
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 10.60 +1.4 長谷川　充 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 国体予選 11.08.20 新潟市営
2 10.62 +1.2 新村　守 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 全日本実業団 11.09.25 鳴戸
3 10.64 +1.5 土屋　建太 福島大 新潟県選手権 11.07.16 新潟市営
4 10.67 +1.2 貝沢　諒太 長岡商高 北信越総体 11.06.17 福井県営
5 10.71 +1.2 木歩士　悠大 長岡大手高 北信越総体 11.06.17 福井県営
6 10.78 +1.3 霜鳥　佑 東京学館新潟高 北信越総体 11.06.17 福井県営
7 10.82 +1.7 澁谷　勇佑 城西大 新潟県選手権 11.07.16 新潟市営
8 10.83 +0.8 山川　宗一郎 上越総合技術高 北信越総体 11.06.17 福井県営
9 10.84 +1.7 山田　匠 新潟薬科大 北陸選手権 11.08.28 福井県営
9 10.84 +1.9 滝沢 海宇 新潟大 北信越学生選手権 11.10.01 新潟市営

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 21.13 -0.5 長谷川　充 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 静岡国際 11.05.03 袋井
2 21.49 +2.0 猪口　悠太 東京学館新潟高 北信越総体 11.06.19 福井県営
3 21.63 +2.0 須貝　陽太郎 東京学館新潟高 北信越総体 11.06.19 福井県営
4 21.65 +2.0 長谷川　大輔 八海高 北信越総体 11.06.19 福井県営
5 21.78 +2.0 田中　翔 三条高 北信越総体 11.06.19 福井県営
6 21.87 +0.1 山川　宗一郎 上越総合技術高 県総体 11.05.29 新潟スタジアム
7 21.94 +0.6 山崎　勇哉 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.22 長野
8 22.13 +0.7 貝沢　諒太 長岡商高 春季中越地区 11.05.09 長岡
9 22.14 +1.8 飯塚　雄大 駿河台大 新潟県選手権 11.07.18 新潟市営

10 22.16 +1.8 中澤 瑞月 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.22 長野

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 47.42 猪口　悠太 東京学館新潟高 日本ジュニアユース11.10.21 瑞穂公園 県高校新
2 47.71 加瀬　宏二郎 中央大 東京アスレチックチャレンジ 11.10.16 国立競技場
3 47.98 古川　諒 東海大 六大学対抗 11.10.01 筑波大
4 48.03 吉岡　史則 法政大 明治法政定期競技会11.07.16 法政大
5 48.34 矢野　秀樹 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 北陸選手権 11.08.28 福井
6 48.74 藤田　英司 法政大 新潟県選手権 11.07.17 新潟市営
7 48.96 長谷川　優樹 高田高 県総体 11.05.27 新潟スタジアム
8 49.07 渡辺　晃 新潟明訓高 県総体 11.05.27 新潟スタジアム
9 49.09 田村 大樹 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.21 長野

10 49.26 市川　佑平 高田高 県総体 11.05.27 新潟スタジアム

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 1.51.91 高橋 佑一朗 新潟大 順天堂大競技会 11.07.09 順天堂大学
2 1.51.96 黒坂　豪士 新潟大 日本学生対校 11.09.10 ＫＫＷＩＮＧ
3 1.52.42 池山　謙太 長岡大手高 国民体育大会 11.10.08 山口
4 1.53.19 山本　雄翔 新潟明訓高 北信越総体 11.06.19 福井県営
5 1.53.44 市川　佑平 高田高 北信越総体 11.06.19 福井県営
6 1.53.92 片野　匠 新潟大 新潟県選手権 11.07.16 新潟市営
7 1.54.13 竹内　智博 新潟第一高 北信越総体 11.06.19 福井県営
8 1.55.14 杵淵　由希 新津高 北信越総体 11.06.19 福井県営
9 1.56.19 渡邉　将伎 新潟商高 県総体 11.05.29 新潟スタジアム

10 1.56.55 城所　哲宏 順天堂大 北陸選手権 11.08.27 福井県営

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 3.49.63 高橋　佑一郎 新潟市中央区陸協 ホクレンディスタンス 11.06.22 網走
2 3.54.44 安達　健人 東京経済大 チャレンンジミートゥ熊谷 11.04.29 熊谷
3 3.55.68 片野　匠 新潟大 かわさき陸上フェスティバル11.10.29 等々力
4 3.55.94 池山　謙太 長岡大手高 北東北総体 11.08.03 北上市
5 3.56.74 金森　寛人 関根学園高 北東北総体 11.08.03 北上市
6 3.57.85 新村　健太 村上桜ヶ丘高 北東北総体 11.08.03 北上市
7 3.57.89 渡辺　大貴 佐渡高 県選抜 11.09.24 新潟スタジアム
8 3.58.65 田村　和基 十日町高 北信越総体 11.06.17 福井県営
9 3.59.15 須貝　理志 高田自衛隊 新潟県選手権 11.07.18 新潟市営

10 3.59.67 若松　佑太 セキノ興産 新潟県選手権 11.07.18 新潟市営
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順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 13.58.16 ジョン.ワイナイナ 重川材木店 北陸実業団記録会 11.10.01 魚津
2 14.03.47 難波　幸貴 帝京大 日体大長距離競技会 11.10.30 健志台
3 14.05.22 佐藤　舜 上武大 日体大長距離競技会 11.10.30 健志台
4 14.09.96 小澤　　信 セキノ興産 日体大長距離競技会 11.12.04 健志台
5 14.16.92 金森　寛人 関根学園高 日体大長距離記録会 11.12.04 健志台
6 14.19.24 大関　善幸 上越陸協 中越選手権 11.05.04 長岡
7 14.20.33 駒形　英也 高田自衛隊 日体大長距離競技会 11.12.04 健志台
8 14.22.06 岩倉　駿 重川材木店 日体大長距離競技会 11.12.04 日体大
9 14.22.52 山岸　宏貴 上武大 日体大長距離競技会 11.10.30 健志台

