
日付 種目

皆川　花弦  18.6 (-2.0) 関　蓮太郎  20.1 (-2.0) 山田　瀬渚  20.2 (-2.0) 高村　紘史  20.3 (-2.0) 片桐　瑛心  20.4 (-2.0) 関戸　春陽  20.9 (-2.0) 目黒　生真  21.7 (-2.0) 広瀬　光志朗

浦佐小 GR 浦佐小 大崎小 湯沢スポーツアクティブ 塩沢小 中之島小 六日町小 上関小

片桐　瑛心  1:33.8 高村　紘史  1:36.2 関戸　春陽  1:41.4 広瀬　光志朗  1:48.9

塩沢小 GR 湯沢スポーツアクティブ GR 中之島小 GR 上関小

井口　斗輝  18.7 (+1.0) 寺口　隼斗  19.0 (+1.0) 加藤　大智  19.1 (+1.0) 草野　武基  19.3 (+1.0) 岡村　柊希  19.4 (+1.0) 中澤　蒼太  19.5 (+1.0) 阿部　葵  19.7 (+1.0) 西本　琉海

北辰小 湯沢小 北辰小 六日町小 北辰小 石打小 中之島小 上田小

井口　斗輝  1:32.6 西本　琉海  1:33.0 片桐　楓  1:36.1 阿部　葵  1:36.4 岡村　柊希  1:39.5 加藤　大智  1:41.3 北村　明来太  1:45.2 草野　武基

北辰小 上田小 湯沢小 中之島小 北辰小 北辰小 六日町小 六日町小

小林　正拓  15.9 (-1.1) 石井　星那  16.5 (-1.1) 西潟　亮哉  17.3 (-1.1) 髙橋　ケイン  17.4 (-1.1) 田中　煌生  17.5 (-1.1) 大野　心粋  17.7 (-1.1) 小林　琉惺  18.1 (-1.1) 貝瀬　莉玖斗

上田小 北辰小 Ｍ-ｊａｃ 湯沢小 上田小 湯沢小 北辰小 上田小

石井　星那  3:07.8 小林　琉惺  3:08.5 西潟　亮哉  3:11.9 青木　優輝人  3:17.9 貝瀬　翔也  3:20.8 山口　結人  3:22.6 松井　優生  3:22.8 横山　陽士

北辰小 北辰小 Ｍ-ｊａｃ 六日町小 Ｍ-ｊａｃ 大崎小 石打小 川治小学校

今成　芯太  16.1 (-0.3) 上村　空  16.4 (-0.3) 小熊　寅仁  16.9 (-0.3) 大平　空秋  17.0 (-0.3) 半澤　一流  17.3 (-0.3) 山本　胡太郎  17.7 (-0.3) 井熊　奏渉  18.2 (-0.3) 小澤　礼煌

Ｍ-ｊａｃ 赤石小 中之島小 六日町小 湯沢スポーツアクティブ 上田小 湯沢スポーツアクティブ 赤石小

井熊　奏渉  3:03.1 内田　恵人  3:12.9 羽吹　悠雅  3:13.4 半澤　一流  3:15.4 大平　空秋  3:18.4 井口　大聖  3:41.2 髙村　稀佑  3:46.2

湯沢スポーツアクティブ 上田小 大巻小 湯沢スポーツアクティブ 六日町小 中之島小 塩沢小

関　倫太朗  14.4 (-0.4) 武藤　正明  14.5 (-0.4) 森下　徠夢  15.1 (-0.4) 櫻井　友貴  15.4 (-0.4) 松井　陽路  16.1 (-0.4) 冨沢　陽都  16.4 (-0.4) 豊野　歩世  16.5 (-0.4) 西本　匠海

中之島小 長岡川崎東小学校 湯沢スポーツアクティブ 六日町小 石打小 湯沢スポーツアクティブ 藪神小学校 上田小

武藤　正明  5:39.6 富澤　奏太  5:41.1 関　倫太朗  5:44.6 西本　匠海  5:55.4 松井　陽路  6:04.5 坂井　絆斗  6:06.4 南雲　歩志  6:07.9 堀口　道穂

長岡川崎東小学校 六日町小 中之島小 上田小 石打小 湯沢スポーツアクティブ 塩沢小 石打小

松田　壮太  13.5 (-0.1) 渡部　恵  13.7 (-0.1) 田村　虹太  14.2 (-0.1) 勝田　智貴  14.3 (-0.1) 大平　悠人  14.4 (-0.1) 阿部　瑞生  14.5 (-0.1) 塩原　栄葵  14.9 (-0.1) 林　聖渚

