
種目 所属 姓 名

100m ユティック 倉部 勇哉

100m ユティック 岩崎 浩太郎

100m ユティック 平野 直人

100m ユティック 村田 和哉

100m ユティック 仲島 諒

100m ユティック 田中 崇良

100m 新潟市消防局 滝沢 海宇

100m ＹＫＫ 岸 一輝

100m ＹＫＫ 細岡 翔平

100m ダイシンプラント建設(株)　ＴＯＹＡＭＡゼーレ 石丸 純一

100m 金沢村田製作所 八田 雅弘

100m (株)日立産機システム 須貝 光太郎

100m 北陸電力 成瀬 優雅

100m 不二越 佐近 誠司

100m アップルスポーツカレッジ 竹内 駿太

100m アップルスポーツカレッジ 佐藤 嵩瑠

100m アップルスポーツカレッジ 田辺 雄大

100m アップルスポーツカレッジ 浅井 優太

100m アップルスポーツカレッジ 鈴木 健心

100m 合同会社アインクラッド 川尻 アンジェロ実

200m ＹＫＫ 岸 一輝

200m ユティック 倉部 勇哉

200m ユティック 岩崎 浩太郎

200m ユティック 仲島 諒

200m ユティック 田中 崇良

200m 三条信用金庫 村山 大樹

200m おおたスポーツアカデミー 星 慎太郎

200m ダイシンプラント建設(株)　ＴＯＹＡＭＡゼーレ 高木 陸太郎

200m 北越銀行 藤田 英司

200m S- QOL 谷口 雄紀

200m アップルスポーツカレッジ 浅井 優太

200m アップルスポーツカレッジ 佐藤 嵩瑠

200m アップルスポーツカレッジ 鈴木 健心

200m 合同会社アインクラッド 川尻 アンジェロ実



種目 所属 姓 名

400m 加賀市消防本部 宮越 裕太

400m S- QOL 谷口 雄紀

400m 富山県立しらとり支援学校教諭 行方 匠

400m NPO法人黒部アクアアスリーツ 長崎 塁大

400m 金沢大学付属病院 杉下 康裕

400m アップルスポーツカレッジ 本山 翔大

400m ユニティー 川熊 悟

400m 北陸電力 山元 隆寛

400m 北陸電力 高辻 悠

400m 合同会社アインクラッド 川尻 アンジェロ実

800m 南魚沼大和中学校教員 関 翔弥

1500m ＹＫＫ VINCENT KIPKEMOI

1500m ＹＫＫ 才記 壮人

1500m ＹＫＫ 市谷 龍太郎

1500m セキノ興産 小林 巧

1500m 株式会社カラフルカンパニー 芳永 成生

1500m 高田自衛隊 石黒 大晴

1500m アップルスポーツカレッジ 土屋 旦輝

1500m 北陸電力 川合 秀明

5000m ＹＫＫ 後沢 広大

5000m ＹＫＫ VINCENT KIPKEMOI

5000m ＹＫＫ ＡＬＥＸ ＭＷＡＮＧＩ

5000m ＹＫＫ 及川 佑太

5000m ＹＫＫ 山田 直弘

5000m ＹＫＫ 細森 大輔

5000m ＹＫＫ 海老澤 剛

5000m ＹＫＫ 才記 壮人

5000m ＹＫＫ 市谷 龍太郎

5000m ＹＫＫ 鈴木 大貴

5000m ＹＫＫ 竹本 紘希

5000m アップルスポーツカレッジ 安達 奨真

5000m セキノ興産 松宮 祐行

5000m セキノ興産 松宮 祐行

5000m セキノ興産 小林 巧

5000m セキノ興産 狩野 琢巳

5000m セキノ興産 桜庭 宏暢

5000m 高田自衛隊 新井 裕崇



5000m 高田自衛隊 朝賀 勇也

5000m 高田自衛隊 小濱 郁巳

種目 所属 姓 名

5000m 高田自衛隊 金子 慎市

5000m 高田自衛隊 高橋 昭洋

5000m 高田自衛隊 村山 京平

