
順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 倉部　勇哉 M2 新潟医療福祉大学 新潟 10.46 +1.7 新潟選手権 新潟市 2016/7/16
2 西村　顕志 3 富山大学 富山 10.51 +1.7 北信越CH 福井県営 2016/10/15
3 横川　康佑 2 新潟医療福祉大学 新潟 10.56 +1.7 新潟選手権 新潟市 2016/7/16
4 海津　亮太 4 新潟国際情報大学 新潟 10.62 +1.5 国体予選新潟 長岡市営 2016/8/20
5 邊見　裕太 2 新潟医療福祉大学 新潟 10.72 +1.7 北信越CH 福井県営 2016/10/15
6 佐藤　拓海 3 新潟国際情報大学 新潟 10.73 +1.8 新潟選手権 新潟市 2016/7/16
6 斎藤　大介 1 新潟国際情報大学 新潟 10.73 +1.5 北信越CH 福井県営 2016/10/15
8 石野　雄士 5 金沢大学 石川 10.74 +1.7 北信越CH 福井県営 2016/10/15
8 山田　将斗 4 新潟大学 新潟 10.74 +1.9 新潟選手権 新潟市 2016/7/16
10 小堀　育也 2 新潟大学 新潟 10.81 +1.9 新潟選手権 新潟市 2016/7/16

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 倉部　勇哉 M2 新潟医療福祉大学 新潟 21.09 +1.9 新潟選手権 新潟市 2016/7/18
2 横川　康佑 2 新潟医療福祉大学 新潟 21.55 +1.5 新潟選手権 新潟市 2016/7/18
3 山口　康介 3 金沢星稜大学 石川 21.57 0.0 北信越IC 長野市営 2016/5/22

4 西村　顕志 3 富山大学 富山 21.76 -2.4 北信越CH 福井県営 2016/10/16
5 栃倉　郁実 3 新潟医療福祉大学 新潟 21.88 +1.9 新潟選手権 新潟市 2016/7/18
6 古川　慶次 2 新潟医療福祉大学 新潟 21.92 -2.4 北信越CH 福井県営 2016/10/16
7 常盤　大智 3 松本大学 長野 21.95 0.0 北信越IC 長野市営 2016/5/22
8 風間　正輝 1 新潟医療福祉大学 新潟 21.97 +2.0 新潟選手権 新潟市 2016/7/18
9 長谷川　雅人 4 新潟医療福祉大学 新潟 21.99 +0.7 北信越IC 長野市営 2016/5/22
10 斎藤　大介 1 新潟国際情報大学 新潟 22.01 +1.9 北陸選手権 新潟市 2016/8/27

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 古川　慶次 2 新潟医療福祉大学 新潟 47.15 日本学生対校 熊谷 2016/9/2
2 関原　真 2 新潟大学 新潟 47.31 関東甲信越 小瀬スポーツ公園 2016/8/25
3 古橋　弘貴 4 金沢大学 石川 47.62 国体予選石川 緑地公園 2016/7/18
4 碓井　雄大 6 金沢医科大学 石川 47.98 北信越IC 長野市営 2016/5/21
5 横川　康佑 2 新潟医療福祉大学 新潟 48.08 北信越CH 福井県営 2016/10/15
6 渡辺　晃 4 新潟医療福祉大学 新潟 48.10 北信越IC 長野市営 2016/5/21
7 三澤　駿之介 2 信州大学 長野 48.25 長野選手権 松本広域 2016/7/9
8 浦野　泰希 4 松本大学 長野 48.30 北信越IC 長野市営 2016/5/21
9 南　裕生 3 金沢星稜大学 石川 48.64 国体予選石川 緑地公園 2016/7/8

