
陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小学男子 09/23  1  5,47.94  2  5,52.95  3  5,54.15  4  5,58.99

１５００ｍ TAC
 5  6,10.06  6  6,10.60  7  6,13.55  8  6,18.90

 9  6,27.75 10  6,29.40 11  6,37.33 12  6,39.59

13  6,39.61 14  6,44.72 15  6,49.19 16  6,49.36
TAC TAC TAC

17  7,06.60 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    

 1  5,24.81  2  5,42.90  3  5,45.48  4  5,50.56
五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

 5  5,52.27  6  5,52.31  7  5,53.11  8  5,59.81
吉田小学校 TAC

 9  6,07.36 10  6,08.64 11  6,15.79 12  6,22.16
五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 津南小学校 鐙島小学校

13  6,22.64 14  6,26.26 15  6,28.77 16  6,37.13
鐙島小学校 松里小学校

棄権    棄権    棄権    
TAC 鐙島小学校 東小学校

 1  5,34.65  2  5,38.41  3  5,39.21  4  5,42.21
吉田小学校 松里小学校 鐙島小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

 5  5,43.86  6  5,50.96  7  5,52.33  8  5,56.40
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

 9  5,57.03 10  5,57.40 11  5,59.14 12  6,01.24
TAC 鐙島小学校

13  6,01.30 14  6,01.63 15  6,02.81 16  6,40.35
五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 津南小学校 TAC

棄権    棄権    棄権    
吉田小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

 1  4,56.54  2  5,12.40  3  5,13.00  4  5,16.17
吉田小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 吉田小学校

 5  5,18.27  6  5,22.06  7  5,22.47  8  5,24.53
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

 9  5,26.93 10  5,27.56 11  5,29.53 12  5,31.53
千手小学校 鐙島小学校 千手小学校 吉田小学校

13  5,40.00 14  5,40.45 15  5,45.28 16  5,47.94
中条小学校 中条小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

17  5,53.43 18  6,16.52 棄権    
五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 鐙島小学校

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

 1組 加藤　成貴(5) 豊岡　真生(6) 山本　大晴(4) 山田　駿平(4)
南魚沼JRC 南魚沼JRC 南魚沼JRC

中俣　日向(4) 小宮山知輝(6) 山田　晋平(4) 山崎　　凌(4)
南魚沼JRC 南魚沼JRC 下条JXC 南魚沼JRC

小幡龍太郎(4) 田村　一磨(2) 阿部　大成(4) 小林　大海(4)
南魚沼JRC 南魚沼JRC 下条JXC 下条JXC

山本隆士朗(4) 佐藤　永紀(2) 登坂友之介(3) 根津　海里(2)
南魚沼JRC

飯塚耕太郎(5) 水落　雄樹(4) 渡邉　拓真(6)
南魚沼JRC 下条JXC 南魚沼JRC

 2組 池田淳之介(6) 羽吹　唯人(5) 吉田　圭佑(6) 渡邊柊太朗(5)
城ヶ丘XC 南魚沼JRC 城ヶ丘XC

戸田　龍弥(5) 関口　　樹(4) 小野塚敢太(4) 佐藤　　州(6)
南魚沼JRC 城ヶ丘XC

小林　甲兒(4) 夏井　智隆(5) 大口　薫輝(5) 栗林　尚矢(5)
上郷RC

尾身　悠人(4) 高橋　　基(5) 若井　　潤(4) 志賀　龍太(4)
上郷RC 安塚JXC

大嶋　　拓(5) 俵山　哲多(4) 大嶋　　拓(5)

 3組 中嶋　　翔(5) 高橋　夏輝(6) 斎木　渉太(5) 高橋　幸大(5)

相崎　有哉(6) 豊島　悠介(3) 丸山　大輔(6) 斎藤　崇弥(4)
下条JXC

山口　泰生(5) 村山　虹気(6) 中俣　旭日(6) 宮内　大地(5)
下条JXC 南魚沼JRC

樋口　千樹(3) 板場　守生(6) 涌井　翔太(6) 小杉　淳也(5)
下条JXC

小林　啓輔(5) 小野塚光星(4) 望月　優大(5)
安塚JXC

 4組 中島　夕和(6) 横山　　徹(6) 斎藤　陵弥(6) 中嶋竜之介(5)
南魚沼JRC

佐藤　　寛(6) 石倉　真旺(6) 阿部　爽真(4) 太島　綾志(6)
城ヶ丘XC

渡邊　大虎(6) 佐野　　翼(5) 小林　浩大(6) 柳　　　悠(6)

大橋　　直(6) 清水　蓮太(6) 石栗飛雄馬(6) 岩尾　太陽(4)
安塚JXC

渡辺　光稀(4) 水落　智哉(6) 俵山　舜平(6)
下条JXC



陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

中学男子 09/23  1 10,46.36  2 10,49.09  3 11,03.43  4 11,03.96
３０００ｍ 妙高高原中学校 十日町中条中学校 小千谷中学校 十日町中条中学校

