
ト ラ ッ ク 審 判 長 小柳　了、佐藤　良司

ス タ ー ト 審 判 長 小杉　隆

跳 躍 審 判 長 星野　利朗

投 て き 審 判 長 星野　利朗

招 集 所 審 判 長 宮田　正美

記 録 主 任 石川　一宏

日付 種目

橋元　晃志(94) 20.81 藤光　謙司(86) 20.92 小林　雄一(89) 21.20 薬師寺　亮(95) 21.21 木下　裕貴(98) 21.32 國吉　尭胤(99) 21.38 小笹　龍世(00) 21.42 犬塚　渉(97) 24.52
千　葉・富士通 東　京・ニューネックス 三　重・ＮＴＮ 茨　城・筑波ウインド 宮　崎・順天堂大学 東　京・日本大学 福　岡・東洋大学 静　岡・スズキ
山木　伝説(96) 45.69 ウォルシュ　ジュリアン(96) 45.80 鈴木　碧斗(01) 45.94 佐藤　拳太郎(94) 45.95 佐藤　風雅(96) 46.04 中島　ジョセフ(02) 46.09 伊東　利来也(98) 46.15 川端　魁人(98) 46.19
千　葉・RUDOLF 東　京・富士通 埼　玉・東洋大学 埼　玉・富士通 栃　木・那須環境 東　京・東洋大学 千　葉・三菱ﾏﾃﾘｱﾙ 三　重・三重県教員
源　裕貴(99) 1:46.50 梅谷　健太(96) 1:47.97 川元　奨(92) 1:48.18 飯濵　友太郎(01) 1:48.59 山崎　優希(01) 1:48.78 薄田　健太郎(99) 1:48.86 花村　拓人(98) 1:49.87 田口　雄貴(99) 1:49.95
山　口・環太平洋大学 東　京・サンベルクス 静　岡・スズキ 埼　玉・立教大学 兵　庫・広島経済大学 茨　城・筑波大院 東　京・TAKEO AC 東　京・日本大学
河村　一輝(97) 3:40.63 舟津　彰馬(97) 3:41.11 田母神　一喜(98) 3:41.36 木村　理来(97) 3:42.08 飯島　陸斗(97) 3:42.83 竹内　大地(96) 3:43.31 森谷　公亮(95) 3:44.22 前田　恋弥(96) 3:44.42
愛　知・トーエネック 福　岡・九電工 茨　城・阿見AC 愛　知・愛三工業 茨　城・阿見AC 愛　知・トーエネック 奈　良・Santen 東　京・カネボウ
潰滝　大記(93) 13:39.00 野中　優志(95) 13:40.00 田中　秀幸(90) 13:40.92 塩澤　稀夕(98) 13:41.29 浦野　雄平(97) 13:41.85 森山　真伍(98) 13:42.24 中村　大成(97) 13:43.44 坂東　悠汰(96) 13:45.60
千　葉・富士通 大　阪・大阪ガス 愛　知・トヨタ自動車 千　葉・富士通 千　葉・富士通 富　山・ＹＫＫ 千　葉・富士通 千　葉・富士通
田澤　廉(00) 27:52.52 ロキア　チャールズ(00) 28:21.34 聞谷　賢人(94) 28:22.06 古賀　淳紫(96) 28:25.79 西山　和弥(98) 28:27.62 細谷　恭平(95) 28:34.77 河合　代二(91) 28:53.07 太田　智樹(97) 28:59.45
青　森・駒澤大学 千　葉・富士通 愛　知・トヨタ紡織 福　岡・安川電機 愛　知・トヨタ自動車 福　岡・黒崎播磨 愛　知・トーエネック 愛　知・トヨタ自動車
岸本　鷹幸(90) 49.38 山本　竜大(97) 49.70 岩﨑　崇文(97) 49.73 筒江　海斗(98) 49.98 川越　広弥(97) 50.11 松下　祐樹(91) 50.31 山田　淳史(91) 50.33
東　京・富士通 東　京・日本大学 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ福　岡・福岡陸協 埼　玉・JAWS 神奈川・ミズノ 山　口・山口ＦＧ

