
日付 種目

熊倉　陸斗(1)  12.47 (+0.8) 德永　大和(1)  12.63 (+1.0) 眞柄　結斗(1)  12.64 (+0.8) 加藤　悠月(1)  12.64 (+0.8) 寺田　颯(1)  12.70 (+0.8) 渡邉　大翔(1)  12.70 (+0.8) 渡邉　大生(1)  12.78 (+0.8) 上村　颯太(1)  12.80 (+1.0)

新潟･内野中 新潟･上山中 新潟･小須戸中 新潟･山潟中 新潟･松浜中 新潟･木崎中 新潟･巻東中 新潟･上山中

小島　拓朗(1)  4:47.90 池田　充輝(1)  5:02.36 小林　翼(1)  5:02.94 佐藤　多聞(1)  5:03.96 髙橋　櫂(1)  5:06.67 大島　瑛斗(1)  5:14.89 羽馬　大翔(1)  5:15.28 添田　理央(1)  5:15.78

新潟･上山中 新潟･東石山中 新潟･高志中等(中) 新潟･上山中 新潟･宮浦中 新潟･宮浦中 新潟･早通中 新潟･下山中

佐藤　優守(1)  8.43 樋浦　慶(1)  7.96 臼田　奏多(1)  7.33 須田　瑛太(1)  6.47 佐藤　大慈(1)  6.41 渡辺　龍久斗(1)  6.32 小野　凌太(1)  5.86 松本　鴻志(1)  5.75

新潟･南浜中 新潟･早通中 新潟･鳥屋野中 新潟･早通中 新潟･葛塚中 新潟･葛塚中 新潟･亀田中 新潟･巻西中

大川　治斗(2)  11.52 (+1.5) 藤田　孝惇(2)  11.60 (+1.5) 川内　凜(2)  11.68 (+1.5) 加藤　滉太(2)  11.73 (+1.5) 白柏　有希(2)  11.85 (+1.5) 河谷　康成(2)  w11.94 (+3.3) 金澤　海生(2)  11.96 (+1.5) 吉野　俐人(2)  11.99 (+1.1)

新潟･下山中 新潟･寄居中 新潟･新津第一中 新潟･東石山中 新潟･新津第一中 新潟･早通中 新潟･新津第一中 新潟･亀田中

宮村　温(3)  11.00 (-1.0) 田中　勇斗(3)  11.39 (-1.0) 脇川　光貴(3)  11.51 (-1.0) 白井　陽斗(3)  11.57 (-1.0) 平岡　颯(3)  w11.64 (+2.1) 大崎　遥輝(3)  w11.65 (+2.5) 勝見　富(3)  w11.66 (+2.1) 吉田　貫人(3)  11.67 (-1.0)

新潟･鳥屋野中 新潟･新津第一中 新潟･鳥屋野中 新潟･黒埼中 新潟･亀田中 新潟･鳥屋野中 新潟･山潟中 新潟・大形中

田中　勇斗(3)  w22.92 (+2.3) 坂井　駿介(3)  23.64 (+1.4) 藤田　孝惇(2)  w23.72 (+2.3) 立川　陽心(3)  24.03 (+1.9) 鳴海　勇斗(2)  24.15 (+1.9) 金子　隼磨(3)  w24.31 (+2.2) 北村　心結(3)  24.31 (+1.0) 田村　奏羽(3)  w24.34 (+2.3)

新潟･新津第一中 新潟･松浜中 新潟･寄居中 新潟･巻東中 新潟･上山中 新潟･亀田中 新潟･早通中 新潟･木戸中

立川　陽心(3)  55.22 渡邊　陵太(3)  55.53 町屋　哲多(3)  56.08 鈴木　敢太(2)  56.25 池野　陽斗(2)  56.98 西村　礼央(2)  57.63 佐々木　大地(3)  57.80 石山　陸(3)  58.03