10 14.27.16 高橋　佑一朗 新潟市中央区陸協 日体大長距離競技会 11.12.04 健志台

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 14.19 +1.8 金井　貴宏 小千谷市陸協 北陸選手権 11.08.28 福井
2 14.20 +1.8 神田　大陽 順天堂大 北陸選手権 11.08.28 福井
3 14.48 -0.4 霜鳥　広貴 岐阜経済大 東海学生秋季選手権 11.10.15 瑞穂
4 14.60 +0.8 青木　康哲 日本体育大 日体大競技会 11.05.02 健志台
5 14.64 +1.8 丸山　裕貴　 順天堂大 新潟県選手権 11.07.17 新潟市営
6 14.78 1.3 冨樫 弘平 新潟医療福祉大 北陸選手権 11.08.28 福井
7 14.80 1.2 須藤　大翔 長岡高専 日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 11.10.21 瑞穂
8 14.81 +1.2 貝瀬　健太 東海大 新潟県選手権 11.07.17 新潟市営
9 14.99 +1.7 本間　竜一 新潟国際情報大 新潟県選手権 11.07.17 新潟市営
9 14.99 ±0.0 岩崎　領 十日町 県総体 11.05.27 新潟スタジアム

400mH
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 50.80 矢野　秀樹 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 日本選手権 11.06.10 熊谷
2 52.33 佐藤　駿 東京農大 関東学生対校 11.05.22 国立競技場
3 51.95 藤田　英司 法政大 関東学生対校 11.05.21 国立競技場
4 54.12 福島　雄太 駿河台大 新潟県選手権 11.07.16 新潟市営
5 54.61 阿部　祥聖 柏崎 県選抜 11.09.25 新潟スタジアム
6 54.63 五十嵐　北斗 柏崎 県選抜 11.09.25 新潟スタジアム
7 54.69 石崎　泰裕 新潟医療福祉大 北日本学生対校 11.08.12 新潟市営
8 54.82 岩崎　領 十日町 国体予選 11.08.20 新潟市営
9 54.92 櫻井　僚 新潟産大附 北信越総体 11.06.18 福井県営

10 55.29 澤田　晃佑 上越総合技術 県総体 11.05.28 新潟スタジアム

3000mSC
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 8.52.95 佐藤　舜 上武大 関東学生対校 11.05.21 国立競技場
2 9.11.39 志賀　旭 順天堂大 順大競技会 11.04.30 順大
3 9.19.46 高橋 佑一朗 新潟市中央区陸協 平成国際大競技会 11.05.03 平成国際大
4 9.24.54 髙浪　琢三 新潟西高 北信越総体 11.06.18 福井県営
5 9.24.73 田中　健太 長岡高 北信越総体 11.06.18 福井県営
6 9.24.75 戸澤　俊介 柏崎工高 北信越総体 11.06.18 福井県営
7 9.31.28 水落　秋里 巻高 県選抜 11.09.24 新潟スタジアム
8 9.32.65 矢後　健太 五泉高 県選抜 11.09.24 新潟スタジアム
9 9.34.13 池上 慎弥 新潟大 北日本学生対校 11.08.11 新潟市営

10 9.35.41 後藤　洋基 佐渡高 県選抜 11.09.24 新潟スタジアム

10000m
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 28.47.45 ジョン．ワイナイナ重川材木店 日体大長距離競技会 11.10.29 日体大
2 29.09.79 佐藤　舜 上武大 全日本大学駅伝選考会 110625 国立競技場
3 29.31.96 山岸　宏貴 上武大 日体大長距離競技会 11.12.03 健志台
4 29.39.51 岩倉　駿 重川材木店 日体大長距離競技会 11.10.29 日体大
5 29.43.41 小沢　信 セキノ興産 日体大長距離競技会 11.05.15 新潟
6 29.46.82 村井　健太 重川材木店 日体大長距離競技会 11.10.29 日体大
7 29.50.79 前田　信哉 重川材木店 日体大長距離競技会 11.10.29 日体大
8 29.51.01 駒形　英也 高田自衛隊 日体大長距離競技会 111029 健志台
9 30.04.49 難波　宏貴 帝京大 全日本大学駅伝選考会 110625 国立競技場

10 30.15.63 浅田　洋平 セキノ興産 日体大長距離競技会 110924 健志台

5000m

110mH



5000mW
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 22.19.14 熊木　一元 南魚沼市消防本部 新潟県実業団 11.06.12 長岡
2 23.06.11 中村　亮介 城西大 新潟県選手権 11.07.17 新潟市営
3 23.23.21 宮島　秀明 長岡高 北信越新人 11.10.23 西部緑地公園
4 23.34.86 若井　将志 新潟大 平成国際大記録会 11.12.10 平成国大
5 23.35.87 田伏　健人 長岡商高 北信越総体 11.06.19 福井県営
6 23.37.68 遠藤　晃 中越高 県総体 11.05.29 新潟スタジアム
7 23.37.83 加藤　遼 長岡大手高 北信越新人 11.10.23 西部緑地公園
8 23.40.44 小嶋　将裕 小千谷高 上越選手権 11.05.01 上越
9 23.45.76 西馬　準貴 六日町高 県総体 11.05.29 新潟スタジアム

10 23.54.18 渡邉　悠人 小千谷高 春季中越地区 11.05.09 長岡

10000mW
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 44.34.28 中村　亮介 城西大 平成国際大記録会 110430 平成国大
2 49.53.88 若井　将志 新潟大 北信越学生選手権 11.10.02 新潟
3 51.12.45 池田 翔弥 上越教大 北信越学生対校 11.05.22 長野

10㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 31.13 高橋 佑一朗 新潟市中央陸協 第6回湘南国際ﾏﾗｿﾝ11.11.03 大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
2 32.23 星野　剛 北越銀行 新潟シティマラソン 111009 新潟市
3 32.45 村井　佳介 新潟しんきん 新潟シティマラソン 111009 新潟市
4 32.47 渡辺　絢也 新潟ときめきRC 新潟シティマラソン 111009 新潟市
5 33.08 茨城　拓真 佐渡市 新潟シティマラソン 111009 新潟市
6 33.14 石田　寛雄 新潟薬科大 新潟シティマラソン 111009 新潟市
7 33.19 鬼島　政春 立川ブラインド 新潟シティマラソン 111009 新潟市
8 33.20 田中　正志 水沢化学 新潟シティマラソン 111009 新潟市
9 33.23 松澤　孝幸 五泉市陸協 新潟シティマラソン 111009 新潟市

