
日付 種目

大橋　尚之  10.80 (-0.6) 村山　大樹  10.88 (-0.6) 橋﨑　太陽  11.27 (-0.6) 江口　祐太  11.29 (-0.6) 駒形　健介  11.43 (-0.6) 宗村　大和  11.58 (-0.6) 吉田　和弥  11.61 (-0.6) 八子　真知  11.63 (-0.6)

東洋大 GR 東京経済大 GR 三条東高 長岡AC ＴＧＮＳＰＩＲＩＴＳ 加茂高 三条商業高 三条東高

佐藤　真  51.26 片野　貴裕  52.39 片岡　海道  52.83 大島　笙太  53.54 橋﨑　太陽  54.22 太田　翔一朗  54.28 山田　海里  54.41 皆川　泰史  54.45

三条東高 大阪陸協 三条東高 三条高 三条東高 三条高 新潟県央工業高 三条商業高

西山　諒哉  4:15.38 若杉　俊喜  4:22.49 中山　皓貴  4:22.66 田辺　圭一  4:23.48 高橋　比呂弥  4:28.79 矢川　翔太郎  4:29.36 渡部　遼太郎  4:30.38 長谷川　聡一  4:35.22

三条高 新潟県央工業高 三条高 新潟県央工業高 三条東高 三条高 三条高 三条市陸協

西山　猛彦  9:50.37 土佐　健二  10:22.64 佐藤　快  10:49.29

三条市陸協 GR 三条市陸協 三条市陸協

岡田　瑞生  15:19.34 神子島　颯汰  15:51.09 小林　弘人  15:55.76 西沢　康平  16:10.00 高井　滋  16:12.04 菅　天真  16:25.27 宮澤　陸  16:40.02 駒形　知季  17:03.79

三条市陸協 GR 三条高 三条高 三条高 三条市陸協 三条高 三条高 三条高

駒形　健介  15.13 (+0.5) 矢野　秀樹  15.40 (+0.5) 角田　彪瑠  16.02 (+0.5)

ＴＧＮＳＰＩＲＩＴＳ 新潟市中央陸協 三条東高

三条東高  43.15 三条高  45.87 加茂農林高  47.37 三条商業高Ａ  47.69

橋﨑　太陽 坂井　勇哉 間藤　舜平 吉田　和弥

小栗　拓斗 太田　翔一朗 皆川　直輝 川﨑　彰悟

片岡　海道 大島　笙太 川野　智靖 大原　璃久

八子　真知 森山　太陽 小湊　峻平 薄田　圭太

三条東高C  3:37.79 三条東高B  3:38.84 新潟県央工業高Ａ  3:41.56 三条高  3:44.34 三条･栄中  4:02.46 新潟県央工業高Ｂ  4:03.15 三条市陸協  4:16.52

佐藤　真 片岡　海道 山田　海里 大島　笙太 山﨑　慧 佐藤　慶 土佐　健二

島村　真徳 小栗　拓斗 若杉　俊喜 太田　翔一朗 須戸　航希 捧　康輔 長谷川　聡一

涌井　佑 高橋　比呂弥 小海　迅 森山　太陽 吉田　航 佐野　滉太 佐藤　美教

角田　彪瑠 皆川　泰誠 小池　景虎 坂井　勇哉 岡　恵護 佐藤　祐規 高井　滋

佐野　滉太  1.77 小杉　賢太郎  1.71 有馬　幸望  1.68 泉井　勇哉  1.68 門藤　諒  1.50

新潟県央工業高 長野大学 三条市陸協 弥彦陸協 三条商業高

髙橋　宥太郎  1.50

三条商業高

泉井　勇哉  6.51 (-0.3) 坂上　春馬  6.43 (+0.1) 江端　晋吾  5.93 (-0.7) 島村　真徳  5.87 (+0.8) 南　凱登  5.55 (+0.1) 髙橋　宥太郎  5.36 (+0.1) 坂上　哲雄  4.67 (+0.8) 皆川　泰誠  4.41 (-0.2)

