
日付 種目
水戸部　良祐(3)  w10.52 (+2.3) 猪俣　慧樹  w10.64 (+2.3) 土屋　和輝(3)  w10.69 (+2.3) 金澤　和生(5)  w10.72 (+2.3) 新井　脩朔(3)  w10.72 (+2.3) 矢坂　昇太(2)  w10.83 (+2.3) 須貝　英太郎  w10.83 (+2.3) 平田　勇晟(1)  w10.87 (+2.3)

新潟医療福祉大 NK_track 新潟医療福祉大 新大医陸 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新大医陸 新潟医療福祉大

水戸部　良祐(3)  w21.68 (+4.4) 土屋　和輝(3)  w21.94 (+4.4) 須貝　英太郎  w22.01 (+4.4) 山田　陽大(3)  w22.04 (+4.4) 石原　大雅(4)  w22.19 (+4.4) 渡辺　蓮音(1)  w22.60 (+4.4)

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新大医陸 東京学館新潟 新大医陸 新潟明訓

原　駿介(3)  w14.41 (+2.5) 太刀川　慧(3)  w14.45 (+2.5) 近藤　航太(6)  w14.67 (+2.5) 矢野　秀樹  w15.05 (+2.5) 本間　大誠  w15.09 (+2.5) 見山　大翔(2)  w15.18 (+2.5) 駒形　健介  w15.66 (+2.5)

新潟大 新潟明訓 新大医陸 新潟市中央陸協 ＴＧＮＳＰＩＲＩＴＳ 新潟明訓 ＴＧＮＳＰＩＲＩＴＳ

長谷川　直人  2.20 堀井　遥樹(3)  2.14 青木　悠李(3)  2.05 栃倉　優人(3)  1.99 五十嵐　晴人(1)  1.96 坂井　碧惟(3)  1.96 本間　皓眞(1)  1.93 野呂　嶺祐(3)  1.85

新潟アルビレックスＲＣ GR 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新津 新潟医療福祉大 新潟大

伊勢　隼人(4)  4.30 田村　綺瑠(3)  4.00 田村　隼人(1)  3.80 高根　一輝(4)  3.80

新潟大 新潟南 新潟第一 新潟大

泉井　陸(2)  w7.43 (+2.1) 山田　陽大(3)  6.96 (+1.9) 磯部　祥吾(1)  6.94 (+1.9) 西野　拓志(3)  w6.91 (+2.7) 源川　功将(3)  w6.85 (+2.8) 本間　大輝(3)  w6.75 (+2.9) 風山　瑠希亜(2)  w6.66 (+2.2) 佐藤　寿樹(3)  6.62 (+1.4)

新潟医療福祉大 東京学館新潟 新潟医療福祉大 新潟明訓 新潟商 新潟大 新潟医療福祉大 東京学館新潟

泉井　陸(2)  15.49 (+1.9) 風山　瑠希亜(2)  15.07 (+0.5) 高橋　卓磨  14.95 (+1.7) 三浦　祐紀(1)  w14.34 (+4.0) 渡辺　瑠伊  14.14 (+1.5) 泉井　勇哉  13.92 (+1.5) 平塚　奎輝(3)  13.76 (+1.3) 佐藤　樹(1)  w13.76 (+2.5)

新潟医療福祉大 GR 新潟医療福祉大 新潟市陸協 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 弥彦陸協 新潟大 新潟医療福祉大

村山　隼也(1)  62.84 大伴　一志(2)  57.66 高橋　楓(1)  57.60 吉澤　大河(3)  57.49 中澤　優翔(3)  50.46 三輪　遼太(2)  44.39 小山　豊昌(3)  41.69 渡邊　倫士(2)  41.62

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟商 新潟大 新大医陸 日本文理

圓山　倫生(3)  11.26 (+0.2) 星山　海燕(3)  11.27 (+0.2) 滝澤　慶(3)  11.50 (+0.2) 須貝　優斗(3)  11.50 (+0.2) 穴澤　優人(3)  11.67 (+0.2) 須藤　大揮(3)  11.71 (+0.2) 安達　優輝(2)  11.75 (+0.2) 江見　幸大(3)  11.76 (+0.2)