10 風間　正輝 1 新潟医療福祉大学 新潟 48.67 新潟選手権 新潟市 2016/7/17

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 中島　大智 2 信州大学 長野 1.54.34 北信越IC 長野市営 2016/5/22
2 伊藤　貴彦 1 新潟医療福祉大学 山形 1.54.41 新潟県高学選抜 長岡市営 2016/9/25
3 大島　直哉 3 信州大学 長野 1.54.97 北信越IC 長野市営 2016/5/22
4 大塚　純都 1 新潟大学 富山 1.55.07 北信越IC 長野市営 2016/5/22
5 森光　佑矢 3 金沢星稜大学 石川 1.55.09 北信越CH 福井県営 2016/10/10
6 泉田　湧哉 2 新潟医療福祉大学 新潟 1.55.59 北日本IC 厚別 2016/7/3
7 町田　遼太 4 新潟医療福祉大学 群馬 1.57.46 北信越IC 長野市営 2016/5/21
8 吉岡　大地 3 信州大学 長野 1.57.53 関甲信 小瀬スポーツ公園 2016/8/26
9 北原　廉 4 長野工業高等専門学校 長野 1.57.60 北信越CH 福井県営 2016/10/16
10 関原　真 2 新潟大学 新潟 1.57.88 新発田記録会 五十公野公園 2016/11/3
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順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 町田　遼太 4 新潟医療福祉大学 群馬 3.53.05 日本学生対校 熊谷 2016/9/3

2 森光　佑矢 3 金沢星稜大学 石川 3.54.11 世界ろう者選手権
スタラ・ザゴラ
（ブルガリア） 2016/6/28

3 伊藤　貴彦 1 新潟医療福祉大学 山形 3.54.77 日体大記録会 日体大健志台 2016/9/24
4 泉田　湧哉 2 新潟医療福祉大学 新潟 3.57.46 日体大記録会 日体大健志台 2016/9/24
5 前田　魁人 2 新潟医療福祉大学 新潟 4.01.03 日体大記録会 日体大健志台 2016/9/24
6 志賀　達哉 2 新潟医療福祉大学 新潟 4.01.18 日体大記録会 日体大健志台 2016/9/24
7 若澤　新也 2 新潟医療福祉大学 新潟 4.01.50 日体大記録会 日体大健志台 2016/9/24
8 須山　凱生 1 新潟医療福祉大学 新潟 4.01.86 北信越CH 福井県営 2016/10/15
9 合場　雅志 4 金沢大学 石川 4.02.09 石川選手権 緑地公園 2016/5/8
10 村瀬　崚 2 信州大学 長野 4.03.25 信大・名大対校 知多運動公園 2016/5/4

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 大野　秀也 3 金沢学院大学 石川 8.58.20 小松市記録会 小松末広 2016/4/2
2 合場　雅志 4 金沢大学 石川 8.58.95 七尾城山記録会 七尾城山 2016/10/9
3 小倉　海聖 4 富山大学 富山 9.04.23 中長記録会 富山総合 2016/7/2
4 山下　孝之 3 金沢学院大学 石川 9.30.45 小松市記録会 小松末広 2016/4/2

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 本間　寿也 3 新潟医療福祉大学 新潟 14.47.68 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/4
2 小林　史弥 1 新潟医療福祉大学 新潟 14.48.74 日体大記録会 日体大健志台 2016/9/24
3 宮川　光 4 新潟大学 新潟 14.52.50 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/4
5 小熊　玲央 2 新潟医療福祉大学 新潟 14.53.17 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/4
4 依田　航太郎 2 新潟大学 長野 14.54.10 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/4
6 谷津　穂高 2 信州大学 長野 14.54.94 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/4
7 高山　雅弘 2 新潟医療福祉大学 新潟 14.56.12 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/4
8 若澤　新也 2 新潟医療福祉大学 新潟 14.57.84 日体大記録会 日体大健志台 2016/4/24
9 合場　雅志 4 金沢大学 石川 15.01.03 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/4
10 田中　陸雄 2 福井工業大学 京都 15.01.38 京都陸協長距離 西京極総合 2016/11/12

