
日付 種目

鶴巻　陽太(2) w10.43 (+2.6) 山岸　優(4) w10.48 (+2.6) 金澤　和生(6) w10.61 (+2.6) 斎藤　大介 w10.69 (+2.6) 長谷川　輝(2) w10.70 (+2.6) 小根山　慶汰(2) w10.74 (+2.6) 栗林　航(2) 10.74 (+1.1) 岡田　丈(2) w10.75 (+2.6)

三条 新潟医療福祉大 新潟大 NK track 新発田南 新潟医療福祉大 開志国際 開志国際

山岸　優(4) w21.13 (+3.0) 栗林　航(2) w21.55 (+3.0) 岡田　丈(2) 21.72 (+0.8) 石原　大雅(5) w21.73 (+3.0) 土田　達己(1) w21.78 (+3.0) 金澤　和生(6) w21.78 (+3.0) 青木　遥可(2) w21.88 (+3.0) 原山　祥(3) 21.95 (+0.8)

新潟医療福祉大 開志国際 開志国際 新潟大 新潟医療福祉大 新潟大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大

渡辺　大星(3) 48.39 石原　大雅(5) 48.49 原　夢輝(2) 50.04 渡邉　琉聖(3) 50.23 岡田　虹太(2) 50.28 後藤　温大(3) 50.30 星野　大空(3) 50.50 林　亮太(2) 50.89

開志国際 新潟大 新潟医療福祉大 新潟商 新潟医療福祉大 開志国際 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大

小黒　慧(2) 4:05.47 郷　虎暖(2) 4:05.64 山川　太一 4:06.84 佐藤　大和(2) 4:07.82 小泉　世成(3) 4:08.07 片桐　貫太(3) 4:09.66 渡邉　陸斗(3) 4:09.76 岩崎　祐樹 4:13.00

長岡商 日本文理 上越市陸協 十日町 十日町 十日町 村上桜ヶ丘 セキノ興産

田村　太樹(2) w15.22 (+2.4) 諸橋　リューク(2) w15.45 (+2.4) 野澤　寿樹(2) w15.59 (+2.4) 松原　大河(1) 16.34 (+2.0) 坂井　鉄志(2) w16.39 (+2.4) 武田　颯瑚(2) w16.97 (+2.4) 堤　賢人(1) 17.05 (+2.0) 太田　圭汰(1) w17.10 (+2.4)

開志国際 開志国際 新潟商 帝京長岡 上越総合技術 新潟工 新潟 日本文理

水澤　大地(3) 55.89 諏訪　大翔(2) 57.81 石黒　翔(2) 58.09 大島　颯(1) 1:02.04 松原　大河(1) 1:03.06 茂田井　成海(2) 1:05.00 岡田　鷹也(3) 1:07.78 竹田　遥琉(1) 1:09.26

長岡 長岡大手 長岡 帝京長岡 帝京長岡 柏崎 上越 上越

本間　皓眞(3) 2.00 風山　瑠希亜(3) 2.00 五十嵐　晴人(3) 2.00 川上　匡士 1.94 伊達　真紘 1.91 重山　瑠心(3) 1.91 目黒　心生(2) 1.88 齊藤　陸(2) 1.80

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟市中央陸協 team猿魂 長岡大手 新潟医療福祉大 佐渡

数藤　惇平(2) 4.40 三五　勇生(1) 3.40 中澤　颯太(2) 3.40

新潟医療福祉大 新潟産大附 新潟医療福祉大

大野　倫太朗(4) w6.59 (+2.4) 大久保　勇人(1) w6.58 (+3.3) 柿﨑　皓介(2) 6.55 (+1.2) 三好　光(2) 6.55 (+2.0) 酒井　健斗(3) w6.48 (+2.2) 高橋　暖(2) w6.47 (+2.6) 橘　祐里(3) 6.31 (+0.7) 草野　海斗(3) w6.27 (+3.4)

