
日付 種目

岩澤　侑樹(4)  16.6 (-0.1) 土田　陽和太(4)  16.6 (-0.1) 内山　快浬(4)  16.8 (-0.1) 市川　遥人(4)  17.0 (-0.1) 石川　大悟(4)  17.6 (-0.1) 堀　隼都(4)  18.6 (-0.1) 安田　貫人(4)  18.7 (-0.1) 小林　凌輔(4)  20.1 (-0.1)

三条ジュニア 石川小 三条ジュニア 石川小 三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア

岩澤　侑樹(4)  2:56.9 土田　陽和太(4)  3:01.8 市川　遥人(4)  3:04.2 重川　帆隆(4)  3:07.6 浅田　祐暉(4)  3:07.8 堀　隼都(4)  3:09.5 早川　亮佑(4)  4:03.3

三条ジュニア 石川小 石川小 曽根小 新潟ジュニアT&F 三条ジュニア 三条ジュニア

捧　颯汰(5)  14.4 (-0.3) 平原　樂大(5)  17.6 (-0.3) 出戸　優惇(5)  17.7 (-0.3)

加茂ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア

織原　大和(5)  6:34.0 平原　樂大(5)  6:53.0 出戸　優惇(5)  7:06.0

加茂ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア

川窪　隆介(6)  13.8 (-0.1) 熊倉　陸斗(6)  14.1 (-0.1) 原　昇大(6)  14.8 (-0.1) 石黒　晄太朗(6)  17.0 (-0.1) 小林　徹平(6)  17.3 (-0.1) 早川　拓真(6)  17.7 (-0.1) 神林　大斗(6)  19.0 (-0.1)

三条ジュニア アルビレックスRC・新潟中央 三条ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア

岩澤　春樹(6)  5:40.4 神子島　弓來(6)  6:18.6 原　昇大(6)  6:25.8 早川　拓真(6)  6:40.1 神林　大斗(6)  6:49.1

三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア

三条ジュニアＡ  1:00.5 加茂ジュニア  1:09.0 三条ジュニアＢ  1:10.2

神子島　弓來(6) 捧　颯汰(5) 堀　隼都(4)

川窪　隆介(6) 石黒　晄太朗(6) 内山　快浬(4)

原　昇大(6) 神林　大斗(6) 石川　大悟(4)

岩澤　春樹(6) 出戸　優惇(5) 岩澤　侑樹(4)

熊倉　陸斗(6)  3.97 (0.0) 川窪　隆介(6)  3.55 (-1.4) 織原　大和(5)  3.53 (+1.6) 捧　颯汰(5)  3.41 (+0.1) 神子島　弓來(6)  3.33 (-1.2) 内山　快浬(4)  3.11 (-0.4) 石黒　晄太朗(6)  2.94 (-0.8) 岩澤　春樹(6)  2.85 (+0.7)

アルビレックスRC・新潟中央 三条ジュニア 加茂ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 加茂ジュニア 三条ジュニア

保苅　拓海(3)  11.4 (+0.2) 曾山　蒼生(1)  11.5 (+0.2) 田村　優気(3)  11.8 (+0.2) 内田　崇仁(3)  11.8 (+0.2) 山口　海星(3)  12.0 (+0.2) 勝見　富(2)  12.1 (+0.2) 渡邉　惺(3)  12.5 (+0.2) 立川　陽心(2)  12.6 (+0.2)

新潟･山潟中 　　=GR 新潟･山潟中 加茂･葵中 新潟･小新中 加茂･加茂中 新潟･山潟中 新潟･巻東中 新潟･巻東中

亀山　翼(3)  54.3 大城　藍生(2)  55.6 近藤　嵐(2)  55.8 マシュウズ　オリー拓(3)  57.2 静野　元之(3)  59.3 今井　颯希(2)  59.6 小林　晟也(2)  1:00.7 児玉　寛斗(2)  1:01.0

加茂･加茂中 GR 新潟･山潟中 新潟･巻東中 新潟･小新中 加茂･葵中 南蒲･田上中 新潟･巻東中 南蒲･田上中

小林　晟也(2)  10:29.5 長嶋　琉唯(2)  10:41.9 富山　瑛冬(3)  10:53.2 今井　颯希(2)  10:55.4 小林　伊織(2)  10:57.3 伊東　俊哉(2)  10:58.2 荻野　睦己(2)  11:19.4 渡邊　悠樹(3)  11:22.2

