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日付 種目

山谷　日向  13.94 (+0.7) 佐藤　大来  14.61 (+0.7) 麻谷　悠太  15.03 (+0.7) 藤林　悠真  16.04 (+0.7)

上越はね馬クラブ 長岡T&F 新潟アルビレックスRC新潟 中野山陸上クラブ

近藤　嵐  2142 川邊　大輝  2055 保坂　怜音  2005 櫻井　惇志  1942

赤塚飛翔クラブ 辰の子クラブ 柏崎T&F チーム六小

山崎　煌介  2064 宮崎　悠真  2012 松尾　颯  1957 白井　洸翔  1830

新潟アルビレックスRC・県北 新潟アルビRC・OJAS 糸魚川ひすいクラブ 長岡Ｔ＆Ｆ

曽山　蒼生  13.66 (+0.3) 発地　幹太  14.21 (+0.3) 田中　幸  14.23 (+0.3) 羽深　怜真  14.26 (+0.3)

新潟アルビRC新潟中央 新潟ジュニアT&F 燕リトル・ウイングR・C 上越はね馬クラブ

土屋　太偉哉  14.40 (+0.5) 小越　煌叶  14.97 (+0.5) 小出　聖人  14.99 (+0.5) 小林　怜仁  15.00 (+0.5)

行谷小 燕リトル・ウイングR・C 赤塚飛翔クラブ 上越はね馬クラブ

藤ﾉ木　蒼大  15.11 (-0.5) 荒井　暖斗  15.21 (-0.5) 近江　快斗  15.27 (-0.5) 佐藤　啓太  15.27 (-0.5)

長岡Ｔ＆Ｆ Smile　AC しばたTFC 長岡Ｔ＆Ｆ

安達　優輝  12.86 (-0.3) 渡辺　月  12.88 (-0.3) 坂井　駿介  13.28 (-0.3) 島田　雄平  13.31 (-0.3)

新潟ジュニアT&F 村上クラブ 新潟アルビレックスRC・新潟 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

砺波　大輔  14.08 (-0.4) 藤縄　和希  14.21 (-0.4) 西山　輝  14.27 (-0.4) 上村　拓未  14.47 (-0.4)

新潟アルビRC新潟中央 上越はね馬クラブ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 柏崎T&F

岩崎　天斗  14.41 (+0.2) 池内　大翔  14.48 (+0.2) 泉　岳琉  14.50 (+0.2) 中川　結生  14.62 (+0.2)

上越はね馬クラブ 十日町AC 燕リトル・ウイングR・C 上越はね馬クラブ

永井　実花  13.64 (+0.3) 髙橋　和夏葉  14.69 (+0.3) 加藤　優衣  15.23 (+0.3) 本間　梨里  15.76 (+0.3)

長岡T&R 上越はね馬クラブ 弥彦ジュニア 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC新潟

桑原　小陽  1839 髙橋　麗花  1689 高橋　乃音  1624 和田　紗空  1618

五十沢小 中野山陸上クラブ 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビRC・OJAS

桑原　悠妃  1647 斎藤　薫  1545 久保田　華映  1526 齋田　咲良  1519

十日町AC しばたTFC 糸魚川ひすいクラブ 赤塚飛翔クラブ

熊倉　依世  14.23 (-0.5) 田村　美桜  14.60 (-0.5) 鈴木　一加  14.70 (-0.5) 安達　優衣  15.04 (-0.5)

村松クラブ 石打小 柏崎T&F 五泉少年マラソンクラブ

梅田　詠  15.13 (+0.3) 村山　紗彩  15.21 (+0.3) 廣瀬　未海  15.33 (+0.3) 山田　桃愛  15.35 (+0.3)

新潟アルビレックスRC・県北 柏崎T&F 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 燕リトル・ウイングR・C

中俣　日乃  15.36 (-0.3) 中谷　蘭  15.42 (-0.3) 河面　愛花  15.74 (-0.3) 本宮　柚珂  15.74 (-0.3)

辰の子クラブ ＮＵＨＷ陸上クラブ 村上クラブ 燕リトル・ウイングR・C

小田　桃葉  13.37 (+0.7) 石黒　果乃  14.02 (+0.7) 本田　悠里  14.14 (+0.7) 竹田　愛梨  14.21 (+0.7)

新潟アルビレックスRC・県北 GR 村松クラブ 長岡Ｔ＆Ｆ 柏崎T&F

佐久間　心晴  14.69 (+0.6) 明田川　心来  14.88 (+0.6) 武田　和花  14.91 (+0.6) 福崎　祈愛  14.98 (+0.6)

新潟ジュニアT&F ＮＵＨＷ陸上クラブ 長岡Ｔ＆Ｆ 上越はね馬クラブ

若月　朝音  14.59 (+0.6) 町田　杏湖  14.95 (+0.6) 土田　詩葉  15.10 (+0.6) 五十嵐　晴香  15.12 (+0.6)

阿賀野AC 分水ジュニア 新潟ジュニアT&F 新潟ジュニアT&F

長岡Ｔ＆Ｆ  52.34 上越はね馬クラブ  53.94 弥彦ジュニア  56.47 新潟アルビレックスRC新潟南  56.86

江田　なつみ 土屋　咲來 山崎　栞奈 深澤　悠月
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和久井　梨瑚 大原　秀斗 石川　桃子 小林　架輝

橋本　逸平 木口　愛華 古賀　敦也 阿部　大樹

小林　大騎 澤田　倖之介 立川　琉斗 曽根原　有紗

共通男女 6月23日 4x100mR
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中林　力輝  16.20 (+0.7) 阿部　晴斗  16.21 (+0.7)

