
陸協 （ 　男子　・　女子　）

主催 競技会名 実施日 場所

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 東京学館新潟高 東京学館新潟高 新潟医療福祉大 新潟産大附高 アップルＳＣ 新潟医療福祉大

新潟医療福祉大 東京学館新潟高 新潟医療福祉大 東京学館新潟高 新潟医療福祉大 東京学館新潟高 新潟医療福祉大

柏崎高 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 東京学館新潟高 東京学館新潟高

新潟医療福祉大 東京学館新潟高 新潟医療福祉大 新潟薬科大 長岡高

新潟医療福祉大 東京学館新潟高 関根学園高 高田高 佐渡高 東京学館新潟高 関根学園高 六日町高

柏崎消防 関根学園高 関根学園高 長岡技科大 関根学園高 十日町総合高 関根学園高 高田高

長岡高専 新潟医療福祉大 長岡Ｔ＆Ｆ 小千谷高 柏崎高 正徳館高 長岡高

新潟医療福祉大 東京学館新潟高B 長岡ＡＣ 柏崎高A 東京学館新潟高A 糸魚川白嶺高 高田高A 新潟産大附高A
木原　真人 霜鳥　　佑 高村　純太 澤田　孝樹 田村　耀乙 藤田　恵寿 斉藤　裕樹 小林　潤一 
山川宗一郎 須貝陽太郎 郷　　哲朗 長井　駿介 笹川　　剛 岩崎　　竜 真野　博也 庭山　洸典 
山崎　勇哉 高橋　智哉 加納　大生 木下　　篤 北村　柊也 矢嶋　祐介 廣井　颯 駒形　祐弥 
吉本　政貴 峰田　昌輝 五十嵐祐樹 松井　綾摩 内藤　優友 川合宥太郎 廣川　尚哉 大橋　　諒 

NGR

2m11 新潟市陸協 1m91 新潟産大附高 1m88 アップルＳＣ 1m85 アップルＳＣ 1m80 高田高 1m80 新潟産大附高 1m80 柏崎高 1m80 正徳館高

4m10 新潟産大附高 4m00 新潟産大附高 4m00 十日町高 4m00 柏崎高 3m70 柏崎工高 3m70 新潟産大附高 3m70 十日町高

 0.0 +0.6 +0.8 -0.5  0.0 -0.1 +0.8 -0.6

7m24 アルビレックスＲＣ 6m78 新潟医療福祉大 6m61 新潟医療福祉大 6m57 新潟大 6m47 新潟医療福祉大 6m42 新潟産大附高 6m30 東京学館新潟高 6m22 高田高
NGR

+1.1 +1.5 +2.7 +1.7 +0.3 +3.8 +1.8 +2.2

15m38 アップルＳＣ 13m74 関根学園高 13m42 新潟医療福祉大 13m16 新潟医療福祉大 12m97 新潟医療福祉大 12m88 長岡高 12m74 新潟医療福祉大 12m73 田上レーシング

11m32 湯沢町役場

12m37 東京学館新潟高 11m13 正徳館高 11m07 小千谷西高 10m66 糸魚川高 10m62 長岡工高 10m56 正徳館高 10m35 柏崎工高 10m07 柏崎総合高

27m38 小千谷市陸協

33m54 東京学館新潟高 32m95 東京学館新潟高 30m40 上越総合技術高 30m27 十日町高 28m12 十日町高 27m27 十日町総合高 27m19 柏崎高 26m51 長岡高

49m21 新潟医療福祉大 47m82 新潟医療福祉大 39m65 上越市陸協 29m84 新潟医療福祉大 29m69 DECOLERIOR草津

42m09 正徳館高 37m43 柏崎工高 37m08 長岡工高 33m37 高田農高 28m56 塩沢商工高 26m34 十日町高 23m23 柏崎高 23m05 東京学館新潟高

６位

52m53 長岡高 49m37 佐渡高 47m18 十日町高 46m38 上越教育大 45m90 ＭＡＸトレーニングジム 44m48 小千谷西高 44m48 東京学館新潟高 43m13 高田農高

総 務 ﾄﾗｯｸ審判長 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 跳躍審判主任 投擲審判主任 記録主任田辺　邦夫田辺　邦夫田辺　邦夫田辺　邦夫遠藤　春治遠藤　春治遠藤　春治遠藤　春治 坂井　和之坂井　和之坂井　和之坂井　和之 花井　憲雄花井　憲雄花井　憲雄花井　憲雄 吉田　昭仁吉田　昭仁吉田　昭仁吉田　昭仁外山　　 昇外山　　 昇外山　　 昇外山　　 昇