弥彦陸協 帝京大学 三条商業ＯＢ 三条東高 新潟県央工業高 三条商業高 三条ジュニア 三条東高

野村　遼太  10.33 大原　璃久  9.73 山﨑　拓朗  9.13 井田　雄翔  7.76

新潟県央工業高 三条商業高 三条高 三条商業高

市野　冬馬  11.60 (+1.2) 川野　祥太  12.29 (+1.2) 吉田　琉稀  12.30 (+1.2) 鈴木　伶央  12.31 (+1.2) 吉田　航  12.41 (+1.2) 山本　晴琉  12.47 (+1.2) 村田　映心  12.54 (+1.2) 木村　玲人  12.63 (+1.2)

三条･第一中 三条･栄中 三条･下田中 三条･第一中 三条･栄中 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･下田中

木村　光輝  54.58 岡　恵護  57.14 村田　映心  57.86 木村　航成  57.92 吉田　琉稀  58.35 長沢　羽琉  59.38 齋藤　構  59.45 木菱　翔太  1:00.41

三条･第一中 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･第一中 三条･下田中 三条･第四中 三条･第一中 三条･第二中

竹石　優  9:34.76 内田　善登  9:40.79 桑原　陽太  10:31.04 瀧澤　心  11:42.61

三条･大崎学園（中） 三条･第四中 三条･第一中 三条･下田中

高橋　京太郎  17.66 (+0.5) 木菱　翔太  17.70 (+0.5)

三条･本成寺中 三条･第二中

三条･第一中A  47.44 三条･第一中B  47.81 三条･栄中Ａ  48.38 三条･本成寺中  48.83 三条･下田中A  48.83 三条･栄中Ｂ  50.71 三条･大崎学園（中）  50.78 三条･下田Ｂ  51.06

木村　航成 駒形　優季 茂野　駿 土田　朔也 木村　玲人 浅賀　遥斗 小林　一太 岡田　怜亜

市野　冬馬 木村　光輝 栗林　大地 村田　映心 五十嵐　拓哉 平原　凰介 西川　諒 橘　祐里

宮島　直也 松谷　晴希 山本　晴琉 柿崎　皓介 佐藤　利玖 桒原　寧大 大湊　陽介 佐藤　琉衣

山﨑　海渡 鈴木　伶央 川野　祥太 高橋　京太郎 吉田　琉稀 片野　亮汰 金安　駿介 堀口　亮

高橋　京太郎  1.40

三条･本成寺中

佐藤　凛來  1.40

三条･栄中

木村　光輝  5.96 (+1.1) 柿崎　皓介  5.28 (-1.1) 橘　祐里  5.18 (-0.1) 佐藤　利玖  4.96 (+0.6) 倉重　旭  4.84 (+0.8) 山口　哲也  4.75 (+1.9) 本間　皓大  4.69 (+0.3) 桒原　寧大  4.69 (0.0)

三条･第一中 GR 三条･本成寺中 三条･下田中 三条･下田中 三条･栄中 三条･第四中 三条･栄中 三条･栄中

皆川　将伍  9.21 石塚　大理  7.80 神代　大輝  7.79 岡田　怜亜  7.61 小林　一太  7.39 諸橋　神義  7.17 五十嵐　拓哉  6.95 山田　健太  6.35

三条･栄中 三条･本成寺中 三条･下田中 三条･下田中 三条･大崎学園（中） 三条･栄中 三条･下田中 三条･下田中

川窪　隆介  17.24 (+0.1) 松井　颯槻  17.31 (+0.1) 萱森　明  17.76 (+0.1) 齋藤　集  17.82 (+0.1) 藤井　琉琥  19.36 (+0.1)

三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア 三条ジュニア

玉木　莉徠  15.53 (+0.7) 飯塚　凛玖  15.85 (+0.7) 城台　七星  16.00 (+0.7) 田中　律稀  16.31 (+0.7) 関根　優  16.79 (+0.7) 早川　侑駕  18.24 (+0.7)

新潟アルビレックスＲＣ・県央 GR 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 嵐南小 新潟アルビレックスＲＣ・県央

関根　優  3:00.23

嵐南小

竹石　優  4:19.65 内田　善登  4:27.43 桑原　陽太  4:33.39 鈴木　海悠  4:56.91 須戸　航希  5:04.70 髙柳　亮空  5:11.37 齋藤　瑞季  5:14.41 瀧澤　心  5:16.20