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 本間　寿也 3 新潟医療福祉大学 新潟 30.37.82 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/3
2 小林　史弥 1 新潟医療福祉大学 新潟 31.04.21 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/3
3 谷津　穂高 2 信州大学 長野 31.06.15 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/3
4 小熊　玲央 2 新潟医療福祉大学 新潟 31.09.84 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/3
5 高山　雅弘 2 新潟医療福祉大学 新潟 31.10.90 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/3
6 合場　雅志 4 金沢大学 石川 31.12.57 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/3
7 宮川　光 4 新潟大学 新潟 31.21.64 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/3
8 山田　丈 4 新潟医療福祉大学 新潟 31.22.77 日体大長距離 日体大健志台 2016/12/3
9 五十嵐　大義 3 信州大学 山形 31.30.78 駅伝選考 ビッグスワン 2016/7/23
10 若澤　新也 2 新潟医療福祉大学 新潟 31.35.80 駅伝選考 ビッグスワン 2016/7/23
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順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 大澤　啓太 2 金沢星稜大学 石川 14.38 +0.4 北日本IC 厚別 2016/7/2

2 堀井　直樹 4 富山高等専門学校 富山 14.72 -0.2 富山カップ 富山総合 2016/5/4
3 官野　優翔 3 新潟大学 新潟 14.84 +1.8 国公立26大 平塚 2016/9/20
4 中里　陸 4 金沢星稜大学 石川 15.17 +1.8 北信越CH 福井県営 2016/10/15
5 行方　匠 3 富山大学 富山 15.28 +1.0 富山県体 富山総合 2016/8/10
6 田中　匡昭 1 金沢星稜大学 富山 15.36 +1.7 北陸選手権 新潟市 2016/8/28

7 松井　瑞季 5 富山高等専門学校 富山 15.47 -2.4 富山カップ 富山総合 2016/5/4
8 定村　龍太 4 富山大学 富山 15.55 +1.8 北信越CH 福井県営 2016/10/15
9 勝島　貴士 5 富山高専 富山 15.83 +1.0 富山県体 富山総合 2016/8/11
10 星　飛己 4 新潟医療福祉大学 新潟 15.97 -2.5 新潟市選手権 新潟市 2016/4/23

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 清水　泰志 4 松本大学 長野 52.71 北信越IC 長野市営 2016/5/22
2 庭野　勇吾 2 新潟医療福祉大学 新潟 52.79 北信越CH 福井県営 2016/10/16
3 風間　正輝 1 新潟医療福祉大学 新潟 52.88 国体予選新潟 長岡市営 2016/8/20
4 松井　瑞季 5 富山高等専門学校 富山 52.96 国体予選富山 富山総合 2016/8/10
5 中里　陸 4 金沢星稜大学 石川 52.99 北日本IC 厚別 2016/7/3
6 向井　康晃 M2 金沢大学 三重 53.60 北信越IC 長野市営 2016/5/22
7 小笠原　走 1 金沢星稜大学 石川 53.95 北信越IC 長野市営 2016/5/22

8 山下　修司 4 信州大学 長野 53.96 北信越IC 長野市営 2016/5/22
9 坂巻　太一 3 信州大学 長野 54.02 長野選手権 松本広域 2016/7/9
10 五十嵐　健人 1 新潟医療福祉大学 新潟 54.06 北信越CH 福井県営 2016/10/16

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 小池　勇飛 4 長野工業高等専門学校 長野 9.17.41 北信越CH 福井県営 2016/10/15
2 小熊　玲央 2 新潟医療福祉大学 新潟 9.29.40 北信越CH 福井県営 2016/10/15
3 園川　大樹 3 新潟大学 新潟 9.30.02 北信越IC 長野市営 2016/5/21
4 志賀　達哉 2 新潟医療福祉大学 新潟 9.36.39 北信越CH 福井県営 2016/10/15
5 大坪　赳志 3 金沢星稜大学 石川 9.36.39 北信越CH 福井県営 2016/10/15
6 吉川　昇吾 3 信州大学 長野 9.42.88 北信越IC 長野市営 2016/5/21
7 藤尾　亨 2 福井工業大学 福井 9.46.56 北信越IC 長野市営 2016/5/21
7 岩尾　伊織 2 福井工業大学 福井 9.52.52 北信越CH 福井県営 2016/10/15
9 高山　雅弘 2 新潟医療福祉大学 新潟 9.52.78 北信越IC 長野市営 2016/5/21
10 野部　勇貴 1 信州大学 長野 9.58.63 北信越CH 福井県営 2016/10/15

