　伊織  4.52 (+0.2) 和田　美咲  4.20 (+0.3)

柏崎 高田北城 高田北城 高田北城 柏崎常盤

小田島　夏生  8.83 和栗　奈々  8.39 浅野　愛  8.17

新潟産大附 新潟産大附 柏崎

小田島　夏生  30.97 橘川　美優  18.06

新潟産大附 高田北城

和栗　奈々  24.67

新潟産大附

浅野　愛  37.71 堤　佳愛  33.74 近藤　綾香  32.85 長橋　愛  27.35 田邉　麗安  18.09

柏崎 新潟産大附 新潟産大附 柏崎工 柏崎総合

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 2019年秋季柏崎陸上競技記録会
期日・時刻 2019/11/3 審判長 坂井　和之

競技場名 柏崎市陸上競技場 記録主任 藤田　雅也

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

高校男子 11月3日 砲丸投

高校・一般男子 11月3日 100m

11月3日 400m

11月3日 円盤投

11月3日 110mH

11月3日 4x100mR

11月3日 1500m

11月3日 5000m

11月3日 走高跳

11月3日 棒高跳

一般男子 11月3日 砲丸投

11月3日 円盤投

11月3日 走幅跳

11月3日 やり投

11月3日 ﾊﾝﾏｰ投

11月3日 ﾊﾝﾏｰ投

高校・一般女子 11月3日 100m

11月3日 1500m

11月3日

11月3日 4x100mR

11月3日 400m

11月3日 800m

11月3日 走高跳

11月3日 棒高跳

11月3日 走幅跳

11月3日 ﾊﾝﾏｰ投

11月3日 やり投

11月3日 砲丸投

11月3日 円盤投