金山　武志 川上　宏樹 山際　宏樹 瀧澤　　優高橋　　巧 阿部　　光三浦　陽弘
4月22日

一般男子
やり投

田村　奎介

4月22日
高校男子

ハンマー投
樋口　翔也 山岸　正志 上田　圭介

久保田　諒 阿部　翔太

細川　陽平倉持俊太郎 湯本　和大 篠原　秀吉 馬場　一輝

内山　大輝 中村　勇太 小日向　光

西脇　博之

加藤　　拓

4月22日
一般男子

ハンマー投
佐藤　　翔 菅原　皓太

4月21日
高校男子
円盤投

五十嵐渓斗 関川　拓朗 藤田　龍星 桑原征太郎

4月21日
一般男子
円盤投

角屋　　明

4月21日
高校男子
砲丸投

関川　拓朗 吉原　雅也 川上　宏樹 吉田　直人吉垣　　忍 上田　圭介 樋口　翔也 山岸　正志

遠山　　朗 成田　洋輔 須佐　　晨 佐藤　　稔

4月21日
一般男子
砲丸投

笛木　　尚

4月22日
一般男子
三段跳

伊藤　太一 鳥居　大輝 佐久間翔平

佐久間翔平 小田　哲也

布施　俊樹

須佐　　晨

山本　聖哉

遠山　　朗 石倉　南斗 今井　優希 真野　博也

澤田　孝樹 永井　　匠 丸山　雄輝 小林賢太朗

4月21日
一般男子
走幅跳

辻　　将也

4月21日
一般男子
棒高跳

平間　拓輝 伊藤　元貴 内山　史也 増沢　　洸

山田　弘志 丸山　皓士

栗原　孝佳 加藤　瑞季

46.25

4月21日
一般男子
走高跳

川上　匡士 冨士田ケアリー大夢

44.57 44.72 44.79 45.33
4月22日

一般男子
4×100mR 42.27 43.02 44.39

栗林　純平16.7614.79 14.89 15.08 15.68 松井　綾摩 丸山　賢也16.444月22日
一般男子
110mH

+2.1
須藤　大翔 16.75

15:48.79

冨樫　弘平 江田　茂行 行方　　匠

中村　浩祐 岩崎　壮史15:39.28 15:40.41 15:43.72 15:45.39 15:47.54築田　大夢 畔上　和弥 15:56.3015:49.58

4:15.82 4:15.84

4月22日
一般男子
5000m

中村　　徹 奥野　克徳山田　大地宮崎　大地

土屋　興央 富井　寿大 小林　優士 春日　耀介4:04.99 4:09.14 4:10.39 4:12.27 4:14.79 4:15.304月21日
一般男子
1500m

深海　　翼 小林　宅哉 築田　大夢 岩崎　壮史

金子　俊郎 笠井　翔平1:59.28 1:59.80 2:05.34 2:07.49 2:09.004月22日 一般男子 800m 斉藤　貴広 小林　宅哉 深海　　翼

50.36 50.37 50.39 52.01 魚野　翔太52.47大滝翔太朗 三平　崇弘 五十嵐元基

峰田　昌輝 22.48霜鳥　　佑中澤　瑞月22.23須貝陽太郎 木原　真人

4月21日 一般男子 400m 長井　駿介

22.284月22日 一般男子 200m +2.3 山崎　勇哉 三平　崇弘21.35 21.56 21.79 22.19

10.79 10.81 10.93 11.08須貝陽太郎山崎　勇哉 木原　真人 霜鳥　　佑 大島　圭恭 山川宗一郎11.13 11.13 11.19 11.32吉本　政貴 大橋　　諒

月日 種目 風速

4月21日 一般男子 100m +2.2

新潟陸上競技協会新潟陸上競技協会新潟陸上競技協会新潟陸上競技協会

柏崎陸上競技協会柏崎陸上競技協会柏崎陸上競技協会柏崎陸上競技協会 第41回柏崎陸上競技選手権大会第41回柏崎陸上競技選手権大会第41回柏崎陸上競技選手権大会第41回柏崎陸上競技選手権大会 平成24年4月21日(土)・22日(日)平成24年4月21日(土)・22日(日)平成24年4月21日(土)・22日(日)平成24年4月21日(土)・22日(日) 柏崎市陸上競技場柏崎市陸上競技場柏崎市陸上競技場柏崎市陸上競技場コード 1 2 1 6 0 7 0 2

コード 1 6 2 0 1 0