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 檜田　隆宏 3 福井工業大学 福井 20.26.17 福井県強化 福井県営 2016/4/24
2 栁澤　優斗 3 福井工業大学 長野 21.37.59 長野選手権 長野市営 2016/7/9
3 植田　和真 1 福井工業大学 和歌山 22.21.10 近畿選手権 長居 2016/8/27
4 野瀬　康介 1 福井工業大学 福井 22.52.45 福井選手権 福井県営 2016/5/7
5 佐藤　真都 2 新潟医療福祉大学 新潟 23.44.76 北陸選手権 新潟市 2016/8/27
6 大久保　天地 1 信州大学 長野 23.52.98 愛知駅伝強化 パロマ瑞穂 2016/11/12
7 宮崎　竜一 3 金沢大学 石川 24.49.66 石川選手権 緑地公園 2016/5/7
8 岩﨑　弘頌 2 新潟大学 富山 25.22.20 新潟選手権 新潟市 2016/5/18
9 吉岡　敬修 1 新潟大学 新潟 26.28.70 新潟選手権 新潟市 2016/5/18
10 敦賀　武史 2 富山大学 富山 26.33.87 富山カップ 富山総合 2016/5/4
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順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 檜田　隆宏 3 福井工業大学 福井 42.22.01 日本学生個人 平塚 2016/6/10
2 栁澤　優斗 3 福井工業大学 長野 42.51.82 ひろしま県央競歩 東広島市総合 2016/11/27
3 牧谷　大樹 2 小松短期大学 滋賀 44.12.70 北信越IC 長野市営 2016/5/22
4 坪井　皓太 1 小松短期大学 岡山 44.15.96 北信越IC 長野市営 2016/5/22
5 野瀬　康介 1 福井工業大学 福井 45.02.48 ひろしま県央競歩 東広島市総合 2016/11/27
6 佐藤　真都 2 新潟医療福祉大学 新潟 46.26.95 北信越CH 福井県営 2016/10/16
7 植田　和真 1 福井工業大学 和歌山 47.49.03 北日本IC 厚別 2016/7/3
8 長谷川　敦也 1 金沢大学 石川 48.46.62 北信越CH 福井県営 2016/10/16
9 鎌谷　拓実 2 小松短期大学 兵庫 49.42.27 北信越IC 長野市営 2016/5/22
10 月橋　俊 1 小松短期大学 新潟 49.44.92 北信越CH 福井県営 2016/10/16

順位 大学名 記録 大会名 会場 期日
1 新潟医療福祉大学 39.96 日本学生対校 熊谷 2016/9/2
2 富山大学 40.66 北信越IC 長野市営 2016/5/21
3 新潟国際情報大学 40.90 北陸選手権 新潟市 2016/8/27
4 新潟大学 41.18 北陸選手権 新潟市 2016/8/27
5 金沢星稜大学 41.38 石川選手権 緑地公園 2016/5/7

6 金沢大学 41.87 北信越IC 長野市営 2016/5/21
7 松本大学 42.30 北信越IC 長野市営 2016/5/21
8 上越教育大学 42.66 北信越CH 福井県営 2016/10/15
9 信州大学 42.69 北信越IC 長野市営 2016/5/21
10 富山高等専門学校 44.51 高岡市長盃争奪大会 高岡市営城光寺 2016/4/29

順位 大学名 記録 大会名 会場 期日
1 新潟医療福祉大学 3.09.02 日本学生対校 熊谷 2016/9/3
2 新潟大学 3.16.28 国公立26大 平塚 2016/9/21
3 信州大学 3.16.66 長野選手権 松本広域 2016/7/10
4 金沢星稜大学 3.16.85 北信越CH 福井県営 2016/10/16

5 松本大学 3.17.42 北信越CH 福井県営 2016/10/16

6 金沢大学 3.17.98 北信越CH 福井県営 2016/10/16
7 富山大学 3.19.25 北信越IC 長野市営 2016/5/22
8 新潟国際情報大学 3.28.02 北信越IC 長野市営 2016/5/22
9 富山高等専門学校 3.30.34 高岡市長盃争奪大会 高岡市営城光寺 2016/4/29

