
第44回北陸実業団陸上競技選手権大会
兼　第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会予選会 コード：14504200

開催日：2014年5月10日（土）～11日（日） 開催場所：富山県魚津市桃山運動公園陸上競技場　　コード：172030 トラック審判長 朝野　勝行
フィールド審判長 石川　道範

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 記録
１００ｍ 5/10 +0.5 村田　和哉 10.51 吉田　開 10.59 貝沢　諒太 10.78 窪田　望都 10.82 藤田　英司 11.01 渡邉　大輔 11.12 小林　貢 11.17 福田　洋平 11.35

福井・ﾕﾃｨｯｸ 福井・ﾕﾃｯｨｸ 富山・富山大学（OP） 福井・ﾕﾃｨｯｸ 新潟・北越銀行 新潟・金津保育園 福井・ﾕﾃｨｯｸ 新潟・新潟市開発公社

１００ｍＢ 5/10 -0.5 小池　優輝 11.40 小河　怜央 11.50 石黒　達也 11.51 小瀧　智久 11.51 五十嵐　祐樹 11.51 大島　圭恭 11.54 風間　太樹 11.77
新潟・ｾｺﾑ上信越 静岡・白寿生科学 新潟・ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ(OP) 石川・北陸電力 新潟・東北電力 新潟・新潟市開発公社 新潟・ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ(OP)

２００ｍ 5/11 -1.1 吉田　開 21.14 貝沢　諒太 21.90 神田　大陽 22.19 藤田　英司 22.22 樋口　克治 22.23 橋本　幸亮 22.78 郷　哲朗 23.37 荒井　アジア 23.91
福井・ﾕﾃｨｯｸ 富山・富山大学(OP) 新潟・新潟市開発公社 新潟・北越銀行 富山・富山大学(OP) 富山・富山大学(OP) 新潟・ﾅｶﾞｵｶｻｯｼ工業 静岡・白寿生科学

４００ｍ 5/10 西村　顕志 48.91 鈴木　浩臣 50.19 田村　大樹 50.32 斎藤　雅人 50.47 松井　悠 50.55 橋本　幸亮 50.92 渡辺　健太 51.78 仁井　大志 51.88
富山・富山大学(OP) 石川・小松市教育委員会 新潟・ALSOK新潟綜合警備保障 富山・富山大学(OP) 富山・富山大学附属病院 富山・富山大学(OP) 新潟・ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ(OP) 富山・富山大学(OP)

８００ｍ 5/11 岡崎　浩樹 1.56.07 鈴木　浩臣 1.57.52 加藤　弘明 1.58.60 斎藤　雅人 1.59.21 牛越　涼太 2.00.86 浦田　勝博 2.03.68 太田　直希 2.09.01 三本　健志 2.16.72
石川・こまつ育成会 石川・小松市教育委員会 新潟・新潟県庁 富山・富山大学(OP) 富山・富山大学(OP) 富山・富山大学(OP) 富山・富山大学(OP) 新潟・見附市消防本部

１５００ｍ 5/10 岩崎　祐樹 4.00.38 横山　築 4.02.16 池上　義輝 4.03.43 難波　幸貴 4.04.02 牛山　雄平 4.05.09 岡崎　浩樹 4.05.95 太田　清史 4.06.80 須貝　理志 4.11.80
新潟・ｾｷﾉ興産 富山・ＹＫＫ 富山・富山大学(OP) 富山・ＹＫＫ 新潟・ｾｷﾉ興産 石川・こまつ育成会 富山・ＹＫＫ 新潟・高田自衛隊

５０００ｍ 5/11 岩崎　祐樹 14.19.24 村刺　厚介 14.20.10 沼田　大貴 14.23.69 灘波　幸貴 14.24.65 前田　翼 14.28.45 樋本　芳弘 14.31.71 内田　昌寛 14.31.80 永井　良祐 14.34.44
新潟・ｾｷﾉ興産 富山・YKK 新潟・重川材木店 富山・YKK 富山・YKK 富山・YKK 新潟・新潟県労働金庫小千谷支店 富山・YKK