大崎小 六日町小 塩沢小 六日町小 六日町小 塩沢小 石打小 中之島小

峠　瑠人  5:44.5 河野　煌空  5:47.3 阿部　瑞生  5:51.8 上村　貫太  5:53.3 山﨑　椋満  5:56.9 小倉　希良莉  6:02.0 髙村　征史  6:18.2 田中　智樹

六日町小 塩沢小 塩沢小 浦佐小 三用小学校 大巻小 中之島小 石打小

越村　光琉  12.8 (-0.4) 小澤　昊生  12.9 (-0.4) 春日　玲皇  13.0 (-0.4) 関　勇太  13.1 (-0.4) 樋口　翔大  13.4 (-0.4) 羽鳥　壮太  13.5 (-0.4) 小幡　大和  13.8 (-0.4) 木村　晏

南魚沼･大和中 南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中 南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中

小川　功貴  2:38.0 郷　一風  2:39.6

小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中

駒形　涼太郎  5:45.9 森山　暁  6:00.4

南魚沼･大和中 南魚沼･大和中

小林　福虎  11:30.5 森山　勇気  11:36.2 林　大翔  11:41.9 髙橋　慧吾  12:16.9 斉藤　生真  12:20.9

南魚沼･大和中 南魚･湯沢中 南魚･湯沢中 南魚･湯沢中 南魚沼･大和中

羽鳥　壮太  1.25

小千谷･小千谷中

春日　玲皇  4.96 (-0.7) 小澤　昊生  4.85 (+0.1) 宮崎　悠真  4.57 (-0.4) 越村　光琉  4.11 (-0.7) 山口　将太  3.92 (-0.6)

小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中 南魚沼･大和中

関　秋司  6.20 久保田　瑛翔  6.12 佐藤　慶太  5.57 広川　修也  5.34

南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中

小林　一義  14.5

五泉市陸協

小林　一義  2:49.6

五泉市陸協

半澤　朝陽  4:43.3 今井　清隆  4:52.9 高村　一樹  4:53.9 貝瀬　健太  5:03.8 星野　崇  5:09.4

県縦断招待 県縦断招待 県縦断招待 県縦断招待 魚沼市陸協

関　麟太郎  18:12.6 星野　崇  18:57.3

湯沢スポーツアクティブ 魚沼市陸協

競技場名 湯沢中央公園陸上競技場 記録主任 平賀　貴文

主催団体名 湯沢町陸上競技協会　南魚沼市陸上競技協会 陸協名 湯沢町陸上競技協会

競技会名 第41回南魚沼陸上競技選手権
期日・時刻 2020/9/27 審判長 高山　昇

小学男子２年男子 9月27日 100m

9月27日 400m

7位 8位

小学男子１年男子 9月27日 100m

9月27日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

小学男子４年男子 9月27日 100m

9月27日 800m

小学男子３年男子 9月27日 100m

9月27日 800m

小学男子６年男子 9月27日 100m

9月27日 1500m

小学男子５年男子 9月27日 100m

9月27日 1500m

9月27日 1500m

9月27日 3000m

中学男子共通男子 9月27日 100m

9月27日 800m

9月27日 走幅跳

9月27日 砲丸投

9月27日 4x100mR

9月27日 走高跳

9月27日 1500m

9月27日 5000m

一般高校男子男子 9月27日 100m

9月27日 800m



星　慎太郎  1.50

OSA

渡部　恵  1.25 大平　悠人  1.20 岡田　名央  1.10 腰越　玄  1.05 小島　湊斗  0.95

六日町小 六日町小 六日町小 湯沢スポーツアクティブ 湯沢スポーツアクティブ

松田　壮太  4.49 (+0.8) 小出　侍門  3.62 (-0.2) 峠　瑠人  3.45 (-0.1) 河野　煌空  3.40 (-0.5) 日熊　虹介  3.25 (-0.6) 冨沢　陽都  3.05 (-0.1) 田中　智樹  2.94 (0.0) 関　奏守

