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日付 種目

眞島　郁大(4) 14.70(-0.5) 佐藤　凱(4) 15.43(-0.2) 水倉　優翔(3) 15.58(-0.1) 野村　正都(4) 15.59(-0.1) 林　咲太朗(4) 15.84(-0.2) 岡田　寿波(4) 15.97(-0.2) 江畑　陽向(3) 16.14(-0.2) 荒井　悠晴(4) 16.16(-0.2)
東山の下小 新潟ジュニアT&F RizeAC アルビレックスRC・新潟 ネクストAC アルビレックスRC・県北 聖籠走るの好きっ子クラブ アルビレックスRC・新潟
岡田　寿希也(6) 12.64(+0.2) 捧　颯汰(6) 13.12(+0.3) 飛澤　祐吾(6) 13.40(+0.3) 大原　悠晴(6) 13.67(-0.1) 神田　拓真(6) 14.00(+1.0) 後藤　彰汰(6) 14.08(-0.9) 遠藤　僚(6) 14.13(+0.7) 水倉　大翔(6) 14.26(+0.2)
アルビレックスRC・県北 加茂ジュニア RizeAC RizeAC ネクストAC アルビレックスRC・新潟 アルビレックスRC・新潟 RizeAC
鵜澤　飛羽(2) 20.60 安田　圭吾 20.75 植本　尚輝 20.94 山下　潤 20.98 Muhammad Azeem FAHMI 20.98 鈴木　大河(2) 21.04 小林　将一 21.13 野上　翼(4) 21.16
筑波大 住友電工 ＩｘＺＯＱ ＡＮＡ マレーシア 日本大 ビルスコープ 京都教育大
齊藤　斗把 21.08 三田寺　虎琉(2) 21.08 森岡　大地 21.14 千田　杜真寿(2) 21.24 沼田　充広(4) 21.50
JAWS 日本大 T.G.K 早稲田大 城西大
中島　佑気ジョセフ(3) 45.93 岩崎　立来(4) 46.17 今泉　堅貴(3) 46.22 伊東　利来也 46.28 河内　光起 46.56 吉川　崚(3) 46.66 小渕　瑞樹 46.91 川上　聡太(4) 46.92
東洋大 大阪体育大 筑波大 住友電工 大阪ガス 筑波大 登利平AC 東洋大
中道　大貴(3) 46.37 萩原　拓斗(2) 46.77 川北　脩斗(3) 46.78 渡辺　大星(3) 47.05 濱野　兼多(3) 47.22 石原　大雅(5) 47.39 野中　聖弥(3) 47.45 檜垣　正昭(M1) 47.63
東海大翔洋 東洋大 びわこｽﾎﾟｰﾂ大 開志国際 法政大 新潟大 城西大 福山平成大
石元　潤樹(2) 1:48.20 前田　陽向(1) 1:48.27 薄田　健太郎(M2) 1:48.27 金子　魅玖人(3) 1:48.55 山﨑　優希(4) 1:48.59 花村　拓人 1:48.98 松本　純弥(4) 1:49.00 二見　優輝(2) 1:49.11
日本大 環太平洋大 筑波大 中央大 広島経済大 ＴＡＫＥＯＡＣ 法政大 筑波大
藤原　広翔(3) 1:51.59 樋口　諒(3) 1:51.89 梅沢　龍輝(4) 1:51.97 大島　実 1:52.17 大木　学 1:52.40 呂比須　聖一(4) 1:52.77 鵜澤　葉月(4) 1:53.30 平松　昂龍(4) 1:53.34
東洋大 一宮 慶應義塾大 ROBLE FORZA 駿河台大 順天堂大 中京大
飯澤　千翔(4) 3:36.55 グエム　アブラハム 3:39.35 館澤　亨次 3:40.63 山﨑　優希(4) 3:41.47 馬場　勇一郎(3) 3:42.16 安倍　優紀(3) 3:42.88 松本　颯真(1) 3:43.67 高嶋　荘太(1) 3:44.86
東海大 阿見AC DeNA 広島経済大 明治大 東海大 東海大 環太平洋大
小川　栄人(1) 8:30.64 山岸　広海 8:37.56 小畠　翼 8:46.45 戸田　圭郁(2) 9:05.28 宮崎　隆大(1) 9:08.71 柳　琉生(1) 9:12.98 赤倉　和樹 9:13.54 桐山　龍(2) 9:16.63
関東学院大 糸魚川市陸協 会津陸協 新潟医療福祉大 日本文理 日本文理 上越市陸協 新潟医療福祉大
坂東　悠汰 13:21.94 池田　耀平 13:31.48 岡本　雄大 13:38.99 中野　翔太(3) 13:39.94 吉居　駿恭(1) 13:40.26 塩澤　稀夕 13:45.14 溜池　一太(1) 13:46.16 森山　真伍 13:50.62
富士通 Ｋａｏ サンベルクス 中央大 中央大 富士通 中央大 YKK
齋藤　雅英 14:54.31 山岸　広海 14:54.96 小林　弘人(3) 15:02.68 渡部　遼太郎(2) 15:05.56 矢島　久樹 15:14.16 菅原　結大(3) 15:15.25 小畠　翼 15:16.19 井上　陽向(3) 15:17.28
NDソフト 糸魚川市陸協 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 能生陸上ｸﾗﾌﾞ 日本文理 会津陸協 村上桜ヶ丘
田中　天智龍(3) 49.07 山本　竜大 49.52 出口　晴翔(3) 50.21 山内　大夢 50.24 岸本　鷹幸 50.36 高田　一就 50.41 髙橋　祐満 50.48 田代　優仁 50.50
早稲田大 SEKI A.C. 順天堂大 東邦銀行 富士通 ROOTS TOKYO 西宮市陸協 東邦銀行
井之上　駿太(2) 49.77 栗林　隼正(3) 50.08 新城　雄基 50.42 金本　昌樹(2) 51.01 盛岡　優喜(1) 51.24 一瀬　星和 51.43 新井　公貴(3) 51.89 広兼　浩二朗(D3) 52.19
法政大 立命館大 ROOTS TOKYO 早稲田大 早稲田大 JAWS 早稲田大 大阪大
しばたTFC 54.16 アルビレックスRC・県北 A 55.09 ネクストAC A 55.70 アルビレックスRC・OJAS 56.09 アルビレックスRC・新潟A 56.91 RizeAC 58.00 村松クラブ 58.59 阿賀野AC 59.87
石山　央介(6) 渡辺　陽雅(5) 神田　拓真(6) 西巻　遙馬(6) 池田　章人(6) 水倉　大翔(6) 渡辺　翔太(5) 樋口　湊介(5)
齋藤　真広(6) 伊藤　孝(5) 矢野　虎汰(6) 富井　優斗(6) 大滝　悠我(5) 大原　悠晴(6) 関根　志恒(6) 須貝　蛍斗(5)
渡辺　湊斗(6) 新村　優月(5) 澁谷　士門(6) 栁田　惺太郎	(6) 多田　太陽(6) 登石　奏(5) 伊藤　大樹(6) 崕　陽斗(5)
田中　遥琉(5) 岡田　寿希也(6) 岩渕　臣(6) 堀澤　玄(6) 後藤　彰汰(6) 飛澤　祐吾(6) 齋藤　隆太(5) 長谷川　零(6)
奥村　仁志(4) 18m12 アツオビン　ジェイソン(2) 17m96 羽生田　智 16m21 渡辺　豹冴(3) 14m79
国士舘大 福岡大 MINT TOKYO 開志国際
湯上　剛輝 57m11 米沢　茂友樹 54m57 山下　航生(4) 53m33 中町　真澄(3) 52m37 藤原　孝史朗(3) 51m24 松田　知利 47m09 山瀬　貴雅 46m84 篠﨑　亮介(M1) 45m05
ﾄﾖﾀ自動車 オリコ 九州共立大 新潟医療福祉大 九州共立大 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC いんば学舎 順天堂大
ディーン　元気 80m84 坂本　達哉 76m39 新井　涼平 73m50 横堀　雅孝 71m92 鈴木　凜(2) 70m01 相原　大聖 68m43 増田　悠悟 68m13 長谷川　鉱平 67m77
ミズノ T-LABO スズキ 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 九州共立大 OniGO 福井陸協 福山市陸協
赤松　諒一 2m25 瀬古　優斗 2m25 澁谷　蒼 2m21 真野　友博 2m19 長谷川　直人 2m16 平松　祐司 2m13 蛭子屋　雄一 2m13 Mohamad Eizlan DAHALAN 2m10
アワーズ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ team猿魂 九電工 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 辰野 埼玉陸協 マレーシア
橋岡　優輝 8m05(+1.6) 小田　大樹 7m93(+1.4) Janry UBAS 7m76(+1.5) 有村　拓巳(3) 7m71(+2.2) 髙野　恭平 7m69(+1.6) 藤原　孝輝(2) 7m67(+1.8) 石倉　南斗 7m62(+0.7) 北川　凱(1) 7m55(+2.2)
富士通 ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ フィリピン 福岡大 公認7m35(-1.1) 愛知陸協 東洋大 NTN 東海大 公認7m50(+1.0)