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 長谷川　直人 2 新潟医療福祉大学 新潟 2.20 日本選手権 パロマ瑞穂 2016/6/26
2 大田　和宏 3 金沢星稜大学 石川 2.17 大阪選手権 長居 2016/7/10
3 笠原　裕希 2 新潟医療福祉大学 新潟 2.12 しばたナイター 五十公野公園 2016/8/6
4 佐藤　匠 1 新潟医療福祉大学 新潟 2.06 北陸選手権 新潟市 2016/8/28
5 石橋　実学 4 新潟大学 群馬 2.03 北信越IC 長野市営 2016/5/22
6 丸山　貴倫 4 諏訪東京理科大学 長野 2.01 長野選手権 松本広域 2016/7/10
7 倉地　史也 2 金沢星稜大学 石川 2.00 国体予選石川 緑地公園 2016/7/18
8 大塚　樹也 1 新潟医療福祉大学 長野 1.95 長野県春季 長野市営 2016/4/23
8 石田　侑希也 4 福井大学 福井 1.95 北信越CH 福井県営 2016/10/15
10 平野　邑樹 1 金沢星稜大学 富山 1.94 富山県体 富山総合 2016/8/10

猪俣・倉石・斎藤・八木
髙木・村島・橘・松井

勝島・橘・堀井・松井

古川・倉部・横川・渡辺
田畑・関原・新通・山賀
坂巻・大島・中島・三澤
北野・山口・森光・南
小林・水島・清水・浦野
古橋・石野・木村・宮垣

走高跳

10000mW

4x100mR

4x400mR

中川・山口・寺前・清水
木村・石野・蔵・石井

安藤・常盤・小野澤・浦野
櫻井・大竹・大森・額田
川北・相川・三澤・本多

池岡・杉下・西村・斉藤

走順

走順
邊見・横川・栃倉・倉部
樋口・池岡・西村・斉藤
海津・猪俣・斎藤・佐藤
小堀・山田・加藤・関原



順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山本　聖哉 2 新潟医療福祉大学 新潟 4.60 北信越CH 福井県営 2016/10/15
2 杭田　弘志 2 新潟医療福祉大学 新潟 4.50 北陸選手権 新潟市 2016/8/27
3 澤田　孝樹 4 新潟医療福祉大学 新潟 4.40 北信越IC 長野市営 2016/5/21
4 高井　謙 M1 金沢大学 石川 4.30 北信越IC 長野市営 2016/5/21
5 高峰　大 3 富山大学 富山 4.20 小松記録会 小松末広 2016/4/2
6 北村　直也 2 金沢学院大学 石川 4.00 北信越IC 長野市営 2016/5/21
6 中田　健太 M2 金沢大学 石川 4.00 北信越CH 福井県営 2016/10/15
8 関　知大 2 松本大学 長野 3.90 北信越CH 福井県営 2016/10/15
8 清水　一馬 2 信州大学 長野 3.70 北信越IC 長野市営 2016/5/21
10 小畑　勇弥 3 金沢大学 石川 3.40 北信越IC 長野市営 2016/5/21

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 木村　傑 3 新潟医療福祉大学 新潟 7.60 +0.9 北信越IC 長野市営 2016/5/21
2 清水　奨太 3 金沢星稜大学 石川 7.45 +1.6 北陸選手権 新潟市 2016/8/27
3 小田　翔太 4 金沢星稜大学 石川 7.43 +1.6 北信越IC 長野市営 2016/5/21
4 牟禮　凛夢 3 新潟医療福祉大学 鹿児島 7.28 +1.4 北信越CH 福井県営 2016/10/15
5 青沼　和紀 4 松本大学 長野 7.25 +2.0 北信越IC 長野市営 2016/5/21
6 相馬　将晴 2 新潟医療福祉大学 新潟 7.17 +1.5 北信越IC 長野市営 2016/5/21
6 岡島　佑樹 3 新潟大学 石川 7.17 +1.3 北信越IC 長野市営 2016/5/21
8 青木　滉実 1 新潟国際情報大学 新潟 7.06 +1.9 新潟選手権 新潟市 2016/7/16
9 渡邊　凌介 4 金沢星稜大学 福井 6.95 +2.0 北信越IC 長野市営 2016/5/22
10 小寺　大介 2 金沢大学 福井 6.92 +0.7 北陸国立大 緑地公園 2016/7/2
10 長谷川　直人 2 新潟医療福祉大学 新潟 6.92 +1.3 しばたナイター 五十公野公園 2016/8/6