大崎小 中之島小 六日町小 塩沢小 栃窪小学校 湯沢スポーツアクティブ 石打小 大崎小

若井　武  11.06 笛木　尚  10.56 星　慎太郎  9.85

南魚沼市役所 GR 湯沢町陸協 GR OSA GR

小泉　さやか  19.4 (+0.3) 関　薫子  20.1 (+0.3) 富樫　和  21.8 (+0.3) 腰越　鈴  21.9 (+0.3) 村山　明咲  22.0 (+0.3) 寺口　愛華  22.1 (+0.3) 沖山　莉奈  22.9 (+0.3) 南雲　紗衣

大崎小 中之島小 塩沢小 湯沢小 六日町小 湯沢小 六日町小 湯沢スポーツアクティブ

小泉　さやか  1:41.4 関　薫子  1:49.4 村山　明咲  1:49.8 沖山　莉奈  1:53.3 寺口　愛華  2:00.6 南雲　紗衣  2:00.8

大崎小 GR 中之島小 六日町小 六日町小 湯沢小 湯沢スポーツアクティブ

森下　莱彩  17.0 (+0.8) 大平　歩実  18.1 (+0.8) 釼持　亜実  19.0 (+0.8) 飯酒盃　千笑  19.5 (+0.8) 髙村　蓮栖  20.3 (+0.8) 富田　千華  20.4 (+0.8) 井熊　萌々香  20.5 (+0.8) 阿部　凛花

湯沢スポーツアクティブ GR 六日町小 GR 湯沢小 城内小 塩沢小 湯沢小 湯沢スポーツアクティブ 石打小

森下　莱彩  1:25.9 飯酒盃　千笑  1:35.5 井熊　萌々香  1:37.4 板鼻　奈々  1:38.6 富田　千華  1:40.2 髙村　蓮栖  1:41.3 釼持　亜実  1:41.6 諸橋　美優

湯沢スポーツアクティブ GR 城内小 GR 湯沢スポーツアクティブ GR 五十沢小 GR 湯沢小 塩沢小 湯沢小 北辰小

我田　沙月  17.9 (+0.2) 山口　乃愛  18.3 (+0.2) 塩原　咲希  18.5 (+0.2) 行方　悠莉  19.3 (+0.2) 日熊　葵  19.4 (+0.2) 富所　愛月  19.5 (+0.2) 上村　美来  19.7 (+0.2)

石打小 上田小 六日町小 城内小 栃窪小学校 五十沢小 城内小

長井　彩羽  3:39.1 松田　芭奈  3:48.8 沖山　美緒  3:50.3 富所　愛月  3:56.4

六日町小 大崎小 六日町小 五十沢小

釼持　寧々  16.9 (-0.6) 関　桜子  17.1 (-0.6) 桑原　杏実  17.2 (-0.6) 小杉　颯歌  17.5 (-0.6) 目黒　永愛  18.0 (-0.6) 畑山　一花  18.1 (-0.6) 南雲　美来  18.3 (-0.6) 細矢　和加奈

湯沢小 浦佐小 六日町小 赤石小 六日町小 安田小学校 城内小 中之島小

渡辺　有紀  2:52.2 阿部　百夏  3:06.8 中俣　結衣  3:09.3 庭野　有希  3:10.6 関　桜子  3:11.2 駒形　萌  3:13.0 畑山　一花  3:15.3 南雲　美来

おぢやプロジェクト GR おぢやプロジェクト 大巻小 おぢやプロジェクト 浦佐小 赤石小 安田小学校 城内小

内田　葵  15.2 (-0.1) 今成　結菜  15.9 (-0.1) 田村　琴  16.4 (-0.1) 高橋　果蓮  16.5 (-0.1) 中島　衣千花  16.8 (-0.1) 西潟　紗和  17.0 (-0.1) 小林　未來  17.1 (-0.1) 貝瀬　瑛

石打小 Ｍ-ｊａｃ 五十沢小 石打小 浦佐小 Ｍ-ｊａｃ 上田小 湯沢スポーツアクティブ

原田　彩羽  3:06.1 西潟　紗和  3:07.5 今成　結菜  3:09.0 行方　萌夏  3:11.1 笠原　あかり  3:11.5 星　万潤  3:13.4 原澤　結菜  3:19.3 原　和

上田小 Ｍ-ｊａｃ Ｍ-ｊａｃ 六日町小 Ｍ-ｊａｃ 魚沼ＪＴＦＣ 六日町小 湯沢小

田村　美桜  13.7 (-0.6) 中俣　日乃  15.0 (-0.6) 塩原　那奈  15.1 (-0.6) 渡辺　愛月  15.2 (-0.6) 本多　椋  15.6 (-0.6) 今成　華琉  15.7 (-0.6) 斉木　心愛  15.9 (-0.6) 武井　初姫