 5 11,07.47  6 11,09.03  7 11,12.57  8 11,27.10
十日町中条中学校 津南中等教育学校 塩沢中学校 松代中学校

 9 11,30.62 10 11,33.49 11 11,36.93 12 11,37.30
小千谷中学校 津南中等教育学校 松代中学校 小千谷中学校

13 11,40.81 14 11,43.12 15 11,45.58 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
大和中学校 東北中学校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
大和中学校 松代中学校 十日町中条中学校 十日町中条中学校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    
妙高高原中学校 下条中学校 東小千谷中学校

棄権    棄権    棄権    棄権    
東北中学校 津南中等教育学校 十日町中条中学校 十日町吉田中学校

 1 10,36.70  2 10,39.22  3 10,44.41  4 10,44.64
松代中学校 小千谷中学校 三条第一中学校

 5 11,01.08  6 11,04.11  7 11,06.88  8 11,09.16
十日町南中学校 大巻中学校 小千谷中学校

 9 11,10.27 10 11,16.80 11 11,19.51 12 11,19.98
妙高中学校 塩沢中学校 新潟第一中学校

13 11,32.59 14 11,33.00 15 11,33.01 16 11,33.06
見附中学校 見附中学校 大和中学校 小千谷中学校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
十日町中学校 川西中学校 妙高中学校 妙高中学校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
中郷中学校 中郷中学校 中郷中学校 中郷中学校

棄権    棄権    棄権    
松代中学校 大巻中学校 大和中学校

 1 10,38.69  2 10,42.45  3 10,49.50  4 10,51.94
松代中学校 塩沢中学校 津南中等教育学校 小千谷中学校

 5 10,54.00  6 10,54.05  7 11,05.21  8 11,06.37
塩沢中学校 中郷中学校 下条中学校 津南中等教育学校

 9 11,07.84 10 11,08.81 11 11,08.93 12 11,11.95
東小千谷中学校 中之島中学校 大和中学校 妙高中学校

13 11,23.23 14 11,23.51 15 11,27.42 16 11,28.24
中里中学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 中之島中学校 分水中学校

17 11,32.77 18 11,33.89 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
塩沢中学校 燕中学校 上郷中学校 上郷中学校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
津南中等教育学校 分水中学校 分水中学校 安塚中学校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    
安塚中学校 中郷中学校

 1組 竹田　翔哉(3) 岩田　滉樹(3) 木島　魁飛(1) 水落　勁介(3)

黒部　佑也(3) 大口　悠葵(2) 高野　堅也(2) 佐藤　　仁(1)

渡部　　匠(1) 種村　　樹(1) 小堺　樹生(1) 窪田　　翼(1)

塚野　遼太(1) 宮崎　貴也(1) 松澤幸太郎(1) 遠藤　雅之(1)
愛宕TFC 愛宕TFC

山崎　来人(1) 桑原　雄哉(1) 高橋　竜馬(2) 橋本　雄太(2)

高橋　佑輔(1) 山田　宗真(1) 笠原　祥吾(1) 星野　竜也(1)
南魚沼JRC

坂井　慶至(1) 小林　　大(1) 長島　亮輔(2) 岩澤　樹生(1)

 2組 今井　優汰(2) 若山　陽太(3) 五十嵐友樹(1) 高山　晴樹(1)
南魚沼JRC

福崎　　亮(2) 奥村　大樹(2) 石塚　将生(2) 村田　怜音(1)
愛宕TFC

飯吉　哲平(1) 阿部　真大(1) 飯塚　大輔(2) 稲葉　　祥(1)
南魚沼JRC

久須美智裕(1) 山谷　裕哉(1) 関　　政博(2) 渡辺　雄大(3)

萩谷英一郎(2) 小川　敦也(2) 山崎　海渡(1) 峰村　創太(1)

竹内　直哉(2) 関原　純平(1) 近藤　光也(1) 西野　侑汰(1)

小嶋　圭太(2) 山崎　翔太(3) 今井　　力(1)

 3組 山本　　潤(1) 長谷川　柊(1) 桒原　龍弥(1) 岩田　航平(1)

貝瀬　聖哉(2) 湯本　光樹(3) 上村　　翼(2) 保坂　　実(1)

杵淵　知宙(1) 小林　文斗(1) 石川　夕生(1) 田地野翔也(2)

竹藤　　成(2) 菊池　柊也(1) 吉田　勝利(1) 吉原　弦生(1)

小林　雅輝(2) 清野　晃広(1) 鳴海　大地(3) 西澤　克海(1)

渡邊　　就(1) 三浦　正人(1) 堀内　拓真(1) 岡本　裕輔(3)

外立　郁矢(3) 藤井　祐希(3)



陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

 1 10,00.39  2 10,03.04  3 10,19.79  4 10,20.17
妙高中学校 広神中学校 十日町南中学校 広神中学校

 5 10,20.21  6 10,22.68  7 10,23.18  8 10,34.36
津南中等教育学校 下条中学校 下条中学校 広神中学校

 9 10,34.62 10 10,36.31 11 10,38.50 12 10,43.92
大巻中学校 新潟第一中学校 柏崎南中学校 大和中学校

13 10,44.58 14 10,47.38 15 10,49.57 16 10,50.11
下条中学校 塩沢中学校 中郷中学校 中郷中学校

17 10,55.11 18 10,55.22 19 10,58.09 20 11,09.30
分水中学校 東北中学校 湯沢中学校 見附中学校

21 11,24.00 22 11,27.50 23 11,30.74 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
塩沢中学校 分水中学校 分水中学校 分水中学校