鍜治木　崚(95) 50.33
兵　庫・住友電工

新潟明訓 40.91 開志国際 41.12 新潟商 42.15 三条東 43.05 新発田 43.27 十日町 44.09 新発田中央 44.70 村上桜ヶ丘 46.03
瀧本　悠一朗(03) 後藤　真幸(03) 勝山　春輝(04) 桒原　寧大(05) 渡辺　涼太(03) 上村　琉星(04) 泉　夏希(04) 飛田野　晴斗(04)
鈴木　大翼(03) 水崎　翔(03) 戸嶋　隼人(03) 市野　冬馬(03) 赤澤　直樹(03) 角本　駿介(05) 福田　悠人(05) 渡邊　智貴(04)
西野　拓志(03) 近藤　嵩流(04) 日金　悠(04) 武井　悠和(04) 五味澤　広明(03) 渡邊　脩(03) 渡邉　椿樹(06) 伊藤　颯(03)
岩舩　遥信(05) 岡田　丈(06) 桑野　寿輝(03) 小田　博大(04) 坂上　真梧(04) 上村　友希(05) 羽賀　昊大(05) 小野寺　駿輔(04)
東北中 44.39 山潟中 44.97 東石山中 45.33 白根北中 45.39 関屋中 45.58 上山中 45.75 小針中 45.80 大形中 46.41
野村　太晴(06) 鈴木　開大(06) 内藤　光希(08) 斎藤　悠真(06) 八重沢　慧真(06) 富樫　良太(06) 貞廣　直輝(06) 水島　翼(06)
島田　雄平(07) 保苅　拓海(06) 井黒　裕貴(07) 川上　逞(06) 清水　大澄(06) 吉澤　宗汰(06) 土井　陽斗(06) 百武　翔(06)
髙橋　拓成(07) 池田　龍斗(07) 田邊　聖也(06) 堤　賢人(06) 三輪　暢也(06) 秋田　稟太(06) 中島　輝一(06) 吉田　貫人(08)
小林　歩生(06) 曾山　蒼生(08) 須藤　大揮(07) 相田　翔(06) 塩谷　友陽(06) 安達　優輝(07) 竹田　一遥(06) 立村　星翔(06)
黒木　雄太朗(92) 15m83(+0.4) 中山　昂平(94) 15m80(+0.3) 楠本　政明(95) 15m76(+0.3) 藤内　誠也(95) 15m75(+0.1) 山下　航平(94) 15m63(+0.1) 池畠　旭佳瑠(94) 15m58(-1.3) 伊藤　陸(01) 15m55(+0.2) 山下　祐樹(95) 15m47(+0.3)
宮　崎・東海AC 東　京・渡辺パイプ 東　京・GKLINE 福　岡・日経大AC 東　京・ＡＮＡ 埼　玉・駿大AC 三　重・近畿大高専 神奈川・Break Parking
堤　雄司(89) 60m62 湯上　剛輝(93) 57m32 蓬田　和正(87) 53m73 高倉　星也(96) 51m78 安藤　夢(97) 51m24 米沢　茂友樹(93) 49m96 山瀬　貴雅(91) 49m62 松田　知利(98) 46m93
群　馬・ALSOK群馬 愛　知・トヨタ自動車 東　京・ゴールドジム 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ東　京・みはる矯正 東　京・オリコ 千　葉・いんば学舎 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ
小椋　健司(95) 81m63 小南　拓人(95) 79m57 石坂　力成(97) 78m13 ディーン　元気(91) 77m80 﨑山　雄太(96) 77m31 横堀　雅孝(97) 74m72 寒川　建之介(94) 73m10 山崎　元気(96) 71m73
栃　木・栃木スポ協 茨　城・染めQ 鳥　取・鳥取スポ協 兵　庫・ミズノ 愛　媛・愛媛陸協 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ兵　庫・GRAND STONE 東　京・とらふぐ亭
衛藤　昂(91) 2m24 真野　友博(96) 2m21 長谷川　直人(96) 2m21 佐藤　凌(94) 2m18 赤松　諒一(95) 2m15 大田　和宏(95) 2m15 蛭子屋　雄一(96) 2m10
三　重・味の素ＡＧＦ 福　岡・九電工 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ新　潟・新潟アルビレックスＲＣ岐　阜・アワーズ 石　川・日本体育施設 東　京・GKLINE