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 小板橋　拓斗 4 新潟大学 群馬 14.84 +1.1 関甲信 小瀬スポーツ公園 2016/8/25
1 櫻井　大幹 M3 上越教育大学 長野 14.84 +1.4 北信越CH 福井県営 2016/10/16
3 向井　康晃 M2 金沢大学 三重 14.74 +0.4 国公立26大学 平塚 2016/9/20
4 渡瀬　雅巳 4 金沢星稜大学 石川 14.65 +1.9 北信越IC 長野市営 2016/5/28
5 小板橋　遼太 3 新潟大学 群馬 14.59 -0.2 群馬選手権 正田醤油スタジアム 2016/7/2
6 小北　大志 M1 信州大学 長野 14.53 +1.5 北信越IC 長野市営 2016/5/22
6 渡邉　凌介 4 金沢星稜大学 福井 14.53 +1.2 北信越IC 長野市営 2016/5/22
8 清水　泰地 1 金沢星稜大学 石川 14.32 +1.3 北陸選手権 新潟市 2016/8/27
9 山本　健吾 M2 金沢大学 石川 14.19 -0.1 七尾城山記録会 七尾城山 2016/9/4
10 富山　強夢 1 新潟医療福祉大学 北海道 14.15 +1.7 北信越CH 福井県営 2016/10/16

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 平尾　大也 3 新潟医療福祉大学 新潟 14.47 北陸選手権 新潟市 2016/8/28
2 宮村　俊光 4 福井工業大学 福井 14.11 国体予選福井 福井県営 2016/7/9
3 佐藤　楓也 2 新潟医療福祉大学 福井 14.06 北信越CH 福井県営 2016/10/16
4 福岡　翔太 3 金沢大学 石川 13.03 北信越CH 福井県営 2016/10/16
5 畑　壮 3 金沢星稜大学 富山 12.75 富山カップ 富山総合 2016/5/4
6 米倉　朋輝 1 新潟医療福祉大学 長野 11.95 北信越IC 長野市営 2016/5/22
7 鳥山　稔 3 金沢星稜大学 石川 11.65 北信越IC 長野市営 2016/5/21
8 盤所　豪 5 富山高専 富山 11.59 富山選手権 富山総合 2016/7/17
9 阿部　智也 1 新潟大学 宮城 11.31 関東甲信越 小瀬スポーツ公園 2016/8/26
10 奥村　準哉 2 新潟大学 石川 11.21 北信越IC 長野市営 2016/5/22

三段跳

走幅跳

砲丸投

棒高跳



順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 高倉　星也 2 新潟医療福祉大学 新潟 50.00 国体予選新潟 長岡市営 2016/8/20
2 五十嵐　渓斗 2 新潟医療福祉大学 新潟 40.04 北信越IC 長野市営 2016/5/21
3 小林　卓弘 2 新潟医療福祉大学 福島 38.85 下越選手権 胎内市総合 2016/4/16
4 畑　壮 3 金沢星稜大学 富山 38.70 国体予選富山 富山総合 2016/8/10
5 奥村　準哉 2 新潟大学 石川 37.29 関東甲信越 小瀬スポーツ公園 2016/8/25
2 立花　翔太 1 金沢大学 富山 36.65 国公立26大学 平塚 2016/9/21
6 水上　龍之介 3 金沢星稜大学 富山 36.12 北信越CH 福井県営 2016/10/15
7 室　明日翔 2 富山大学 富山 35.76 富山県体 富山総合 2016/8/10
8 中田　健太 M2 金沢大学 石川 33.26 北陸選手権 新潟市 2016/8/28
9 野口　巧 1 新潟医療福祉大学 新潟 33.07 北信越CH 福井県営 2016/10/15
10 東井　航平 2 信州大学 長野 30.63 信大・名大対校 知多運動公園 2016/5/4