5000m 高田自衛隊 加藤 希典

5000m 高田自衛隊 石黒 大晴

5000m 高田自衛隊 滝川 尚輝

5000m 高田自衛隊 太田 龍星

10000m ＹＫＫ 後沢 広大

10000m ＹＫＫ ＡＬＥＸ ＭＷＡＮＧＩ

10000m ＹＫＫ 鈴木 大貴

10000m ＹＫＫ 細森 大輔

10000m ＹＫＫ 山田 直弘

10000m ＹＫＫ 海老澤 剛

10000m ＹＫＫ 及川 佑太

10000m ＹＫＫ 竹本 紘希

10000m セキノ興産 長谷川 直輝

10000m セキノ興産 岩崎 祐樹

10000m セキノ興産 高橋 功気

10000m セキノ興産 石田 康雄

10000m 高田自衛隊 小濱 郁巳

10000m 高田自衛隊 新井 裕崇

10000m 高田自衛隊 朝賀 勇也

10000m 高田自衛隊 加藤 希典

10000m 高田自衛隊 村山 京平

10000m 高田自衛隊 滝川 尚輝

10000m 高田自衛隊 金子 慎市

10000m 高田自衛隊 高橋 昭洋



種目 所属 姓 名

110mH アサヒ 尾形 晃広

110mH 新潟アルビレックスランニングクラブ 栗城 アンソニー

110mH ＹＫＫ 岸 一輝

110mH 加賀市消防本部 二枚田 一平

110mH ALSOK新潟綜合警備保障㈱ 冨樫 弘平

110mH 金沢大学付属病院 杉下 康裕

110mH 七尾特別支援学校 中田 健太

400mH 新潟アルビレックスランニングクラブ 渡部 佳朗

400mH 新潟アルビレックスランニングクラブ 須貝 充

400mH 加賀市消防本部 宮越 裕太

400mH 富山県総合体育センター 中山 雄大

400mH 富山県立しらとり支援学校教諭 行方 匠

400mH 長岡市立川崎東小学校 小川 達也

400mH 金沢大学付属病院 杉下 康裕

400mH 松山南郵便局 安野 雄人

400mH アップルスポーツカレッジ 田辺 雄大

400mH おおたスポーツアカデミー 星 慎太郎

3000mSC セキノ興産 足立 直哉

3000mSC 糸魚川重工業㈱ 室山 智

5000mW 福井県スポーツ協会 及川 文隆

5000mW NPO法人黒部アクアアスリーツ 山下 優嘉

5000mW 中越よつば森林組合 諏方 元郁



種目 所属 姓 名

4×100ｍＲ 新潟市消防局 川上 匡士

4×100ｍＲ 新潟市消防局 滝沢 海宇

4×100ｍＲ 新潟市消防局 藤間 優介

4×100ｍＲ 新潟市消防局 八木 謙信

4×100ｍＲ ＹＫＫ 細岡 翔平

4×100ｍＲ ＹＫＫ 岸 一輝

4×100ｍＲ ＹＫＫ 谷口 響

4×100ｍＲ ＹＫＫ 山本 純貴

4×100ｍＲ ＹＫＫ 杉本 翼

4×100ｍＲ 加賀市消防本部 二枚田 一平

4×100ｍＲ 加賀市消防本部 宮越 裕太

4×100ｍＲ 加賀市消防本部 村井 豊

4×100ｍＲ 加賀市消防本部 大野 史弥

4×100ｍＲ 加賀市消防本部 坂口 透

4×100ｍＲ 加賀市消防本部 河中 拓郎

4×100ｍＲ ユティック 村田 和哉

4×100ｍＲ ユティック 平野 直人

4×100ｍＲ ユティック 倉部 勇哉

4×100ｍＲ ユティック 仲島 諒

4×100ｍＲ ユティック 田中 崇良

4×100ｍＲ ユティック 岩崎 浩太郎

4×100ｍＲ アップルスポーツカレッジ 佐藤 嵩瑠

4×100ｍＲ アップルスポーツカレッジ 鈴木 健心

4×100ｍＲ アップルスポーツカレッジ 田辺 雄大

4×100ｍＲ アップルスポーツカレッジ 浅井 優太

4×100ｍＲ アップルスポーツカレッジ 竹内 駿太