10 33.30 中村　伸治 新発田市役所 新潟シティマラソン 111009 新潟市

20㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 1.00.31 佐藤　舜 上武大 箱根予選会 111015 立川市
2 1.00.49 難波　幸貴 帝京大 箱根予選会 111015 立川市
3 1.01.41 山岸　宏貴 上武大 箱根予選会 111015 立川市
4 1.06.18 渡辺　淳一 新潟市陸協 新潟県20㎞ロード 111103 胎内市
5 1.07.51 中村　隆之 国際武道大 箱根予選会 111015 立川市
6 1.10.42 中本　洋平 新大医学部 新潟県20㎞ロード 111103 胎内市
7 1.12.43 大越　崇史 関東学院大 箱根予選会 111015 立川市
8 1.13.06 徳武　学 上越市 新潟県ﾏｽﾀｰｽﾞﾛｰﾄﾞ 111103 胎内市
9 1.13.15 木所　英昭 水産研究所 新潟県20㎞ロード 111103 胎内市

10 1.13.39 宮野　真治 クラレ中条 新潟県20㎞ロード 111103 胎内市

21.0975㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 1.12.08 相場　和也 明道メタル 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
2 1.12.37 藤井　博史 ｴﾑﾃｰﾄﾘﾏﾂ 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
3 1.13.04 森田　哲史 南佐渡消防署 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
4 1.14.26 高井　滋 ハート 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
5 1.21.33 二平　哲也 チームマキノ 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
6 1.22.27 飯塚　明彦 済生会第二病院 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
7 1.23.12 鎌田　元広 あがのＲＣ 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
8 1.23.24 牧野　啓一 チームマキノ 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
9 1.13.31 島田　博行 南魚沼市陸協 札幌国際 110703 札幌

10 1.21.55 石塚　剛史 佐渡市陸協 札幌国際 110703 札幌

42.195㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 2.19.00 田中　諒兵 城西大 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 11.01.30 勝田市
2 2.24.28 大島　拓郎 新潟市中央区陸協 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 11.12.04 福岡
3 2.24.58 矢島　久樹 能生陸上クラブ 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 11.12.04 福岡
4 2.26.20 田坂　和彦 ENEOS 新潟シティマラソン 111009 新潟市
5 2.27.28 渡邉　淳一 新潟市陸協 新潟県マラソン選手 111113 五十公野
6 2.28.00 島田　博行 南魚沼市陸協 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 11.01.30 勝田市
7 2.29.58 岩崎　照儀 いなほ園 新潟県マラソン選手 111113 五十公野
8 2.33.01 渡辺　健児 南魚沼市役所 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 11.02.06 大分市
9 2.34.27 八木　正弘 入広瀬郵便局 新潟シティマラソン 111009 新潟市

10 2.35.52 松井　勇志 ヤマザキパン 新潟シティマラソン 111009 新潟市



走高跳
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 2.10 川上　匡士 新潟市中央区陸協 日本選手権 11.06.12 熊谷
2 2.06 寺野　善陽 新潟大 柏崎選手権 11.04.24 柏崎
3 2.05 小島　亮 筑波大 筑波大競技会 110605 筑波大
4 2.00 堀　智嗣 新潟市消防局 北陸実業団 11.05.15 新潟市営
4 2.00 渡部　大 中条高教 北陸実業団 11.05.15 新潟市営
6 1.98 風巻　伊和里 津南中等教育高 中越選手権 110503 長岡
7 1.95 栗原　孝佳 東京学館新潟高 北信越総体 110618 福井県営
7 1.95 平間　拓輝 高田高 国体予選 110820 新潟市営
9 1.94 冨士田 ｹｱﾘｰ 大上越･城北中 県通信 11.07.13 新潟スタジアム

10 1.93 村田　雄大 上越･浦川原中 上越地区 11.06.29 柏崎

棒高跳
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 5.00 長谷川芳幸 新潟大 中越選手権 11.05.03 長岡
2 4.80 猪浦　直人 鹿屋体大 国体予選 110820 新潟市営
3 4.70 山本　政則 十日町高 新潟県選手権 110717 新潟市営
4 4.60 高橋　謙太 金沢星稜大 新潟県選手権 110717 新潟市営
5 4.30 内藤　博 東京学館新潟高 北信越総体 110618 福井県営
6 4.20 朝比奈岳彦 新潟大 北信越学生対抗 11.05.21 長野
6 4.20 関口　英一郎 十日町総合高 県総体 110527 新潟スタジアム
6 4.20 服部　圭 柏崎工高 県総体 110527 新潟スタジアム
9 4.10 山田　弘志 刈羽･刈羽中 北信越 11.08.04 富山
9 4.10 矢野 勝三 新潟大 東京大学競技会 11.11.05 東京大
9 4.10 山本　聖哉 柏崎第三中 新潟県選手権 110717 新潟市営
9 4.10 澤田　孝樹 柏崎高 県総体 110527 新潟スタジアム
9 4.10 小柳　篤也 新潟高 北信越総体 110618 福井県営

走幅跳
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 7.77 0.9 新村　守 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 田島直人記念 111113 維新百年記念公園
2 7.32 2 間島　麟太朗 日本文理高 北信越総体 110617 福井県営
3 7.25 0.9 高橋　卓磨 金沢星稜大 白山市選手権 110925 松任
4 7.20 0.9 渡辺 貴司 筑波大院 中越選手権 11.05.04 長岡
5 7.11 1.8 山田 大樹 新潟大 国公立22大学対校 11.09.19 茨城
6 6.99 1.4 松野　洋平 金沢星稜大 新潟県選手権 110716 新潟市営
7 6.96 0.6 岩木 純哉 新潟大 中越選手権 11.05.04 長岡
8 6.87 1.7 前田　瑞樹 ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ 新潟県選手権 110716 新潟市営
8 6.87 0.1 相沢　浩平 金沢星稜大 北日本学生対校 11.08.12 新潟市営