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 坂爪　廉 1 新潟医療福祉大学 新潟 52.51 北信越CH 福井県営 2016/10/15
2 前田　智之 3 富山大学 富山 49.42 北信越IC 長野市営 2016/5/21
3 樋口　碧 2 新潟医療福祉大学 新潟 49.26 新潟選手権 新潟市 2016/7/16
4 芳賀　清隆 2 福井工業大学 岐阜 47.78 北信越CH 福井県営 2016/10/15
5 小林　巧 1 新潟医療福祉大学 新潟 46.21 NUHW競技会 新潟医福大 2016/6/25
6 遠山　優 4 新潟医療福祉大学 新潟 45.60 北信越IC 長野市営 2016/5/21
7 東井　航平 2 信州大学 長野 45.23 関甲信 小瀬スポーツ公園 2016/8/25
8 竹内　漱太 3 富山大学 富山 40.25 北信越CH 福井県営 2016/10/15
9 加賀原　駿介 2 富山大学 富山 39.52 小松記録会 小松末広 2016/4/2
10 山﨑　貴博 4 長野工業高等専門学校 長野 36.91 北信越IC 長野市営 2016/5/21

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 福田　涼太郎 4 新潟医療福祉大学 石川 68.19 北信越CH 福井県営 2016/10/16
2 西山　忠宏 2 新潟大学 福島 65.48 北日本IC 厚別 2016/7/3
3 松井　俊憲 4 金沢星稜大学 石川 63.73 北信越CH 福井県営 2016/10/16
4 佐々木　堅進 1 金沢星稜大学 富山 60.95 北信越IC 長野市営 2016/5/22
5 岩崎　まお 1 新潟医療福祉大学 長野 60.48 北信越CH 福井県営 2016/10/16
6 河渕　拡利 2 金沢大学 石川 60.00 北信越CH 福井県営 2016/10/16
7 野田　祐貴 1 金沢大学 石川 59.03 北信越CH 福井県営 2016/10/16
8 丸山　幹稀 1 松本大学 長野 58.90 北信越IC 長野市営 2016/5/22
9 朝倉　祥太 2 金沢学院大学 石川 58.82 七尾城山記録会 七尾城山 2016/10/16
10 宮城　奎太 2 新潟大学 宮城 57.68 北日本IC 厚別 2016/7/3

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 栗原　健太 3 新潟医療福祉大学 新潟 6399 北信越IC 長野市営 2016/5/22
2 額田　和真 1 上越教育大学 埼玉 6378 北信越IC 長野市営 2016/5/22
3 谷本　涼 4 新潟医療福祉大学 新潟 6156 北信越IC 長野市営 2016/5/22
4 志鷹　遼太郎 1 金沢星稜大学 富山 5967 北陸選手権 新潟市 2016/8/27
5 吉山　慶太 4 富山大学 富山 5887 北信越IC 長野市営 2016/5/22
6 中田　健太 M2 金沢大学 石川 5847 中京大土曜 中京大梅村 2016/10/30
7 杭田　弘志 2 新潟医療福祉大学 新潟 5790 新潟選手権 新潟市 2016/7/17
8 関塚　忍 1 新潟医療福祉大学 新潟 5634 北陸選手権 新潟市 2016/8/28
9 中田　啓太 2 金沢星稜大学 石川 5581 北信越IC 長野市営 2016/5/22
10 目黒　誉之 2 金沢大学 新潟 5496 中京大土曜 中京大梅村 2016/10/30

十種競技
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やり投

円盤投



順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 宮崎　大輝 3 金沢大学 石川 16.33 金沢百万石ロードレース 金沢 2016/10/2

