
新潟県小学記録 ※2011～現在のデータで作成（ヴォーテックス投は2012-15の4年間実施）
※3年100m･800mは2014～のデータで作成

※コンバインドＡ･Ｂ、混成リレーは2019～のデータ

男子 は2020年1月1日以降樹立 2020年12月31日　現在

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 樹立年月日 会　　場

100m　　 小学６年 12.19 曽山　蒼生 アルビレックスＲＣ・新潟中央 2020/10/18 新潟市

手動 小学６年 12.5 吉田　朝大 加茂・石川小 2017/06/11 加茂

小学５年 13.22 小山　智也 柏崎Ｔ＆Ｆ 2014/08/23 日産スタジアム

手動 小学５年 14.0 佐藤　克樹 辰の子クラブ 2018/06/03 湯沢

小学４年 14.16 小山　智也 柏崎Ｔ＆Ｆ 2013/11/03 柏崎

手動 小学４年 14.4 鈴木　大翼 弥彦ジュニア 2013/07/28 三条燕

小学３年 15.30 鶴巻　陽太 加茂ジュニア陸上 2014/08/31 ビッグスワン

手動 小学３年 15.7 小林　正拓 南魚沼・上田小 2020/09/27 湯沢

800m　　 小学４年 2.35.95 山崎　玲士 上越はね馬クラブ 2018/09/02 ビッグスワン

小学３年 2.47.30 近藤　嶺 新潟ジュニアＴ＆Ｆ 2019/09/01 ビッグスワン

1500m　　 小学６年 4.39.95 阿部　涼大 南魚沼・塩沢小 2017/10/08 長岡

小学５年 4.49.34 阿部　涼大 南魚沼・塩沢小 2016/10/10 長岡

小学４年 5.16.72 阿部　涼大 南魚沼・塩沢小 2015/08/09 十日町

80mH(70cm_7.0m) 12.24 伊瀬　海斗 新潟・東山の下小 2011/09/04 ビッグスワン

　4×100mR 49.48 上越はね馬クラブ 2018/08/18 日産スタジアム

植木 大悟(6)　八木 魁大(6)　宮尾 一樹(6)　三浦 朋来(6)

手動 56.4 辰の子クラブ 2019/06/02 湯沢

富所 悟空(6)　川辺 大輝(6)　本田 侑大(6)　佐藤 克樹(6)

走高跳 1.50 近藤　嵐 赤塚飛翔クラブ 2019/10/06 長岡

走幅跳 5.04 藤井　佑一郎 元気トキめきクラブ 2014/08/23 日産スタジアム

山崎　煌介 アルビレックスＲＣ･県北 2019/10/06 長岡

ソフトボール投 71.25 森田　豪 新潟・東山の下小 2011/07/10 ビッグスワン

ヴォーテックス投 52.21 荒木　桜輔 新潟アルビレックスＲＣ･胎内 2015/08/30 長岡

ジャベリックボール投 55.14 土屋　太偉哉 佐渡・行谷小 2020/10/18 新潟市

コンバインドＡ 2335   近藤　嵐 赤塚飛翔クラブ 2019/08/10 日産スタジアム

(80mH･走高跳) 12.82/0.0－1.43

コンバインドＢ 2264   土屋　太偉哉 佐渡・行谷小 2020/10/18 新潟市

(走幅跳･ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ) 4.68/1.5－55.14



新潟県小学記録 ※2011～現在のデータ（ヴォーテックス投は2012-15の4年間実施）

※3年100m･800mは2014～のデータ

※コンバインドＡ･Ｂ、混成リレーは2019～のデータ

女子 は2020年1月1日以降樹立 2020年12月31日　現在

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 樹立年月日 会　　場

100m　　 小学６年 13.15 中倉　茉咲 新潟アルビレックスＲＣ･胎内 2017/10/08 長岡

手動 小学６年 13.5 田村　美桜 南魚沼・石打小 2020/09/27 湯沢

小学５年 13.84 内山　花香 辰の子クラブ 2017/09/10 ビッグスワン

手動 小学５年 14.3 内山　花香 辰の子クラブ 2017/06/04 湯沢

小学４年 14.47 松木　梨々穂 胎内ジュニア陸上クラブ 2015/04/25 胎内

手動 小学４年 15.5 堀　桃華 秋葉ジュニア 2014/08/03 五泉

小学３年 15.75 小田　桃葉 新潟アルビレックスＲＣ･村上 2016/08/06 新発田

手動 小学３年 16.4 高橋　果蓮 南魚沼･石打小 2018/06/03 湯沢

800m　　 小学６年 2.24.51 安達　優衣 五泉少年マラソンクラブ 2020/08/30 ビッグスワン

小学５年 2.28.05 安達　優衣 五泉少年マラソンクラブ 2019/10/06 長岡

小学４年 2.35.86 岡田　玲那 関川陸上クラブ 2018/04/30 胎内

小学３年 2.45.37 岡田　玲那 関川陸上クラブ 2017/09/10 ビッグスワン

80mH(70cm_7.0m) 12.66 荒木　珠里愛 新潟アルビレックスＲＣ･三条 2015/08/22 日産スタジアム

　4×100mR 53.67 上越はね馬クラブ 2012/08/25 日産スタジアム

広瀬 結菜(6)　上野 真琴(6)　大原 優花(6)　荒井 珠里(6) 

手動 58.5 燕リトルウイングＲＣ 2014/05/11 三条燕

藤井 川上 佐藤 遠山 

辰の子クラブＡ 2017/06/04 湯沢

今成 真菜(5)　内山 花香(5)　小宮山 莉央(6)　佐藤 瑠海(6)

走高跳 1.41 新保　伽奈 上越はね馬クラブ 2012/08/25 日産スタジアム

走幅跳 4.58 蕪木　美月 新潟アルビレックスR 2011/10/02 長岡

ソフトボール投 65.44 今井　明日香 魚沼JTFC 2012/08/25 日産スタジアム

ヴォーテックス投 58.51 今井　明日香 魚沼JTFC 2012/09/02 ビッグスワン

ジャベリックボール投 44.95 桑原　悠妃 十日町ＡＣ 2019/08/10 日産スタジアム

コンバインドＡ 1868   桑原　小陽 南魚沼・五十沢小 2019/08/10 日産スタジアム

(80mH･走高跳) 14.00/-1.4－1.20

コンバインドＢ 1827   桑原　悠妃 十日町ＡＣ 2019/08/10 日産スタジアム

(走幅跳･ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ) 3.86/0.6－44.95



新潟県小学記録 ※混成リレーは2019から実施

男女混合

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 樹立年月日 会　　場

4×100mR 50.80 長岡Ｔ＆Ｆクラブ 2019/08/10 日産スタジアム

永井 実花(6)　和久井 梨瑚(6)　橋本 逸平(6)　小林 大騎(6)