三条･大崎学園（中） GR 三条･第四中 GR 三条･第一中 三条･本成寺中 三条･栄中 三条･栄中 三条･大崎学園（中） 三条･下田中

渡辺　莉亜寿  5:21.43 中村　友哉  5:22.45 五十嵐　諒哉  5:22.73 佐藤　光  5:38.08 木菱　碧  5:42.93 外山　昌幸  5:50.54

三条･第四中 三条･栄中 三条･下田中 三条･大崎学園（中） 三条･栄中 三条･大崎学園（中）

GR

溝口祐介

主催団体名 三条市陸上競技協会　三条市　三条市スポーツ協会 陸協名 三条市陸上競技協会

競技会名 三条市民陸上競技大会
期日・時刻 2018/8/19 審判長 菅井国次

競技場名 三条燕総合グラウンド陸上競技場 記録主任

8月19日 1500m

8月19日 3000m

7位 8位

一般・高校男子 8月19日 100m

8月19日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月19日 4x100mR

8月19日 4x400mR

8月19日 5000m

8月19日 110mH

8月19日 砲丸投

中学共通男子 8月19日 100m

8月19日 走高跳

8月19日 走幅跳

8月19日 110mH

8月19日 4x100mR

8月19日 400m

8月19日 3000m

8月19日 砲丸投

小学３年男子 8月19日 100m

8月19日 走高跳

8月19日 走幅跳

中学２・３年男子 8月19日 1500m

中学１年男子 8月19日 1500m

小学４年男子 8月19日 100m

8月19日 800m



渡辺　彪我  14.89 (+0.9) 遠藤　蒼空  16.09 (+0.9) 安達　駿  16.19 (+0.9) 加藤　拓玖  16.76 (+0.9) 原山　充未  16.80 (+0.9) 村山　伊吹  17.71 (+0.9) 中山　青空  17.81 (+0.9) 佐々木　晟人  18.38 (+0.9)

三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア

渡辺　彪我  5:25.13 安達　駿  5:30.24 遠藤　蒼空  6:31.14 加藤　拓玖  6:32.78 佐々木　晟人  6:34.86

三条ジュニア GR 三条ジュニア 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア

岡田　有乃  14.17 (+2.0) 佐藤　海翠  14.25 (+2.0) 桑原　慶  14.27 (+2.0) 片野　晴貴  14.65 (+2.0) 城台　瑛翔  14.78 (+2.0) 塩入 　直太朗  14.82 (+1.8) 川窪　悠斗  15.46 (+1.8)

三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア

吉田　桜雅  14.82 (+1.8)

新潟アルビレックスＲＣ・県央

塩入 　直太朗  5:53.74 工藤　優作  5:57.00 吉田　桜雅  6:00.52

新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央

三条ジュニア  56.66 新潟アルビレックスＲＣ・県央A  58.70 新潟アルビレックスＲＣ・県央C  1:05.36 新潟アルビレックスＲＣ・県央B  1:06.74

桑原　慶 塩入 　直太朗 田中　律稀 菅原　虎太郎

岡田　有乃 山谷　悠人 城台　七星 原山　充未

片野　晴貴 城台　瑛翔 玉木　莉徠 加藤　拓玖

佐藤　海翠 吉田　桜雅 早川　侑駕 柄澤　琉希

桑原　慶  4.17 (+0.8) 岡田　有乃  3.98 (0.0) 片野　晴貴  3.81 (+0.3) 城台　瑛翔  3.76 (+0.9) 山谷　悠人  3.54 (+1.0) 佐藤　海翠  3.53 (+0.3) 玉木　莉徠  3.48 (+0.8) 川窪　悠斗  3.30 (0.0)

三条ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア

佐藤　祐輔  12.66 (+0.3) 荒井　哲夫  14.24 (+0.3)

栄中学職員 大崎学園

坂上　哲雄  13.98 (+0.3) 片野　清彦  14.22 (+0.3) 石月　謙二  15.68 (+0.3)

三条ジュニア 倉敷機械 ジョギングラブ

山本　活信  10:44.22 石月　謙二  10:52.69 石田　恵津貴  12:15.93 山田　吉栄  13:21.58 横田　茂幸  14:03.42 渡辺　米雄  16:33.09