１００００ｍ 5/10 ｱﾚｯｸｽ・ﾑﾜﾝｷﾞ 28.43.59 ﾏｲﾅ・ﾃﾞｨｼｮﾝ・ｶﾙｸﾜ 29.19.62 山田　直弘 29.40.28 内田　昌寛 29.41.82 前田　翼 29.50.07 吉田　貴大 29.55.94 荒井　智博 30.18.02 樋本　芳弘 30.30.89
富山・ＹＫＫ 新潟・重川材木店 富山・ＹＫＫ 新潟・新潟県労金庫小千谷支店 富山・ＹＫＫ 富山・ＹＫＫ 新潟・重川材木店 富山・ＹＫＫ

１１０ｍＨ 5/10 -1.2 早川　恭平 14.36 神田　大陽 14.62 須藤　大翔 14.84 五十嵐　大樹 15.22 江田　茂行 15.70 堀　正和 15.97 高島　祐太 18.06
(1.067m) 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・新潟市開発公社 新潟・国際石油開発帝石 富山・入善中教 新潟・長岡高専教 富山・富山大学附属病院 富山・富山大学(OP)

４００ｍＨ 5/11 中山　雄大 53.49 小林　貢 54.67 鈴木　大地 55.77 小川　達也 56.31 佐々木　洵 58.00
(0.914m) 富山・富山県総合体育ｾﾝﾀｰ 福井・ﾕﾃｨｯｸ 神奈川・白寿生科学 新潟・宮内小教 新潟・新潟中央病院

３０００ｍSC 5/10 永井　良祐 9.02.06 池田　圭 9.12.44 熊木　健太郎 9.51.66 松吉　祐士 10.09.90 川西　樹来 10.18.98 三本　健志 10.43.87 伊藤　広大 11.11.76
(914mm) 富山・ＹＫＫ 新潟・重川材木店 富山・富山大学(OP) 富山・富山大学(OP) 富山・富山大学(OP) 新潟・見附市消防本部 富山・富山大学(OP)

５０００ｍＷ 5/11 寿　悠太 21.25.72 大森　健一 23.55.40 脇坂　裕司 25.32.79
石川・いしぐろ造形工房 石川・ｸｽﾘのｱｵｷ 富山・加越能ﾊﾞｽ

４×１００mR 5/10 富山大学(OP) 40.76 ALSOK新潟綜合警備保障 45.30 北陸電力 46.77 高志野中(OP) 46.89
樋口　克治 須佐　晨 城地　伸哉 松本　昂真
西村　顕志 田村　大樹 小瀧　智久 能登　竣英
池岡　直哉 石崎　泰裕 三田村　宇泰 杉本　翼
貝沢　諒太 冨樫　弘平 林　康弘 飛山　大河

４×４００mR 5/11 富山大学（OP） 3.17.71 北陸電力 4.02.97
岡田　創 三田村　宇泰
橋本　幸亮 高辻　悠
池岡　直哉 米田　英史
西村　顕志 山元　隆寛

走高跳 5/10 寺野　善陽 1m95 堀　智嗣 1m90
新潟・新発田第一中教 新潟・新潟市消防局

棒高跳 5/10 松澤　ジアン成治 5m31
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 大会新

走幅跳 5/11 新村　守 7m37/+2.1 渡辺　貴司 6m68/+2.3 大野　尚志 6m35/+1.1 高　浩司 5m47/+0.1 伊藤　太一 5m02/+0.8
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・高志中等教育学校教 富山・伏木中教 石川・金沢市消防局 新潟・新潟市体育協会

三段跳 5/10 伊藤　太一 15m08/+1.2 鳥居　大輝 14m25/+0.3 池端　宏昭 14m17/+0.8 山本　祥平 14m09/+1.6 山崎　博貴 13m40/+0.6 佐々木　洵 12m63/+0.1 佐藤　稔 12m21/0.0
新潟・新潟市体育協会 新潟・ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ(OP) 福井・福井市消防局 新潟・JR東日本新潟支社 福井・嶺北特別支援学校 新潟・新潟中央病院 新潟・田上ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