新潟･新津第一中 GR 新潟･藤見中 GR 新潟･藤見中 新潟･東新潟中 新潟･小須戸中 新潟･東石山中 新潟･上山中 新潟･新津第一中

圓山　倫生(3)  23.04 (+1.2) 星山　海燕(3)  23.16 (+1.2) 塩谷　友陽(3)  23.34 (+1.2) 滝澤　慶(3)  23.95 (+1.2) 穴澤　優人(3)  23.98 (+1.2) 須藤　大揮(3)  23.98 (+1.2) 井黒　裕貴(3)  24.70 (+1.2) 吉澤　宗汰(3)  25.05 (+1.2)

新潟･新津第一中 新潟･藤見中 新潟･関屋中 新潟･藤見中 新潟･小須戸中 新潟･東石山中 新潟･東石山中 新潟･上山中

堤　賢人(3)  16.22 (+1.4) 田村　建樹(3)  16.58 (+1.4) 柴山　竣(3)  17.05 (+1.4) 小池　隼人(3)  17.43 (+1.4) 渋谷　悠斗(3)  17.60 (+1.4) 射場　侑弥(3)  17.93 (+1.4) 石高　一樹(3)  18.55 (+1.4)

新潟･白根北中 新潟･小須戸中 新潟･高志中等(中) 新潟･木戸中 新潟･白根北中 新潟･白根北中 新潟･横越中

保苅　楓太(2)  1.68 近藤　嵐(2)  1.65 藤山　哲平(3)  1.60 白井　千聖(2)  1.60 阿部　和真(2)  1.55 三浦　遙仁(2)  1.55 吉田　貫人(2)  1.50 小熊　透也(3)  1.45

新潟･石山中 新潟･巻東中 新潟･新津第五中 新潟･新津第五中 新潟･石山中 新潟･坂井輪中 新潟･大形中 新潟･南浜中

大矢　歩夢(3)  2.90 増子　岳暁(2)  2.40 小田　結斗(3)  2.40 原　祐生(2)  2.00 秋山　湧翔(2)  1.90

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

百武　翔(3)  w5.95 (+2.3) 藤橋　夢成(2)  w5.70 (+3.8) 田中　晴人(3)  5.67 (+1.6) 谷　刹那(2)  5.52 (+1.2) 真柄　樹(2)  w5.48 (+3.4) 三浦　日向葵(3)  5.41 (+1.9) 逢坂　樹(3)  5.32 (+1.2) 鹿間　信政(2)  w5.13 (+4.0)

新潟･大形中 新潟･黒埼中 新潟･内野中 新潟･巻西中 新潟･新津第一中 新潟･坂井輪中 新潟･石山中 新潟･新津第二中

田村　凪(3)  13.08 中川　冬夢(2)  9.91 野内　瑞輝(3)  9.11 小林　宙樹(3)  8.91 山森　龍志(3)  8.79 山際　朔耶(3)  8.78 松本　陽山(3)  8.77 小林　侠介(3)  8.66

新潟･上山中 GR 新潟･下山中 新潟･小新中 新潟･白南中 新潟･黒埼中 新潟･白南中 新潟･巻西中 新潟･大形中

野内　瑞輝(3)  20.54 高野　陸士(3)  16.77 本多　芯(2)  11.84 渡邉　一輝(2)  10.89

新潟･小新中 新潟･小新中 新潟･小新中 新潟･小新中

大浦　拓徳(3)  15.71 北原　博企(1)  13.42 小畠　小次郎(1)  12.98

新潟医療福祉大 GR 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大

北原　博企(1)  49.35 中町　真澄(1)  48.53 松田　知利  47.26 永井　千啓(2)  45.94 大浦　拓徳(3)  44.23 石澤　和暉  34.73 川村　凌大  33.84

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟アルビレックスＲＣ 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 十日町市陸協 新潟医療福祉大

羽田　陸(3)  12.20 長尾　世成(3)  11.40 野沢　明聡(3)  10.37 樋浦　雄大(2)  9.78 大野　夢稀(2)  9.47 大野　玲真(3)  8.49

新潟向陽 東京学館新潟 高志中等 東京学館新潟 新潟南 東京学館新潟

加藤　遼太朗(2)  34.83 髙野　暖(3)  26.75

東京学館新潟 巻

穴澤　沙也可(3)  11.95 (+2.0) 笠原　理瑚(3)  12.14 (+2.0) 涌井　珠里(3)  12.15 (+2.0) 本田　遥南(3)  12.26 (+2.0) 中倉　茉咲(1)  12.46 (+2.0) 小川　ひかり(1)  12.58 (+2.0) 川鍋　ゆりか(3)  12.65 (+2.0)

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟商 東京学館新潟 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大