瀬古　優斗(98) 2m15 本田　基偉(02) 2m10
滋　賀・滋賀レイクスターズ 三　重・近畿大高専

橋岡　優輝(99) 8m23(+1.3) 津波　響樹(98) 7m86(+0.1) 外川　天寿(97) 7m79(+0.4) 手平　裕士(92) 7m77(+0.2) 藤原　孝輝(02) 7m72(+1.0) 谷口　祐(97) 7m70(+0.1) 嶺村　鴻汰(92) 7m64(+0.1) 高野　恭平(93) 7m59(+0.2)
千　葉・富士通 徳　島・大塚製薬 千　葉・ジャンプライズ 和歌山・オークワ 京　都・東洋大学 大　阪・新日本住設 千　葉・富士通 愛　知・愛知陸協
兒玉　芽生(99) 23.71 細谷　優美(95) 23.93 大石　沙也加(91) 24.23 宮園　彩恵(98) 24.52 モリス　ルシア(01) 24.71
大　分・福岡大学 茨　城・阿見AC 東　京・セレスポ 茨　城・染めQ 南スーダン・南スーダン
青山　聖佳(96) 53.57 小林　茉由(96) 53.81 久保山　晴菜(96) 53.94 松本　奈菜子(96) 54.40 岩田　優奈(97) 54.53 新宅　麻未(94) 54.79 稲岡　真由(96) 54.89 後野　詩衣菜(99) 55.08
大　阪・大阪成蹊AC 東　京・J.VIC 佐　賀・今村病院 福　島・東邦銀行 静　岡・スズキ 東　京・アットホーム 兵　庫・籠谷 埼　玉・駿河台大学
北村　夢(95) 2:04.40 川田　朱夏(99) 2:04.86 広田　有紀(95) 2:04.95 大森　郁香(92) 2:07.50 川島　実桜(02) 2:07.83 河内　瀬桜(03) 2:07.97 池崎　愛里(98) 2:09.22 山田　はな(94) 2:09.44
神奈川・エディオン 大　阪・東大阪大学 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ東　京・奥アンツーカ 愛　知・筑波大学 大　阪・東大阪大敬愛高 三　重・三重県スポ協 東　京・わらべや日洋
田中　希実(99) 4:09.06 マーガレット　アキドル(02) 4:12.88 後藤　夢(00) 4:13.64 卜部　蘭(95) 4:14.47 樫原　沙紀(01) 4:20.78 山本　有真(00) 4:21.72 平野　綾子(95) 4:21.94 和田　有菜(99) 4:22.59
兵　庫・豊田織機ＴＣ 東　京・コモディイイダ 兵　庫・豊田織機ＴＣ 東　京・積水化学 広　島・筑波大学 愛　知・名城大学 茨　城・関彰商事 愛　知・名城大学
