
競技会名
第62回燕市陸上競技選手権大会

期日・時刻 2022/06/04 審判長

競技場名 三条燕総合グラウンド陸上競技場 記録主任

主催団体名 燕市陸上競技協会 陸協名

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

　一般・高校男子男子 6月4日 100m
霜鳥　仁(2) 11.36 (-3.5) 本多　翔(2) 11.68 (-3.5) 山川　泰輝(3) 11.71 (-3.5) 安中　稜祐(3) 11.88 (-3.5) 西川　諒(3) 11.89 (-3.5) 岸本　優樹(2) 12.02 (-3.5) 江口　祐太 12.43 (-3.5)

新潟国際情報大 新潟国際情報大 巻 新潟県央工 新潟県央工 新潟県央工 長岡AC

6月4日 1500m
鹿間　楓弥(3) 4:20.95 長谷川　聡一(5) 4:24.87 金曽　竜弥 4:35.12 吉田　翔 4:42.51 丸山　蓮斗(1) 4:43.00 藤井　楓(2) 4:43.12 高杉　珠吏(1) 4:43.32 山岸　義実

北越 長岡技科大 上越市陸協 チームT＆M 三条 巻 巻 三条市陸協

6月4日 5000m
松澤　孝幸 16:40.73 吉田　翔 16:51.62 長谷川　聡一(5) 16:57.83 佐藤　佑樹(2) 17:37.94 小山　晃広(3) 17:38.26 濱　新太(3) 18:18.36 荒川　涼 18:37.76 目黒　健太(3)

五泉市陸協 チームT＆M 長岡技科大 新潟県央工 新潟国際情報大 長岡技科大 新潟市南陸協 燕中等

6月4日 4x100mR

巻 46.47

唐津　友紳(1)

真田　光里(1)

橋本　也嵩(1)

大槻　洸太(2)

6月4日 走高跳
小林　雅也(5) 1.85 橘　伯(2) 1.85

長岡技科大 GR-GR 新潟県央工 GR-GR

6月4日 走幅跳
磯部　祥吾(3) w6.88 (+2.8) 泉井　陸(3) 6.77 (+1.5) 泉井　勇哉 6.50 (+1.2) 源川　功将(1) 6.29 (+0.9) 江端　晋吾 w6.28 (+2.1) 間島　麟太郎 5.95 (+0.9) 渡邉　明将(3) 5.81 (+1.6) 大久保　佑真(3)

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 弥彦村陸協 新潟国際情報大 弥彦村陸協 新潟市中央陸協 新潟県央工 巻

6月4日 砲丸投
齊藤　隆太郎 10.50 大谷地　明希 8.69

秋葉区陸協 FREERUN

6月4日 砲丸投
皆川　将伍(3) 10.60 神代　大輝(3) 9.69 坂爪　暖(3) 9.46 太田　平慈(1) 8.02

新潟県央工 新潟県央工 新潟県央工 新潟県央工

中学男子男子 6月4日 100m
大竹　陽向(3) 11.87 (-2.8) 山本　龍之介(2) 12.25 (-2.8) 佐藤　風馬(3) 12.45 (-2.8) 齋藤　優也(3) 12.49 (-2.8) 児玉　寛斗(3) 12.49 (-2.8) 久保　陸生(3) 12.54 (-2.8) 五十嵐　柊吾(3) 12.56 (-2.8) 皆川　達哉(2)

三条･大崎学園（中） 三条･第二中 見附･南中 加茂･加茂中 南蒲･田上中 南蒲･田上中 三条･本成寺中 三条･本成寺中

6月4日 1500m
今井　颯希(3) 4:30.43 比企　魁星(3) 4:30.63 荒澤　福太(3) 4:35.24 立川　琉斗(3) 4:35.36 土田　豪暖(2) 4:41.12 堀江　健太郎(3) 4:54.08 伊東　蓮都(3) 4:56.01 高井　聖芽(2)

南蒲･田上中 見附･西中 燕･燕中 西蒲･弥彦中 弥彦ジュニア 南蒲･田上中 燕･燕中 加茂･加茂中

6月4日 4x100mR

三条･第一中A 46.95 見附･南中A 47.19 南蒲･田上中 47.23 三条･本成寺中 47.87 燕･燕中A 47.98 三条･第二中 47.98 見附･見附中 48.78 見附･西中

阿部　光希(3) 齊藤　遥音(3) 佐藤　晃成(3) 安田　健人(3) 遠藤　大希(3) 山田　翔太郎(2) 樺澤　孝真(1) 山口　由翔(3)

古川　絆吏(3) 佐藤　風馬(3) 児玉　寛斗(3) 皆川　達哉(2) 小越　煌叶(2) 山本　龍之介(2) 玉木　莉徠(2) 荻原　伊吹(3)

鈴木　龍徳(3) 笠井　洸(3) 横山　歩斗(2) 五十嵐　英彰(3) 佐藤　楓介(3) 諸橋　一哉(2) 高橋　龍功(2) 髙橋　佑樹(3)

佐藤　友斗(3) 平井　遥也(3) 久保　陸生(3) 五十嵐　柊吾(3) 小黒　晄佑(2) 渡邊　創太(2) 髙橋　伊吹(3) 佐野　汰一(3)