三条税務署 ジョギングラブ 三条ジュニア ジョギングラブ ジョギングラブ ジョギングラブ

新潟アルビレックスＲＣ・県央ＯＢＡ  46.97 新潟アルビレックスＲＣ・県央ＯＢＢ  47.11 三条商業ＯＢ  47.38 新潟アルビレックスＲＣ・県央ＯＢＣ  49.49

青野　陽高 外山　陽大 牛腸　堪久哉 佐々木　啓太

宗村　大和 渋谷　哉太 丸山　晃仁 駒形　知季

神田　大陽 小海　迅 江端　晋吾 神子島　颯太

田中　義雄 遠藤　帆高 竹内　駿太 稲田　力也

ジョギングラブ  5:38.59

石月　謙二

山田　吉栄

横田　茂幸

渡辺　米雄

五十嵐　直人  6.43 (+0.4)

三条商業ＯＢ

小湊　峻平  7.15

加茂農林高

諸橋　未桜  12.83 (-1.4) 髙橋　未来  13.30 (-1.4) 志田　和香奈  13.44 (-1.4) 藤田　柊  13.96 (-1.4) 諸我　菜摘  13.98 (-1.4) 柳生田　こはる  13.99 (-1.4) 大橋　可奈  14.19 (-1.4) 武田　詩歩  14.21 (-1.4)

新潟商 GR 三条高 三条東高 加茂農林高 新潟高 三条高 三条高 三条高

武田　彩花  1:01.84 志田　和香奈  1:02.80 渡邉　由夏  1:05.34 諸橋　愛子  1:06.09 五十嵐　梨奈  1:07.42 諸我　菜摘  1:09.55

三条高 GR 三条東高 三条高 三条高 三条東高 新潟高

関　萌華  5:01.41 石平　歩那  5:14.88 若月　千帆里  5:57.62 古澤　ももか  6:07.36

三条東高 GR 三条高 三条東高 三条東高

髙橋　未来  16.59 (0.0) 柳生田　こはる  18.11 (0.0) 川上　凛  18.15 (0.0)

三条高 三条高 三条高

三条高  53.17 三条東高  57.23

髙橋　未来 五十嵐　梨奈

武田　彩花 志田　和香奈

渡邉　由夏 若月　千帆里

武田　詩歩 関　萌華

三条高  4:19.64

髙橋　未来

武田　彩花

諸橋　愛子

渡邉　由夏

武田　詩歩  4.61 (+0.9) 遠藤　愛佳  w4.38 (+2.2)

三条高 三条商業高

細貝　沙良  4.98

三条商業高

村山　小夏  13.92 (-0.2) 小海　愛梨  14.06 (-0.2) 古田　愛奈  14.12 (-0.2) 石山　真百  14.17 (-0.2) 松永　凜  14.23 (-0.2) 渡邉　夏歩  14.24 (-0.2) 太田　瑠衣梨  14.29 (-0.2) 土肥　小織  14.35 (-0.2)

三条･第一中 三条･大崎学園（中） 三条･第一中 三条･第一中 三条･第一中 三条･第一中 三条･大崎学園（中） 三条･大崎学園（中）

大桃　花菜  1:12.61

三条･第四中

中川　いろは  5:25.99 西山　愛唯実  5:26.72 西川　涼子  5:27.30 燕　幸香  5:40.07 丸山　凛子  5:48.19 中村　琴実  6:03.93 吉野　日菜  6:26.00 吉野　花菜  6:30.25

三条･大崎学園（中） 三条･栄中 三条･下田中 三条･大崎学園（中） 三条･第二中 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･本成寺中

西山　愛唯実  11:57.81 中川　いろは  12:10.68

三条･栄中 三条･大崎学園（中）

村山　小夏  15.53 (+0.5) 山岸　希歩  18.91 (+0.5) 坂内　蘭  19.21 (+0.5) 太田　瑠衣梨  19.76 (+1.0) 芳賀　朱梨  21.42 (+1.0) 木村　和可  21.80 (+1.0) 坂井　舞優  22.31 (+1.0)

三条･第一中 GR 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･大崎学園（中） 三条･本成寺中 三条･栄中 三条･栄中