新潟･巻東中 新潟･東新潟中 新潟･五十嵐中 新潟･小新中 新潟･曽野木中 新潟･木戸中 新潟･亀田中 新潟･宮浦中

圓山　寛人(2)  2:03.00 阿部　大樹(2)  2:05.87 髙野　陽斗(3)  2:06.14 中村　亜簾(2)  2:07.52 石山　陸(3)  2:13.26 齋藤　優仁(3)  2:17.05 霜山　亘輝(2)  2:19.35 長嶋　琉唯(3)  2:19.52

新潟･新津第一中 新潟･上山中 新潟･五十嵐中 新潟･鳥屋野中 新潟･宮浦中 新潟･曽野木中 新潟･黒埼中 新潟･巻東中

齋藤　優仁(2)  4:25.44 内山　泰幹(3)  4:26.17 小林　晟也(3)  4:28.50 番場　玲太(3)  4:33.48 長谷部　叶(2)  4:34.56 野上　遙汰(2)  4:34.68 二見　隼(3)  4:38.66 土田　豪暖(2)  4:38.88

新潟･附属新潟中 新潟･宮浦中 新潟･巻東中 新潟･新津第一中 新潟･東石山中 新潟･新津第一中 新潟･新潟第一中 新潟･岩室中

髙野　陽斗(3)  9:38.17 齋藤　優仁(2)  9:38.54 土田　豪暖(2)  9:42.80 小林　晟也(3)  10:12.98 中林　力輝(2)  10:17.51 小熊　惺己(2)  10:17.70 田中　宏明(3)  10:20.96 内山　泰幹(3)  10:29.48

新潟･五十嵐中 新潟･附属新潟中 新潟･岩室中 新潟･巻東中 新潟･新津第一中 新潟･上山中 新潟･東新潟中 新潟･宮浦中

川村　悠太(2)  15.84 (-1.1) 大谷　尚矢(3)  16.94 (-1.1) 中山　翼(2)  17.64 (-1.4) 宮﨑　侑希(3)  17.79 (-1.3) 飯島　湊(2)  17.85 (-1.4) 阿部　太子嵩(3)  17.98 (-1.1) 鈴木　悠斗(2)  18.49 (-1.4) 中西　翔太(2)  18.54 (-1.1)

新潟･白根北中 新潟･新津第一中 新潟･白根北中 新潟･白根北中 新潟･小新中 新潟･高志中等(中) 新潟･木戸中 新潟･上山中

新潟･早通中C  44.56 新潟･新津第一中  45.21 新潟･上山中Ａ  45.68 新潟･黒埼中  46.36 新潟･木戸中３A  46.37 新潟･亀田中A  46.40 新潟・大形中A  46.42 新潟･上山中Ｂ  47.73

梶川　亮(3) 真柄　樹(3) 内山　一豪(3) 白井　陽斗(3) 関川　健斗(3) 佐々木　大地(3) 小島　久祉(2) 阿部　大樹(2)

森　飛遥(3) 川内　凜(2) 湯川　礼恩(3) 小林　響太(3) 宮原　晴彦(1) 平岡　颯(3) 小林　架輝(3) 小田　蒼唄(2)

北村　心結(3) 杉山　圭佑(3) 長下部　楓太(3) 石原　航輝(3) 大平　優雅(3) 細川　怜生(3) 吉田　貫人(3) 遠藤　悠真(2)

早津　遙斗(3) 田中　勇斗(3) 安達　優輝(3) 藤橋　夢成(3) 田村　奏羽(3) 松澤　尋(3) 大竹　淳仁(2) 鳴海　勇斗(2)

近藤　嵐(3)  1.73 本間　寛章(3)  1.70 吉田　貫人(3)  1.70 木村　郁海(3)  1.70 熊倉　陸斗(1)  1.55 鈴木　悠斗(2)  1.45 相澤　治士(2)  1.40

新潟･巻東中 新潟･白根第一中 新潟・大形中 新潟･新津第五中 新潟･内野中 新潟･木戸中 新潟･東石山中

増子　岳暁(3)  3.50 秋山　湧翔(3)  2.90 神田　晟吾(2)  2.50 桑原　寛至(2)  2.30 須貝　拓斗(2)  2.20 小出　聖人(2)  2.00

