
日付 種目

関戸　春陽(3) 8.39 (+1.5) 岡村　優杜(3) 8.71 (+1.5) 小林　暖生(2) 8.77 (+1.5) 涌井　翔太(2) 8.81 (+1.5) 神林　光(3) 8.96 (+0.2) 髙橋　大翔(2) 9.07 (+1.5) 澁谷　千可良(3) 9.12 (+1.5)

湯沢スポーツアクティブ 長岡Ｔ＆Ｆ ネクストAC 津南小 加茂ジュニア ネクストAC ネクストAC

高村　紘史(3) 8.71 (+1.5)

湯沢スポーツアクティブ

涌井　遥翔(4) 15.68 (-1.3) 林　咲太朗(4) 15.70 (-1.3) 佐藤　楓馬(4) 15.98 (+1.2) 田中　廣(4) 16.17 (-1.3) 大塚　旬(4) 16.21 (-1.3) 髙橋　恭輔(4) 16.40 (-1.3) 篠田　晴琉(4) 16.46 (-1.3) 佐藤　然(4) 16.49 (-1.3)

津南小 ネクストAC 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小国小 ネクストAC ネクストAC ネクストAC ネクストAC

岡部　陽仁(5) 14.85 (+0.3) 戸田　奏和(5) 15.36 (+0.3) 浦田　來桜(5) 15.50 (+0.3) 茨木　陽翔(5) 15.56 (+0.3) 小川　倖生(5) 15.64 (+0.3) 西村　健大(5) 16.00 (+0.3) 邵　靖翔(5) 16.09 (+0.3) 福本　耀(5) 16.26 (+0.9)

四郎丸小 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 柿小 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ネクストAC

捧　颯汰(6) w13.16 (+2.5) 土田　洋永(6) w13.61 (+2.5) 篠田　優瑠(6) w13.78 (+2.5) 神田　拓真(6) w13.89 (+2.5) 仲丸　凌世(6) w14.09 (+2.5) 矢野　虎汰(6) w14.12 (+2.5) 澁谷　士門(6) w14.17 (+2.5) 石田　光(6) w14.23 (+2.5)

加茂ジュニア 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ネクストAC 四郎丸小 ネクストAC ネクストAC ネクストAC

外山　久貴(4) 2:46.30 田中　廣(4) 2:52.35 大塚　旬(4) 2:55.07 関戸　春陽(3) 2:55.10 小林　虹翔(4) 2:56.09 高村　紘史(3) 2:56.51 林　咲太朗(4) 2:56.53 佐田　翔希(4) 2:57.62

栃尾ジュニアランナーズ 小国小 ネクストAC 湯沢スポーツアクティブ 長岡Ｔ＆Ｆ 湯沢スポーツアクティブ ネクストAC ネクストAC

富井　徳(4) 3.58 (-0.5) 恩田　奏(4) 3.33 (-2.0) 佐藤　楓馬(4) 3.21 (+0.3) 栁澤　叶多(4) 3.15 (-1.3) 内山　晶尋(4) 3.12 (-0.2) 三澤　煌(4) 3.00 (-0.1) 高山　一輝(4) 2.98 (-1.0) 澁谷　千可良(3) 2.93 (0.0)

小国小 四郎丸小 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡Ｔ＆Ｆ ネクストAC 四郎丸小 四郎丸小 ネクストAC

水澤　勇人(6) 5:04.62 込田　泰成(6) 5:06.43 小林　羽愛叶(6) 5:21.13 山崎　湊都(6) 5:32.64 高野　楓汰(6) 5:33.60 島田　朝陽(6) 5:47.67 岡部　陽仁(5) 5:50.30 早川　佳輝(6) 5:51.43

後山小学校 GR おぢやプロジェクト GR ネクストAC ネクストAC ネクストAC 四郎丸小 四郎丸小 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

神田　拓真(6) 13.37 (-1.1) 仲丸　凌世(6) 14.79 (-1.1) 石田　光(6) 15.07 (-1.1) 与那覇　優翔(6) 18.21 (-1.1) 山田　空李(5) 20.49 (-1.1)

ネクストAC 四郎丸小 ネクストAC 四郎丸小 ネクストAC

ネクストAC A 55.24 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞA 1:01.08 ネクストAC B 1:03.18 長岡Ｔ＆Ｆ　D 1:08.91

澁谷　士門(6) 小川　倖生(5) 刈屋　豪(5) 佐藤　和真(5)

神田　拓真(6) 戸田　奏和(5) 福本　耀(5) 棚橋　寛太(5)

矢野　虎汰(6) 邵　靖翔(5) 木村　瑛斗(6) 向井　蓮(5)

石田　光(6) 大渕　遥斗(6) 河内　遥太(6) 大橋　賢生(5)

