
日付 種目

眞島 郁⼤  w14.60 (+3.3) ⿑藤 源騎  w15.73 (+3.3) 林 咲太朗  w15.89 (+3.3) 髙橋 恭輔  w16.12 (+3.3) 渡邉 碧⼤  w16.26 (+3.3) ⿑藤 新  w16.26 (+3.3) 富樫 春⼈  w16.40 (+3.3)
東⼭の下⼩学校 RizeAC ネクストAC ネクストAC 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 三条ジュニア

中川 修  w16.40 (+3.3)
三条ジュニア

眞島 郁⼤  5:24.28 関⼾ 春陽  6:03.45 井上 航希  6:06.82 ⾼村 紘史  6:06.87 林 咲太朗  6:13.59 ⿑藤 新  6:23.81 ⽴柄 悠希  6:24.82 ⼩林 晃芽  6:25.68
東⼭の下⼩学校 GR 湯沢スポーツアクティブ 五泉少年マラソンクラブ 湯沢スポーツアクティブ ネクストAC 弥彦ジュニア 湯沢スポーツアクティブ 弥彦ジュニア
⼩林 司  14.99 (-0.2) 伊藤 孝  15.24 (-0.2) 登⽯ 奏  15.41 (-0.2) 新村 優⽉  15.48 (-0.2) ⼤髙 来琉  15.72 (-0.2) ⽚⼭ 来夢  15.74 (-0.2) ⼩海 晃暉  15.79 (-0.2) ⼤野 ⼼粋  16.17 (-0.2)
弥彦ジュニア アルビレックスRC・県北 RizeAC アルビレックスRC・県北 アルビレックスRC・OJAS アルビレックスＲＣ・県央 燕リトル・ウイングR・C 湯沢スポーツアクティブ
新村 優⽉  5:28.85 ⽯⿊ 竣也  5:38.22 伊藤 孝  5:38.67 岩澤 侑樹  5:40.16 ⽥中 瑛翔  5:42.79 中沢 勇輝  5:43.65 額賀 隆之介  5:43.73 鈴⽊ 翔太  5:47.88
アルビレックスRC・県北 アルビレックスRC・新潟 アルビレックスRC・県北 三条ジュニア ⽮代JSC 弥彦ジュニア ⽮代JSC 五泉少年マラソンクラブ
岡⽥ 寿希也  13.00 (+0.4) 捧 颯汰  13.59 (+0.4) ⾶澤 祐吾  13.72 (+0.4) ⼤原 悠晴  13.72 (+0.4) ⽯川 銀⼆  14.21 (+0.4) ⽔倉 ⼤翔  14.41 (+0.4) ⽯⽥ 光  14.44 (+0.4) 安達 厳  14.53 (+0.4)
アルビレックスRC・県北 GR 加茂ジュニア RizeAC RizeAC 燕リトル・ウイングR・C RizeAC ネクストAC 弥彦ジュニア
岡⽥ 綾汰  5:12.58 伊丹 瑛太  5:30.12 ⼩林 ⽻愛叶  5:32.86 ⾼橋 虹多  5:33.33 難波 拓利  5:35.19 諸橋 希⼤  5:38.67 堀沢 ⼼  5:41.94 ⼭崎 湊都  5:50.18
⽮代JSC 五泉少年マラソンクラブ ネクストAC アルビレックスRC・OJAS 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア アルビレックスRC・OJAS ネクストAC
RizeAC  55.23 ネクストAC A  58.29 弥彦ジュニアＡ  59.62 三条ジュニアＡ  1:01.69 加茂ジュニア  1:03.09 弥彦ジュニアＣ  1:03.18 湯沢スポーツアクティブ  1:08.05 ネクストAC B  1:08.07
⽔倉 ⼤翔 新保 楓芽 ⼩林 司 野⽔ 陽⽣ 捧 颯汰 伊藤 蔵之助 関⼾ 春陽 ⼩池 ⾹夏⽃
⼤原 悠晴 ⽮野 ⻁汰 北澤 篤弥 ⾦⼭ 快成 織原 ⼤和 中沢 勇輝 井熊 惟翔 林 咲太朗
⾶澤 祐吾 澁⾕ ⼠⾨ 難波 拓利 阿部 朔太郎 出⼾ 優惇 岡島 快⼈ ⽴柄 悠希 ⽥中 琉悠
登⽯ 奏 神⽥ 拓真 安達 厳 岩澤 侑樹 舩久保 昴 諸橋 希⼤ 関⼾ 愛⽃ 福本 耀
澁⾕ ⼠⾨  4.26 (+1.1) ⾶澤 祐吾  w4.10 (+2.2) ⼤原 悠晴  3.76 (-0.7) ⽯⽥ 光  3.73 (+1.1) 下妻 櫂⼠  3.73 (+1.0) 織原 ⼤和  3.59 (+0.7) 登⽯ 奏  w3.39 (+3.1) ⽔倉 ⼤翔  3.30 (+0.3)
ネクストAC RizeAC RizeAC ネクストAC RizeAC 加茂ジュニア RizeAC RizeAC