種目 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 宮崎　大輝 3 金沢大学 石川 33.39 古城マラソン 坂井市古城 2016/6/5
2 水落　秋里 3 金沢大学 新潟 34.10 古城マラソン 坂井市古城 2016/6/5
3 栁澤　航希 1 金沢大学 石川 34.19 古城マラソン 坂井市古城 2016/6/5
4 木村　昂暉 1 金沢大学 石川 34.52 古城マラソン 坂井市古城 2016/6/5
5 干場　涼平 6 金沢大学 石川 35.45 古城マラソン 坂井市古城 2016/6/5
6 岸田　空 4 福井工業大学 兵庫 36.09 恐竜王国さくらマラソン 中日福井 2016/4/10
7 吉本　智貴 3 金沢大学 石川 36.34 古城マラソン 坂井市古城 2016/6/5

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山下　孝之 3 金沢学院大学 石川 1.19.22 金沢マラソン 金沢 2016/10/23
2 大野　秀也 3 金沢学院大学 石川 1.28.42 金沢マラソン 金沢 2016/10/23

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 依田　航太郎 2 新潟大学 長野 1:09:58 日本学生ハーフ 立川 2017/3/5
2 古山　雄一郎 3 信州大学 長野 1:11:05 日本学生ハーフ 立川 2017/3/5
3 松野　匠 1 新潟大学 新潟 1:11:23 日本学生ハーフ 立川 2017/3/5
4 谷津　穂高 3 信州大学 長野 1:11:46 日本学生ハーフ 立川 2017/3/5
5 外山　恵太 2 新潟大学 新潟 1:11:57 日本学生ハーフ 立川 2017/3/5
6 河合　崇成 4 信州大学 長野 1:11:50 日本学生ハーフ 立川 2017/3/5
7 五十嵐　大義 3 信州大学 山形 1.12.01 高畠ロードレース 高畠まほろば 2016/9/18
8 鈴木　基史 2 新潟大学 山形 1.12.10 高畠ロードレース 高畠まほろば 2016/9/18
9 野部　勇貴 2 信州大学 長野 1:12:18 日本学生ハーフ 立川 2017/3/5
10 吉川　昇吾 4 信州大学 長野 1:12:59 日本学生ハーフ 立川 2017/3/5

ハーフマラソン

5km

10km

20km



種目 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 大坪　赳志 4 金沢星稜大学 石川 2:38:47 東京マラソン 東京 2017/2/26
2 合場　雅志 4 金沢大学 石川 2.47.05 金沢マラソン 金沢 2016/10/23
3 五十嵐　大義 4 信州大学 山形 2:47:56 東京マラソン 東京 2017/2/26
4 野本　征基 3 信州大学 長野 2.50.30 長野マラソン 長野 2016/4/17
5 窪田　椋太 2 金沢星稜大学 富山 2.54.58 富山マラソン 富山 2016/10/30
6 小林　直樹 2 金沢大学 石川 2.56.31 金沢マラソン 金沢 2016/10/23
7 中田　祐貴 3 金沢大学 富山 3.07.44 金沢マラソン 金沢 2016/10/23
8 吉本　智貴 3 金沢大学 石川 3.20.41 金沢マラソン 金沢 2016/10/23
9 山下　孝之 3 金沢学院大学 石川 3.21.24 金沢マラソン 金沢 2016/10/23
10 小谷　将平 M1 金沢大学 石川 4.13.55 金沢マラソン 金沢 2016/10/23

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 野瀬　康介 1 福井工業大学 福井 47.44 日本選手権競歩 輪島 2016/4/16
2 植田　和真 1 福井工業大学 和歌山 48.50 日本選手権競歩 輪島 2016/4/16

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 植田　和真 1 福井工業大学 和歌山 1.32.35 全日本50km競歩 高畠まほろば 2016/10/23
2 野瀬　康介 1 福井工業大学 福井 1.37.26 全日本50km競歩 高畠まほろば 2016/10/23
3 岩﨑　弘頌 2 新潟大学 富山 1.45.55 全日本50km競歩 高畠まほろば 2016/10/23
4 大久保　天地 2 信州大学 長野 1:52:44 元旦競歩大会 神宮外苑 2017/1/1

10kmW

20kmW

フルマラソン