新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･山潟中

小林　響太(3)  w6.48 (+2.2) 谷　刹那(3)  6.41 (+1.7) 藤橋　夢成(3)  w6.31 (+2.4) 小林　架輝(3)  w6.09 (+2.2) 中林　大晃(3)  6.02 (+2.0) 佐々木　大地(3)  5.91 (+1.5) 小林　桜大(2)  w5.52 (+2.4) 田村　輝空(3)  w5.52 (+2.1)

新潟･黒埼中 新潟･巻西中 新潟･黒埼中 新潟・大形中 新潟･宮浦中 新潟･亀田中 新潟･小針中 新潟･鳥屋野中

佐藤　祐輔(2)  11.69 中川　冬夢(3)  11.49 本多　芯(3)  11.40 間野　翔(3)  9.73 大久保　和輝(2)  9.30 大澤　海聖(3)  9.27 松浦　由樹(3)  8.78 岩楯　波流(3)  8.68

新潟･山潟中 新潟･下山中 新潟･小新中 新潟･東新潟中 新潟･小新中 新潟･上山中 新潟･東石山中 新潟･石山中

長谷川　朔太朗(3)  2334 白井　千聖(3)  2176 大平　優雅(3)  1745 木村　悠稀(3)  1685 関川　健斗(3)  1526 柳澤　啓輔(3)  1353 宮原　晴大(3)  1332 栗林　夢空(3)  1318

新潟･高志中等(中) 新潟･新津第五中 新潟･木戸中 新潟･五十嵐中 新潟･木戸中 新潟･木戸中 新潟･木戸中 新潟･木戸中

7月31日 110mH

7月31日 砲丸投

7月31日 走高跳

7月31日 400m

w (wind assist) : 追風参考

 1.40

 55.52  59.08  1:02.75  58.82  1:07.45  1:02.12  1:05.74  1:07.15

 5.83  6.54  6.26

 1.70  1.65  1.50  1.50  1.35  1.35  1.30

 17.11 (-1.5)  16.25 (-1.2)  18.39 (-1.5)  17.60 (-1.5)  17.90 (-1.2)

 9.85  10.50  7.11  5.66  7.60

7月31日 四種競技

 15.98 (-1.5)  16.19 (-1.2)  16.13 (-1.2)

7月31日 走幅跳

7月31日 砲丸投

7月31日 走高跳

7月31日 棒高跳

7月31日 110mH

7月31日 4x100mR

7月31日 1500m

7月31日 3000m

7月31日 400m

7月31日 800m

３年男子 7月31日 100m

共通男子 7月31日 200m

7月31日 砲丸投

２年男子 7月31日 100m

7位 8位

１年男子 7月31日 100m

7月31日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 新潟市陸上競技協会 陸協名 新潟陸上協会

競技会名 2022年度第1回夏季新潟市中学校陸上記録会
期日・時刻 2022/7/31 審判長 山本浩一郎・笠原　修

競技場名 新潟市陸上競技場 記録主任 長谷川　和弘



日付 種目

坂上　莉瑚(1)  13.70 (0.0) 後藤　実花(1)  13.73 (0.0) 佐藤　南波(1)  13.98 (0.0) 小池　奈遥(1)  14.07 (+1.0) 青木　千穂(1)  14.15 (0.0) 松鷹　真琴(1)  14.15 (+1.0) 松浦　結(1)  14.21 (0.0) 藤田　理子(1)  14.21 (0.0)

新潟･松浜中 新潟･高志中等(中) 新潟･下山中 新潟･松浜中 新潟･鳥屋野中 新潟･宮浦中 新潟･小針中 新潟･小須戸中

池田　朱里(1)  2:44.98 羽賀　小恭(1)  2:47.43 中澤　心花(1)  2:47.54 佐藤　美羽(1)  2:47.61 菊池　あいる(1)  2:48.78 小林　咲希(1)  2:51.14 佐藤　芽央(1)  2:52.55 横山　けいと(1)  2:53.73