カリウキ　ナオミムッソーニ(98) 15:03.01 カマウ　タビタ(00) 15:10.58 マーガレット　アキドル(02) 15:26.46 髙木　結加(95) 15:52.91 猿見田　裕香(99) 15:59.96 吉川　侑美(90) 16:01.87 池内　彩乃(94) 16:08.85 松本　夢佳(00) 16:10.68
千　葉・ユニバーサル 東　京・三井住友海上 東　京・コモディイイダ 千　葉・ユニバーサル 千　葉・ユニバーサル 東　京・ユニクロ 三　重・デンソー 三　重・デンソー
兼重　志帆(89) 32:46.83 福良　郁美(97) 32:59.17 湯澤　ほのか(94) 33:36.93 小泉　直子(92) 33:47.26 松田　杏奈(94) 34:33.16
東　京・ＧＲｌａｂ 徳　島・大塚製薬 静　岡・スズキ 三　重・デンソー 三　重・デンソー
宇都宮　絵莉(93) 57.03 伊藤　明子(95) 57.93 横田　華恋(99) 58.37 比嘉　和希(98) 58.83 齋藤　真佑(95) 58.99 王子田　萌(93) 59.09 九鬼　友梨恵(93) 59.42 南澤　明音(97) 59.45
兵　庫・長谷川体育 東　京・セレスポ 兵　庫・籠谷 山　梨・富士山の銘水 宮　城・七十七銀行 大　阪・NDソフト 愛　知・加藤建設 長　野・松本土建
新潟明訓 48.25 十日町 48.86 新発田 50.02 三条東 50.97 新発田中央 51.18
山口　凜(06) 岡田　千里(03) 土肥　優(03) 諸橋　穂乃花(05) 丸山　夏瑛(05)
齋藤　ゆき(04) 俵山　紗乙(03) 佐藤　琉羽(03) 佐藤　遥奈(03) 髙橋　佳加(04)
星野　朱里(03) 佐藤　瑠海(05) 榎本　奈知(04) 阿部　紗弓(03) 近　愛華(04)
八木　音々(05) 森山　花菜(04) 齋藤　葵(05) 田中　未来(03) 山﨑　凪葉(04)
吉田中 50.09 大形中 51.10 小針中 51.82 上山中 52.57 東北中 52.94 山潟中 53.36 木戸中 53.54 松浜中 53.56
霜鳥　心里(07) 石山　愛実果(07) 山田　瑚子(07) 板垣　はな(07) 佐藤　美優(06) 小林　映湖(06) 涌井　ゆら(08) 村川　妃依(07)
秋澤　理沙(07) 金井　梨花(07) 斉藤　愛香(07) 花澤　心(06) 矢木　らん奈(08) 小林　栞那(06) 秦　梨莉(06) 木村　愛奈(07)
丸山　珠里(06) 小島　雅姫(07) 坂爪　幸(07) 山本　壮藍(06) 高橋　美羽(06) 太田　花菜(08) 桑野　蒼唯(07) 山田　琥珀(07)
諏訪　莉央(06) 岩村　朋華(06) 斉藤　愛鈴(06) 西川　さくら(06) 南須原　もあ(06) 野口　永笑子(08) 澁谷　愛梨(06) 平岩　伶亜(06)

