
日付 種目

田原　蓮(3)  10.74 (-0.1) 斎藤　大介  10.77 (-0.4) 齋藤　翔偉(3)  10.95 (-0.5) 神山　連(3)  10.96 (-0.5) 高木　佑希  10.98 (-0.1) 土田　一馬(3)  11.00 (-0.4) 滝沢　海宇  11.01 (-0.4)

東京学館新潟 NK_track 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟市中央陸協 東京学館新潟 長岡AC

水戸部　良祐(3)  10.96 (-0.1)

新潟医療福祉大

青木　遥可(3)  34.34 遠山　宜志(3)  34.52 遠山　和季(4)  34.69 土田　一馬(3)  35.21 須貝　英太郎(5)  35.28 阿部　隼斗(3)  35.33 玉澤　竜司(2)  35.35 行方　大介(3)  35.40

東京学館新潟 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 東京学館新潟 新潟市中央陸協 十日町 新潟医療福祉大 東京学館新潟

赤間　陽生(3)  1:56.25 中野　悠(3)  1:56.45 山岸　広海  1:56.57 水嶋　力生(2)  1:57.54 荒木　祐哉  1:57.62 髙橋　慶(2)  1:59.70 矢野　哲平(3)  2:03.22 藤田　剛(3)  2:03.41

北越 長岡高専 糸魚川市陸協 高志中等 FREERUN 新潟 長岡高専 日本文理

ジョセフ　ムワンギ(3)  8:23.33 荒木　祐哉  8:25.01 岡田　瑞生  8:29.03 品田　滉人(2)  8:41.59 山本　樹(3)  8:48.32 長谷川　直輝  8:48.35 山岸　広海  8:48.62 小山　一太(2)  8:49.63

開志国際 FREERUN 三条市陸協 中越 開志国際 セキノ興産 糸魚川市陸協 中越

横堀　雅孝  67.69 甲賀　総司(1)  42.13 樋口　謙信(2)  40.80 石川　流星(1)  40.46 佐野　力斗(1)  36.06 小島　遼(2)  35.16 星　慎太郎  33.56 石川　幸輝(1)  28.44

新潟アルビレックスＲＣ 開志国際 十日町 開志国際 開志国際 日本文理 OSA 新津工

北原　博企(3)  14.92 渡辺　豹冴(1)  14.43 大野　航汰(2)  11.95 今井　佑哉(1)  11.47 阿部　凛汰朗(1)  11.33 鈴木　遼斗(3)  11.00 長尾　世成(2)  10.85 甲賀　総司(1)  10.74

開志国際 開志国際 開志国際 新津工 十日町 新潟東 東京学館新潟 開志国際

北原　博企(3)  48.08 渡辺　豹冴(1)  39.48 鈴木　遼斗(3)  35.22 佐々木　健介(3)  34.63 阿部　凛汰朗(1)  29.54 石川　流星(1)  27.76 大野　航汰(2)  27.22 宮川　海風(2)  16.16

開志国際 開志国際 新潟東 新津工 十日町 開志国際 開志国際 新発田商

佐々木　健介(3)  59.23 山田　晃生(2)  48.52 長尾　世成(2)  45.11 樋口　漱太(3)  41.47 今井　佑哉(1)  34.88 大野　玲真(2)  32.26 坂爪　勇斗(1)  27.38

新津工 開志国際 東京学館新潟 開志国際 新津工 東京学館新潟 新津工

涌井　珠里(3)  12.48 (-0.2) 権瓶　明日夏  12.54 (-0.2) 田中　更紗(2)  12.61 (-0.2) 永井　あかね(3)  12.64 (-0.2) 前山　美優  12.66 (-0.2) 笠原　理瑚(3)  12.69 (-1.0) 中倉　茉咲(3)  12.78 (-0.2) 岡村　菜南(4)  12.82 (-1.0)

新潟医療福祉大 ＡＬＳＯＫ新潟 日本体育大 新潟医療福祉大 新潟アルビレックスＲＣ 新潟医療福祉大 新発田･紫雲寺中 新潟医療福祉大

椎谷　佳奈子(6)  39.25 永井　あかね(3)  41.07 中倉　茉咲(3)  41.33 服部　葉月(2)  42.35 森山　花菜(1)  42.94 俵山　紗乙(2)  43.05 内藤　瑠菜(2)  43.62 小林　莉香子(1)  43.99

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新発田･紫雲寺中 十日町 十日町 十日町 日本文理 日本文理

長谷川　瑠々(3)  2:16.80 居城　日向(1)  2:19.30 棚谷　小梅(3)  2:20.25 寺木　みのり(3)  2:27.49 鈴木　未羽(3)  2:27.99 土田　優衣(1)  2:29.10 後藤　尚子(2)  2:29.49 平山　悠那(3)  2:31.28

日本体育大 新発田商 新潟医療福祉大 新潟･亀田中 中魚･津南中 東京学館新潟 新潟･亀田中 新発田･猿橋中

マーガレット　アキドル(3)  9:10.39 高橋　ひより(3)  10:15.96 寺木　みのり(3)  10:49.35 鈴木　結菜(1)  10:54.00 若尾　幸奈(3)  10:54.71 小林　日香莉(1)  10:55.43 久保田　菜美(3)  10:56.44 佐藤　菜々香(2)  11:04.74

開志国際 東京農大 新潟･亀田中 新潟第一 新潟第一 新潟第一 新潟第一 秋葉ジュニア

高山　陽菜(3)  10.94 上村　珠央(3)  10.04 関谷　穂乃香(2)  9.16 滝沢　紬(1)  8.15 本山　明香莉(3)  8.04

東京学館新潟 十日町 十日町 十日町 十日町

上村　珠央(3)  31.32 関谷　穂乃香(2)  28.70 本山　明香莉(3)  27.05 熊倉　真依(1)  26.12 丸山　夢羽(2)  25.52 五十嵐　未都希(2)  22.78 滝沢　紬(1)  18.05 小林　萌香(3)  17.53

十日町 十日町 十日町 東京学館新潟 開志国際 東京学館新潟 十日町 新発田･紫雲寺中

高山　陽菜(3)  43.00 丸山　夢羽(2)  39.48 酒井　美海(1)  21.48

東京学館新潟 開志国際 開志国際

笹川　涼子(3)  34.77 桐生　唯愛(2)  31.01 五十嵐　未都希(2)  29.70 内山　愛(3)  27.52

アップルスポーツカレッジ 開志国際 東京学館新潟 十日町

7月11日 ﾊﾝﾏｰ投

7月11日 やり投

7月11日 砲丸投

7月11日 円盤投

7月11日 800m

7月11日 3000m

　共通女子 7月11日 100m

7月11日 300m

7月11日 円盤投

7月11日 ﾊﾝﾏｰ投

7月11日 やり投

高校男子 7月11日 砲丸投

7月11日 800m

7月11日 3000m

7位 8位

　共通男子 7月11日 100m

7月11日 300m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 新発田市陸上競技協会 陸協名 新発田市陸上競技協会

競技会名 ２０２０年度夏季いじみの記録会
期日・時刻 2020/7/11 審判長 遠藤　純一

競技場名 新発田市五十公野公園陸上競技場 記録主任 浮島　一隆