島⽥ 雄平  w11.20 (+2.4) 早津 遙⽃  w11.49 (+2.4) 安達 優輝  w11.51 (+2.4) ⼩林 ⼤騎  w11.61 (+2.4) 児⽟ 寛⽃  w11.61 (+2.4) 脇川 光貴  w11.71 (+2.4) 飯塚 凜玖  w11.78 (+2.4)
⻑岡･東北中 RizeAC RizeAC ⻑岡･堤岡中 南蒲･⽥上中 RizeAC 三条･下⽥中
森 ⾶遥  53.87 髙橋 伊吹  55.32 渡邉 彪我  55.89 児⽟ 寛⽃  56.36 北澤 功弥  56.52 鈴⽊ 敢太  57.27 今井 颯希  58.40 遠藤 ⼤希  58.68
RizeAC ⾒附･⾒附中 三条･第四中 南蒲･⽥上中 ⻑岡･寺泊中 新潟･⼩新中 南蒲･⽥上中 燕･燕中
安達 駿  4:08.93 今井 颯希  4:27.02 ⽴川 琉⽃  4:33.38 齋藤 優仁  4:34.03 荒澤 福太  4:34.16 ⽐企 魁星  4:34.77 ⼟⽥ 豪暖  4:40.20 渡邉 ⼣⽉  4:53.41
三条･栄中 GR 南蒲･⽥上中 ⻄蒲･弥彦中 新潟･附属新潟中 燕･燕中 ⾒附･⻄中 新潟･岩室中 ⻑岡･刈⾕⽥中
安達 駿  9:08.48 ⼟⽥ 豪暖  9:40.12 齋藤 優仁  9:46.60 澁⽊ ⽃夢  9:51.85 佐藤 啓太  10:30.91 五百川 蒼唯  10:31.74 鈴⽊ 蒼太  10:33.43 ⼭岸 聖弥  10:34.92
三条･栄中 GR 新潟･岩室中 新潟･附属新潟中 燕･燕中 ネクストAC ⻑岡･堤岡中 ⾒附･⻄中 ⻑岡･堤岡中
⼤﨑 雅⼈  17.29 (+2.0) 鶴巻 ⼤  w17.72 (+2.5) 飯島 湊  w18.18 (+2.5) 髙橋 佑樹  18.41 (+2.0) 平井 遥也  w18.44 (+2.5) 荻原 伊吹  18.67 (+2.0) 熊倉 希  w18.89 (+2.5) 皆⽊ 知聞  19.22 (+1.2)
⾒附･⻄中 南蒲･⽥上中 新潟･⼩新中 ⾒附･⻄中 ⾒附･南中 ⾒附･⻄中 南蒲･⽥上中 南蒲･⽥上中
RizeAC  44.38 南蒲･⽥上中  46.69 ⻑岡･東北中  47.35 三条･下⽥中  47.41 ⻑岡･堤岡中Ａ  47.68 三条･第四中  47.75 燕･燕中A  48.24 三条･第⼆中  48.53
脇川 光貴 佐藤 晃成 池上 蒼真 ⼭本 凌夢 鈴⽊ 志温 ⽵之内 光希 遠藤 ⼤希 ⼭⽥ 翔太郎
早津 遙⽃ 児⽟ 寛⽃ 島⽥ 雄平 ⼤⽵ 來勇 ⼩林 ⼤騎 今川 陸 ⼩⿊ 晄佑 ⼭本 ⿓之介
宮村 温 横⼭ 歩⽃ ⻄川 ⼤地 岡⽥ 旭陽 三浦 拓真 吉⽥ ⽻玖 佐藤 楓介 諸橋 ⼀哉
安達 優輝 久保 陸⽣ ⻄⼭ 輝 飯塚 凜玖 ⼩林 篤⽣ 渡邉 彪我 ⼩越 煌叶 渡邊 創太
三浦 拓真  1.65 ⻄川 ⼤地  1.60 佐藤 楓介  1.60 ⽩倉 駿  1.50 皆⽊ 知聞  1.45 菊池 修吾  1.40
⻑岡･堤岡中 ⻑岡･東北中 燕･燕中 ⻑岡･東北中 南蒲･⽥上中 ネクストAC
⽊原 光星  5.60 (+1.7) 佐野 汰⼀  5.35 (+0.8) 阿部 ⾹之介  5.31 (+2.0) ⽟⽊ 莉徠  w5.25 (+3.3) 脇川 光貴  5.12 (+1.5) 安達 優輝  5.10 (+0.6) 村井 宏輔  4.97 (+1.9) ⼭⽥ 翔太郎  4.95 (+1.8)
三条･栄中 ⾒附･⻄中 燕･⼩池中 ⾒附･⾒附中 RizeAC RizeAC ⻄蒲･弥彦中 三条･第⼆中
齋藤 優也  10.76 本多 芯  10.25 鈴⽊ 志温  9.63 ⼤久保 和輝  9.12 久保 陸⽣  8.69 藤ノ⽊ 蒼⼤  8.20 林 稔王  8.17 熊倉 真⼤朗  7.76
加茂･加茂中 新潟･⼩新中 ⻑岡･堤岡中 新潟･⼩新中 南蒲･⽥上中 ネクストAC ⻑岡･堤岡中 南蒲･⽥上中
⽥村 直也  11.32 (+0.5) ⽥中 進悟  11.37 (+0.5) 江⼝ 祐太  11.38 (+0.5) 根本 峻  11.65 (+0.5) 郷 哲朗  11.70 (+0.5) 菅原 翼  11.78 (+0.5) ⾨脇 ⾠爾  11.83 (+0.5)
TEAMKOS UNITE ⻑岡AC ⻑岡AC ⻑岡AC TEAMKOS ⽥上陸協

