
ﾄﾗｯｸ審判長 小山　勝弘
跳躍審判長 溝間　俊一
投擲審判長 佐藤　忠春

【開催日】 2011/5/14-15 記録主任： 長谷川　和弘
【主催団体】 北陸実業団陸上競技連盟 第41回北陸実業団陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】新潟市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 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
5/15  +1.8 小山　真輝 10"83 窪田　望都 10"91 小池　優輝 10”97 渡辺　祐哉 11”09 林　直人 11”42 齋藤　将志 11”67 高　浩司 11”80 三田村　宇泰 12”07

100m 富山 こすぎ総合ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞきらり 福　井・ユティック 新　潟・セコム上信越 新　潟・新潟大学付属新潟中富　山・光陽小教 新潟・JAバンク新潟県信連石　川・金沢市消防局 富　山・北陸電力
5/14 長谷川　充 21”48 矢野　秀樹 22”49 福田　洋平 22”86 郷　哲郎 23”02 大野　尚志 23”02 高村　純太 23”57

200m -1.6 新潟・アルビレックスRC 新潟・アルビレックスRC 新潟・新潟市開発公社 新潟・ナガオカサッシ工業富山・伏木中教 新潟・長岡ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
5/15 貝瀬　啓太 50”09 高村　純太 51”03 郷　哲朗 51”65 福田　洋平 52”69 坂井　信仁 57”48 高辻　悠 58”92

400m 新潟・南魚沼市消防本部 新潟・長岡ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 新潟・ナガオカサッシ工業新潟・新潟市開発公社 富　山・北陸電力 富　山・北陸電力
5/14 牧野　康博 1'54"02 渡部　悟史 2'02"24 木坂　敢 2'08"19 三本　健志 2'13"33 秋元　大和 2'07"51

800m 福　井・ユティック 　 新　潟・新潟市開発公社 石　川・志賀町体育協会 新　潟・見附市消防本部 新潟 ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ(OP)
5/15 宮本　和哉 3'58"55 若松　佑太 4'02'80 岩田　真澄 4'04"66 小松　昭洋 4'17"31 若月　佑太 4'05"59 須貝　理志 4'18"77 秋元　大和 4'42"99

1500m 富　山・YKK 新　潟・セキノ興産 富　山・YKK 新　潟・高田自衛隊 新　潟・セキノ興産 新　潟 ・高田自衛隊 新潟 ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ(OP)
5/14 村刺　厚介 14'20"31 樋本　芳弘 14'21"76 前田　翼 14'25"93 山田　直弘 14'33"27 前田　信哉 14'34"14 宮本　和哉 14'40"74 川原　崇徳 14'44"94 末上　哲平 14'45"24

5000m 富  山･YKK 富  山･YKK 富  山･YKK 富  山･YKK 新　潟・重川材木店 富  山･YKK 新　潟・セキノ興産 富  山･YKK
5/14 正木　翔 15'27"95 角　洋治 15'58"16

J5000m 新　潟・セキノ興産 新　潟・セキノ興産
5/15 ﾌﾞｸﾞｱ　ｱﾚｯｸｽ　ﾑﾜﾝｷﾞ 前田　翼 29’37”40 西村　哲生 29’41”96 村刺　厚介 29’48”88 ｼﾞｮﾝ　ﾜｲﾅｲﾅ 30’00”05 樋本　芳弘 30’01”85 小澤　信 30’05”83 前田　信哉 30’07”64

10000m 富山・YKK　NGR 28’09”99 富　山・YKK 富　山・YKK 富　山・YKK 新　潟・重川材木店 富　山・YKK 新　潟・セキノ興産 新　潟・重川材木店
5/14  +1.4 村尾　裕紀 14"30 大蔵　崇史 14"68 金井　貴宏 15"01 齋藤　夏樹 15"41 山川　徹 17"46 小林　典和 17"58 星　慎太郎 20"87

110mH 福　井・ユティック 　 富　山・北陸電力 　 新　潟・千田中教 新潟・はまなす特別支援学校教 新　潟・住友金属直江津 新　潟・川治小教 新　潟・関塾
5/15 矢野　秀樹 51"12 竹内　勧 58"34 佐々木　洵 59"07

400mH 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC GR 富　山・戸出郵便局 新　潟・新潟中央病院
5/15 齋藤　雄太郎 9'18"64 川島　啓太 9'50"25 三本　健志 10'07"11 遠田　祐貴 10'26"75

3000mSC 石　川・信金中央金庫 新　潟・十日町市役所 新　潟・見附市消防本部 新　潟・十日町市役所
5/14 荒井　広宙 19'38"13 熊木　一元 22'36"60 大森　健一 23'31"24 脇坂　裕司 24'05"88

5000mW 石川・北陸亀の井ﾎﾃﾙ　 GR 新　潟・南魚沼市消防局 石　川・クスリのアオキ 富　山・加越能鉄道
5/15 堀　智嗣 2.00 渡部　大 2.00 豊嶋　茂樹 1.80 加納　大生 1.75

走高跳 新　潟・新潟市消防局 新　潟・中条高教 新潟・ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ教 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
5/14 木澤　隆幸 3.80 佐藤　秀穂 2.70