4×100ｍＲ アップルスポーツカレッジ 長谷川 龍雅

4×100ｍＲ 北陸電力 高辻 悠

4×100ｍＲ 北陸電力 向出 周太

4×100ｍＲ 北陸電力 成瀬 優雅

4×100ｍＲ 北陸電力 岡本 将征

4×100ｍＲ 北陸電力 山元 隆寛

4×100ｍＲ 北陸電力 森崎 亮太



種目 所属 姓 名

4×400ｍＲ 加賀市消防本部 二枚田 一平

4×400ｍＲ 加賀市消防本部 宮越 裕太

4×400ｍＲ 加賀市消防本部 村井 豊

4×400ｍＲ 加賀市消防本部 大野 史弥

4×400ｍＲ 加賀市消防本部 坂口 透

4×400ｍＲ 加賀市消防本部 河中 拓郎

4×400ｍＲ 北陸電力 向出 周太

4×400ｍＲ 北陸電力 川縁 拳大

4×400ｍＲ 北陸電力 森崎 亮太

4×400ｍＲ 北陸電力 山元 隆寛

4×400ｍＲ 北陸電力 高辻 悠

4×400ｍＲ 北陸電力 岡本 将征

J1500m ＹＫＫ 山口 温大

J1500m 高田自衛隊 満澤 辰祥

J1500m 高田自衛隊 太田 龍星

J5000m ＹＫＫ 山口 温大

J5000m 高田自衛隊 満澤 辰祥

走高跳 こども陸上クラブ「ホップ」 川邉 真

走高跳 新潟市消防局 堀 智嗣

走高跳 糸魚川市立糸魚川中学校教員 寺野 善陽

走高跳 高岡市立志貴野中学校 西村 達弥

走高跳 アップルスポーツカレッジ 長谷川 龍雅

走高跳 小浜小学校 永田 哲也

走高跳 新潟市消防局 川上 匡士

走高跳 新潟アルビレックスランニングクラブ 長谷川 直人

走高跳 日本体育施設株式会社北陸営業所 大田 和宏

棒高跳 七尾特別支援学校 中田 健太

走幅跳 北陸電力 岡本 将征

走幅跳 新潟市消防局 八木 謙信

走幅跳 おおたスポーツアカデミー 星 慎太郎

走幅跳 NPO法人かなざわ総合スポーツクラブ 須田 崇

走幅跳 NPO法人黒部アクアアスリーツ 土肥 京矢

走幅跳 ＹＫＫ 谷口 響



走幅跳 福井市役所 小寺 大介

走幅跳 ダイシンプラント建設(株)　ＴＯＹＡＭＡゼーレ 高木 陸太郎

走幅跳 アップルスポーツカレッジ 長谷川 龍雅

走幅跳 加賀市消防本部 二枚田 一平

走幅跳 小松市消防本部 岩崎 友哉

走幅跳 新潟アルビレックスランニングクラブ 松原 瑞貴

種目 所属 姓 名

三段跳 金沢村田製作所 八田 雅弘

三段跳 (株)日立産機システム 須貝 光太郎

三段跳 コマツ 山本 健吾

三段跳 滑川市体育協会 斉藤 圭祐

三段跳 公益財団法人新潟市スポーツ協会 伊藤 太一

三段跳 七尾市役所 田中 翔汰

三段跳 ダイシンプラント建設(株)　ＴＯＹＡＭＡゼーレ 高木 陸太郎

三段跳 NPO法人黒部アクアアスリーツ 林 賢吾

三段跳 新潟アルビレックスランニングクラブ 有松 今日

砲丸投 おおたスポーツアカデミー 星 慎太郎

砲丸投 NPO法人黒部アクアアスリーツ 松井 大輔

砲丸投 小矢部市役所 可西 教秀

砲丸投 認定こども園 つくし幼稚園 相村 崇文

砲丸投 フクビ化学工業(株) 谷崎 良樹

砲丸投 新潟アルビレックスランニングクラブ 佐藤 征平

円盤投 富山小林製薬(株) 井波 晃希

円盤投 小松ウオール工業株式会社 奥村 準哉

円盤投 敦賀市立粟野中学校 山形 洋平

円盤投 新潟アルビレックスランニングクラブ 高倉 星也

ハンマー投 鹿西高校教員 遠藤 克弥

やり投 NPO法人黒部アクアアスリーツ 町野 祐太郎

やり投 ＹＫＫ 杉本 翼

やり投 ＹＫＫ 山本 純貴

やり投 金沢市消防局情報指令課 永江 拓也

やり投 株式会社レオフレスコ 増田 悠悟

やり投 福井県スポーツ協会 長谷川 鉱平