新潟アルビレックスRC新潟南 新潟アルビRCOJAS

田中　寛幸  1834 大谷　尚矢  1754 阿部　和真  1684

長岡Ｔ＆Ｆ 秋葉ジュニア 中野山陸上クラブ

田中　夏琉  1754

新潟アルビRC・OJAS

小林　幸也  1751 伊藤　陸  1659 和田　壮太朗  1615 齋木　陵太  1612

十日町AC 中野山陸上クラブ 新潟アルビレックスRC・新潟 糸魚川ひすいクラブ

田中　寿明  14.31 (+0.3) 御所窪　一翔  14.38 (+0.3) 勝田　智貴  14.51 (+0.3) 鷲澤　悠斗  14.55 (+0.3)

弥彦ジュニア 新潟アルビレックスRC・新潟 チーム六小 ＮＵＨＷ陸上クラブ

星野　了顕  15.21 (+0.5) 大平　悠人  15.29 (+0.5) 清水　大杜  15.30 (+0.5) 岡田　惺琉  15.34 (+0.5)

新潟アルビRC・OJAS チーム六小 燕リトル・ウイングR・C 新潟アルビレックスRC・県北

飯塚　凛玖  15.31 (-0.5) 大高　進之介  15.43 (-0.5) 寺田　晴真  15.76 (-0.5) 廣田　海吏  15.85 (-0.5)

三条ジュニア 新潟ジュニアT&F 燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C

佐藤　克樹  13.32 (-0.3) 島　太一  13.65 (-0.3) 鈴木　寛人  13.74 (-0.3) 古木　維人  14.13 (-0.3)

辰の子クラブ 柏崎T&F 十日町AC 上越はね馬クラブ

田代　雄大  14.51 (-0.4) 齋藤　優也  14.55 (-0.4) 加藤　洋樹  14.61 (-0.4) 鶴巻　来音  14.65 (-0.4)

村松クラブ 加茂ジュニア 新潟アルビレックスRC・県北 加茂ジュニア

秋元　慈央  14.67 (+0.2) 吉井　崇紡  14.79 (+0.2) 新部　雄大  14.80 (+0.2) 渡辺　彪我  15.03 (+0.2)

魚沼ＪＴＦＣ しばたTFC 柏崎T&F 三条ジュニア

渡邉　結彩  16.21 (+0.3) 渡邊　真矢  16.73 (+0.3) 北原　碧  16.92 (+0.3)

新潟アルビレックスRC新潟南 中野山陸上クラブ 新潟アルビRC・OJAS

宮山　陽羽  1591 太田　花菜  1499 小笠原　愛華  1496 小林　莉緒  1448

新潟アルビRC・OJAS 新潟アルビRC新潟中央 新潟アルビレックスRC・新潟 秋葉ジュニア

池　来実  1490 江田　はつみ  1487 荻野　由侑  1475 藤塚　まり  1435

新潟アルビRC・OJAS 長岡Ｔ＆Ｆ 新潟アルビRC・OJAS 新潟アルビRC・OJAS

小関　結愛  15.05 (-0.5) 中林　麗夢  15.07 (-0.5) 長谷川　湊  15.13 (-0.5) 両田　亜子  15.13 (-0.5)

柏崎T&F 新潟アルビRC・OJAS 新潟アルビRC新潟中央 柏崎T&F

渡辺　愛月  15.37 (+0.3) 山崎　夢夏  15.38 (+0.3) 布川　瑠那  15.51 (+0.3) 佐藤　玲末  15.53 (+0.3)

魚沼ＪＴＦＣ 三条ジュニア 長岡Ｔ＆Ｆ Smile　AC

小成　瑠菜  15.85 (-0.3) 髙橋　結衣  15.87 (-0.3) 保坂　あおい  15.94 (-0.3) 茂野　煌花  16.10 (-0.3)

長岡Ｔ＆Ｆ 燕リトル・ウイングR・C 中野山陸上クラブ 長岡Ｔ＆Ｆ

小岩　ゆり  14.26 (+0.7) 笹　哩梨子  14.38 (+0.7) 矢木　らん奈  14.57 (+0.7) 羽深　玲奈  14.59 (+0.7)

魚沼ＪＴＦＣ 新潟ジュニアT&F 長岡Ｔ＆Ｆ 新潟アルビRC新潟中央

岩崎　ゆう  14.99 (+0.6) 吉田　凜香  15.02 (+0.6) 天野　詩音  15.08 (+0.6) 高橋　莉央  15.12 (+0.6)

上越はね馬クラブ 秋葉ジュニア 柏崎T&F しばたTFC

南雲　結  15.16 (+0.6) 品田　羽海  15.19 (+0.6) 奥水　亜由美  15.34 (+0.6) 和久井　瑠夏  15.41 (+0.6)

三条ジュニア 柏崎T&F 上越はね馬クラブ 上越はね馬クラブ

新潟アルビレックスRC・新潟  57.20 中野山陸上クラブ  57.99 加茂ジュニア  1:00.73 新潟アルビRC・OJAS A  1:02.46

村上　真唯 松井　瑛士 角田　樹一 横山　優雅

期日・時刻 2019/6/23 審判長 星野利朗

競技場名 デンカビッグスワンスタジアム 記録主任 山﨑健

陸協名 新潟陸上競技協会
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共通男女 6月23日 4x100mR 大城　藍生 伊藤　悠月希 小池　優衣 坂詰　航埜

関本　結衣 齊藤　希空 小柳　遙真 小野塚　凜

平岡　颯 神田　輝誠 篠原　杏奈 西脇　日彩