砲丸投 5/11 小林　志郎 14m62 對木　隆介 13m97 山本　純貴 12m18 笛木　尚 12m03 佐藤　卓哉 10m57 佐々木　洵 10m16
(7.260kg) 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・長岡大手高教 富山・YKK 新潟・湯沢町役場 新潟・六日町高教 新潟・新潟中央病院

円盤投 5/10 小林　志郎 51m31 角谷　友博 41m76 對木　隆介 40m17 山本　純貴 34m17 佐々木　洵 30m59
(2.000kg) 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 石川・東野産業 新潟・長岡大手高教 富山・YKK 新潟・新潟中央病院

ﾊﾝﾏｰ投 5/10 遠藤　克弥 62m52 八鍬　政之 56m90 松井　勝矢 52m42 奥山　傑 45m09 長　和弘 40m82 渡辺　昭裕 26m71
(7.260kg) 石川・七尾東雲高教 大会新 新潟・全日本ｳｨﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂ専門教 新潟・加茂高教 新潟・北陸ガス 新潟・新潟県庁 福井・木部小教

やり投 5/11 奥村　浩司 68m41 武長　央幸 63m94 永井　駿也 61m43 油谷　憲治 60m52 八木　奨兵 59m95 樋口　智 57m86 須川　幸治 54m24 山本　純貴 53m38
(0.800kg) 福井・大野高教 福井・敦賀美方消防組合 新潟・高野不動産 石川・大聖寺高教 新潟・ｱﾙﾌﾚｯｻ 新潟・出雲崎高教 富山・YKK 富山・YKK
１５００ｍ 5/10 小林　優士 4.17.46

新潟・高田自衛隊

５０００ｍ 5/11 小林　優士 15.49.51
新潟・高田自衛隊
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第44回北陸実業団陸上競技選手権大会
兼　第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会予選会 コード：14504200

開催日：2014年5月10日（土）～11日（日） 開催場所：富山県魚津市桃山運動公園陸上競技場　　コード：172030 トラック審判長 朝野　勝行
フィールド審判長 石川　道範
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１００ｍ 5/10 -1.3 熊谷　史子 12.21 堂腰　莉衣奈 12.54 清水　真帆 12.83 結城　祥子 13.07 橋本　佳保里 13.18 平澤　薫 13.25 池田　美貴 13.42 上野　由香利 13.61
北海道・松陵中教 富山・富山大学（OP） 新潟・ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ(OP) 石川・緑中教 富山・富山大学（OP） 新潟・JAﾊﾞﾝｸ新潟県信連 富山・大谷小教 新潟・ｴﾇ･ｼｨ･ﾃｨ

２００ｍ 5/11 -1.1 北村　千聖 25.70 橋本　佳保里 26.84 上野　由香利 27.98
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 富山・富山大学(OP) 新潟・ｴﾇ･ｼｨ･ﾃｨ

４００ｍ 5/10 北村　千聖 56.59 朴田　唯夏 1.07.16
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ(OP)

８００ｍ 5/11 畝本　紗斗子 2.27.84
石川・北國銀行寺町支店

１５００ｍ 5/10 渡部　絵理 4.44.12 佐藤　由惟 4.50.51 畝本　沙斗子 4.52.40 宮澤　愛海 4.53.42
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 石川・北國銀行寺町支店 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

５０００ｍ 5/11 今野　まどか 17.34.75 渡部　絵理 18.04.50 宮澤　愛海 18.09.48
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

１００ｍＨ 5/10 +1.2 熊谷　史子 13.70 高橋　麻実 13.97 藤巻　奈緒 14.83 中嶋　舞 15.86
(0.840m) 北海道・松陵中教 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・長岡聾学校教 石川・ｾﾌﾞﾝ−ｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

４００ｍＨ 5/11 八田　朋美 1.07.42 石原　幸 1.11.53
(0.762m) 富山・富山大学(OP) 富山・富山大学(OP)