佐藤 政志  11.78 (+0.5)
ネクストAC

星 ⾶⼰  55.73 春川 圭輔  55.91 ⼩林 奏太  57.95
五泉市陸協 新潟市中央陸協 ネクストAC
⻑⾕川 聡⼀  4:24.97 柿嶌 清孝  4:26.23 ⽯垣 晃史郎  4:31.35 吉川 優也  4:49.42
⻑岡技科⼤ teamTOMOZO FREERUN 三条市陸協
眞柄 幸季  15:33.35 ⻑⾕川 聡⼀  16:56.07 吉川 優也  18:25.35
FREERUN ⻑岡技科⼤ 三条市陸協

泉井 勇哉  6.14 (+1.7) ⽯崎 悠  w5.67 (+4.4) 佐々⽊ 洵  5.34 (+1.9) 泉 哲成  w4.94 (+4.4)
弥彦村陸協 ⻑岡AC 新潟市中央陸協 新潟南区陸協
森下 萊彩  15.34 (+1.0) 飯酒盃 千笑  16.18 (+1.0) 中村 想帆  16.32 (+1.0) 井熊 萌々⾹  17.21 (+1.0) 関 薫⼦  17.33 (+1.0) 今井 みい  17.34 (+1.0) ⻄海持 ⾳和  17.44 (+1.0) ⽶⽥ 百合⾹  17.50 (+1.0)
湯沢スポーツアクティブ GR 湯沢スポーツアクティブ 加茂ジュニア 湯沢スポーツアクティブ 湯沢スポーツアクティブ 燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C
井熊 萌々⾹  3:05.77 中村 想帆  3:08.51 ⻄海持 ⾳和  3:11.40 五⼗嵐 あこ  3:18.66 ⽶⽥ 百合⾹  3:19.03 渡辺 望⼼  3:21.90 今井 瑠愛  3:28.34 関 薫⼦  3:31.04
湯沢スポーツアクティブ 加茂ジュニア 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 湯沢スポーツアクティブ
中林 亜耶奈  15.27 (+1.4) 南雲 愛  15.37 (+1.4) ⼭本 彩⽣  15.64 (+1.4) 平原 果歩  15.98 (+1.4) 桜井 美⾬  16.00 (+1.4) 神代 聖  16.03 (+1.4) 北上 なのは  16.07 (+1.4) ⾼橋 萌花  16.91 (+1.4)
アルビレックスRC・新潟 三条ジュニア アルビレックスRC・新潟 三条ジュニア ネクストAC 燕リトル・ウイングR・C アルビレックスRC・新潟 燕リトル・ウイングR・C
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⼭本 彩⽣  2:53.65 堀 愛⼦  3:01.20 北上 なのは  3:02.15 泉 茉果  3:03.55 難波 茉尋  3:03.80 ⽯⽥ 乃絆  3:03.88 ⼟⽥ まこ  3:04.16 ⽥中 千晶  3:07.39
アルビレックスRC・新潟 弥彦ジュニア アルビレックスRC・新潟 アルビレックスRC・新潟 三条ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 三条ジュニア
芦⽥ 優奈  14.71 (+0.1) 海津 寧々  14.81 (+0.1) 齋藤 紗慈  14.91 (+0.1) 眞島 陽菜  14.93 (+0.1) 中嶋 沙紀  14.99 (+0.1) ⼟⽥ 琴⾳  15.08 (+0.1) ⼩池 美玖  15.12 (+0.1) ⽮島 ⼄  15.73 (+0.1)
加茂ジュニア 弥彦ジュニア アルビレックスRC・新潟 東⼭の下⼩学校 アルビレックスRC・新潟 加茂ジュニア 加茂ジュニア アルビレックスＲＣ・県央
眞島 陽菜  2:41.65 相沢 茉胡  2:43.39 齋藤 紗慈  2:48.35 幸⽥ みなみ  2:50.93 永井 そら  2:59.47 ⽮島 ⼄  3:00.10 落合 蕾  3:01.00 渡邉 ⽉姫  3:11.94
東⼭の下⼩学校 弥彦ジュニア アルビレックスRC・新潟 弥彦ジュニア ⽮代JSC アルビレックスＲＣ・県央 五泉少年マラソンクラブ アルビレックスRC・新潟
加茂ジュニア  1:00.06 湯沢スポーツアクティブ  1:01.97 三条ジュニア  1:02.85 弥彦ジュニアＢ  1:02.92 弥彦ジュニアＤ  1:04.34