与那覇　優翔(6) 1.05 後藤　彰汰(6) 1.30 細貝　遼真(6) 1.20

四郎丸小 新潟アルビレックスRC（OPEN) 新潟アルビレックスRC（OPEN)

疋田　陸杜(6) 1.05

四郎丸小

澁谷　士門(6) 4.19 (-0.2) 矢野　虎汰(6) 4.07 (+0.7) 織原　大和(6) 3.81 (-1.8) 玉沖　朝陽(6) w3.72 (+2.2) 福本　耀(5) 3.16 (-1.0) 丸山　優翔(5) 3.14 (-0.4) 福本　蒼(6) 2.98 (-3.3) 大沼　瑠生(5) 2.94 (-1.5)

ネクストAC ネクストAC 加茂ジュニア 長岡Ｔ＆Ｆ ネクストAC ネクストAC ネクストAC ネクストAC

玉沖　朝陽(6) 46.89 酒井　佑晟(6) 39.08 織原　大和(6) 36.08 辰野　幸(6) 35.07 吉田　悠真(6) 33.52 山﨑　巧雅(5) 29.97 菊池　諒人(5) 25.81

長岡Ｔ＆Ｆ GR 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 加茂ジュニア 小国小 ネクストAC 小国小 長岡Ｔ＆Ｆ

山本　麗菜(3) 8.36 (+0.6) 島田　稟子(3) 8.55 (+0.6) 丸山　七溜(3) 8.65 (+0.6) 関　薫子(3) 8.92 (+0.6) 米山　楓花(3) 9.18 (+0.6) 内山　心虹(3) 9.35 (+0.6) 大矢　幸花(3) 9.41 (+0.6) 原　結珠(2) 9.43 (+0.6)

長岡Ｔ＆Ｆ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡Ｔ＆Ｆ 湯沢スポーツアクティブ 希望ヶ丘小 ネクストAC 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ネクストAC

長野　紗奈(3) 9.43 (+0.6)

長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

森下　萊彩(4) 14.81 (+1.5) 中村　想帆(4) 15.77 (+1.5) 斎藤　胡桃(4) 16.50 (+1.5) 西條　聖楽(4) 16.52 (+1.5) 井熊　萌々香(4) w16.63 (+2.9) 丸山　愛瑠(4) w16.79 (+2.9) 相田　真綾(4) 16.91 (+1.5) 河田　彩那(4) w16.92 (+2.9)

湯沢スポーツアクティブ GR 加茂ジュニア 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 湯沢スポーツアクティブ ネクストAC 長岡Ｔ＆Ｆ ネクストAC

渋谷　愛莉(5) 15.44 (+1.5) 藤ノ木　唯愛(5) 15.57 (+1.5) 桜井　美雨(5) 16.04 (+1.5) 樋口　和華(5) 16.41 (+1.5) 佐野　市佳(5) 16.54 (+1.5) 長谷川　楓(5) 16.63 (+1.5) 増田　雫(5) 16.66 (+1.5) 牧野　優芽(5) 16.73 (+1.5)

長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ ネクストAC 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小国小

朝賀　悠(6) 14.52 (+0.1) 芦田　優奈(6) 14.55 (+0.1) 土田　琴音(6) 14.79 (+0.1) 篠田　帆南(6) 15.04 (+0.1) 小池　美玖(6) 15.11 (+0.1) 五十嵐　羽菜(6) 15.34 (+0.1) 辻内　咲季(6) 15.49 (+0.1) 高橋　幸花(6) 15.71 (+0.1)

湯沢スポーツアクティブ 加茂ジュニア 加茂ジュニア 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 加茂ｼﾞｭﾆｱ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

丸山　愛瑠(4) 2:53.98 近藤　実桜(4) 2:55.46 水内　乃衣(3) 2:59.09 井熊　萌々香(4) 3:00.86 中村　想帆(4) 3:01.39 西方　彩花(4) 3:04.56 関　薫子(3) 3:20.06 小林　愛來(4) 3:20.82

ネクストAC おぢやプロジェクト おぢやプロジェクト 湯沢スポーツアクティブ 加茂ジュニア 大島小 湯沢スポーツアクティブ ネクストAC

森下　萊彩(4) 3.48 (-0.6) 飯酒盃　千笑(4) 3.22 (-0.3) 松澤　愛子(4) 3.15 (-0.7) 中山　莉希(4) 3.01 (-0.5) 萩谷　日向(4) 2.89 (+0.3) 相田　真綾(4) 2.80 (-1.2) 西條　聖楽(4) 2.73 (-1.4) 石坂　千尋(4) 2.66 (-1.2)

湯沢スポーツアクティブ GR 湯沢スポーツアクティブ 四郎丸小 四郎丸小 湯沢スポーツアクティブ 長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 長岡Ｔ＆Ｆ