本田　遥南(3)  24.82 (+1.9) 穴澤　沙也可(3)  25.12 (+1.9) 笠原　理瑚(3)  25.29 (+1.9) 涌井　珠里(3)  25.40 (+1.9) 中倉　茉咲(1)  25.53 (+1.9) 臼井　美紅(3)  25.63 (+1.9) 髙橋　ひな(3)  25.64 (+1.9) 中村　花菜(2)  25.67 (+1.9)

新潟商 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 東京学館新潟 新潟医療福祉大 新潟商 新潟医療福祉大

髙木　玲奈(2)  13.95 (+1.5) 小川　ひかり(1)  14.28 (+1.5) 宮嶋　菜羽(2)  14.86 (+1.5) 佐藤　璃子(3)  14.86 (+1.5) 高橋　優(2)  15.55 (+1.5) 中野　佑紀(3)  15.85 (+1.5) 丸山　優奈(2)  16.47 (+1.5) 大谷　紗永(1)  16.78 (+1.5)

新潟医療福祉大 GR 新潟医療福祉大 新潟明訓 新潟明訓 新潟商 新潟明訓 東京学館新潟 新潟明訓

松田　彩秀(3)  1.62 伊東　梨乃(2)  1.56 大屋　那奈(1)  1.53 五十嵐　瑶月(3)  1.50 古田　愛奈(3)  1.45 長原　朱里(3)  1.45

日本文理 日本文理 日本文理 新潟商 日本文理 日本文理

谷澤　和(2)  2.00

新津

権瓶　明日夏  6.03 (+1.3) 吉田　実瑚  5.49 (+1.5) 星野　朱里(3)  5.28 (+1.9) 谷澤　和(2)  5.11 (+0.8) 長谷川　美桜(1)  5.00 (+1.2) 閏間　美智加(3)  w4.90 (+2.7) 本間　楓夏(2)  4.79 (+0.8) 平原　茉央(3)  4.78 (+0.8)

ＡＬＳＯＫ新潟 GR 新潟医療福祉大 新潟明訓 新津 日本文理 新大医陸 北越 巻

三膳　りりあ(1)  w10.77 (+2.8) 古田　愛奈(3)  w10.53 (+3.0) 髙杉　梨沙(1)  10.06 (+1.9) 小島　蒼葉(2)  w9.67 (+2.1) 島倉　綾乃(3)  w9.44 (+3.0) 長原　朱里(3)  w9.24 (+4.6)

東京学館新潟 日本文理 新潟医療福祉大 新潟南 新潟南 日本文理

大千里　歩美(1)  13.95 谷田　優香(1)  11.05 浅妻　ひなた(3)  10.56 土屋　友梨恵(1)  10.50 池端　美優(2)  9.18 高橋　琴音(2)  8.63 久保　明弓(3)  8.46 古俣　百香(2)  8.09

新潟医療福祉大 GR 新潟医療福祉大 新潟明訓 東京学館新潟 新潟明訓 巻 新津 新潟商

草塩　はな(2)  42.54 浅妻　ひなた(3)  36.14 熊倉　真依(2)  31.13 池端　美優(2)  28.64 高橋　琴音(2)  28.56 古俣　百香(2)  24.67 五十嵐　未都希(3)  24.32 石田　柚乃(3)  23.02

新潟医療福祉大 新潟明訓 東京学館新潟 新潟明訓 巻 新潟商 東京学館新潟 巻

湯本　珠実(3)  47.46 五十嵐　未都希(3)  32.32 松田　万侑(1)  22.46

新潟医療福祉大 東京学館新潟 東京学館新潟

羽生　らには(3)  12.81 (+1.1) 手代木　幸(3)  12.94 (+1.1) 岩村　朋華(3)  12.96 (+1.1) 青木　真央(2)  13.19 (+1.1) 澁谷　栞奈(3)  13.26 (+1.1) 小見　遙奈(3)  13.55 (+1.1) 中川　沙良(2)  13.60 (+1.1) 板垣　うた(2)  13.67 (+1.1)

新潟･宮浦中 新潟･鳥屋野中 新潟･大形中 新潟･鳥屋野中 新潟･五十嵐中 新潟･坂井輪中 新潟･鳥屋野中 新潟･小新中

田中　愛実(3)  w27.11 (+2.7) 岩村　朋華(3)  w27.17 (+2.7) 青木　真央(2)  w27.68 (+2.7) 松山　梨那(3)  w28.24 (+2.7) 間　歩実(2)  w28.26 (+2.7) 島田　妃菜(3)  w28.70 (+2.7) 花澤　　心(3)  w28.99 (+2.7)