⽯⽥ 莉理 飯酒盃 千笑 外⼭ 優奈 海津 寧々 ⼟⽥ まこ
⼟⽥ 琴⾳ 朝賀 悠 南雲 愛 渡邉 祈 伊藤 璃胡
⼩池 美玖 井熊 萌々⾹ ⽥中 千晶 幸⽥ みなみ ⼭⽥ 琉花
芦⽥ 優奈 森下 萊彩 平原 果歩 栁川 恵梨華 堀 愛⼦
⽥中 瑠架  3.68 (+0.7) 南雲 愛  w3.64 (+3.9) 熊⾕ 寧々  w3.49 (+3.6) 栁川 恵梨華  3.45 (+1.9) 桜井 美⾬  3.34 (+2.0) ⼤久保 京⾹  3.34 (+1.2) ⼟⽥ 琴⾳  3.32 (+1.3) 渡邉 祈  w3.31 (+2.2)
ネクストAC 三条ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア ネクストAC 燕リトル・ウイングR・C 加茂ジュニア 弥彦ジュニア
江⽥ はつみ  12.81 (+1.7) 髙橋 美⽻  12.85 (+1.7) 板垣 うた  13.17 (+1.7) 鶴巻 空  13.26 (+1.7) ⻄脇 彩乃  13.42 (+1.7) ⽬⿊ 晴⾹  13.47 (+1.7) 本宮 柚珂  13.52 (+1.7) 和久井 梨瑚  13.72 (+1.7)
⾒附･⻄中 GR ⻑岡･堤岡中 GR 新潟･⼩新中 南蒲･⽥上中 燕･燕中 加茂･葵中 燕･燕中 ネクストAC
髙橋 美⽻  26.42 (-1.2) 江⽥ はつみ  26.56 (+0.8) 明⽥川 ⼼来  26.61 (-1.2) ⽮⽊ らん奈  27.09 (-1.2) 江⽥ なつみ  w27.51 (+2.5) ⽬⿊ 晴⾹  27.58 (-1.2) 五⼗嵐 実⽻  27.88 (+0.8) ⽵⽥ ⼼⾳  28.52 (+0.8)
⻑岡･堤岡中 GR ⾒附･⻄中 GR RizeAC GR ⻑岡･東北中 ⾒附･⻄中 加茂･葵中 三条･第⼀中 燕･燕北中
池⽥ 環菜  2:27.43 ⼭崎 夢夏  2:29.72 福⽥ せりえ  2:31.57 堤 海遥  2:32.24 ⽯⽥ 夢桜  2:32.45 細⾙ 芹莉  2:36.08 樋⼝ 優奈  2:38.83 番場 芽⾐  2:40.86
RizeAC 三条･⼤崎学園（中） 新潟･岩室中 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 燕･燕中 南蒲･⽥上中 加茂･若宮中
⼭崎 夢夏  5:06.28 堤 海遥  5:09.74 福⽥ せりえ  5:10.13 上野 ⼼温  5:22.38 ⽯⽥ 夢桜  5:24.26 樋⼝ 優奈  5:26.03 増⽥ 梨々華  5:26.15 島 あみり  5:38.07
三条･⼤崎学園（中） 弥彦ジュニア 新潟･岩室中 ⾒附･今町中 弥彦ジュニア 南蒲･⽥上中 燕･燕中 ⻑岡･堤岡中
明⽥川 ⼼来  15.52 (+0.9) 板垣 うた  15.59 (+0.9) 永井 実花  16.01 (+0.9) 堀 光⾥  16.41 (+0.9) ⽯⽥ 琴美  17.07 (+1.8) 宮嶋 ⽇鞠  17.27 (+0.9) 桒原 四葉  17.61 (+1.8) ⼤久保 ⼀花  17.63 (+0.9)
RizeAC 新潟･⼩新中 ネクストAC 三条･第⼀中 ⻑岡･東北中 ⾒附･⾒附中 三条･栄中 燕･燕中
新潟･⼩新中  53.33 ⻑岡･東北中A  53.87 三条･第⼀中A  54.55 燕･燕中A  54.82 燕･燕中B  55.15 ⻑岡･堤岡中  55.75 三条･栄中  55.93 南蒲･⽥上中  56.42
⼾⽥ 結⼦ 井⼝ 乃々⾹ 佐藤 実⾳ 本宮 柚珂 ⼤久保 ⼀花 髙橋 凜 ⽥中 杜和 外⽯ あかり
池 都葉季 ⽮⽊ らん奈 梨本 ゆい 藤井 柑那 太⽥ 花野⼦ 髙橋 美⽻ 関川 美憂 ⼩野澤 亜虹
川﨑 清花 ⽯⽥ 琴美 堀 光⾥ 髙橋 結⾐ ⻑⾕川 樹⾥ 佐野 来和 桒原 四葉 鶴巻 空
板垣 うた ⽯塚 蒼菜 五⼗嵐 実⽻ ⻄脇 彩乃 柳原 芽⽣ ⻑⼾ 伽俐伽 ⽯綿 沙紀乃 野瀬 百⾳
野村 寧⾳  1.46 星野 ⼀花  1.43 廣川 理湖  1.35 古⽥ 來⾳  1.30 ⻄川 美悠  1.25 宮嶋 ⽇鞠  1.25 ⻄丸 明  1.25
RizeAC 三条･⼤崎学園（中） 新潟･⼩新中 南蒲･⽥上中 ⻑岡･刈⾕⽥中 ⾒附･⾒附中 燕･燕中