新潟大 新潟食料農業大 長岡 新潟商 八海 長岡工 三条東 小千谷

石塚　大理(3) w12.81 (+2.3) 板羽　巧真(2) 12.76 (+0.3) 石黒　飛輝(1) 12.46 (+1.4) 罍　高遙(1) w11.80 (+2.1) 中川　拓海(1) 11.37 (+1.6)

長岡 新潟産大附 日本文理 柏崎 帝京長岡

本木　智基(2) 10.64 田邉　琉輝(1) 10.11 山田　聖人(1) 8.03

津南中等 新潟産大附 新潟産大附

中野　翔太(3) 40.84 尾畑　建希(3) 35.04 水原　琥翔(2) 32.46 廣瀬　竣也(3) 30.67 山田　航成(3) 29.67 田邉　琉輝(1) 29.36 白井　優杜(2) 28.90 山田　聖人(1) 25.99

新潟産大附 長岡商 帝京長岡 長岡工 長岡工 新潟産大附 長岡向陵 新潟産大附

今井　佑哉(3) 51.35 青木　真鞘(3) 49.00 寺口　龍(3) 48.97 大槻　柊斗(3) 46.25 田端　稜真(3) 43.42 関　柊平(3) 41.76 本間　翔(2) 38.55 黒﨑　碧琉(2) 36.40

新津工 新発田南 八海 村上桜ヶ丘 八海 長岡商 新発田南 長岡工

村山　隼也(3) 61.69 渡邉　賢(3) 60.53 高橋　楓(3) 57.83 小林　奏太朗(3) 49.52 佐野　力斗(3) 48.27 佐々木　翔大(1) 45.40 渡邊　倫士(3) 43.39 神﨑　悠(3) 40.53

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 長岡 開志国際 新潟産大附 日本文理 長岡商
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本田　遥南(1) 12.44 (0.0) 鷲尾　美優(3) 12.69 (+1.6) 松本　愛美(1) 12.74 (0.0) 林　幸結叶(2) 12.77 (0.0) 羽生　らには(1) 12.78 (+1.4) 吉川　めぐり(2) 12.88 (+1.4) 金子　けいな(2) 12.91 (0.0) 宮島　菜緒(3) 12.93 (+1.4)

新潟医療福祉大 新潟商 新潟医療福祉大 長岡 新潟商 上越 帝京長岡 新潟商

遠山　侑里(2) 25.10 (+1.1) 本田　遥南(1) 25.37 (+1.1) 小川　ひかり(3) 25.61 (+1.1) 本間　園子(2) 25.94 (+1.1) 金子　けいな(2) w26.36 (+2.2) 鷲尾　美優(3) 26.51 (+1.1) 遠藤　あかり(3) w26.64 (+2.2) 星野　良奈(2) 26.68 (+1.1)

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟商 帝京長岡 新潟商 新潟商 新発田中央

皆川　寿々子(2) 1:01.75 岩谷　奈央子(5) 1:02.96 荒井　遥(4) 1:03.09 渡邊　はるか(2) 1:03.57 金子　心春(2) 1:03.67 坂下　鈴(3) 1:04.21 佐々木　愛佳(2) 1:04.26 斉藤　愛鈴(1) 1:04.31

長岡大手 新潟大 新潟大 新潟南 新潟中央 開志国際 佐渡 新潟商

村山　愛美沙(3) 4:46.57 大塚　彩世(1) 4:55.53 近藤　結衣(2) 4:56.76 村松　華來(3) 4:57.76 山岸　野乃(1) 4:58.60 山田　美輝(1) 5:01.57 木之内　絵里(3) 5:16.07 上村　幸来(3) 5:20.24

十日町 十日町 長岡大手 帝京長岡 十日町 十日町 帝京長岡 小千谷

松本　愛美(1) 14.57 (+1.3) 高橋　優(3) 15.06 (+1.3) 松田　果桜(1) 15.71 (+1.3) 田原　広子(2) 15.88 (+1.3) 山中嶋　悠月(2) 16.09 (+1.3) 渡邉　三姫(2) 17.13 (+1.3) 竹田　蘭(3) 17.41 (+1.3) 髙橋　佳加(3) 17.55 (+1.3)