阿部　百夏(6) 2:31.12 海発　詩音(5) 2:31.35 庭野　有希(6) 2:33.99 渡辺　有紀(6) 2:37.60 渡辺　花愛(6) 2:41.34 柳　咲夢(6) 2:51.98 小林　莉央(5) 2:54.54 井田　璃胡(6) 2:58.24

おぢやプロジェクト GR おぢやプロジェクト GR おぢやプロジェクト GR おぢやプロジェクト おぢやプロジェクト 四郎丸小 長岡Ｔ＆Ｆ 小国小

田中　瑠架(6) 16.42 (-1.2) 青野　心咲(6) 16.50 (-1.2)

ネクストAC ネクストAC
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主催団体名 長岡市陸上競技協会 陸協名 長岡市陸上競技協会

競技会名
期日・時刻 2022/06/26 審判長 松井重徳

競技場名 長岡市営陸上競技場 記録主任第22回長岡市小学生選手権大会



         
日付 種目

加茂ジュニア 59.49 長岡Ｔ＆Ｆ　C 1:01.06 ネクストAC 1:02.61 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 1:03.04 小国小 1:06.05

石田　莉理(6) 五十嵐　羽菜(6) 青野　心咲(6) 増田　雫(5) 目黒　恋菜(5)

土田　琴音(6) 藤ノ木　唯愛(5) 田中　瑠架(6) 篠田　帆南(6) 牧野　優芽(5)

小池　美玖(6) 小林　莉央(5) 池田　実莉(5) 佐野　市佳(5) 青柳　優花(5)

芦田　優奈(6) 斎藤　虹媛(6) 桜井　美雨(5) 高橋　幸花(6) 今井　香花(5)

町永　風花(5) 1.10 柳　咲夢(6) 1.05 笹崎　文音(5) 1.00 古川　ひより(6) 1.25 山本　彩生(5) 1.15 皆木　ゆのあ(6) 1.15

四郎丸小 四郎丸小 ネクストAC 新潟アルビレックスRC（OPEN) 新潟アルビレックスRC（OPEN) 新潟アルビレックスRC（OPEN)

田中　瑠架(6) 3.72 (-2.6) 土田　琴音(6) 3.61 (-2.5) 朝賀　悠(6) 3.54 (-2.4) 青野　心咲(6) 3.46 (+1.0) 小野塚　舞(6) 3.44 (-1.6) 桜井　美雨(5) 3.21 (+1.1) 王　藝恬(6) 2.95 (+0.5) 富田　奈瑠美(5) 2.94 (-2.1)

ネクストAC 加茂ジュニア 湯沢スポーツアクティブ ネクストAC 小国小 ネクストAC 四郎丸小 小国小

藤ノ木　唯愛(5) 28.92 倉石　琴葉(5) 21.41 由本　琉唯(6) 20.81 久保　彩葉(6) 19.82 町永　風花(5) 17.89 小野　緑日(6) 14.81

長岡Ｔ＆Ｆ 四郎丸小 四郎丸小 四郎丸小 四郎丸小 新潟アルビレックスRC（OPEN)

日付 種目

ネクストAC A 1:04.13 長岡Ｔ＆Ｆ　E 1:06.63 小国小 1:07.84 長岡Ｔ＆Ｆ　F 1:08.47 ネクストAC C 1:08.62 加茂ジュニア 1:08.63 長岡Ｔ＆Ｆ　G 1:09.68 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 1:09.72

佐藤　然(4) 栁澤　叶多(4) 大久保　惺太(4) 野村　真聖(4) 澁谷　千可良(3) 舩久保　昴(4) 山口　愛花梨(4) 長野　紗奈(3)

髙橋　恭輔(4) 小林　虹翔(4) 片桐　萌愛(4) 熊谷　元杜(4) 石川　皓太(4) 中村　想帆(4) 諏訪野　楓(4) 佐藤　楓馬(4)

大塚　旬(4) 山本　麗菜(3) 田中　廣(4) 山口　瑛士(4) 篠田　晴琉(4) 坪谷　奏(4) 岡村　優杜(3) 加藤　咲和(4)

林　咲太朗(4) 白井　花穂那(4) 加瀬　琉斗(4) 相田　真綾(4) 長谷川　大樹(4) 神林　光(3) 高野　蓮(4) 島田　稟子(3)

ネクストAC B 1:09.72

小池　香夏斗(4)

田中　琉悠(4)

内山　晶尋(4)

片岡　繕(4)

小国小 1:04.32 長岡Ｔ＆Ｆ　A 1:05.31 長岡Ｔ＆Ｆ　B 1:05.38

小野塚　舞(6) 渋谷　愛莉(5) 菊池　諒人(5)

辰野　幸(6) 辻内　咲季(6) 河上　結太(5)

井田　璃胡(6) 茨木　陽翔(5) 五十嵐　杏愛(6)

今井　太尊(6) 佐藤　優成(6) 小林　美瑠(6)

w:追風参考  GR:大会記録  UO:参考記録  
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