５０００ｍＷ 5/11 若松　美歩 25.40.35
石川・ﾖｼﾀﾞ自動車

走高跳 5/10 土田　範子 1m60
福井・敦賀気比高教

棒高跳 5/10 青島　綾子 4m00
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 大会新

走幅跳 5/11 野澤　美佳 5ｍ64/+1.6
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

三段跳 5/10 野澤　美佳 11m90/+0.5 荒木　麻弥子 11m64/+0.5 梨本　まひろ 10m93/0.0 池田　美貴 10m59/+1.9
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 大会新 新潟・ﾖﾈｯｸｽ新潟 新潟・新潟医療福祉大学(OP) 富山・大谷小教

円盤投 5/10 東海　茉莉花 42ｍ80
(1.000kg) 富山・志貴野高教

ハンマー投 5/10 松井　理沙 46ｍ26 金子　泰子 37ｍ78
(4.000kg) 新潟・新潟医療福祉大学(OP) 富山・上市高教

やり投 5/11 大関　千明 42ｍ42
(0.600kg) 新潟・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾙﾈｻﾝｽ長岡

４×１００mR 5/10 高志野中(OP) 53.90
潟田　莉奈
佐渡　菜月
堂野　晴日
亀谷　静香

３０００ｍ 5/11 佐藤　由惟 10.10.90 本間　未来 10.23.92 尾西　未帆 10.36.17
新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

１００ｍ 5/10 飛山　大河 11.22/-0.3 杉本　翼 12.66/-0.3 松本　昂真 12.73/+1.6 西川　亜連 12.76/+1.6 能登　竣英 12.81/-0.3 川井　純太 13.13/-0.3 大原　直也 14.05/+0.6 村椿　太一 14.41/-0.3
高志野中 高志野中 高志野中 東部中 高志野中 東部中 東部中 東部中

１５００ｍ 5/10 細野　丈二 4.22.51 間野　健太郎 4.27.27 金田　龍心 4.29.95 只石　佳暉 4.42.02 井水　琢人 4.52.35 北　ｹﾆｽｳｪｲﾝ 4.54.19 中村　厚 4.55.66 中村　幹人 4.59.84
東部中 東部中 桜井中 東部中 早星中 東部中 桜井中 高志野中

走幅跳 5/10 杉本　翼 5m25/-0.2 西川　亜連 5m11/+0.1 中山　颯真 3m70/+1.8
高志野中 東部中 城山中

１００ｍ 5/10 亀谷　優香 13.57/0.0 佐渡　菜月 13.67/+2.0 松本  佳音 13.87/0.0 山田  彩羅 14.66/+2.0 堂野  晴日 14.6７/0.0 西尾  樹里亜 15.17/+2.0 森島  詩央里 17.14/+2.0
高志野中 高志野中 東部中 東部中 高志野中 高志野中 東部中

８００ｍ 5/10 泉  明里 2.34.21 北  京蘭 2.35.49 中嶋  亜美 2.35.82 三井  羽留美 2.36.25 元起  光里 2.36.49 田伏  陽奈 2.38.78 有本  香織 2.39.38 飯島  沙弥 2.50.38
東部中 東部中 東部中 東部中 東部中 入善中 西部中 高志野中

走幅跳 5/10 真下　奈々 4m51/+0.6 山田　彩羅 4m23/-0.8
東部中 東部中

１００ｍ 5/11 本波　卓郎 15.99/-1.2 吉田　椋友 16.09/-1.2 小林　湊斗 17.11/-1.2 山崎　恵澄 17.12/-1.2 宮崎　翔 17.17/-1.2 須川　日喜 17.21/-1.4 木本　壮海 17.48/-1.4 小柳　美空 17.49/-1.4
黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団

走幅跳 5/11 中川　南英 4m44/+1.2 小林　湊斗 3m30/+0.9 前林　諒叡 3m19/+1.4 宮崎　翔 2m93/+0.7 木本　壮海 2m88/+0.3 深井　雄太 2m58/+1.0
新瀬戸小 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 黒部市少年少女陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団
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