森下　莱彩(4) 14.73(+1.0) 飯酒盃　千笑(4) 15.41(+0.7) 清水　千翠(4) 16.32(+0.7) 小俣　沙里佳(4) 16.41(+1.0) 澤渡　結夢(4) 16.87(+1.0) 渡邊　慶乃(3) 16.95(+1.0) 廣井　柑南(4) 17.03(+0.7) 児玉　芽愛(3) 17.32(+1.3)
湯沢スポーツアクティブ 湯沢スポーツアクティブ アルビレックスRC・新潟 アルビレックスRC・新潟 アルビレックスRC・新潟 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
朝賀　悠(6) 13.98(+0.7) 中嶋　沙紀(6) 14.18(+2.4) 齋藤　紗慈(6) 14.38(+0.7) 古川　ひより(6) 14.39(+0.7) 志田　陽梨(6) 14.52(-0.5) 土田　琴音(6) 14.71(-0.2) ビィヤルケヘイム　愛心(6) 14.73(-0.5) 矢島　乙(6) 14.94(-0.2)
湯沢スポーツアクティブ アルビレックスRC・新潟 新潟アルビレックスRC アルビレックスRC・新潟 加茂ジュニア 新潟アルビレックスRC 新潟アルビレックスRC
兒玉　芽生 23.26 竹内　爽香 24.14 鷺　麻耶子(2) 24.26 山越　理子(1) 24.34 吉永　葉月(3) 24.39 田植　晶子 24.46 佐々木　菜緒(3) 24.57 鶴澤　亜里紗(1) 25.34
ミズノ 渡辺パイプ 早稲田大 早稲田大 豊岡 MPandC 北海 中央大
久保山　晴菜 53.53 松本　奈菜子 54.21 岩田　優奈 54.34 稲岡　真由 55.30 森　優依花(2) 55.72 近藤　七海(M1) 56.43 青木　りん 56.44 新田　望(1) 57.06
今村病院 東邦銀行 スズキ KAGOTANI 九州共立大 至学館大 東邦銀行 早稲田大
塩見　綾乃 2:04.41 後藤　夢 2:05.40 山田　はな 2:07.20 小山　愛結 2:07.78 山口　真実(2) 2:08.13 渡辺　愛(2) 2:08.50 江藤　咲(2) 2:08.83 下畑　文乃(4) 2:08.91
岩谷産業 豊田自動織機 わらべや日洋 岩谷産業 九州共立大 園田学園女子大 環太平洋大 京都教育大
後藤　夢 4:10.79 田中　希実 4:12.52 卜部　蘭 4:14.27 樫原　沙紀(3) 4:21.33 保坂　野恋花 4:25.70 正司　瑠奈(1) 4:29.43
豊田自動織機 豊田自動織機 積水化学 筑波大 ﾎｸﾚﾝ 環太平洋大
柳樂　あずみ(1) 9:21.41 長岡　みさき(1) 9:21.64 三原　梓 9:21.69 細川　あおい(1) 9:22.25 鷲見　梓沙 9:23.86 小林　成美(4) 9:24.02 鈴木　瑠夏(2) 9:24.85 武田　莉奈(3) 9:26.41
名城大 仙台育英 ＪＰ日本郵政Ｇ 仙台育英 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 名城大 仙台育英 仙台育英