10 6.81 0.7 小田 哲也 新潟大 北日本学生対校 11.08.12 新潟市営
10 6.81 0.6 伊藤　太一 筑波大 日本学生個人選手権 110618 平塚

三段跳
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 16.08 -1.6 伊藤　太一 筑波大 実業団・学生対抗 11.10.15 平塚
2 15.72 1.7 高橋　卓磨 金沢星稜大 北陸選手権 11.08.28 福井県営
3 15.38 1 福田 賢一郎 新潟大 北日本学生対校 11.08.11 新潟市営
4 15.03 1.4 間島　麟太朗 日本文理高 北信越総体 110619 福井県営
5 14.50 1.6 山本　祥平 新潟市陸協 新潟県選手権 110718 新潟市営
6 14.25 1.4 鳥居　大輝 関根学園高 県選抜 110924 新潟スタジアム
7 13.81 1.3 吉田　風基 国武大 新潟県選手権 110718 新潟市営
8 13.76 1.8 近　拓也 国武大 新潟県選手権 110718 新潟市営
9 13.62 0.7 布施　俊樹 十日町総合高 国体予選 110820 新潟市営

10 13.58 1.7 廣井　義紀 医専 新潟県選手権 110718 新潟市営



砲丸投（１６P)
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 15.16 對木 隆介 新潟大 北信越学生対抗 11.05.22 長野
2 13.68 相村　崇文 OJAS 新潟県選手権 110718 新潟市営
3 13.42 渡辺　吾文 新潟明訓高 新潟県選手権 110718 新潟市営
4 13.11 本間　信太郎 東海大 東海大競技会 11.04.30 東海大
5 12.85 関根　昴之 長岡AC 医療福祉大競技会 110821 スワンフィールド
6 12.76 上原　吉雅 新潟医療福祉大 北信越学生選手権 11.10.02 新潟市営
7 12.38 中島　宏幸 中屋農園 北陸実業団 11.05.15 新潟市営
8 12.33 平尾　大也 新潟明訓高 新潟県選手権 110718 新潟市営
9 12.11 北見　恭平 平成国際大 関東学生対校 110521 国立競技場

10 12.06 笛木　尚 湯沢町役場 平成国際大記録会 11.07.10 平成国際大

円盤投（2.0㎏) １月１７日訂正

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 56.05 小林　志郎 新潟日報社 織田幹夫記念国際 11.04.29 広島広域
2 50.90 土田　祥太 新潟医療福祉大 北陸選手権 11.08.28 福井県営
3 48.80 竹田　真宏 新潟信用金庫 柏崎選手権 110423 柏崎 記録訂正
4 47.01 関根　昂之 長岡ＡＣ 新潟県選手権 110717 新潟市営
5 44.74 岩澤　秀一 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟県選手権 110717 新潟市営
6 44.17 渡辺　優斗 新潟明訓高 北陸選手権 110828 福井県営
7 43.38 五十嵐　辰吾郎糸魚川陸協 糸魚川選手権 11.08.28 糸魚川
8 43.20 小岩　晴樹 順天堂大 順大競技会 110820 順天堂大
9 42.56 水島　敬雅 仙台大 東北学生選手権 11.10.01 宮城

10 42.34 対木　隆介 新潟大 北信越学生 11.05.21 長野

ハンマー投（１６P)
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 54.28 横野　哲郎 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 国体予選 110820 新潟市営
2 53.90 松井　勝矢 順天堂大 順大競技会 110820 順大
3 52.72 真島　貴之 東海大 東海大種目別競技会 110416 東海大
4 52.11 佐藤　翔 新潟医療福祉大 北日本学生対校 110811 新潟市営
5 50.74 佐藤　元気 国際武道大 国際武道大競技会 110430 国際武道大
6 48.82 水島　啓雅 仙台大 新潟県選手権 110716 新潟市営
7 47.44 坂井　喜久蔵 国武大 新潟県選手権 110716 新潟市営
8 46.56 松井　重徳 巻高教 新潟県選手権 110716 新潟市営
9 45.21 菅原　皓太 東京学館新潟高 新潟県選手権 110716 新潟市営

10 43.92 対木　隆介 新潟大 中越選手権 11.05.03 長岡

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 66.36 籠嶋 圭太 巻高教 中越選手権 11.05.04 長岡
2 65.28 長岡　健太 新潟医療福祉大 北信越学生選手権 11.10.02 新潟
3 61.10 八木　奨兵 新潟アルビレックスR新潟県実業団 110612 長岡
4 59.42 細田　淳史 相川高教 新潟県選手権 110716 新潟市営
5 59.21 兒玉　慶彦 巻高 北信越総体 110617 福井県営
6 58.25 小松　徹 新潟医療福祉大 北信越学生選手権 11.10.02 新潟市営
7 58.11 近江　秀明 筑波大大学院 関東学生対校 110521 国立競技場
8 57.32 成澤　郁也 東洋大 新潟県選手権 110716 新潟市営
9 56.69 樋口　智 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟県選手権 110716 新潟市営

10 56.04 土田　祥太 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.22 長野

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 6507 北見　恭平 平成国際大 関東学生対校 11.05.15 国立競技場

内訳 11.50（-1.5）-6.63-（+3.9）-12.09-1.90-51.20-15.63-（-2.3）-32.08-3.80-47.65-5.02.70
2 6276 近江　秀明 筑波大大学院 関東学生対校 11.05.15 国立競技場

内訳 10.90（-0.7）-6.35（+1.2）-11.76-1.70-49.47-15.27（-1.5）-36.30-4.00-58.11-5.08.22
3 6219 中沢　勇人 新潟大 北信越学生対校 11.05.22 長野

内訳 11.13（+1.3）-6.64（+0.8）-9.29-1.85-52.89-15.87（+0.8）-31.63-3.40-49.86-4.57.97
4 6033 佐々木　洵 RizeAC 新潟県選手権 11.07.08 新潟市営
5 5078 伊花　亮平 福島大 新潟県選手権 11.07.08 新潟市営
6 4967 品田　昌希 首都大 関東学生対校 11.05.06 国立競技場
7 4848 小原 翔平 新潟大 東京大学競技会 11.11.06 東京大
8 4839 小林　典和 川治小教 新潟県選手権 11.07.18 新潟市営
9 4792 羽倉　一輝 長岡市陸協 北陸選手権 11.08.28 福井県営