石打小 GR Ｍ-ｊａｃ 六日町小 魚沼ＪＴＦＣ 六日町小 Ｍ-ｊａｃ 湯沢スポーツアクティブ 中之島小

渡辺　みのり  2:48.9 本多　椋  3:07.4 室橋　らん  3:08.7 髙村　泉都  3:09.7 武井　初姫  3:10.2 小泉　有咲  3:10.9 上村　春奈  3:11.3 片桐　未緩

おぢやプロジェクト 六日町小 おぢやプロジェクト 塩沢小 中之島小 大崎小 上田小 湯沢小

池　来実  13.8 (-0.3) 伊東　花  14.0 (-0.3) 荻野　由侑  14.4 (-0.3) 豊野　歩希  14.6 (-0.3) 金澤　万奈  14.7 (-0.3) 松田　優  14.9 (-0.3) 宮山　陽羽  15.2 (-0.3) 中俣　花恵

小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中 新潟･関屋中 南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中

豊野　歩希  3:08.3 丸山　結  3:17.6

南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中

関　桃子  5:49.9 石田　沙樹  6:01.7

湯沢スポーツアクティブ 南魚沼･大和中

伊東　花  1.25 目崎　結空  1.15 宮山　陽羽  1.15 大渕　紗季  1.10

小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中 小千谷･小千谷中

荻野　由侑  4.29 (-0.2) 金澤　万奈  4.26 (+0.1) 池　来実  4.00 (+0.1) 中俣　花恵  3.75 (-0.1) 鈴木　眞色  3.59 (+0.1) 関　芽吹  3.35 (-1.0) 松田　優  3.26 (-0.9) 廣川　心結

小千谷･小千谷中 新潟･関屋中 小千谷･小千谷中 南魚沼･大和中 南魚沼･大和中 南魚沼･大和中 南魚沼･大和中 小千谷･小千谷中

9月27日 走高跳

9月27日 走幅跳

9月27日 走高跳

小学男子共通男子 9月27日 4x100mR

小学女子１年女子 9月27日 100m

9月27日 400m

9月27日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

一般男子男子 9月27日 砲丸投

小学女子３年女子 9月27日 100m

9月27日 800m

小学女子２年女子 9月27日 100m

9月27日 400m

小学女子５年女子 9月27日 100m

9月27日 800m

小学女子４年女子 9月27日 100m

9月27日 800m

中学女子共通女子 9月27日 100m

9月27日 800m

小学女子６年女子 9月27日 100m

9月27日 800m

9月27日 4x100mR

9月27日 走高跳

9月27日 1500m

9月27日 3000m

9月27日 走幅跳

小学女子共通女子 9月27日 4x100mR



中俣　日乃  1.15 今成　華琉  1.10

Ｍ-ｊａｃ Ｍ-ｊａｃ

中島　衣千花  3.20 (0.0) 髙村　泉都  3.17 (-0.2) 行方　萌夏  w2.79 (+2.3) 小林　未來  2.75 (-0.6) 江口　椛葉  2.68 (+0.1) 荒川　結心  2.65 (-0.1) 萩元　美桜  2.53 (+1.0) 小沢　真由

浦佐小 塩沢小 六日町小 上田小 中之島小 中之島小 上田小 赤石小

9月27日 走高跳

9月27日 走幅跳

小学女子共通女子 9月27日 4x100mR

中学男女混合男女 9月27日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

9月27日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

小学男女混合男女 9月27日 4x100mR



 21.9 (-2.0)

 20.0 (+1.0)

 1:45.8

 18.2 (-1.1)

 3:26.8

 18.3 (-0.3)

 16.6 (-0.4)

 6:11.6

 15.0 (-0.1)

 6:20.8

 13.9 (-0.4)

平賀　貴文

高山　昇

8位



 2.91 (+0.8)

 24.1 (+0.3)

 20.6 (+0.8)

 1:42.0

 18.4 (-0.6)

 3:20.0

 17.8 (-0.1)

 3:23.1

 16.2 (-0.6)

 3:11.8

 15.3 (-0.3)

 3.13 (+0.4)



 2.52 (+1.9)

w (wind assist) : 追風参考