棄権    棄権    棄権    棄権    
下条中学校 津南中等教育学校 見附中学校 松代中学校

 1 10,09.17  2 10,18.31  3 10,18.45  4 10,36.44
下条中学校 広神中学校 妙高中学校 中郷中学校

 5 10,36.98  6 10,40.04  7 10,42.01  8 10,42.47
塩沢中学校 中郷中学校 東北中学校 大和中学校

 9 10,43.13 10 10,43.51 11 10,43.73 12 10,45.35
分水中学校 大和中学校 広神中学校 大巻中学校

13 10,46.14 14 10,46.43 15 10,49.93 16 10,50.68
塩沢中学校 六日町中学校 小千谷中学校 東北中学校

17 10,52.64 18 10,52.93 19 10,53.47 20 10,54.15
中郷中学校 上郷中学校 上郷中学校

21 10,57.30 22 10,58.84 23 11,13.72 24 11,22.43
分水中学校 安塚中学校 安塚中学校 安塚中学校

25 11,30.51 棄権    棄権    
十日町吉田中学校 小千谷中学校 安塚中学校

 1  9,55.11  2 10,02.06  3 10,10.61  4 10,11.04
塩沢中学校 広神中学校 妙高中学校 松代中学校

 5 10,11.66  6 10,14.51  7 10,15.36  8 10,21.62
新潟第一中学校 塩沢中学校 燕中学校 中之島中学校

 9 10,24.38 10 10,24.94 11 10,25.26 12 10,25.29
十日町中学校 新潟第一中学校 中郷中学校 中郷中学校

13 10,25.58 14 10,25.88 15 10,29.17 16 10,29.78
小千谷中学校 三条第一中学校 中里中学校 妙高中学校

17 10,31.03 18 10,31.40 19 10,31.82 20 10,32.25
小千谷中学校 東北中学校 東北中学校 中里中学校

21 10,35.11 22 10,35.47 23 10,47.88 24 10,52.73
中里中学校 妙高中学校 十日町中条中学校

25 11,01.89 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    
中里中学校 妙高高原中学校 小千谷中学校

 4組 川上　陽祐(3) 高橋　一穂(1) 高橋　吉希(2) 矢久保大介(1)

桑原　　陸(1) 角山　優介(3) 村山遼太郎(3) 桑原　　悠(1)

桑原　将太(3) 本永　有輝(2) 村田　一心(2) 小泉　祐太(2)

山田　一樹(2) 貝瀬　晴紀(2) 御所窪裕太(1) 荻野　悠希(1)

吉田　昇平(3) 吉井　亮太(1) 南雲　　颯(2) 佐藤　雄基(2)

堀　　涼佑(1) 渡辺　　真(1) 野崎　喜仁(1) 渡辺　隼汰(3)

高橋　竜太(1) 春日　結汰(2) 櫻井　望史(3) 山本　　涼(3)

 5組 小原　漫将(2) 今井　健太(3) 大久保　航(3) 丸山　敏幸(3)

湯本　貴大(2) 関原　智生(3) 安部　義紀(2) 上村　倭人(1)

若林　聖真(2) 桒原　陽太(3) 星野　純平(2) 笠原　快生(1)

鈴木　裕輔(2) 駒形　夏樹(2) 広野　　響(1) 三浦　　望(2)

山下　貴臣(2) 斎藤　魁人(2) 久保田祐介(3) 小林　史弥(1)
愛宕TFC

中沢　祥太(3) 山口　大貴(2) 南雲　聖広(2) 志賀　庄平(2)

福原　　啓(2) 風間　　迅(3) 清野　　陸(1)

 6組 長田　光平(3) 桜井　　空(2) 霜鳥　立実(3) 柳　　拓夢(3)

五十嵐駿一(2) 田中　悠登(3) 加藤　真生(2) 多田　大地(3)

村山　　寿(2) 佐久間　雪(2) 宮下　眞旺(1) 八木　孝平(3)

星野　隼佑(2) 若林　　諒(2) 丸山　輝久(3) 関原　　諒(3)

瀬沼　翔人(2) 井田　勇人(2) 立神　皓基(2) 藤田　　拳(3)

服部　風馬(1) 宮下　卓也(2) 峰岸　祐也(3) 五十嵐　蛍(2)
愛宕TFC

石澤譲一郎(1) 岡田　都夢(3) 和田　　歩(3)



陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

 1  9,42.97  2  9,54.23  3  9,55.14  4  9,58.64
下条中学校 中里中学校 六日町中学校 下条中学校

 5 10,01.59  6 10,01.73  7 10,02.96  8 10,03.59
十日町中条中学 津南中等教育学校 見附中学校 十日町吉田中学校

 9 10,09.44 10 10,12.21 11 10,18.27 12 10,20.40
柏崎南中学校 六日町中学校 大和中学校 広神中学校

13 10,20.69 14 10,30.44 15 10,30.91 16 10,34.33
燕中学校 六日町中学校 東小千谷中学校 燕中学校

17 10,37.31 18 10,37.76 19 10,38.35 20 10,40.46
川西中学校 川西中学校 小千谷中学校 川西中学校

21 10,43.73 22 10,46.78 23 10,55.76 24 11,01.23
十日町中学校 東小千谷中学校 燕中学校 川西中学校

25 11,30.89 棄権    棄権    
燕中学校 見附中学校 燕中学校

 1  9,38.56  2  9,46.01  3  9,47.72  4  9,49.95
十日町吉田中学校 十日町中学校 十日町中学校

 5  9,49.97  6  9,50.84  7  9,51.86  8  9,52.19
六日町中学校 見附中学校 東小千谷中学校

 9  9,52.62 10  9,56.13 11  9,56.62 12  9,58.42
十日町吉田中学校 十日町中学校 見附中学校 十日町吉田中学校

13  9,58.43 14 10,01.20 15 10,05.51 16 10,07.84
妙高中学校 下条中学校 新潟第一中学校 小千谷中学校

17 10,08.06 18 10,08.33 19 10,14.86 20 10,21.07
十日町吉田中学校 十日町吉田中学校 広神中学校

21 10,21.68 22 10,27.30 23 10,27.31 24 10,30.98
東小千谷中学校 十日町中学校 十日町中学校 十日町中学校

25 10,32.31 棄権    棄権    
東小千谷中学校 中之島中学校 東小千谷中学校

 1  9,28.76  2  9,32.96  3  9,33.06  4  9,35.77
津南中等教育学校 中里中学校 十日町吉田中学校 大和中学校

 5  9,37.42  6  9,38.50  7  9,46.55  8  9,52.67
湯沢中学校 小千谷中学校 広神中学校 妙高高原中学校

 9  9,52.82 10  9,54.62 11  9,55.52 12  9,58.11
下条中学校 広神中学校 塩沢中学校 中里中学校

13  9,58.30 14 10,04.04 15 10,08.50 16 10,16.35
妙高高原中学校 川西中学校 新潟第一中学校 妙高高原中学校

17 10,18.98 18 10,21.37 19 10,21.58 20 10,24.33
塩沢中学校 妙高高原中学校 燕中学校 新潟第一中学校

21 10,25.67 22 10,31.44 23 10,42.12 棄権    
大巻中学校 城内中学校 大巻中学校 燕中学校

棄権    棄権    
川西中学校 葵中学校

 7組 藤田　秀吾(3) 太島　健斗(3) 町田　哲平(3) 小林　万修(1)

山岸　隼人(3) 山本　悠生(2) 星野　智昭(3) 佐野　　翔(2)

田邉　慎吾(1) 山田　　魁(2) 上村　雄瑠(3) 高橋　爽也(2)

小池　椋介(1) 本田　義徳(3) 杵淵　純也(2) 明田　栄吾(2)

丸山　　結(3) 片桐　祐太(3) 丸山　颯太(1) 佐藤　春輝(2)

庭野　　司(1) 笹岡　巧人(2) 池田　省吾(1) 渡貫　多聞(3)

堀田　湧介(1) 大箭　　歩(3) 堀田　大地(3)

 8組 小澤　　幹(3) 太島　玲人(3) 塚野　健太(3) 尾身　拓馬(3)
愛宕TFC

泉田　湧哉(2) 金子　真悟(3) 杵渕　俊之(3) 塚野　優樹(3)
愛宕TFC

関口　　恭(1) 中村　和輝(3) 近藤　宏紀(3) 廣田　珠輝(1)

長田　公喜(2) 小林　大輝(3) 齋藤　悠介(2) 鈴木　達也(2)

春日　　惇(2) 春日　景太(2) 古川　未波(3) 茂野　和樹(3)
愛宕TFC

武田　純弥(3) 小林　生知(3) 根津　勇介(3) 関口　昌史(3)

黒崎駿太郎(3) 馬場　佳祐(3) 水本　　遼(2)

 9組 丸山秋日呼(3) 富井　寿大(2) 柳　　恵汰(3) 松原　修平(3)

阿部　正太(2) 遠山　一輝(3) 富永　真志(3) 築田　歩夢(3)

山田　尚弥(3) 金沢　直人(3) 宇賀山正隆(3) 南雲　貴裕(3)

畔上　和弥(2) 庭野　勇吾(2) 内山　陽介(3) 山川　　拓(2)

山田　頌吾(3) 松本　勇斗(3) 藤田　大輝(3) 荒居　大輝(2)

山田　照明(3) 松田　文哉(3) 上村真之介(3) 武田　竜馬(3)

丸山　奨平(3) 真柄　幸季(3)



陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

 1  9,08.91  2  9,10.90  3  9,11.45  4  9,18.63
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