10 4787 星　慎太郎 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟県選手権 11.07.08 新潟市営
11 4680 大滝 健太郎 新潟大 東京大学競技会 11.11.06 東京大
12 4058 渡辺　大晃 新潟医療福祉大 新潟県選手権 11.07.18 新潟市営

十種競技

やり投



順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 11.90 0 久保倉　里美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 南部忠平記念 11.07.31 函館
2 12.24 0.9 高野　紗莉 長岡大手高 北信越総体 110617 福井県営
2 12.24 1.8 天谷　友紀 新発田高 北信越総体 110617 福井県営
4 12.25 1.8 佐川　由紀 長岡大手高 北陸選手権 110828 福井県営
5 12.34 0.5 伊藤　優恵 長岡商高 国体予選 110820 新潟市営
6 12.36 1.4 前山　美優 新潟商高 1年生大会 110709 柏崎
7 12.41 1.9 白井　真美 新潟･小針中 県総体 11.07.26 新発田
7 12.41 -0.2 伊藤　捺希 新潟商高 県総体 110528 新潟スタジアム
9 12.43 1.0 平沢　 薫 新潟大 中越選手権 11.05.03 長岡

10 12.44 0.7 板垣　菜弥子 新潟商高 県総体 110528 新潟スタジアム

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 24.86 -0.8 久保倉　里美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 福島大学ﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ競技会110604 福島大
2 24.92 2 北村　千聖 都留文科大 やまびこ記録会 110703 都留
3 25.07 1.2 吉田　皆美 新潟商高 北信越総体 110619 福井県営
4 25.13 1.2 椛澤　ひかる 長岡商高 北信越総体 110619 福井県営
5 25.33 1.4 池嶋　祥子 柏崎高 新潟県選手権 110718 新潟市営
6 25.35 1.1 高野　紗莉 長岡大手高 県総体 110529 新潟スタジアム
7 25.44 1.7 天谷　友紀 新発田高 春季新潟下越地区 110507 新潟市営
8 25.54 1.1 伊藤　捺希 新潟商高 県総体 110529 新潟スタジアム
9 25.74 1.6 平沢　 薫 新潟大 日本学生個人選手権11.06.17 神奈川
9 25.74 1.1 小山　清夏 新津高 県総体 110529 新潟スタジアム

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 54.08 久保倉　里美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 群馬リレーカーニバル 110424 伊勢崎
2 55.26 池嶋　祥子 柏崎高 北東北総体 110803 北上市
3 55.39 北村　千聖 都留文科大 日本学生個人選手権 110618 平塚
4 55.46 吉田　皆美 新潟商高 北信越総体 110617 福井県営
5 56.26 椛澤　ひかる 長岡商高 全日本ジュニアユース 111021 瑞穂公園
6 57.27 馬場　渚子 新潟明訓高 北信越新人 111022 西部緑地公園
7 57.53 奈良 はるか 新潟大 北信越学生対校 11.05.21 長野
8 58.15 出塚　千恵 新潟明訓高 北信越新人 111022 西部緑地公園
9 58.21 田中　友海 新潟商高 秋季新潟下越地区 110902 新発田

10 58.32 小山　清夏 新津高 1年生大会 110709 柏崎
10 58.32 広田　有紀 新潟高 秋季新潟下越地区 110902 新発田

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 2:10.40 広田　有紀 新潟高 全日本ジュニアユース 111022 瑞穂公園
2 2:15.03 山田　華緒李 高田高 北信越総体 110619 福井県営
3 2:16.50 饒村　里緒 関根学園高 県総体 110529 新潟スタジアム
4 2:16.85 森島　亮子 小出高 県総体 110529 新潟スタジアム
5 2:17.18 加藤　遥香 新潟商高 北信越総体 110619 福井県営
6 2:17.44 石川　緋呂子 新潟高 県総体 110529 新潟スタジアム
7 2:17.79 岩﨑　春采 日本大 新潟県選手権 110716 新潟市営
8 2:18.21 高橋　奈央 高田高 上越選手権 110501 上越
9 2:18.48 山田　はな 新潟南高 県総体 110528 新潟スタジアム

10 2:19.28 萩原　愛 南魚沼･塩沢中 通信 11.07.14 新発田

800m

100ｍ

200m

400m



順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 4:19.75 斎藤　梓 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 国民体育大会 11.10.09 山口
2 4:28.56 村山　麻衣子 ヤマダ電機新潟 北陸選手権 11.08.28 福井
3 4:29.37 高橋　奈央 高田高 北東北総体 110803 北上市
4 4:29.61 横山　みわ 新潟明訓高 北東北総体 110803 北上市
5 4:32.71 中山　成美 新潟商高 県総体 110527 新潟スタジアム
6 4:36.30 岩﨑　春采 日本大 新潟県選手権 110717 新潟市営
7 4:36.65 蓑口　めぐみ 新潟第一高 県総体 110527 新潟スタジアム
8 4:36.90 村山 　愛美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 中越選手権 11.05.04 長岡
9 4:37.27 九島　麻衣子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟県選手権 110717 新潟市営

10 4:38.13 饒村　里緒 関根学園高 県選抜 110924 新潟スタジアム

3000m
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 9:29.87 村山　麻衣子 ヤマダ電機新潟 駅伝最終選考会 11.11.20 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ
2 9:30.27 横山　みわ 新潟明訓高 北信越総体 110619 福井県営
3 9:30.71 高橋　奈央 高田高 北信越総体 110619 福井県営
4 9:49.66 桜井  弓子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 駅伝最終選考会 11.11.20 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ
5 9:50.03 蓑口　めぐみ 新潟第一高 北信越総体 110619 福井県営
6 9:51.40 原澤　萌加 新潟明訓高 十日町長距離ｶｰﾆﾊﾞﾙ 110926 十日町
7 9:52.45 渡邊　紗英 新潟明訓高 十日町長距離ｶｰﾆﾊﾞﾙ 110926 十日町
8 9:52.70 中山　成美 新潟商高 県総体 110529 新潟スタジアム
9 9:55.11 石橋  裕子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 駅伝最終選考会 11.11.20 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ

10 9:55.16 幾野　由里亜 新潟商高 北信越総体 110619 福井県営

5000m
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 15:51.71 斉藤　梓 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 日体大長距離競技会 111204 健志台
2 15:57.49 村山　麻衣子 ヤマダ電機新潟 日体大女子長距離競技会111224 健志台
3 16:04.20 九島　麻衣子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 日体大長距離競技会 111204 健志台
4 16:13.15 天児　芽実 早稲田大 日体大長距離競技会 111204 健志台
5 16:25.71 村山　愛美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 北陸実業団 11.05.14 新潟市営
6 16:37.09 横山　みわ 新潟明訓高 県陸協夏季記録会 11.06.04 長岡
7 16:40.05 中村　萌乃 城西国際大 関東学生対校 11.05.21 国立競技場
8 16:40.77 坂東　慶子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 日体大長距離競技会 111001 魚津
9 16:41.76 木内　裕貴 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 北陸実業団記録会 11.09.23 十日町

10 16:47.49 岩﨑　春采 日本大 日体大長距離競技会 111224 健志台

10000m
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 34:01.39 九島　麻衣子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 全日本実業団 11.09.23 鳴門
2 34:21.50 中村　萌乃 城西国際大 関東学生対校 110514 国立競技場
3 34:55.93 天児　芽実 早稲田大 日本学生対校 11.09.09 KKWING
4 35:20.76 村山　愛美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 北陸実業団 11.05.14 新潟市営
5 37:40.09 増田　安希子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 北陸実業団 11.05.14 新潟市営
6 46:53.52 宮村　好美 新潟大 北信越学生対校 11.05.21 長野

1500m



100mH
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 13.92 0.6 高橋　麻実 中央大 日本学生対校 11.09.10 KKWING
2 14.03 2.0 藤巻　奈緒 TFC新潟 北陸選手権 110828 福井
3 14.18 0.7 宮崎　紗希 高田高 北東北総体 110807 北上市
4 14.29 0.3 関矢　梨花 長岡商高 新潟県選手権 110719 新潟市営
5 14.45 1.9 目黒　みのり 十日町総合高 秋季中越地区 110902 十日町
6 14.47 1.2 猪股　楓 三条高 北東北総体 110807 北上市
6 14.47 0.3 戸田　あすか 新潟商高 新潟県選手権 110719 新潟市営
8 14.62 1.3 桑野　沙紀 新潟医療福祉大 医療福祉大競技会 110621 スワンフィールド
9 14.84 2.0 寺澤　晴香 柏崎高 北信越総体 110617 福井県営

10 14.89 0.0 諏訪部　香里 中京大 東海学生春季 110410 新潟市営

400mH
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 55.34 久保倉　里美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 大阪選手権特別ﾚｰｽ 110626 長居第二 日本新記録
2 1:02.13 小山　清夏 新津高 県選抜 110924 新潟スタジアム
3 1:02.60 山崎　遥 岩手大 東北学生対校 110626 秋田
4 1:03.20 寺尾　真理 新潟明訓高 北信越総体 110618 福井県営
5 1:03.34 田邑　裕香 長岡高 北信越総体 110618 福井県営
6 1:03.35 宮田　智美 小出高 北信越総体 110618 福井県営
7 1:03.95 今道　由加里 駿河台大 新潟県選手権 110716 決勝
8 1:04.78 田辺　杏樹 新潟産大附高 県総体 110528 新潟スタジアム
9 1:05.01 廣瀬　莉子 高田北城高 北信越総体 110618 福井県営

10 1:05.02 野上　咲絵 長岡大手高 県総体 110528 新潟スタジアム

3000mSC
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 10:05.45 斉藤　梓 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 日本選手権 110611 熊谷 県新記録
2 10:22.80 村山　麻衣子 ヤマダ電機新潟 日本選手権 110611 熊谷
3 10:26.03 広井　佑紀 名城大 日本選手権 110611 熊谷
4 11:01.49 幾野　由里亜 新潟商業高 日本選手権 110611 熊谷
5 11:39.06 貝瀬　結香 小出高 新潟県選手権 110718 新潟市営
6 11:54.67 石橋　裕子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟県選手権 110718 新潟市営
7 11:55.24 下村　愛 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟県選手権 110718 新潟市営
8 11:59.85 田家　美佐子 新潟商業高 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾐｰﾄｩ熊谷 110429 熊谷

5000mW
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 24:25.76 丸山　莉紗子 長岡商高 県総体 110527 新潟スタジアム県高校新
2 25:27.24 菊地　明日香 佐渡高 北信越新人 111022 西部緑地公園
3 25:49.89 村山　奈穂 十日町高 県総体 110527 新潟スタジアム
4 26:02.53 佐藤　明日夏 十日町高 北信越新人 111022 西部緑地公園
5 26:22.84 村山　友香 六日町高 県選抜 110924 新潟スタジアム
6 28:49.64 青柳　七奈 新潟明訓高 北信越新人 111022 西部緑地公園
7 28:55.84 鈴木　彩音 長岡商高 北陸選手権 110827 福井県営
8 29:15.36 渡邉　理恵 東京学館新潟高 県総体 110527 新潟スタジアム
9 29:28.48 鈴木　悠 国際情報高 県選抜 110924 新潟スタジアム

10 29:51.93 岩村　結衣 三条高 県選抜 110924 新潟スタジアム

５㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 18.05 秋山  澪 新潟大 北信越学生女子5Km 110923 大町
2 18.25 堀内　曜子 新潟医療福祉大 北信越学生女子5Km 110923 大町
3 18.30 渡辺　杏澪 新潟大 北信越学生女子5Km 110923 大町
4 18.36 柴沢　真南美 新潟医療福祉大 北信越学生女子5Km 110923 大町
5 19.02 三富 可織 新潟大 北信越学生女子5Km 110923 大町
6 19.14 松原　ゆか 新潟医療福祉大 北信越学生女子5Km 110923 大町
7 19.50 樋口 久子 新潟大 北信越学生女子5Km 110923 大町
8 20.35 夏野 愛未 新潟大 北信越学生女子5Km 110923 大町
9 20.44 本間 清香 新潟大 北信越学生女子5Km 110923 大町