GR

小学６年男子 8月19日 100m

8月19日 1500m

小学５年男子 8月19日 100m

一般市民Ｂ男子 8月19日 100m

一般市民Ｃ男子 8月19日 100m

小学共通男子 8月19日 4x100mR

8月19日 走幅跳

8月19日 4x400mR

8月19日 走幅跳

8月19日 3000m

一般市民Ｄ男子 8月19日 4x100mR

8月19日 400m

8月19日 1500m

8月19日 砲丸投

一般・高校女子 8月19日 100m

8月19日 4x400mR

8月19日 走幅跳

8月19日 100mH

8月19日 4x100mR

8月19日 400m

8月19日 1500m

8月19日 砲丸投

中学共通女子 8月19日 100m

8月19日 3000m

8月19日 100mH

1500m8月19日



三条･第一中  53.98 三条･大崎学園（中）  54.51 三条･栄中Ａ  57.08 三条･栄中Ｂ  1:01.50

松永　凜 諸橋　穂乃花 星野　美香子 木村　和可

石山　真百 太田　瑠衣梨 駒野　菫 坂井　舞優

古田　愛奈 土肥　小織 中澤　ひな 中村　琴実

村山　小夏 小海　愛梨 長谷川　明里 山岸　星那

古田　愛奈  1.46 渡邉　夏歩  1.35 三本　麗華  1.25 駒野　菫  1.20

三条･第一中 GR 三条･第一中 三条･栄中 三条･栄中

石山　真百  4.67 (+1.5) 吉田　翠  3.91 (+1.3) 小黒　優月  3.75 (+0.3) 池野　詩奈  3.74 (+1.9) 星野　塑南  w3.43 (+2.2)

三条･第一中 三条･本成寺中 三条･大崎学園（中） 三条･第四中 三条･大崎学園（中）

中澤　ひな  8.03 外山　咲花  7.57 星野　美香子  6.01

三条･栄中 三条･本成寺中 三条･栄中

霜鳥　紗那  17.93 (0.0) 丸山　詩媛  18.27 (0.0) 丸山　寧々  18.79 (0.0) 矢嶋　美生  18.89 (0.0) 山中　結月  19.26 (0.0)

新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央

山崎　夢夏  15.62 (+1.1) 宮嶋　日鞠  16.41 (+1.1) 宗村　瑠奈  17.22 (+1.1)

三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央

山崎　夢夏  2:42.91 原田　菫  3:10.96

三条ジュニア GR 新潟アルビレックスＲＣ・県央

上野　心温  15.42 (+1.4) 小野澤　亜虹  15.56 (+1.4) 斉藤　花苗  16.50 (+1.4) 浅野　莉奈  16.54 (+1.4) 高橋　瑠依  16.70 (+1.4) 柄澤　珠夢  16.99 (+1.4)

新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央

斉藤　花苗  2:54.76 高橋　瑠依  3:08.63 浅野　莉奈  3:30.96

三条ジュニア 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央

澁木　紗妃  14.95 (+1.4) 高取　帆乃  15.00 (+1.4) 浜田　爽  15.24 (+1.4) 平松　香凜  15.27 (+1.4) 望月　真子  15.28 (+1.4)

三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア 新潟アルビレックスＲＣ・県央

浜田　爽  2:52.68

新潟アルビレックスＲＣ・県央

新潟アルビレックスＲＣ・県央B  1:03.54 新潟アルビレックスＲＣ・県央A  1:04.72

柄澤　珠夢 浅野　莉奈

高取　帆乃 宮嶋　日鞠

宗村　瑠奈 原田　菫

浜田　爽 望月　真子

高取　帆乃  3.57 (+0.8) 小野澤　亜虹  3.57 (+1.6) 望月　真子  3.50 (+0.2) 柄澤　珠夢  3.38 (+0.3) 宮嶋　日鞠  3.22 (+1.2) 原田　菫  3.03 (+0.1) 宗村　瑠奈  2.90 (+0.6) 望月　莉子  2.35 (+1.2)

新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビレックスＲＣ・県央

8月19日 4x100mR

8月19日 走高跳

100m

小学３年女子 8月19日 100m

小学４年女子 8月19日 100m

8月19日 走幅跳

8月19日 砲丸投

8月19日 走幅跳

w (wind assist) : 追風参考

8月19日 800m

小学共通女子 8月19日 4x100mR

8月19日 800m

小学６年女子 8月19日 100m

8月19日 800m

小学５年女子 8月19日