 5  9,20.40  6  9,21.81  7  9,24.66  8  9,26.66
大巻中学校 六日町中学校 柏崎南中学校 小千谷中学校

 9  9,26.70 10  9,26.71 11  9,28.48 12  9,31.98
燕中学校 燕中学校 中之島中学校 十日町吉田中学校

13  9,33.07 14  9,33.50 15  9,35.23 16  9,35.65
小千谷中学校 分水中学校 小千谷中学校 柏崎南中学校

17  9,36.07 18  9,36.75 19  9,36.91 20  9,38.78
城内中学校 川西中学校 十日町吉田中学校 十日町吉田中学校

21  9,41.05 22  9,44.82 23  9,47.67 24  9,48.88
十日町中学校 塩沢中学校 小千谷中学校 分水中学校

25 10,17.50 棄権    
下条中学校 安塚中学校

中学･一般男子 09/23  1 16,55.99  2 16,56.75  3 17,03.98  4 17,05.33
５０００ｍ 十日町高校 津南中等教育学校 小千谷高校 小千谷高校

 5 17,05.36  6 17,09.26  7 17,09.82  8 17,16.59
新発田南高校 柏崎工業高校 北越高校 新潟商高

 9 17,24.96 10 17,37.86 11 17,38.97 12 17,40.09
新潟南高校 小千谷高校 長岡商業高校 新潟南高校

13 17,44.13 14 17,44.74 15 17,45.17 16 17,45.23
六日町高校 小千谷高校 小出高校 十日町高校

17 18,01.11 18 18,04.89 19 武江　裕生 18,06.59 20 18,17.00
新発田南高校 長岡高校 津南中等教育学校 新潟西高校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
八海高校 新発田南高校 長岡高校 新潟東高校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    
北越高校 十日町高校 小千谷高校

10組 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)

小池　雄介(3) 松山　　響(3) 高橋　　凌(2) 林　　昴平(2)

高野　　純(3) 岸本　克佳(2) 細金　俊明(3) 近藤　　航(3)

上村　祐也(3) 野沢　悠太(3) 宮崎　大樹(2) 柳　　暁人(3)

小林　　響(3) 陸川　雄太(3) 滝澤　昂大(3) 山田　大貴(2)

丸山　陽平(3) 小林　龍柱(2)

 1組 中島　健太(1) 石田　　考(1) 佐治　圭介(1) 佐々木健太郎(1)

高澤　巨樹(1) 山田　直弥(1) 小出　大輝(2) 伊藤　広大(1)

北井　俊也(2) 藤塚　晃佑(1) 田伏　健人(1) 木下　　惇(2)

星野　伸晴(1) 佐藤　雅一(1) 佐藤　高嶺(2) 中町　良樹(1)

本保　　将(1) 藤巻　　海(1) 小山　智也(1)

羽鳥　太郎(1) 坂爪　宗平(1) 渡辺　　広(2) 渡邊　勇也(1)

中野　直輝(1) 吉野　隆太(2) 高橋　幹久(2)



陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

 1 16,31.67  2 16,40.09  3 16,53.44  4 16,53.49
長岡商業高校 八海高校 長岡大手高校 長岡大手高校

 5 16,54.75  6 16,55.74  7 16,56.30  8 16,58.72
六日町高校 三条東高校 三条東高校 六日町高校

 9 17,03.01 10 17,03.93 11 加藤　　拓 17,06.22 12 17,08.30
新潟東高校 新発田南高校 白根ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 六日町高校

13 17,09.42 14 17,18.38 15 17,28.68 16 17,29.68
小出高校 十日町総合高校 巻高校 小千谷高校

17 17,35.60 18 17,38.38 19 17,41.63 20 17,56.72
長岡工業高校 長岡大手高校 長岡工業高校 小出高校

21 17,57.80 22 18,06.52 23 近　　郁武 18,13.41 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
小出高校 新潟南高校 新潟青陵大学職 関根学園

阿部　正典 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    棄権    
安塚高松之山分校 小出高校

 1 16,13.06  2 樋口　佳和 16,17.06  3 16,26.00  4 16,26.05
新潟第一高校 柏崎市役所 巻高校 中越高校

 5 16,27.01  6 16,28.57  7 16,28.68  8 16,28.70
新潟第一高校 長岡高校 中越高校 十日町高校

 9 16,30.57 10 16,37.70 11 16,38.61 12 16,39.33
長岡高校 長岡商業高校 巻高校 北越高校

13 豊島　良二 16,40.58 14 16,45.53 15 福永　勝康 16,49.77 16 木竜　俊一 16,54.00
柏崎ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 柏崎工業高校 柏崎ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 白根ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

17 17,01.48 18 17,05.19 19 17,18.93 20 17,28.28
新潟東高校 中越高校 新発田南高校 小出高校

21 17,38.51 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    桑山　浩伸　 棄権    
北越高校 小千谷西高校 中越高校 柏崎ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

太島　　誠 棄権    棄権    辻本　雅雄 棄権    
十日町吉田中教 新潟第一高校 燕陸協

 1 16,01.00  2 16,01.08  3 16,05.82  4 高井　　滋 16,06.69
十日町総合高校 長岡商業高校 十日町高校 三条陸協

 5 16,06.91  6 廣田　友幸 16,07.52  7 16,16.30  8 16,27.30
十日町高校 燕陸協 佐渡高校 関根学園

 9 16,28.73 10 16,29.25 11 16,30.16 12 16,31.61
十日町総合高校 十日町総合高校 十日町総合高校 新潟産業大学

13 田中　正志 16,34.66 14 小島　達也 16,54.31 15 16,54.45 16 16,57.05
水沢化学 能生陸上ｸﾗﾌﾞ 新発田南高校 柏崎工業高校