新潟･新津第一中 新潟･葛塚中 新潟･曽野木中 新潟･葛塚中 新潟･早通中 新潟･巻東中 新潟･新津第五中 新潟･上山中

田中　麗愛(2)  w12.66 (+2.2) 堀江　莉碧(2)  w13.13 (+2.2) 金谷　梨花(2)  w13.15 (+2.2) 細川　芽愛(2)  w13.47 (+2.2) 吉田　かのん(2)  13.57 (+0.8) 小黒　未徠(2)  w13.59 (+2.2) 加藤　叶帆(2)  13.61 (+0.3) 長谷川　湊(2)  13.67 (+0.8)

新潟･宮浦中 新潟･山潟中 新潟・大形中 新潟･新津第一中 新潟･新津第二中 新潟･新潟第一中 新潟･木戸中 新潟･東新潟中

青木　真央(3)  12.92 (+1.0) 間　歩実(3)  13.10 (+1.0) 金井　梨花(3)  13.13 (+1.0) 中川　沙良(3)  13.27 (+1.0) 土田　詩葉(3)  w13.31 (+3.4) 樋口　舞(3)  13.34 (0.0) 野口　永笑子(3)  w13.35 (+3.4) 田村　雅(3)  w13.39 (+3.4)

新潟･鳥屋野中 新潟･新津第一中 新潟・大形中 新潟･鳥屋野中 新潟･新潟第一中 新潟･小針中 新潟･山潟中 新潟･高志中等(中)

青木　真央(3)  w26.68 (+2.2) 金谷　梨花(2)  w26.87 (+2.2) 金井　梨花(3)  w27.14 (+2.2) 細川　芽愛(2)  w27.39 (+2.2) 斉藤　愛香(3)  w27.65 (+2.2) 中川　沙良(3)  w28.00 (+2.2) 田村　雅(3)  28.09 (+1.3) 吉田　かのん(2)  28.24 (+1.8)

新潟･鳥屋野中 新潟・大形中 新潟・大形中 新潟･新津第一中 新潟･小針中 新潟･鳥屋野中 新潟･高志中等(中) 新潟･新津第二中

山木　莉羅(2)  2:29.58 長谷川　湊(2)  2:30.78 石田　夢桜(1)  2:31.48 田中　茜璃(2)  2:38.00 多田　音咲(2)  2:38.22 松井　彩(3)  2:39.98 岸本　紗季(2)  2:40.14 皆川　凜々子(2)  2:43.13

新潟･寄居中 新潟･東新潟中 新潟･巻東中 新潟･小針中 新潟･小針中 新潟･宮浦中 新潟･宮浦中 新潟･曽野木中

福田　せりえ(3)  5:12.36 金子　共笑(2)  5:14.47 石田　夢桜(1)  5:22.13 大木　咲穂(3)  5:30.05 松井　彩(3)  5:30.46 岸本　紗季(2)  5:30.70 池田　朱里(1)  5:31.18 三上　由(2)  5:31.22

新潟･岩室中 新潟･新潟柳都中 新潟･巻東中 新潟･新津第二中 新潟･宮浦中 新潟･宮浦中 新潟･新津第一中 新潟･内野中

板垣　うた(3)  15.43 (-0.9) 樋口　舞(3)  16.02 (-0.9) 遠藤　心菜(2)  16.10 (-0.9) 小林　愛奈(3)  16.34 (-0.9) 髙橋　麗羅(3)  16.40 (-0.9) 石田　佑奈(2)  16.53 (-0.1) 池　都葉季(3)  16.76 (-0.9) 間　歩実(3)  16.78 (+0.4)

新潟･小新中 新潟･小針中 新潟･山潟中 新潟･松浜中 新潟･黒埼中 新潟･木戸中 新潟･小新中 新潟･新津第一中

新潟･小針中A  52.20 新潟・大形中A  52.57 新潟･鳥屋野中A  52.72 新潟･木戸中A  52.98 新潟･新津第一中A  53.45 新潟･小新中  53.47 新潟･新津第二中  53.78 新潟･宮浦中B  54.24