棒高跳 新　潟・住友金属直江津 新潟・村上特別支援学校教

5/15 新村　守 7.59(+1.1) 大野　尚志 6.25(+0.9) 宮西　博見 5.87(+0.4) 佐藤　秀穂 5.67(+2.0) 星　慎太郎 5.64(+2.1) 高　浩司 5.13(+0.8)
走幅跳 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 富　山・伏木中教 福　井・道守高校教 新潟・村上特別支援学校教新　潟・関塾 石　川・金沢市消防局

5/14 佐藤　稔 13.47(-0.0) 宮西　博見 13.46(+3.0) 佐藤　秀穂 11.95(+2.8)
三段跳 新潟・田上スポーツクラブ福　井・道守高校教 新潟・村上特別支援学校教

5/15 中島　宏幸 12.38 笛木　尚 11.82
砲丸投 新　潟・中屋農園 新　潟・湯沢町役場

5/14 小林　志郎 54.01 竹田　眞宏 46.94 大谷　亮 45.98 関根　昴之 45.18 角谷　友博 42
円盤投 新　潟・新潟日報社   GR 新　潟・新潟信用金庫 富　山・富山高専教 新　潟・Liberty 石　川・東野産業

5/14 横野　哲郎 51.12 阿部　靖 32.51
ハンマー投 新　潟・巻高教 富　山・YKK

5/15 奥村　浩司 66.45 油谷　憲治 62.33 八木　奨兵 59.59 須川　幸治 54.37 金山　武志 48.05 斎藤　裕也 43.90 木澤　隆幸 35.15
やり投 福　井・大野高教 石　川・寺井小教 新　潟・アルフレッサ 富　山・YKK 新　潟・MAX　A.C 新　潟・住友金属直江津 新　潟・住友金属直江津

5/15 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 41"50 富　山・北陸電力 46"26 新潟・住友金属直江津 49"31
4x100mR 加納　大生 (1) GR 大蔵　崇史 (1) 山川　徹 (1)

新村　守 (2) 徳田　勝大（2) 木澤　隆幸 (2)
矢野　秀樹 (3) 三田村宇泰(3) 斉藤　裕也 (3)
長谷川　充 (4) 牧野　裕介 (4) 植野　薫文(4)

5/15 富　山・YKK B 3'45"50 新潟・セキノ興産 3'47"75 富　山・YKK A 3'48"49 富　山・北陸電力 3'54"09
4x400mR 中津　匡嗣(1) 若松　佑太(1) 樋本　芳弘(1) 徳田　勝大(1)

山田　直弘(2) 小澤　信(2) 末上　哲平(2) 坂井　信二(2)
前田　翼(3) 浅田　洋平(3) 谷口　亮(3) 三田村宇泰(3)
岩田　真澄(4) 若月　佑太(4) 宮本　和哉(4) 高辻　悠(4)



ﾄﾗｯｸ審判長 小山　勝弘
跳躍審判長 溝間　俊一
投擲審判長 佐藤　忠春

【開催日】 2011/5/14-15 記録主任： 長谷川　和弘
【主催団体】　北陸実業団陸上競技連盟 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】新潟市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 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
5/15  +2.0 熊谷　史子 12"05 上野　由香利 13"46

100m 福　井・粟野中教 新　潟・エヌ･シィ・ティ
5/14 -0.4 宮原　綾 26"49

200m 石　川・ツェーゲン金沢
出場者なし

400m
5/15 黒川　由子 2'13"63 中村　圭那(OP) 2'40"83

800m 　 富　山・じゅう 新潟・アップルSC
5/14 斉藤　梓 4'24"96 石橋　裕子 4'50"78 下村　愛 5'02"78 宮澤　愛美（OP) 4'56"58

1500m 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 新潟・アップルSC
5/15 村山　愛美 16'25"71 斉藤　梓 16'31"00 九島　麻衣子 16'44"52 村山　麻衣子 17'07"88 石橋　裕子 17'29"87 下村　愛 18'01"51 増田　安希子 18'09"90

5000m 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC GR 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC GR 新潟・新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟・ヤマダ電機新潟 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・胎内市役所
5/14 九島　麻衣子 34'27"21 村山　愛美 35'20"76 増田　安希子 37'40"09

10000m 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・胎内市役所
 5/14 -0.7 野村　有香 13.67 熊谷　史子 13"80

100mH 福　井・EAC　　　　 GR 福　井・栗野中教　　GR
 5/15 野村　有香 58"53 宮原　綾 60"28

400mH 福　井・EAC　     　GR 石　川・ツェーゲン金沢
5/14 出場者なし

5000mW
出場者なし

走高跳
5/14 出場者なし

棒高跳
5/15 出場者なし

走幅跳
5/14 池田  美貴 10.66(+3.2)

三段跳 富  山･大谷小教
 5/14 山室　絵美 9.40

砲丸投 富　山・八尾小教
 5/14 東海　茉莉花 41.21

円盤投 富　山・氷見高教
5/15 大関　千明 40.78 山室　絵美 37.45 菅原　美海(OP) 28.37

やり投 新　潟・FCY 富　山・八尾小教 新潟・アップルSC
5/14 金子  泰子 48.74

ハンマー投 富  山･奥田中教
5/15 出場者なし

4x100mR

5/15 出場者なし
4x400mR