17 鈴木　圭輔 16,57.16 18 17,07.56 19 17,15.36 20 17,17.61
豊栄駅伝ｸﾗﾌﾞ 新発田南高校 安塚高校 新発田南高校

21 17,25.32 22 鈴木　直樹 17,26.15 23 17,30.74 24 17,33.36
柏崎工業高校 阿賀野市陸協 六日町高校 新発田南高校

25 17,48.63 小川　友一 棄権    棄権    
新発田南高校 新潟北陸協 長岡工業高校

 2組 関本　淑敏(1) 登坂新之介(1) 加藤　　遼(1) 清水　孝史(1)

押木　颯馬(1) 折原　庸介(2) 小林　和誉(1) 佐藤　航輔(1)

徳重　勝也(1) 渋谷　高晃(1) 池田　慶祐(1)

関矢　貴樹(1) 種村　豪太(1) 小林　勇斗(2) 渡辺　悠人(2)

太田　　愁(2) 吉田　寛人(1) 高井　和輝(2) 桑原　祥太(2)

星野　大樹(1) 高野　来希(1) 太田　拓海(1)

高澤　遼平(1) 服部　大翔(2)
AFAS村上

 3組 伊藤　直之(1) 板垣賢太朗(1) 富永　翔太(2)

中川　誠斗(1) 小林　裕樹(2) 山崎　　超(1) 吉澤　拓真(1)

鈴木　克弥(2) 若林　　竜(3) 山際　健吾(2) 高口　正人(1)

桑原　真也(2)

山田　大智(1) 可児　雄也(2) 吉田慎太郎(2) 鈴木　駿介(2)

高橋　達哉(2) 大窪　　渉(2) 遠藤　　晃(2)

小山　祐樹(2)

 4組 橋本　将弥(1) 森山　　亮(3) 太田　将史(1)

志賀　文也(1) 吉田　優人(1) 内田　卓也(2)

高橋　　雄(2) 南雲　春樹(2) 村山　　翼(3) 田村　勇人(2)

高橋良太郎(1) 小山　祐人(3)

大沼　　智(2) 美濃輪　歩(1) 大盛　　駿(2)

吉川　尚汰(2) 西馬　準貴(2) 熊倉　健太(2)

斎藤圭一郎(3) 丸田　大樹(3)



陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

 1 丸山潤一郎 16,00.33  2 16,04.17  3 櫻井　貴文 16,07.15  4 16,09.64
佐渡高校教員 中越高校 燕陸協 長岡商業高校

 5 16,10.86  6 16,11.71  7 16,14.03  8 16,15.09
小出高校 小出高校 小出高校 小出高校

 9 16,15.11 10 小池　一浩 16,24.74 11 16,27.98 12 16,28.71
六日町高校 白根ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 小出高校 安塚高校

13 16,34.01 14 16,34.53 15 石垣　恵太 16,34.97 16 16,36.38
六日町高校 八海高校 柏崎ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 長岡工業高校

17 16,38.91 18 16,43.61 19 島影　政宏 16,48.28 20 16,49.17
小千谷高校 小千谷西高校 ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ 村上桜ケ丘高校

21 16,57.83 22 17,46.84 23 大橋　　城 18,11.36 浜田　　樹 棄権    
長岡高校 小千谷高校 十日町市陸協 ﾎｸﾚﾝ

宮川　　充 棄権    阿部　一彦 棄権    棄権    
新潟南区陸協 能生陸上ｸﾗﾌﾞ 長岡高校

 1 15,45.59  2 15,51.24  3 15,58.44  4 藤井　博史 15,59.12
長岡商業高校 長岡商業高校 小出高校 燕陸協

 5 由井健太郎 16,00.79  6 16,03.05  7 16,07.57  8 町野　隼人 16,09.63
三条陸協 十日町総合高校 柏崎工業高校 十日町市陸協

 9 16,10.41 10 16,10.95 11 星野　健市 16,15.54 12 16,16.64
柏崎工業高校 小出高校 豊栄駅伝ｸﾗﾌﾞ 村上桜ケ丘高校

13 16,17.62 14 16,21.77 15 宮村　正俊 16,22.11 16 小林　昌範 16,24.82
村上桜ケ丘高校 長岡大手高校 胎内市役所 豊栄駅伝ｸﾗﾌﾞ

17 16,33.52 18 16,41.29 19 16,43.49 20 16,44.51
関根学園 十日町高校 十日町高校 長岡工業高校

21 16,44.61 22 16,48.09 23 大谷　一也 16,56.81 24 南波　佑輔 17,00.36
十日町高校 小千谷高校 長岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 柏崎ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

25 17,00.85 26 水落　　稔 17,18.68 棄権    
村上桜ケ丘高校 十日町市役所 巻高校

 1 15,36.51  2 15,36.76  3 15,41.60  4 15,43.80
東京学館新潟高 関根学園 柏崎工業高校 長岡高校

 5 15,44.76  6 本間　　聡 15,47.02  7 15,49.70  8 15,49.74
十日町総合高校 豊栄駅伝ｸﾗﾌﾞ 東京学館新潟高 東京学館新潟高