6月4日 走高跳
佐藤　楓介(3) 1.60 久須美　涼久(3) 1.55 皆木　知聞(3) 1.45 細野　史温(3) 1.40 市川　元珈(2) 1.35

燕･燕中 燕･分水中 南蒲･田上中 見附･見附中 西蒲･弥彦中

6月4日 走幅跳
玉木　莉徠(2) w5.51 (+3.6) 泉　岳琉(3) 5.38 (+0.4) 五十嵐　英彰(3) w5.29 (+3.5) 佐野　汰一(3) 5.22 (+0.8) 阿部　香之介(2) w5.19 (+2.9) 鈴木　龍徳(3) 5.17 (-0.2) 村井　宏輔(3) w5.13 (+4.2) 廣川　隼士(3)

見附･見附中 燕･分水中 三条･本成寺中 見附･西中 燕･小池中 三条･第一中 西蒲･弥彦中 三条･本成寺中

6月4日 砲丸投
齋藤　優也(3) 9.86 久保　陸生(3) 9.02 真保　亮汰(3) 8.05 渡邉　真叶(3) 7.78 野村　騰士(3) 7.47 高橋　龍功(2) 6.92 小日向　優(2) 6.34 佐野　暖朗(3)

加茂･加茂中 南蒲･田上中 三条･本成寺中 燕･小池中 見附･西中 見附･見附中 南蒲･田上中 見附･西中

中学1年男子男子 6月4日 100m
小川　優空(1) 13.60 (-1.7) 樺澤　孝真(1) 13.64 (-1.7) 佐野　桜雅(1) 13.72 (-1.7) 川窪　隆介(1) 13.76 (-1.7) 河田　修也(1) 13.86 (-1.7) 鶴巻　凰(1) 13.99 (-1.7) 塩野　瑛士(1) 14.16 (-1.7) 田澤　陽太(1)

燕･燕中 見附･見附中 三条・第三中 三条･第一中 見附･見附中 燕･燕中 加茂･加茂中 南蒲･田上中

6月4日 1500m
岩澤　春樹(1) 5:09.91 田澤　陽太(1) 5:21.82 丸山　航(1) 5:24.34 諸橋　一希(1) 5:36.28 神子島　弓來(1) 5:36.87 小川　優空(1) 5:51.51 丸山　碧己(1) 5:52.78 村上　漣(1)

三条･第一中 南蒲･田上中 燕･燕中 見附･見附中 三条･第一中 燕･燕中 燕･燕北中 三条･本成寺中

小学6年男子男子 6月4日 100m
沖坂　蘭馬(6) 15.16 (-4.2) 野水　陽生(6) 15.38 (-4.2) 鈴木　結斗(6) 15.59 (-4.2) 金山　快成(6) 16.26 (-4.2) 平原　樂大(6) 16.97 (-4.2) 加藤　光輝(6) 17.25 (-4.2) 小倉　伊生(6) 17.27 (-4.2)

燕リトル・ウイングR・C GR 三条ジュニア 弥彦ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C

6月4日 1500m
難波　拓利(6) 5:13.55 諸橋　希大(6) 5:21.14 石川　銀二(6) 5:34.17 阿部　朔太郎(6) 5:37.86 遠藤　大和(6) 6:05.22 今井　來輝(6) 6:23.63 鈴木　建汰(6) 6:29.65

弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 三条ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C 分水ジュニア

小学5年男子男子 6月4日 100m
小林　司(5) 14.90 (-4.7) 小海　晃暉(5) 15.96 (-4.7) 池田　晴輝(5) 16.06 (-4.7) 森口　善(5) 16.99 (-4.7) 伊藤　蔵之助(5) 17.00 (-4.7) 夛田　結斗(5) 17.00 (-4.7) 内山　快浬(5) 17.11 (-4.7) 小林　俐琥(5)

弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 分水ジュニア 三条ジュニア 分水ジュニア

6月4日 1500m
岩澤　侑樹(5) 5:33.03 中沢　勇輝(5) 5:40.28 堀　隼都(5) 5:57.56 福田　爽力(5) 6:02.20 渡邉　貫太(5) 6:11.37 星野　佑岳(5) 6:14.13 長澤　駿翔(5) 6:14.74 渡邊　一颯(5)

三条ジュニア 弥彦ジュニア 三条ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 分水ジュニア 分水ジュニア 弥彦ジュニア

小学4年男子男子 6月4日 100m
渡邉　碧大(4) 16.94 (-3.8) 早川　慧(4) 17.04 (-3.8) 田辺　諒(4) 17.21 (-3.8) 丸山　一水(4) 17.46 (-3.8) 中川　修(4) 17.72 (-3.8) 大倉　啓之輔(4) 17.83 (-3.8) 黒井　駿(4) 18.53 (-3.8) 石川　蘭丸(4)

弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 三条ジュニア 弥彦ジュニア 三条ジュニア 燕リトル・ウイングR・C

6月4日 800m
水野　修也(4) 2:55.54 齊藤　新(4) 3:00.33 小林　晃芽(4) 3:02.47 渡辺　琉斗(4) 3:08.95 小野塚　浩希(4) 3:24.14

燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア




