
日付 種目

江田　直秀  2171 島田　健虎  2060 熊倉　陸斗  2057 森　優大  1909 河内　春樹  1848 森下　徠夢  1820 鈴木　駿斗  1818 福原　琉惺  1812

長岡Ｔ＆Ｆ GR しばたTFC アルビレックスRC・新潟中央 しばたTFC アルビレックスRC・新潟南 湯沢スポーツアクティブ アルビレックスRC・新潟中央 アルビレックスRC・OJAS

80mH 12.90 (+1.2) 80mH 13.21 (+1.7) 80mH 13.57 (+1.7) 80mH 13.76 (+1.2) 80mH 14.45 (+1.7) 80mH 13.60 (+1.7) 80mH 14.29 (+1.2) 80mH 14.66 (+1.2)

走高跳 1.30 走高跳 1.25 走高跳 1.30 走高跳 1.20 走高跳 1.25 走高跳 1.10 走高跳 1.20 走高跳 1.25

今井　陽翔  1961 土屋　志道  1827 山﨑　翔和  1814 村山　輝有  1767 中野　翔月  1727 五味川　瑞希  1689 田中　晴翔  1649 中澤　翔  1562

聖籠走るの好きっ子クラブ 行谷小 糸魚川ひすいクラブ しばたTFC ネクストAC 糸魚川ひすいクラブ アルビレックスRC・OJAS 魚沼ＪＴＦＣ

走幅跳 4.04 (+1.0) 走幅跳 3.84 (+1.3) 走幅跳 4.16 (+1.0) 走幅跳 4.27 (+0.9) 走幅跳 4.09 (-0.2) 走幅跳 3.90 (0.0) 走幅跳 w3.84 (+2.2) 走幅跳 3.15 (+0.9)

ジャベリックボール投げ 49.00 ジャベリックボール投げ 45.16 ジャベリックボール投げ 40.16 ジャベリックボール投げ 36.34 ジャベリックボール投げ 36.82 ジャベリックボール投げ 37.59 ジャベリックボール投げ 36.43 ジャベリックボール投げ 41.67

100mA 岡田　寿希也  13.53 大原　悠晴  14.45 今成　芯太  14.45 齋藤　真広  14.61 井川　礼玖  14.64 水倉　大翔  14.66 捧　颯汰  14.72 神田　拓真  14.78

-0.4 アルビレックスRC・県北 GR RizeAC 【447】 辰の子クラブ 【449】 しばたTFC アルビレックスRC・OJAS RizeAC 加茂ジュニア ネクストAC

100mB 矢野　虎汰 14.83 石川　銀二 14.92 新井田　城ノ輔 15.01 瀧澤　珀波 15.01 安達　厳 15.05 大海　宏斗 15.24 大平　空秋 15.38 長谷川　蓮 15.68

-0.6 ネクストAC 燕リトル・ウイングR・C アルビレックスRC・新潟中央 【009】 上越はね馬クラブ 【010】 弥彦ジュニア 十日町AC Ｍ-ｊａｃ アルビレックスRC・新潟

100mC 高野　亜文 15.31 井川　源太 15.32 下鳥　耀大 15.51 小林　羽愛叶 15.51 菅野　皐宇 15.52 山崎　歩 15.53 大渕　遥斗 15.56 金山　快成 15.94

+0.8 三条ジュニア 胎内ジュニア陸上クラブ 上越はね馬クラブ 【501】 ネクストAC 【509】 新潟ジュニアT&F しばたTFC 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 三条ジュニア

100mA 小濱　希紘  13.28 岩城　晴  13.29 青木　健太朗  13.38 柏木　敬翔  13.44 八幡　歩真  13.53 佐藤　桜太  13.55 渡邉　大翔  13.58 松田　慎翔  13.59

-0.6 新潟ジュニアT&F しばたTFC しばたTFC しばたTFC 胎内ジュニア陸上クラブ 魚沼ＪＴＦＣ アルビレックスRC・新潟 村上クラブ

100mB 武藤　正明 13.65 囲　結太 13.66 村上　友信 13.66 関　倫太朗 13.83 川窪　隆介 14.01 先川　昂汰 14.07 山澤　利明 14.28 渡邉　孝哉 14.39

+0.5 【652】 【658】

100mC 橘　勇斗 14.20 亀井　瑛人 14.32 樋口　大人 14.34 牧口　大雅 14.37 川﨑　巧 14.52 清水　惺太 14.77 長谷川　有汰 14.82 武者　篤樹 15.01

-1.0

山賀　希生  2025 後明　来実  1780 山崎　向葵  1682 丸山　詩媛  1598 古川　ひより  1533 安部　心結  1524 和田　晏寧  1521 後藤　華凛  1502

十日町AC GR 村松クラブ ネクストAC アルビレックスＲＣ・県央 アルビレックスRC・OJAS アルビレックスRC・OJAS アルビレックスRC・OJAS しばたTFC

80mH 13.08 (+1.2) 80mH 14.85 (+1.2) 80mH 15.09 (+1.0) 80mH 15.24 (+1.0) 80mH 15.28 (+1.0) 80mH 16.01 (+1.0) 80mH 15.35 (+1.2) 80mH 15.80 (+1.2)

走高跳 1.20 走高跳 1.25 走高跳 1.20 走高跳 1.15 走高跳 1.10 走高跳 1.20 走高跳 1.10 走高跳 1.15

加藤　苺花  1582 前島　澪  1514 田代　夢那  1458 渡辺　ひまり  1427 走幅跳 3.55（+0.1） 竹部　月菜  1313 山中　結月  1309 田村　美琥  1308

しばたTFC しばたTFC アルビレックスRC・県北 村松クラブ ジャベリックボール投げ ネクストAC アルビレックスＲＣ・県央 アルビレックスRC・OJAS

走幅跳 3.96（+0.2） 走幅跳 4.00（+0.9） 走幅跳 3.39（+0.2） 村山　紗菜  1427 走幅跳 3.27（+1.9） 走幅跳 3.54（+0.2） 走幅跳 2.94（+0.2） 走幅跳 3.43（+0.2）

ジャベリックボール投げ 31.5 ジャベリックボール投げ 27.62 ジャベリックボール投げ 33.3 アルビレックスRC・OJAS 29.53 ジャベリックボール投げ 33.36 ジャベリックボール投げ 24.06 ジャベリックボール投げ 32.14 ジャベリックボール投げ 25.32

100mA 米山　こころ  14.59 歌代　咲彩  15.14 海津　寧々  15.18 廣瀬　結  15.19 大野　夏夕 15.23 清田　菜央  15.23 髙野　莉子  15.26 鈴木　爽加 15.39

-0.7 魚沼ＪＴＦＣ 柏崎T&F 弥彦ジュニア 村松クラブ 上越はね馬クラブ しばたTFC 村上クラブ 柏崎T&F

100mB ビィヤルケヘイム　愛心 15.08 齋藤　紗慈 15.31 中嶋　沙紀 15.31 芦田　優奈 15.37 斉藤　百笑 15.38 林　陽向 15.41 土田　琴音 15.61 小林　美結 15.67

0.7 アルビレックスRC・OJAS アルビレックスRC・新潟 【304】 アルビレックスRC・新潟 【308】 加茂ジュニア アルビレックスRC・新潟 しばたTFC 加茂ジュニア 柏崎T&F

100mC 南雲　愛結奈 15.43 重野　粟 15.47 篠田　帆南 15.50 中川　愛唯 15.50 小林　あい 15.52 栁川　恵梨華 15.56 桑原　杏実 15.58 小池　美玖 15.79

-0.1 赤塚飛翔クラブ 魚沼ＪＴＦＣ 長岡蒼柴ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ しばたTFC 阿賀野AC 弥彦ジュニア Ｍ-ｊａｃ 加茂ジュニア

100mA 遠山　侑希  13.51 中川　麻衣子  14.22 藤原　華子  14.30 仲由　緋彩  14.34 伊藤　心暖  14.37 山田　紗楽  14.46 田中　悠陽 14.56 島　愛來 14.60

+0.2 燕リトル・ウイングR・C 魚沼ＪＴＦＣ 弥彦ジュニア RizeAC アルビレックスRC・県北 アルビレックスＲＣ・県央 弥彦ジュニア ネクストAC

100mB 星野　乃愛  14.37 後藤　実花  14.41 松浦　結 14.69 平沢　美桜 14.85 藤田　理子 14.85 林　初音 14.89 大久保　咲柚 15.00 池田　つぐみ 15.05

+1.2 しばたTFC 新潟ジュニアT&F RizeAC 柏崎T&F 秋葉ジュニア 村松クラブ ネクストAC 弥彦ジュニア

100mC 今成　結菜（09） 15.03 井口　えみり（10） 15.07 坪谷　さら咲（09） 15.22 霜鳥　紗那（09） 15.25 鶴巻　日菜（10） 15.43 斎藤　くらら（09） 15.47 佐藤　羽音（10） 15.48 斎藤　野々花（09） 15.57

+0.1 辰の子クラブ・6 ネクストAC・6 加茂ジュニア・6 アルビレックスＲＣ・県央・6 加茂ジュニア・6 新潟ジュニアT&F・6 十日町AC・6 五泉少年マラソンクラブ・6

ネクストAC  55.18 しばたTFC A  55.60 魚沼ＪＴＦＣ  56.35 RizeAC  57.09 燕リトル・ウイングR・C　A  57.62 新潟ジュニアT&F A  57.68 十日町AC  57.99 しばたTFC C  58.22

山崎　向葵 清田　菜央 米山　こころ 水倉　大翔 深沢　颯流 大矢　明依 島田　羽望 石川　柚乃

島　愛來 岩城　晴 中川　麻衣子 大原　悠晴 遠山　侑希 後藤　実花 山賀　希生 青木　健太朗

中野　翔月 柏木　敬翔 橘　勇斗 松浦　結 大久保　京香 朝倉　凌 阿部　壮一朗 武者　篤樹

武藤　正明 星野　乃愛 佐藤　桜太 仲由　緋彩 石川　銀二 小濱　希紘 山澤　利明 後藤　華凛

共通女子 7月4日 コンバインドA

共通男子 7月4日 コンバインドB

5年男子 7月4日

7月4日6年男子
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