10 21.04 俵田　梨恵 新潟医療福祉大 北信越学生女子5Km 110923 大町



10㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 34.25 斉藤　梓 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 山陽女子ロード 111223 岡山
2 34.31 村山　麻衣子 ヤマダ電機新潟 新潟ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 111009 新潟市
3 34.49 石橋　裕子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 山陽女子ロード 111223 岡山
4 34.57 木内　裕貴 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 山陽女子ロード 111223 岡山
5 40.52 田中　友子 新潟市陸協 新潟ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 111009 新潟市
6 41.05 菊田　紘子 新潟市 新潟ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 111009 新潟市
7 41.11 本間　好子 豊栄走友会 新潟ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 111009 新潟市
8 41.12 坂井　久美 北越高 新潟ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 111009 新潟市
9 41.18 渡辺　美里 新潟市 新潟ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 111009 新潟市

10 41.19 栗林　友子 刈羽郡総合病院 新潟ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 111009 新潟市

20㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 1:11.32 九島　麻衣子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 新潟県20㎞ロード 111103 胎内
2 1:11.46 中村　萌乃 城西国際大 千葉マリンﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ110123 千葉
3 1:12.10 下村　愛 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 新潟県20㎞ロード 111103 胎内
4 1:12.49 石橋　裕子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 新潟県20㎞ロード 111103 胎内
5 1:13.24 桜井　弓子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 新潟県20㎞ロード 111103 胎内
6 1:13.47 坂東　慶子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 新潟県20㎞ロード 111103 胎内
7 1:15.34 木内　裕喜 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 新潟県20㎞ロード 111103 胎内
8 1:16.33 斉藤　梓 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 新潟県20㎞ロード 111103 胎内
9 1:20.33 村山　愛美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽＲＣ 新潟県20㎞ロード 111103 胎内

10 1:30.06 五十嵐　涼子 長岡市 新潟県ﾏｽﾀｰｽﾞﾛｰﾄﾞ 111103 胎内

21.0975㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 1:15.40 中村　萌乃 城西国際大 千葉マリンﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ110123 千葉
2 1:16.19 坂東　慶子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 山陽女子ロード 111223 岡山
3 1:17.05 九島　麻衣子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 山陽女子ロード 111223 岡山
4 1:19.17 下村　愛 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 山陽女子ロード 111223 岡山
5 1:24.46 桜井　弓子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 山陽女子ロード 111223 岡山
6 1.24.48 村山　愛美 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 札幌国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 11.07.03 札幌
7 1.30.03 渡辺　美里 所属不明 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
8 1.30.33 菊田　紘子 新潟市陸協 柏崎ﾏﾗｿﾝ 11.10.30 柏崎
9 1.33.58 田中　友子 所属不明 ふかやシティハーフ 11.02.27 上尾

42.195㎞
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 2:54.51 増田　安希子 胎内市役所 新潟シティマラソン 111009 新潟市
2 2:55.31 渡辺　真由美 糸魚川市陸協 横浜国際女子マラソン11.11.20 横浜市
3 2:58.52 牧野　恵美子 ナイアガラMC つくばマラソン 111127 つくば
4 3:08.18 増田　有貴 胎内市 新潟シティマラソン 111009 新潟市
5 3:08.56 渋谷　佳代 新潟市中央区陸協 横浜国際女子マラソン11.02.20 横浜市
6 3:10.34 越野　裕子 上越市陸協 横浜国際女子マラソン11.02.20 横浜市
7 3:13.41 菊田　紘子 所属不明 しばた女子マラソン 111113 五十公野
8 3:14.18 田中　友子 商工組合中央金庫 しばた女子マラソン 111113 五十公野
9 3:14.23 鎌田　百合 阿賀野市陸協 新潟シティマラソン 111009 新潟市

10 3:15.03 荒井　佳子 魚沼市陸協 横浜国際女子マラソン11.02.20 横浜市



走高跳
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 1.68 相馬　由佳 十日町高 新潟県選手権 110718 新潟市営
2 1.67 矢部　穂奈美 新潟商高 北信越総体 110619 福井県営
2 1.67 宇賀田　絵梨 長岡商高 北信越総体 110619 福井県営
4 1.64 佐藤　里奈 十日町高 県総体 110527 新潟スタジアム
5 1.61 平山　紗衣 南蒲･田上中 Ｊオリンピック 11.10.30 横浜
6 1.60 藤井　理紗 佐渡･小木中 全日中 11.08.22 鴻ノ池
7 1.59 中野　沙紀 柏崎高 県選抜 110924 新潟スタジアム
8 1.57 佐藤　千夏 新発田･加治川中 下越地区 11.06.30 新発田
9 1.55 石川　茉紀 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.21 長野
9 1.55 中村　未来 日体大 関東学生新人 110917 国立競技場
9 1.55 古見　由莉香 長岡大手高 県総体 110527 新潟スタジアム
9 1.55 長部　里菜 東京学館新潟高 新潟県選手権 110718 新潟市営
9 1.55 林　史佳 新潟商高 国体予選 110820 新潟市営

棒高跳
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 3.60 江口　茜 ＴＦＣ新潟 国民体育大会 11.10.08 山口
2 2.90 古川　友子 TFC新潟 北陸選手権 110828 福井
3 2.40 伊井 万吏矢 中条高 中越選手権 11.05.04 長岡
4 2.20 熊谷 合笑 新潟大 北信越学生対校 11.05.21 長野