 9 15,52.70 10 15,57.45 11 15,58.10 12 15,59.67
佐渡高校 長岡高校 十日町総合高校 関根学園

13 16,03.68 14 16,09.01 15 16,09.20 16 16,10.11
長岡大手高校 中越高校 柏崎工業高校 長岡大手高校

17 皆川　祐一 16,24.29 18 田中　公人 16,25.90 19 五十嵐　晋 16,30.09 20 16,31.46
南魚陸協 豊栄駅伝ｸﾗﾌﾞ 長岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 佐渡高校

21 16,36.60 22 16,49.33 23 16,55.98 途中棄権
東京学館新潟高 小千谷高校 東京学館新潟高 東京学館新潟高

樋口　光介 棄権    棄権    棄権    
妙高市陸協 新潟第一高校 東京学館新潟高

 5組 高橋　　悠(3) 竹中　淳朗(1)

富永　隆二(2) 星　　宇宙(2) 堀　　陽向(1) 南雲　湧成(1)

柳　　成彦(2) 井上　誠也(2) 山口　貴之(2)

大羽賀裕輔(1) 見留　翔悟(2) 永原　雄太(3)

渡辺　十夢(1) 須田　海斗(2) 大滝　尚哉(1)

江口　　昴(2) 高島　　寛(1)

田中　健太(1)

 6組 原　　雄輔(3) 関根　三晟(2) 長谷川　孔(2)

大橋　　健(3) 名塚　翔一(2)

板谷　航平(2) 滝沢　一樹(2) 大倉　　慎(1)

中澤　　洸(1) 勝又　悠太(2)

宮崎　大地　(1) 小林誠一朗(1) 阿部　真也(3) 長部　吉彦(3)

関谷　　徹(3) 小嶋　将裕(2)

渡邊　和真(1) 長谷川進毅(2)

 7組 小林　宅哉(1) 田中　祥幸(1) 戸澤　俊介(2) 小池　　潤(2)

山田　太郎(3) 高塩　　稜(1) 小澤　健斗(1)

門口　伸吾(2) 佐藤　佑哉(2) 鈴木　健太(2) 米川　将紀(1)

林　　　尚(2) 勝又　　輝(1) 佐々木　弘(2) 金内　高大(1)

菊池　優太(2)

橋本　晃佑(1) 関　　駿平(2) 藤井　　竜(1) 川上　晃平(1)

伊藤　拓弥(2) 小泉　直人(3)



陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

 1 15,28.79  2 15,31.77  3 15,32.54  4 15,38.15
新潟第一高校 村上桜ケ丘高校 十日町高校 小出高校

 5 15,40.08  6 高野　裕樹 15,41.13  7 15,44.67  8 15,46.28
佐渡高校 長岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 十日町高校 関根学園

 9 15,49.95 10 張戸　隆行 15,50.41 11 15,51.54 12 15,53.97
小出高校 若月鋳工所 関根学園 新潟第一高校

13 根立　友樹 15,54.02 14 15,54.28 15 丸山　　翔 15,56.06 16 15,56.13
長岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 新発田南高校 Bears 村上桜ケ丘高校

17 15,56.27 18 15,57.30 19 15,57.66 20 15,58.00
村上桜ケ丘高校 村上桜ケ丘高校 佐渡高校 十日町高校

21 16,01.26 22 川上　美彦 16,08.94 23 16,09.62 24 16,32.03
十日町高校 長岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 村上桜ケ丘高校 北越高校

25 三本　健志 16,35.11 26 17,01.13 棄権    
見附市消防本部 新発田南高校 村上桜ケ丘高校

 1 15,21.19  2 15,21.56  3 15,24.19  4 15,27.10
東京学館新潟高 中越高校 東京学館新潟高 佐渡高校

 5 15,27.43  6 五十嵐　亘 15,29.24  7 中村　雄輔 15,31.04  8 15,34.94
東京学館新潟高 新発田自衛隊 新発田自衛隊 十日町高校

 9 平山　洋亮 15,35.80 10 小林　真也 15,36.40 11 小林　和也 15,37.11 12 15,37.55
新発田自衛隊 新潟西高校教員 秋葉区陸協 村上桜ケ丘高校

13 栗林　直輝 15,43.57 14 瀧澤　翔太 15,43.89 15 15,44.58 16 15,46.24
長岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 十日町市役所 中越高校 東京学館新潟高

17 15,50.80 18 15,51.13 19 15,53.65 20 15,55.89
柏崎工業高校 中越高校 北越高校 関根学園

21 16,25.48 22 17,02.63 23 17,09.12 棄権    
村上桜ケ丘高校 関根学園 中越高校 関根学園

村上　貴彦 棄権    棄権    棄権    
長岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 中越高校 中越高校

 1 14,59.17  2 14,59.60  3 15,04.91  4 15,06.60
東京学館新潟高 村上桜ケ丘高校 関根学園 関根学園

 5 15,08.99  6 15,09.31  7 15,12.98  8 15,14.56
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