サトウ食品日本グランプリシリーズ新潟大会 Denka Athletics Challenge Cup 2021 【21160018】
Niigata Prefectural Stadiam 【161020】
2021/06/05 ～ 2021/06/06

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月6日
Men's 200m GP

風：-0.3

6月6日 Men's 400m GP

6月6日 Men's 800m GP

6月6日
Men's

400mH(0.914m/35.00m) GP

6月6日
Men's Denka Challenge HS

4x100Metres Relay

6月6日 Men's 1500m GP

6月5日
Men's Denka Challenge

5000m

6月6日 Men's 10000m GP

6月6日 Men's JavelinThrow(800g) GP

6月6日 Men's HighJump GP

6月6日
Men's Denka Challenge JHS

4x100Metres Relay

6月6日 Men's TripleJump GP

6月6日
Men's DiscusThrow(2.000kg)

GP

6月6日 Men's LongJump GP

6月6日
Women's 200m GP

風：+0.6

6月6日 Women's 400m GP

6月6日 Women's 800m GP

6月6日 Women's 1500m GP

6月5日
Women's Denka Challenge

5000m

6月6日 Women's 10000m GP

6月6日
Women's

400mH(0.762m/35.00m) GP

6月6日
Women's Denka Challenge

HS 4x100Metres Relay

6月6日
Women's Denka Challenge

JHS 4x100Metres Relay



日本選抜 3:30.45 チームケニア・ジャパン 3:51.83
青山　聖佳(96) 川田　朱夏(99)
松本　奈菜子(96) 桑原　綾子
小林　茉由(96) ジュディ ジュプングティチ(02)
岩田　優奈(97) カマウ　タビタ(00)
辻川　美乃利(95) 53m91 郡　菜々佳(97) 53m34 清水　麻衣(96) 48m69 川口　紅音(98) 48m22 藤森　夏美(95) 47m90 山本　実果(94) 47m22 敷本　愛(83) 46m29 中田　恵莉子(92) 42m98
東　京・内田洋行AC 福　岡・九州共立大学 滋　賀・アサイ 東　京・第一学院高教 福　井・福井県スポ協 兵　庫・コンドーテック 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ徳　島・四国大AC
上田　百寧(99) 61m75 山下　実花子(97) 57m60 宮下　梨沙(84) 54m72 助永　仁美(88) 53m37 桒原　千賀子(99) 53m12 西村　莉子(93) 52m98 右代　織江(90) 52m87 桑添　友花(99) 48m55
福　岡・福岡大学 福　岡・九州共立大学 長　崎・Y-TORE 和歌山・オークワ 兵　庫・園田学園女子大学 兵　庫・三菱電機 新　潟・新潟アルビレックスＲＣ栃　木・日本栄養給食
徳本　鈴奈(96) 1m76 高橋　渚(00) 1m76 竹内　萌(98) 1m73 青山　夏実(97) 1m73 京谷　萌子(91) 1m73 岡野　弥幸(03) 1m70 鐡丸　美由紀(97) 1m70 山口　悠(02) 1m65
沖　縄・友睦物流 東　京・日本大学 栃　木・栃木スポ協 神奈川・ダイテックス.AT 北海道・北海道ハイテクAC 埼　玉・埼玉栄高 鹿児島・鹿児島銀行 新　潟・日本女子体育大学

渡川　和華(99) 1m65
大　阪・武庫川女子大学

しばたTFC  A 55.34 ネクストAC 55.40 しばたTFC Ｂ 57.35 アルビRC･県北 57.60 アルビRC･OJAS A 59.97 アルビRC･新潟E 1:00.11 アルビRC･OJAS B 1:01.28 アルビRC･新潟B 1:03.06
後藤　華凛(09) 山崎　向葵(09) 清田　菜央(10) 冨樫　皇成(10) 細川　煌矢(09) 中村　悠人(10) 井川　礼玖(10) 鈴木　優斗(10)
岩城　晴(09) 島　愛來(09) 鈴木　斗亜(09) 岡田　寿希也(10) 安部　心結(09) 渡邉　大翔(10) ビィヤルケヘイム　愛心(10) 淡路　佳愛(09)
柏木　敬翔(09) 中野　翔月(09) 林　陽向(10) 伊藤　心暖(09) 和田　晏寧(09) 斉藤　百笑(10) 古川　ひより(10) 熊木　彩友(09)
星野　乃愛(09) 武藤　正明(09) 森　優大(10) 小川　未紘(09) 杵淵　咲也(10) 中嶋　沙紀(10) 栁田　惺太郎(11) 後藤　彰汰(10)

凡例 

6月6日
Women's Denka Challenge

4x400Metres Relay

6月6日
Women's

DiscusThrow(1.000kg) GP

6月6日
Mix's Denka Challenge PS

4x100Metres Relay

6月6日
Women's JavelinThrow(600g)

GP

6月6日 Women's HighJump GP