池 都葉季  1.25
新潟･⼩新中

⻄脇 彩乃  4.84 (-0.9) ⼩野澤 亜虹  4.46 (+0.9) 殿内 悠⾹  4.35 (+0.9) ⼭崎 向葵  4.31 (-3.2) ⽥中 璃桜  w4.14 (+2.6) 笠原 望愛  4.07 (-1.3) ⻑⼾ 伽俐伽  4.02 (+0.4) 富樫 望愛  3.91 (+0.5)
燕･燕中 南蒲･⽥上中 ネクストAC ネクストAC ネクストAC 燕･燕中 ⻑岡･堤岡中 三条･第四中
⽊津 百蘭  11.53 橋本 ひかる  9.18 宮⽥ 陽奈  9.14 岩⽅ 結芽  8.66 柄澤 梓  8.22 佐藤 麗留  8.17 ⼭崎 愛理  7.86 藤⽥ 友唯  7.63
RizeAC ⾒附･⾒附中 加茂･加茂中 燕･燕中 ⻄蒲･弥彦中 三条･⼤崎学園（中） 新潟･⼩新中 三条･⼤崎学園（中）

100m ⼋幡 晶⼦  15.42
1.7 新潟市中央陸協

⼩林 杏実  4:58.42
FREERUN GR
⽥中 麗花  4.30 (+1.3)
ネクストAC
⼩森 寛⼦  9.59 ⾦⼦ 佳  7.72
弥彦村陸協 弥彦村陸協

GR ：大会新記録

w (wind assist) : 追風参考

5月8日 走幅跳

5月8日 砲丸投

5月8日 4x100mR

5月8日 走高跳

5月8日 砲丸投

高校・一般女子 5月8日

5月8日 1500m

5月8日 走幅跳

5月8日 1500m

5月8日 100mH

5月8日 200m

5月8日 800m

5月8日 走幅跳

中学女子 5月8日 100m

5月8日 800m

小学共通女子 5月8日 4x100mR

5月8日 800m

小学６年女子 5月8日 100m


