
日付 種目

牧口 大雅  7.6 篠田 諒真  7.7 篠田 優瑠  8.2 関谷 想介  8.4 横田 悠真  9.3 長原 唯眞  9.5 中村 吏輝  9.7

柏崎T&F 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 半田小 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

武田 朋樹  8.2

柏崎T&F

丸山 蛍亮  2:46.5 柳 敬隼  2:59.1 泉 快生  3:08.5 篠田 諒真  3:14.0 関谷 想介  3:22.8 中村 吏輝  3:24.4 深津 蒼太  3:31.0 小山 優斗  3:59.5

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 半田小 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

牧口 大雅  2.93 篠田 優瑠  2.89

柏崎T&F 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

田邉 太陽  6.3 桑原 一平  6.5 猪俣 誠温  6.6 罍 高遙  6.7 三五 勇生  6.8

柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･西山中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 刈羽･刈羽中

渡邉 真路  6.3 木下 治  6.6 中村 烈大  6.8

柏崎･第二中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･東中

近藤 康平  6.6

柏崎･鏡が沖中

田中 葵  4:38.0 新部 雄大  4:44.8 矢代 大貴  4:49.0 栁 琉生  4:59.9 安藤 芳晃  5:19.2 平澤 空  5:20.6 入澤 朔  5:23.2 伊原 翔太  5:23.8

柏崎･西山中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･松浜中 柏崎･松浜中 柏崎･松浜中 柏崎･瑞穂中

渡邉 真路  7.5 保坂 怜音  7.6 阿部 晴斗  8.0 山本 琉稀  8.5 庭山 司  8.6 菅野 心希  8.8

柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･第二中 柏崎･西山中 柏崎･第二中

佐藤 飛雅  8.6 八木 響聖  8.8

柏崎･第三中 柏崎･東中

田村 翼  1.55 阿部 晴斗  1.45 髙橋 薫翔  1.30 三富 汐恩  1.25

柏崎･第二中 柏崎･第二中 柏崎･西山中 柏崎･西山中

近藤 祥  3.60 大平 凛太朗  3.50 髙橋 路  2.90 金子 唯人  2.70 菅野 心希  2.60 佐藤 響  2.50 土田 蒼惟  2.40

柏崎･第三中 十日町･十日町中 十日町･川西中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 十日町･川西中 刈羽･刈羽中

髙橋 大泉  2.40

柏崎･第三中

罍 高遙  7.92 桑原 一平  7.78 木下 治  7.56 小杉 剛広  7.31 田村 翼  7.15 三五 勇生  7.06 石塚 守貴  6.83 近藤 康平  6.82

柏崎･第三中 柏崎･西山中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第二中 刈羽･刈羽中 柏崎･第二中 柏崎･鏡が沖中

こと子 優真  10.66 田邉 琉輝  9.50 金子 唯人  8.18 下條 剛  7.33 阿部 晴斗  7.26 品田 風雅  7.21 山﨑 友斗  6.97 池田 唯人  6.79

刈羽･刈羽中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･松浜中 柏崎･西山中 柏崎･第三中

水崎 翔  5.8 小池 優輝  6.0 酒井 颯太  6.1 江口 祐太  6.2

開志国際 GR-GR 長岡AC 正徳館 長岡AC

後藤 真幸  6.0 布施 幸祐  6.2

開志国際 新潟産大附

阪田 昂輝  6.2

柏崎工

澤石 庸之介  5:11.4 上杉 歩叶  5:13.0 渡邉 勝哉  5:23.5 桑原 巧暉  5:38.3 中澤 優斗  5:41.6 山本 光太  5:42.3 武田 尚斗  5:42.9 小川 克心  5:44.9

柏崎常盤 柏崎総合 柏崎常盤 柏崎総合 長岡明徳高 柏崎常盤 柏崎総合 柏崎工

原 崚平  7.1 櫻井 陽生  7.2 吉沢 悠太  7.5 植木 涼太  8.6

柏崎工 新潟産大附 新潟産大附 柏崎工

遠藤 琉維  1.80 吉田 亜夢路  1.70 佐藤 琳斗  1.65 星 慎太郎  1.55 佐野 力斗  1.45

新潟産大附 柏崎 開志国際 OSA 開志国際

横田 暉英  1.45

新潟産大附

松澤 ジアン成治  4.80 佐藤 恭平  4.50 岡村 迅  4.10 田村 綺瑠  4.00 川端 皓斗  3.80 阿部 諒介  3.80 近藤 了太  3.50 星 慎太郎  3.20

