
第２３回十日町長距離カーニバル

決勝記録一覧表 【期　日】

【男　子】 【競技場】

２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

種  目 氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録

09/23 小学男子 4,56.54 5,12.40 5,13.00 5,16.17 5,18.27 5,22.06 5,22.47 5,24.53

１５００ｍ 吉田小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 吉田小学校 吉田小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

09/23 中学男子 9,08.91 9,10.90 9,11.45 9,18.63 9,20.40 9,21.81 9,24.66 9,26.66

３０００ｍ十日町中条中学校 十日町吉田中学校 分水中学校 十日町吉田中学校 大巻中学校 六日町中学校 柏崎南中学校 小千谷中学校

09/23 中学･一般男 14,59.17 14,59.60 15,04.91 15,06.60 15,08.99 15,09.31 15,12.98 15,14.56

５０００ｍ東京学館新潟高 村上桜ケ丘高校 関根学園高校 関根学園高校 村上桜ケ丘高校 十日町総合高校 東京学館新潟高 佐渡高校

09/23 一般男子 ｼﾞｮﾝ　ﾜｲﾅｲﾅ 29,26.90小沢　　信 29,34.69浅田　洋平 29,36.65川原　崇徳 29,39.14駒形　英也 29,52.43高橋　秀昭 29,59.90河野　孝志 30,16.93奥村隆太郎 30,18.35

１００００ｍ重川材木店 燕陸協 ｾｷﾉ興産 ｾｷﾉ興産 高田自衛隊 重川材木店 重川材木店

【女　子】
２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

種  目 氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録氏名／所属 記  録

09/23 小学女子 2,40.16 2,40.16 2,44.98 2,45.35 2,45.46 2,46.22 2,46.64 2,49.65

８００ｍ松里小学校 湯沢ｽﾎﾟｰﾂｱｸﾃｨﾌﾞ 吉田小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

09/23 中学女子 4,59.37 4,59.55 5,04.25 5,04.88 5,07.78 5,09.53 5,09.99 5,10.83

１５００ｍ下条中学校 燕中学校 小千谷中学校 燕中学校 十日町吉田中学校 分水中学校 下条中学校 妙高高原中学校

09/23 中学･一般女 9,49.79 9,49.91 9,51.48 9,59.30 10,02.38 10,08.60 10,08.68 10,11.33

３０００ｍ三条東高校 新潟商高 新潟明訓高校 新潟商高 十日町高校 三条東高校 新潟商高 十日町中学校

09/23 一般女子 16,07.51石橋　裕子 16,32.50村山　愛美 16,36.70安藤　悠子 16,45.99 16,59.56桜井　弓子 17,08.19木内　裕貴 17,08.74

５０００ｍ新潟明訓高校 大会新 大会新 大会新 新潟明訓高校

日 観測時間 天候 気温 風向 風速 湿度

09/23 10:00 雨 17.5℃ 北北西 90%

12:00 雨 17.5℃ 南南東 85% 角山　俊文 記録主任： 俵山　慈郎
15:00 雨 18.0℃ 南南東 85%

18:00 曇 16.5℃ 南東 90% 　　　　　　　　　　　　　　　主催・主管：十日町市陸上競技協会

（大会ｺｰﾄﾞ10160718）                                              　　　

平成22年９月23日(木)

162050  新潟・十日町市陸上競技場(第2種)

1位

月/日

中島　夕和(6) 横山　　徹(6) 斎藤　陵弥(6) 中嶋竜之介(5) 佐藤　　寛(6) 石倉　真旺(6) 阿部　爽真(4) 太島　綾志(6)

南魚沼JRC 城ヶ丘XC

庭野　慎吾(3) 春日　耀介(3) 水落　秋里(3) 柳　　大地(3) 笠原　政人(3) 山田　　快(1) 高野　康太(3) 岩淵　俊也(3)

佐藤　　舜(3) 新村　健太(2) 金森　寛人(2) 宮尾　歩夢(3) 太田　達之(3) 山本　貴紀(3) 原　由樹人(2) 渡辺　大貴(1)

JR東日本ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

1位

月/日

柳　　依里(6) 長谷川怜奈(6) 小嶋　優莉(6) 高村ひなた(6) 高橋　　柚(6) 豊島　彩水(6) 宮園　侑希(6) 石澤　真希(5)

安塚JXC 下条JXC 城ヶ丘XC 中里XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

小宮山冬花(2) 和平枝里子(2) 平沢　笑莉(3) 板垣　有紀(2) 佐野　涼香(2) 近藤　遼佳(2) 近藤　彩香(2) 石曾根由佳(2)

高山　琴海(3) 藤森　　彩(3) 山本　　咲(3) 中山　成美(2) 佐野実和子(2) 川口　詩織(3) 幾野由里亜(2) 関口　　悠(3)

横山　みわ(2) 渡邊　紗英(2)

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

0.3m／sec
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