樋口　舞(3) 熊谷　花(3) 中川　沙良(3) 加藤　叶帆(2) 中村　愛歩(3) 吉野　にこ(3) 阿部　結月(3) 松鷹　真琴(1)

斉藤　愛香(3) 金井　梨花(3) 青木　真央(3) 石田　佑奈(2) 細川　芽愛(2) 戸田　結子(3) 吉田　かのん(2) 小樋山　千鶴(2)

笹　哩梨子(3) 伊川　柚香(2) 岡田　実紅(3) 佐藤　樹里(2) 堺　彩千花(3) 池　都葉季(3) 吉田　凜香(3) 板垣　歩花(2)

山田　瑚子(3) 金谷　梨花(2) 浅見　心羽(3) 涌井　ゆら(2) 間　歩実(3) 板垣　うた(3) 井田　美海(2) 田中　麗愛(2)

渡辺　葉月(2)  1.46 廣川　理湖(3)  1.43 片桐　優羽(3)  1.40 加藤　真依(2)  1.35 渡辺　理世(2)  1.35 相馬　咲月(2)  1.35 眞田　里桜那(1)  1.30 山本　彩叶(2)  1.25

新潟･新津第五中 新潟･小新中 新潟･山の下中 新潟･関屋中 新潟･五十嵐中 新潟・大形中 新潟･坂井輪中 新潟･附属新潟中

南　統子(3)  2.30 藤川　唯絆(1)  1.70 鶴巻　心蘭(1)  1.60 広沢　絢(1)  1.20

新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中

山田　瑚子(3)  4.81 (-1.5) 金子　歩叶(2)  4.71 (-0.5) 関本　結衣(3)  4.32 (+1.3) 南　統子(3)  4.25 (+1.3) 近藤　帆純(3)  4.25 (+1.5) 木下内　玲香(1)  4.11 (+0.1) 髙橋　麗花(3)  4.06 (-0.4) 時田　悠来(3)  4.05 (+0.5)

新潟･小針中 新潟･坂井輪中 新潟･鳥屋野中 新潟･東新潟中 新潟･五十嵐中 新潟･小針中 新潟･高志中等(中) 新潟･鳥屋野中

佐々木　唯衣(3)  12.15 岩野　愛花(2)  10.71 田村　優菜(3)  10.55 太田　花菜(3)  9.11 加藤　こころ(3)  9.00 河田　美和(2)  8.42 東條　萌々香(3)  8.22 津田　花菜乃(2)  8.18

新潟･新津第一中 新潟･巻東中 新潟･黒埼中 新潟･山潟中 新潟･巻東中 新潟･白南中 新潟･鳥屋野中 新潟・大形中

若月　美羽(2)  1882 鹿間　有紗(3)  1691 小林　莉緒(2)  1594 田澤　珠里(2)  1381 大矢　莉子(2)  1189

新潟･坂井輪中 新潟･山潟中 新潟･附属新潟中 新潟･白根北中 新潟･白根北中

7月31日 100mH

7月31日 走高跳

7月31日 砲丸投

7月31日 200m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

長谷川　和弘

主催団体名 新潟市陸上競技協会 陸協名 新潟陸上協会

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 2022年度第1回夏季新潟市中学校陸上記録会
期日・時刻 2022/7/31 審判長 山本浩一郎・笠原　修

競技場名 新潟市陸上競技場 記録主任

 30.11 (+1.2)  30.46 (+1.2)  30.92 (+1.2) w 30.71 (+2.5) w 33.36 (+2.5)

 7.32  6.17  6.13  6.89  6.94

 1.43  1.30  1.30  1.15  1.15

 17.81 (-2.3)  17.42 (-2.3)  18.03 (-0.5)  19.41 (-0.5)  19.80 (-0.5)

7月31日 砲丸投

7月31日 四種競技

7月31日 棒高跳

7月31日 走幅跳

7月31日 4x100mR

7月31日 走高跳

7月31日 1500m

7月31日 100mH

共通女子 7月31日 200m

7月31日 800m

２年女子 7月31日 100m

３年女子 7月31日 100m

１年女子 7月31日 100m

7月31日 800m