アグネス　ムカリ 14:56.81 田中　希実 14:59.95 カリウキ　ナオミムッソーニ 15:03.72 廣中　璃梨佳 15:20.92 米澤　奈々香(1) 15:31.63 杉森　心音(3) 15:34.54 小坂井　智絵 15:40.43 山本　有真(4) 15:46.08
京セラ 豊田自動織機 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ＪＰ日本郵政Ｇ 名城大 仙台育英 ＪＰ日本郵政Ｇ 名城大

アルビレックスRC・新潟

Athletics Challenge Cup 2022 【22160018】 
デンカビッグスワンスタジアム 【161020】 
2022/10/01 ～ 2022/10/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月2日
チャレンジ男子小学3・4年生

100m

10月2日
チャレンジ男子小学5・6年生

100m

10月2日
グランプリ男子200mA 

風：+0.6

10月2日
グランプリ男子200mB 

風：+0.9

10月2日 グランプリ男子400mA

10月2日 グランプリ男子400mB

10月1日 グランプリ男子800mA

10月1日 グランプリ男子800mB

10月2日 グランプリ男子1500m

10月1日 チャレンジ男子3000m

10月1日 グランプリ男子5000m

10月1日 チャレンジ男子5000m

10月2日
グランプリ男子

400mH(0.914m/35.00m)A

10月2日
グランプリ男子

400mH(0.914m/35.00m)B

10月2日 チャレンジ男子小学4X100mR

10月2日
グランプリ男子砲丸投

(7.260kg)