新潟･巻東中 新潟･巻東中 新潟･巻東中 南蒲･田上中 三条･第二中 燕･分水中 燕･分水中 長岡･寺泊中

新潟･山潟中A  47.3 新潟･小新中  47.6 新潟･巻東中A  48.2 加茂･葵中A  49.0 加茂･加茂中Ｃ  50.0 新潟･新津第五中  50.0 新潟･山潟中B  51.3 新潟･山潟中C  56.2

勝見　富(2) 石塚　海里(3) 細山　思惟(3) 静野　元之(3) 栢森　慶太(3) 山村　涼介(3) 大林　楓太(1) 小出　聖人(1)

大城　藍生(2) 野内　瑞輝(3) 近藤　嵐(2) 田村　優気(3) 山口　海星(3) 白井　千聖(2) 髙嶋　禄(2) 熊谷　瑠乃(1)

高橋　祐都(2) マシュウズ　オリー拓(3) 渡邉　惺(3) 桶屋　良謙(3) 井口　晴空(3) 木村　郁海(2) 佐藤　祐輔(1) 神保　柾(1)

曾山　蒼生(1) 内田　崇仁(3) 立川　陽心(2) 藤田　智耶(3) 亀山　翼(3) 藤山　哲平(3) 梁取　帆(2) 渡邉　蒼太(2)

藤山　哲平(3)  1.66 近藤　嵐(2)  1.60 白井　千聖(2)  1.60 鶴巻　大(2)  1.45 木村　郁海(2)  1.45 本間　寛章(2)  1.45 久須美　涼久(2)  1.45

新潟･新津第五中 新潟･巻東中 新潟･新津第五中 南蒲･田上中 新潟･新津第五中 新潟･白根第一中 燕･分水中

野内　優太郎(3)  5.40 (+0.5) 池田　龍斗(3)  5.38 (+0.1) 神保　柾(1)  5.03 (+1.4) 桶屋　良謙(3)  4.86 (-1.1) 渡邊　友喜(1)  4.79 (+0.1) 田村　優気(3)  4.78 (+0.8) 齋藤　優也(2)  4.59 (+0.1) 山田　翔太郎(1)  4.44 (+0.4)

新潟･白根第一中 新潟･山潟中 新潟･山潟中 加茂･葵中 新潟･巻東中 加茂･葵中 加茂･加茂中 三条･第二中

野内　瑞輝(3)  10.01 本多　芯(2)  9.60 藤田　智耶(3)  9.32 佐藤　祐輔(1)  8.24 静野　元之(3)  8.12 立川　陽心(2)  7.96 小林　莉久(3)  7.91 大久保　和輝(1)  7.75

新潟･小新中 新潟･小新中 加茂･葵中 新潟･山潟中 加茂･葵中 新潟･巻東中 新潟･山潟中 新潟･小新中

江口　祐太  11.3 (-0.1) 珊瑚　聖也(2)  11.6 (-0.1) 村山　大樹  11.7 (-0.1) 相田　煌貴(1)  11.8 (-0.1) 平原　凰介(1)  11.9 (-0.1) 大谷地　明希  12.0 (-0.1) 石崎　悠  12.2 (-0.1) 田辺　章悟  12.5 (-0.1)

長岡AC 三条東 長岡AC 加茂農林 加茂 FREERUN 長岡AC 長岡AC

平原　凰介(1)  56.9 鶴巻　亮  58.6

加茂 田上陸協

宮澤　元  2:14.3 五十嵐　大(1)  2:24.2 小川　京摩(1)  2:27.1 坂井　伶(1)  2:28.7 大口　翔和(2)  2:37.7

FREERUN 加茂農林 加茂 加茂農林 加茂農林

宮澤　元  17:44.8

FREERUN

田辺　陽己(3)  5.28 (-0.8) 皆川　向晴(1)  4.83 (+0.4) 小林　龍馬(1)  4.80 (+0.5) 成田　和生  4.44 (+1.1)

加茂農林 加茂農林 加茂 新潟南区陸協
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主催団体名 加茂市陸上競技協会 陸協名 加茂市陸上競技協会

競技会名 第44回加茂市陸上競技選手権大会
期日・時刻 2021/7/25 審判長

競技場名 加茂市陸上競技場 記録主任
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