新潟アルビレックスＲＣ GR 日本体育大 新潟産大附 新潟南 柏崎 十日町 新潟産大附 OSA
1月24日 棒高跳

1月30日 50mH

1月24日 走高跳

高校・一般男子 1月30日 50m

1月30日 1500m

1月30日 立三段跳

1月30日 砲丸投

1月24日 走高跳

1月24日 棒高跳

1月30日 1500m

1月30日 50mH

1月30日 走幅跳

中学男子 1月30日 50m

7位 8位

小学男子 1月30日 50m

1月30日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 柏崎市陸上競技協会 陸協名

競技会名 第47回柏崎室内陸上競技記録会
期日・時刻 2021/1/30 審判長

競技場名 柏崎市総合体育館 記録主任



酒井 颯太  8.97 阪田 昂輝  8.28 大久保 勇人  8.06 岩淵 斗羽馬  7.80 髙橋 拓也  7.73 佐ノ木 綺良  7.52 大矢 陸斗  7.52 田中 洸朱  7.52

正徳館 柏崎工 開志国際 新潟産大附 柏崎工 柏崎工 柏崎工 開志国際

相村 崇文  15.12 北原 銀太  11.29 中野 翔太  10.93 宮﨑 咲羽  10.78

長岡AC 新潟産大附 新潟産大附 新潟産大附

村山 紗彩  7.4 高宮 花純  8.1 小林 美結  8.4 村山 仁香  8.8 新部 桃子  9.7

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

須貝 理央  7.4 田邉 玲心  8.4

柏崎T&F 柏崎T&F

西巻 日葵  3:23.3 新部 桃子  3:35.9

柏崎T&F 柏崎T&F

本田 悠里  7.1 横田 遥羽  7.2 持田 心愛  7.3 品田 羽海  7.4 小室 悠奈  7.5

長岡･東中 柏崎･南中 柏崎･東中 柏崎･松浜中 柏崎･南中

森 雛乃  7.4 滝澤 天寧  7.5

柏崎･瑞穂中 柏崎･瑞穂中

酒井 梨乃  7.5

柏崎･鏡が沖中

小出 明依  7.5

柏崎･東中

山田 芽依  2:32.5 川野 歩莉  2:35.5 川野 莉央  2:35.7 安達 爽良  2:36.5 近藤 ひより  2:48.1 村田 実咲  2:48.5 宮下 真央  2:49.1 関谷 紗雪  2:49.3

柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中

髙宮 彩生  8.7 村山 紗彩  8.9 遠藤 友里  9.4 金田 陽咲  9.7 黒﨑 慶  10.0 小林 優南  10.1 坂井 さわ  10.2

柏崎･南中 柏崎T&F 柏崎･第二中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･南中 柏崎･瑞穂中

西須 心美  9.7

柏崎･鏡が沖中

滝澤 天寧  1.35 岩野 結衣  1.25 元井 咲菜  1.25 五十嵐 祥子  1.20 三富 真穂  1.20 長橋 麻美  1.15 品田 莉心  1.15

柏崎･瑞穂中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･瑞穂中 柏崎･西山中 柏崎･西山中 柏崎･第三中

西潟 悠  1.15

柏崎･第三中

鬼山 愛唯  1.90 佐藤 美月  1.70 小林 愛未  1.50

刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中

西潟 悠  3.24 長井 千夏  3.17 酒井 梨乃  3.02 佐藤 綾音  2.99 桑原 小粋  2.98 西須 心美  2.97 品田 莉心  2.89 長橋 麻美  2.89

柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･西山中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･西山中

渡辺 千咲  6.80 内田 理音来  6.60 小林 愛未  6.18

柏崎･西山中 柏崎･第二中 刈羽･刈羽中

松本 愛美  6.8

新潟産大附

山田 萌々  6.8

新潟産大附

川尻 唯生  2:35.6 高橋 伶奈  2:42.8 天野 琴美  2:45.6

柏崎常盤 新潟産大附 新潟産大附

松本 愛美  7.6 近藤 真彩  8.2

新潟産大附 GR 新潟産大附

渡邉 宇海  1.46 細谷 志帆  1.40 坂下 鈴  1.20

新潟産大附 新潟産大附 開志国際

近藤 愛加  2.80 鈴木 梨央  2.50

新潟産大附 新潟産大附

和田 美咲  3.22 竹田 美芙由  2.73

柏崎常盤 柏崎常盤

1月30日 砲丸投

1月24日 棒高跳

1月30日 走幅跳

1月30日 50mH

1月24日 走高跳

高校・一般女子 1月30日 50m

1月30日 800m

1月30日 走幅跳

1月30日 砲丸投

1月24日 走高跳

1月24日 棒高跳

1月30日 800m

1月30日 50mH

1月30日 800m

中学女子 1月30日 50m

1月30日 砲丸投

小学女子 1月30日 50m

1月30日 立三段跳