新潟医療福祉大 新潟商 新潟商 新潟医療福祉大 新潟産大附 新潟南 上越 新発田中央

田中　志帆(3) 1:07.40 皆川　寿々子(2) 1:07.86 坂下　鈴(3) 1:09.67 今井　亜美(2) 1:10.52 加邉　葵(2) 1:11.03 山本　真夕(3) 1:13.53

新潟商 長岡大手 開志国際 長岡商 新潟医療福祉大 長岡大手

清水　夢真(1) 1.63 大屋　那奈(2) 1.53 藤巻　彩羽(2) 1.53 伊東　梨乃(3) 1.50 吉田　りん(3) 1.50 田辺　真菜(3) 1.45 田中　愛美(1) 1.45 片野　ひなた(3) 1.45

日本文理 日本文理 新潟産大附 日本文理 新発田南 五泉 新潟産大附 新発田南

長谷川　美桜(2) w5.24 (+2.1) 広川　知佳 w4.91 (+2.4) 島田　芽衣(1) 4.87 (+1.7) 閏間　美智加(4) 4.74 (+2.0) 加納　清香(2) 4.64 (+1.7) 金安　心(2) w4.62 (+2.6) 茂田井　伶奈(1) w4.42 (+2.5) 五十嵐　梨々花(1) 3.91 (+1.6)

日本文理 長岡市陸協 新潟産大附 新潟大 新潟大 長岡商 長岡向陵 長岡農

藤田　美佳 11.62 (+1.4) 髙杉　梨紗(4) w10.79 (+2.7) 中野　実優(3) 10.28 (+1.8) 杵淵　心花(3) 10.19 (+0.1) 林　みおの(2) 9.95 (+0.3) 曳田　琴音(3) 9.72 (+0.9) 八代　萌花(3) 9.50 (+0.8)

新発田TFC 新潟医療福祉大 新潟商 小千谷 新潟江南 長岡大手 長岡工

相馬　彩乃(2) 9.44 千野　葵衣(1) 8.08

万代 長岡大手

神尾　真帆(3) 42.30 池津　真菜(3) 29.66 古俣　百香(3) 26.60 相馬　彩乃(2) 24.79 山岸　優真(2) 24.28 長谷川　叶芽(2) 22.86 山田　涼香(2) 22.80 平石　マミ(1) 16.53

新潟医療福祉大 小千谷 新潟商 万代 柏崎総合 中越 新潟江南 長岡工

角田　亜紀(3) 37.55 阿部　桃佳(2) 35.88 庭野　茜(2) 35.43 塩田　もも(1) 23.90 山貝　佳花(1) 18.10

新発田南 国際情報 八海 新発田南 新発田南

西澤　眞叶(3) 33.66 鈴木　梨央(3) 33.28 梅田　彩香(2) 26.60 千野　葵衣(1) 25.72 藤巻　彩羽(2) 25.39 安藤　香緒里 24.02 居城　果歩(2) 22.74 竹形　ありさ(2) 18.58

長岡 新潟産大附 長岡 長岡大手 新潟産大附 新潟市スポーツ協会AC 新発田中央 新潟西

w:追風参考  

主催団体名 新潟陸上競技協会 陸協名 新潟陸上競技協会 記録主任 南雲　健太郎

競技会名
2022年度Niigata記録会

期日・時刻 2022/06/04－05

審判長

競技場名 長岡市営陸上競技場

6月5日 やり投

6月4日 ﾊﾝﾏｰ投

6月5日 円盤投

6月5日 三段跳

6月4日 砲丸投

6月4日 走高跳

6月4日 走幅跳

6月4日 100mH

6月5日 400mH

6月4日 400m

6月5日 1500m

女子 6月4日 100m

6月5日 200m
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松井 重徳（フィールド）

小杉 隆（スタート）