走幅跳
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 5.76 2.0 野澤　美佳 中央大 新潟県選手権 110716 決勝
2 5.75 -1.1 橋本　真彩子 柏崎高 国民体育大会 11.10.08 山口
3 5.70 0.5 白井　真美 新潟･小針中 全日中 11.08.20 鴻ノ池
4 5.67 1.7 高柳　美久 弘前大 国体予選 110820 決勝
5 5.55 1.2 今井 晴香 新潟大 新潟県選手権 11.07.16 新潟市営
6 5.54 0.8 永井　佳織 新潟医療福祉大 新潟県選手権 110716 決勝
7 5.53 0.6 磯部　祐花 国士舘大 新潟県選手権 110716 決勝
8 5.47 0.9 梨本　まひろ 長岡大手高 北信越新人 111023 西部緑地公園
8 5.47 0.9 三藤　祐梨子 長岡大手高 北信越新人 111023 西部緑地公園

10 5.39 2.6 外川　朋美 TFC新潟 新潟県選手権 110716 決勝

三段跳
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 12.33 -0.1 野沢　美佳 中央大 関東学生対校 11.05.15 国立競技場
2 11.76 -1.3 荒木　麻弥子 ヨネックス新潟 全日本実業団 11.09.25 鳴門
3 11.27 1.4 前田 千菜美 新潟大 国公立22大学対校 11.09.18 茨城
4 10.77 1.8 本江 香澄 新潟大 北信越学生対校 １1.05.22 長野

砲丸投（4.0㎏）
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 11.61 坂井　美早紀 東京学館新潟高 北信越総体 110618 福井県営
2 11.48 長谷川　優美 東京学館新潟高 北信越総体 110618 福井県営
3 11.04 松井　理沙 三条東高 春季新発田記録会 110417 新発田
4 10.70 小森　寛子 三条高 県総体 110529 新潟スタジアム
5 10.69 富山　絵菜 八海高 魚沼記録会 11.11.03 十日町
6 10.35 東野　友美 新発田高 県選抜 110925 新潟スタジアム
7 10.05 小林　梨奈 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.21 長野
8 9.92 立川　佳奈 五泉高 県総体 110529 新潟スタジアム
9 9.86 藤田　麗夏 十日町総合高 県総体 110528 新潟スタジアム

10 9.80 橋本　亜香里 日本文理高 春季新潟下越地区 110508 新潟市営



円盤投(1.0㎏）
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 52.17 敷本　愛 アーベント 実業団・学生対抗 11.10.15 平塚
2 40.57 山野井　由貴 国際武道大 北陸選手権 11.08.27 福井
3 40.06 松井　理沙 三条東高 北信越総体 110619 福井県営
4 37.96 大野　果穂 新潟医療福祉大 北信越学生選手権 11.10.01 新潟
5 37.44 柳沢　美佳 新潟大 上越選手権 11.04.30 上越
6 37.42 稲家　華奈 村上桜ヶ丘高 県選抜 110924 新潟スタジアム
7 36.02 東野　友美 新発田高 北信越新人 111022 西部緑地公園
8 34.21 坂井　美早紀 東京学館新潟高 春季新潟下越地区 110509 新潟市営
9 33.28 渡邉　可奈子 三条東高 秋季中越地区 110902 十日町

10 32.75 拝野　紗生子 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.21 長野

ハンマー投（4.0㎏） 1月15日訂正(内宮)

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 40.00 拝野　紗生子 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.21 長野
2 41.11 松井　理沙 三条東高 長岡地区高校記録会111103 長岡 記録訂正
3 31.16 荒川　茉希 柏崎常盤高 新潟県選手権 110716 新潟市営
4 27.97 柳沢　美佳 新潟大 北信越学生対校 11.05.21 長野
5 22.34 熊谷 合笑 新潟大 北信越学生対校 11.05.21 長野
6 19.33 坂爪 絵里奈 新潟医療福祉大 北日本学生対校 110812 新潟市営
7 19.32 五十嵐　志帆 新潟産大附高 新潟県選手権 110716 新潟市営
8 17.70 長谷川　優美 東京学館新潟高 新潟県選手権 110716 新潟市営

順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場
1 40.00 拝野　紗生子 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.21 長野
2 45.38 小島　鈴菜 十日町総合高 国体予選 110820 新潟市営 県高校新
3 45.18 大関　千明 長岡市陸協 北陸選手権 11.08.27 福井
4 38.98 藤田　麗夏 十日町総合高 春季中越地区 110507 長岡
5 38.33 土屋　祥子 新潟大 医療福祉大競技会 110621 スワンフィールド
6 37.35 五十嵐　海紀 柏崎総合高 春季上越地区 110508 上越
7 37.20 三扶　由里香 新発田商高 県総体 110528 新潟スタジアム
8 36.62 小玉　志織 関根学園高 県総体 110528 新潟スタジアム
9 36.55 渡部 祐万 新潟医療福祉大 北信越学生対校 11.05.22 長野

10 36.16 山本　結香 羽茂高 県総体 110528 新潟スタジアム

七種競技
順位 記録 風力 氏名 所属 大会名 期日 会場

1 4298 大関　奏 新潟商高 北信越総体 11.06.19 福井県営
内訳 15.31(0.0)-1.50-7.46-27.45(+0.7)-5.27(+1.4)-31.58-2.29.81

2 4224 渡部　祐万 新潟医療福祉大 新潟県選手権 11.07..17 決勝
内訳 15.56(+1.6)-1.45-8.71-27.54(+1.3)-5.00(+2.0)-35.50-2.34.60

3 4076 出町 有希 新潟大 新潟県選手権 11.07.17 新潟市営
内訳 15.87(+2.4)-1.50-9.11-27.31(+0.6)-4.70(+1.3)-28.04-2.33.55

4 4052 藤田　麗夏 十日町総合高 北信越総体 11.06.19 福井県営
5 3875 寺澤　晴香 柏崎高 北信越新人 11.10.23 西部緑地公園
6 3848 石川　茉紀 新潟医療福祉大 北信越学生 11.05.22 長野
7 3838 滝沢　美咲 十日町高 県総体 11.05.28 新潟スタジアム
8 3796 河田　栞 長岡商高 北信越総体 11.06.19 福井県営
9 3792 西山　じゅり 新潟商高 北信越新人 11.10.23 西部緑地公園

10 3676 諏訪 加奈江 新潟大 国公立22大学対校 11.09.19 茨城

やり投