 9 板垣　雄三 15,19.09 10 15,19.29 11 15,19.71 12 15,21.12
北越高校教員 長岡大手高校 十日町高校 十日町総合高校

13 15,21.90 14 15,25.31 15 小松　昭洋 15,26.64 16 15,29.98
村上桜ケ丘高校 長岡大手高校 高田自衛隊 新潟明訓高校

17 渡辺　絢也 15,32.58 18 15,33.35 19 15,35.73 20 岩崎　　覚 15,36.97
西蒲ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 十日町高校 新潟西高校 日本郵便高田支店

21 15,37.14 22 平田　幸一 15,38.58 23 15,56.27 24 16,01.01
十日町高校 十日町高校教員 十日町高校 長岡大手高校

反町　和弥 棄権    柳　　貴大 棄権    棄権    
長岡ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ ｾｷﾉ興産 中越高校

 8組 竹内　智博(2) 鈴木　貴人(3) 田村　和基(1) 山田　隼人(3)

石塚　久晃(2) 阿部　誠人(1) 和田　　涼(3)

五十嵐耕輝(3) 久保埜　慶(1) 片山　隆志(2)

大塚　祐也(3) 阿部　孝祐(3)

斉藤　瑞生(2) 志田　伸由(3) 後藤　洋基(1) 関　　優吾(3)

村山　和樹(2) 高橋　大基(2) 西村　　鴻(1)

齋藤　紘一(3) 渡辺　洋平(3)

 9組 渡辺　　悟(3) 藤原　彰裕(1) 中村　亮介(3) 宇川　和志(3)

小泉　貴一(3) 福島　　到(3)

相馬　一生(1)

小林　俊貴(2) 品田　和輝(1)

戸澤　亮介(2) 関　　将吾(2) 野村　一貴(2) 築田　大夢(1)

山田　　丈(1) 関原　　悠(2) 青柳　恭平(1) 小林　優士(1)

長束　　真(3) 小野田拓海(1)

10組 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)

椛澤　健太(3) 高野　智仁(2) 山田　亮太(2)

伊花　　駿(2) 池山　謙太(2) 樋口　敦紀(3)

村山　京平(3) 本間　峻太(2)

田中　優太(3) 山岸　慎悟(2) 神田　朝日(3)

長谷川直輝(2)



陸協名 競技会名 ｺｰﾄﾞ  [10160718]

競技場名 十日町市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [162050]

種  目 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録

トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

新潟       [15] 第23回十日町長距離カーニバル                                                    

順
位

順
位

順
位

順
位月/日

一般男子 09/23  1 ｼﾞｮﾝ　ﾜｲﾅｲﾅ 29,26.90  2 小沢　　信 29,34.69  3 浅田　洋平 29,36.65  4 川原　崇徳 29,39.14
１００００ｍ 重川材木店 燕陸協 ｾｷﾉ興産 ｾｷﾉ興産

 5 駒形　英也 29,52.43  6 高橋　秀昭 29,59.90  7 河野　孝志 30,16.93  8 奥村隆太郎 30,18.35
高田自衛隊 重川材木店 重川材木店

 9 大島　禎央 30,25.78 10 坂上　和之 30,27.93 11 谷口　恭悠 30,31.77 12 若松　佑太 30,33.58
高田自衛隊 高田自衛隊 ｾｷﾉ興産

13 前川　　雄 30,39.45 14 村井　健太 30,47.48 15 登石　　暁 30,50.79 16 佐藤　和彦 30,54.89
重川材木店 重川材木店 高田自衛隊

17 藤澤　聡志 30,55.70 18 高木　竜一 30,57.43 19 中村　拓人 31,08.84 20 涌井　勇太 31,32.12
高田自衛隊 重川材木店 高田自衛隊 高田自衛隊

21 若月　佑太 31,32.60 22 浅野　友彦 31,41.88 原田　　誠 棄権    宮入　一海 棄権    
ｾｷﾉ興産 高田自衛隊 重川材木店

 1 志賀　洸介 31,00.34  2 江村　大輔 31,02.83  3 高澤　　康 31,06.21  4 井ノ川一彦 31,12.89
中里中学校教員 心友懸走会 松之山中学校教員 十日町市役所

 5 遠田　祐貴 31,36.30  6 矢島　久樹 31,42.93  7 31,54.54  8 竹田　匡志 32,11.44
十日町消防署 能生陸上ｸﾗﾌﾞ 新大医学部陸上部 能生陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 小杉　英樹 32,22.26 10 村山　知之 32,26.14 11 徳武　　学 33,09.81 12 後藤　裕之 33,28.53
ゆきぐに大和病院 ﾔﾏﾀﾞ電機新潟 日本ｴﾊﾞﾚｯﾄ･ﾁｬｰﾙｽ 柏崎消防本部

13 加藤　　充 33,30.35 14 小海　　基 33,45.64 15 肥田野　勉 33,56.70 16 大崎　　剛 34,16.01
十日町南中教員 ｲｲｷ 阿賀野市陸協 白根ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

17 本山　　創 34,18.45 18 北川　智也 34,41.32 19 佐藤健太郎 35,19.65
能生陸上ｸﾗﾌﾞ 安塚中学校教員 柏崎ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

 1組

JR東日本ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

JR東日本ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

JR東日本ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

JR東日本ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
 2組

中本　洋平(4)
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