新潟･内野中 新潟･大形中 新潟･鳥屋野中 新潟･高志中等(中) 新潟･新津第一中 新潟･小須戸中 新潟･上山中

長谷川　智央(3)  w16.24 (+2.6) 土田　あみ(3)  w16.44 (+2.6) 亀山　らら(3)  w16.64 (+2.6) 板垣　うた(2)  w16.87 (+2.6) 宮澤　ゆい(3)  w16.88 (+2.6) 五十嵐　美里(3)  w17.23 (+2.6) 小林　愛奈(2)  w17.51 (+2.6) 小嶋　璃子(3)  w17.62 (+2.6)

新潟･新津第二中 新潟･巻西中 新潟･白根北中 新潟･小新中 新潟･石山中 新潟･関屋中 新潟･松浜中 新潟･新津第二中

清水　夢真(3)  1.46 栗原　杏奈(3)  1.40 荒木　もえ(3)  1.35 松原　梨奈(3)  1.35 関本　紗良(2)  1.30 佐藤　結月(2)  1.30

新潟･巻西中 新潟･藤見中 新潟･新津第二中 新潟･宮浦中 新潟･巻西中 新潟･巻西中

景山　桃佳(3)  1.30

新潟･新津第二中

皆川　沙妃(3)  1.30

新潟･宮浦中

菅野　日向実(3)  2.40 廣瀬　結羽(3)  2.30 中川　未遥(2)  2.10 南　統子(2)  2.00 山田　美優(2)  1.90

新潟･東新潟中 #NAME? 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中 新潟･東新潟中

金澤　万奈(2)  4.43 (-1.4) 西川　さくら(3)  4.37 (-1.7) 阿部　栞子(3)  4.36 (-1.3) 荒牧　里奈(3)  4.35 (-1.2) 手代木　幸(3)  4.32 (-0.9) 山崎　葉月(3)  4.26 (-0.8) 岩﨑　葉夕南(3)  4.23 (-0.6) 齋藤　桜優(2)  4.02 (-0.7)

新潟･関屋中 新潟･上山中 新潟･五十嵐中 新潟･山の下中 新潟･鳥屋野中 新潟･石山中 新潟･小須戸中 新潟･山の下中

山本　絆(3)  9.78 帆苅　椿紀(3)  9.53 土田　紗礼(3)  9.46 佐々木　唯衣(2)  9.21 澤栗　想(3)  8.80 佐藤　子涼(3)  8.78 皆川　沙妃(3)  8.54 齋藤　楽(3)  8.07

新潟･巻東中 新潟･新津第五中 新潟･新津第五中 新潟･新津第一中 新潟･巻西中 新潟･下山中 新潟･宮浦中 新潟･新津第一中

伊庭　瑠唯(3)  13.71 小川　千智(3)  12.88 山崎　愛理(2)  11.35

新潟･新津第二中 新潟･新津第二中 新潟･小新中

記録主任 長谷川　和弘
競技会名 第13回新潟市陸上競技選手権大会

期日・時刻 2021/4/24・25 審判長 青木祐一・山本浩一郎

競技場名 新潟市陸上競技場

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 新潟市陸上競技協会

7位 8位

高校・一般男男子 4月24日 100m

4月25日 200m

1位 2位

4月24日 110mH

4月24日 走高跳

4月25日 棒高跳

4月24日 走幅跳

4月25日 三段跳

4月24日 やり投

中学生男子男子 4月24日 100m

4月25日 200m

4月25日 110mH

4月24日 走高跳

4月25日 棒高跳

4月25日 走幅跳

4月24日 砲丸投

4月25日 円盤投

一般男子男子 4月25日 砲丸投

4月24日 円盤投

高校男子男子 4月25日 砲丸投

4月24日 円盤投

高校・一般女女子 4月24日 100m

4月25日 200m

4月24日 100mH

4月24日 走高跳

4月25日 棒高跳

4月24日 走幅跳

4月25日 三段跳

4月25日 砲丸投

4月24日 円盤投

4月24日 やり投

中学生女子女子 4月24日 100m

4月25日 200m

4月25日 100mH

4月24日 走高跳

4月25日 棒高跳

4月25日 走幅跳

w (wind assist) : 追風参考       =GR : 大会タイ記録

4月24日 砲丸投

4月25日 円盤投