10月1日
チャレンジ男子円盤投

(2.000kg)

10月2日 グランプリ男子やり投(800g)

10月2日 グランプリ男子走高跳

10月2日 グランプリ男子走幅跳

10月2日
チャレンジ女子小学3・4年生

100m

10月2日
チャレンジ女子小学5・6年生

100m

10月2日
グランプリ女子200m 

風：+2.4

10月2日 グランプリ女子400m

10月1日 グランプリ女子800m

10月2日 グランプリ女子1500m

10月1日 チャレンジ女子3000m

10月1日 グランプリ女子5000m



カマウ　タビタジェリ 15:01.62 WANGUI ESTHER　Wambui 15:18.69 小林　日香莉(3) 16:54.88 鈴木　こなつ(4) 17:57.21 星　美月(1) 18:01.87 佐藤　晴奈(4) 18:12.53 二村　夕希子(1) 18:12.62 樋口　直央(2) 18:23.95
三井住友海上 ｽﾀｰﾂ 新潟第一 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟第一
梅原　紗月 58.18 川村　優佳(3) 58.27 伊藤　明子 58.51 イブラヒム　愛紗 58.91 横田　華恋 58.94 南澤　明音 59.09 川端　涼夏 59.51 三藤　祐梨子 59.99
住友電工 早稲田大 ｾﾚｽﾎﾟ メイスンワーク KAGOTANI 松本土建 松本土建 七十七銀行
しばたTFC 55.67 アルビレックスRC・新潟A 55.82 阿賀野AC 57.10 湯沢スポーツアクティブ 58.21 新潟アルビレックスRCA 58.53 アルビレックスRC・新潟C 58.69 アルビレックスRC・新潟B 58.83 村松クラブA 59.24
中川　愛唯(6) 志田　陽梨(6) 小林　あい(6) 飯酒盃　千笑(4) 玉木　莉菜(6) 中林　亜耶奈(5) 斉藤　百笑(6) 瀧澤　莉瑚(6)
齊藤　さくら(6) 伊瀬　有優(6) 林　海伽(5) 朝賀　悠(6) 矢島　乙(6) 北上　なのは(5) 渡邉　月姫(6) 吉原　今日子(6)
林　陽向(6) 齋藤　紗慈(6) 関口　翔美(6) 細矢　和加奈(6) 古川　ひより(6) 山本　彩生(5) 岡沢　茉奈(6) 辻川　乙葉(6)
清田　菜央(6) 中嶋　沙紀(6) 畑山　一花(6) 森下　莱彩(4) ビィヤルケヘイム　愛心(6) 荒井　凛花(5) 阿部　花音(6) 廣瀬　結(6)
尾山　和華 14m99 松下　ちひろ 14m74 日夏　涼香(2) 14m71 廣島　愛亜梨(3) 13m99 齋藤　友里 12m48
今村病院 国士舘ｸﾗﾌﾞ 福岡大 日本大 Sanyo Realty
Jade LALLY 59m26 郡　菜々佳 55m70 齋藤　真希(4) 55m22 川口　紅音 49m23 Queenie Ting KUNG NI 49m11 山本　実果 47m99 城間　歩和(4) 45m68 草塩　はな(4) 40m25
イギリス 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 東京女子体育大 第一学院高教 マレーシア コンドーテック 九州共立大 新潟医療福祉大
北口　榛花 62m57 辻　萌々子(1) 57m86 長　麻尋 56m91 久世　生宝 56m38 木村　玲奈(3) 55m40 武本　紗栄 54m80 西村　莉子 53m19 亀井　桜(4) 51m91
JAL 九州共立大学 国士舘ｸﾗﾌﾞ コンドーテック 新潟医療福祉大 佐賀スポ協 三菱電機 中央大
髙橋　渚 1m78 仲野　春花 1m76 鐡丸　美由紀 1m74 伊藤　楓(1) 1m74 青山　夏実 1m74 和田　真琉(4) 1m74 渡川　和華 1m71 八重樫　澄佳(2) 1m71
メイスンワーク ニッパツ 鹿銀 日本体育大 ﾀﾞｲﾃｯｸｽ.AT 大阪体育大 ニチレク 筑波大

凡例 

10月1日 チャレンジ女子5000m

10月2日
グランプリ女子

400mH(0.762m/35.00m)

10月2日 グランプリ女子やり投(600g)

10月2日 グランプリ女子走高跳

10月2日 チャレンジ女子小学4X100mR

10月2日
グランプリ女子砲丸投

(4.000kg)

10月1日
チャレンジ女子円盤投

(1.000kg)


