
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
小学女子 09/23  1  3,08.14  2  3,09.41  3  3,09.46  4  3,11.48

８００ｍ TAC
 5  3,14.15  6  3,16.96  7  3,18.14  8  3,18.62

東小学校 東小学校
 9  3,19.18 10  3,19.58 11  3,21.57 12  3,21.92

東小学校 吉田小学校
13  3,23.05 14  3,44.76 棄権    棄権    

須田小学校
 1  2,52.54  2  2,56.34  3  3,00.08  4  3,00.28

吉田小学校 吉田小学校
 5  3,08.30  6  3,09.63  7  3,11.57  8  3,11.89

吉田小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ
 9  3,13.37 10  3,14.49 11  3,15.49 12  3,16.24

13  3,20.82 棄権    棄権    棄権    
中条小学校 鐙島小学校

 1  2,52.13  2  2,53.03  3  2,54.27  4  2,57.86
TAC 吉田小学校

 5  2,59.46  6  2,59.85  7  3,00.17  8  3,01.28
中条小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

 9  3,02.23 10  3,02.35 11  3,03.70 12  3,06.48
吉田小学校 中条小学校

13  3,16.50 14  3,18.81 15  3,22.10
松里小学校

 1  2,40.16  2  2,40.16  3  2,44.98  4  2,45.35
松里小学校 湯沢ｽﾎﾟｰﾂｱｸﾃｨﾌﾞ

 5  2,45.46  6  2,46.22  7  2,46.64  8  2,49.65
吉田小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

 9  2,53.60 10  2,53.82 11  2,55.64 12  2,56.20
TAC 吉田小学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

13  2,57.33 14  2,57.38 棄権    
五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 吉田小学校 馬場小学校

中学女子 09/23  1  5,44.38  2  5,50.80  3  5,51.26  4  5,53.33
１５００ｍ 妙高高原中学校 十日町中学校 十日町中学校 東北中学校

 5  5,55.00  6  5,55.59  7  5,56.76  8  5,57.17
下条中学校 小千谷中学校 東北中学校

 9  6,00.09 10  6,02.42 11  6,14.23 12  6,34.20
六日町中学校 東北中学校 十日町中学校 津南中等教育学校

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    
妙高中学校 中郷中学校 東北中学校 三条第一中学校

棄権    棄権    
六日町中学校 十日町中学校

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 小笠原里佳(5) 島田　もも(5) 近藤　愛(4) 山田　杏奈(6)
城ヶ丘XC 下条JXC 城ヶ丘XC

樋口　りか(6) 久保田里奈(3) 恩田詩緒梨(4) 小杉　萌恵(6)
城ヶ丘XC 城ヶ丘XC

田川　桃子(4) 丸山　樹里(6) 村山　琳音(3) 濱野　希美(2)
下条JXC 城ヶ丘XC

生越　雅(4) 笠原由紀乃(5) 高橋　夏海(5) 高田　優心(3)
下条JXC 南魚沼JRC 城ヶ丘XC

 2組 関口　　渚(4) 春日　美雨(4) 中町　有里(4) 中島　布捺(4)
下条JXC 南魚沼JRC

津畑　果歩(6) 柳　紗理菜(6) 伊藤　柚葉(3) 庭野　真子(6)
下条JXC 城ヶ丘XC

林　　春季(4) 桒原　愛佳(5) 高橋　美希(6) 水落あずさ(6)
城ヶ丘XC 中里XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 城ヶ丘XC 下条JXC

田村　智穂(6) 粉川日向葵(5) 藤木　咲希(4) 島田明樹奈(4)
下条JXC 上郷RC

 3組 庭野　侑希(6) 樋口　明莉(6) 小川あかり(5) 馬場真穂菜(6)
城ヶ丘XC 城ヶ丘XC

岡田　智花(5) 近藤　絵理(6) 吉野　李菜(6) 渡辺のどか(5)
下条JXC 安塚JXC

長谷川里央奈(4) 中嶋　未宇(6) 小宮山果穂(6) 竹藤　理子(5)
安塚JXC 中里XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

金子　真子(5) 豊岡　杏樹(5) 佐藤　萌里(6)
下条JXC 南魚沼JRC

 4組 柳　　依里(6) 長谷川怜奈(6) 小嶋　優莉(6) 高村ひなた(6)
安塚JXC 下条JXC

高橋　　柚(6) 豊島　彩水(6) 宮園　侑希(6) 石澤　真希(5)
城ヶ丘XC 中里XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

宮内　明葉(5) 濱野　愛美(5) 渡辺ひより(6) 服部　彩花(6)
中里XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

武藤　里奈(6) 酒井　真紀(6) 富井　　唯(6)

 1組 石田　美紗(1) 貝澤　美聡(3) 宮澤　真菜(1) 西村まどか(1)

奥村　彩花(3) 高橋　亜希(3) 南雲　香純(1) 高橋さくら(1)
南魚沼JRC

鈴木　紗耶(1) 高橋　風花(1) 尾身　　悠(1) 桑原　　遥(1)

後藤　未歩(1) 宮崎　真衣(1) 井上麻里菜(1) 石井和香子(1)

笹岡　千夏(1) 池田まなつ(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  5,37.93  2  5,41.77  3  5,41.98  4  5,49.13
下条中学校 中郷中学校 妙高中学校 中郷中学校

 5  5,56.29  6  5,59.75  7  6,00.40  8  6,00.46
津南中等教育学校 東北中学校 津南中等教育学校 六日町中学校

 9  6,00.71 10  6,03.58 11  6,04.80 12  6,07.93
中郷中学校 川西中学校 十日町中条中学 十日町中条中学校

13  6,08.63 14  6,08.88 15  6,10.67 16  6,20.35
十日町中条中学校 小池中学校 東北中学校 広神中学校

棄権    棄権    
塩沢中学校 三条第一中学校

 1  5,37.06  2  5,41.53  3  5,44.48  4  5,44.64
中郷中学校 塩沢中学校 松代中学校 津南中等教育学校

 5  5,47.77  6  5,50.06  7  5,51.15  8  5,52.11
中郷中学校 松代中学校 川西中学校 分水中学校

 9  5,55.14 10  5,57.54 11  5,58.89 12  6,16.37
十日町吉田中学校 分水中学校 分水中学校 上郷中学校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    棄権    棄権    
妙高中学校 妙高高原中学校 湯沢中学校 塩沢中学校

棄権    
津南中等教育学

 1  5,29.68  2  5,30.82  3  5,31.01  4  5,34.73
三条第一中学校 小千谷中学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 十日町中学校

 5  5,34.88  6  5,36.99  7  5,39.30  8  5,40.14
十日町吉田中学校 東北中学校 小池中学校 小千谷中学校

 9  5,42.49 10  5,43.00 11  5,49.04 12  5,54.37
湯沢中学校 川西中学校 津南中等教育学校 中里中学校

13  6,02.27 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 棄権    
中里中学校 川西中学校 東北中学校 塩沢中学校

棄権    
十日町中学校

 1  5,26.30  2  5,31.22  3  5,34.65  4  5,36.01
分水中学校 広神中学校 燕中学校 中郷中学校

 5  5,38.05  6  5,38.37  7  5,44.05  8  5,45.83
見附中学校 川西中学校 東北中学校 広神中学校

 9  5,46.95 10  5,52.09 11  5,52.18 12  5,52.86
東北中学校 分水中学校 津南中等教育学校 広神中学校

13  5,56.81 14  6,01.51 15  6,01.98 16  6,04.83
松代中学校 燕中学校 中里中学校 見附中学校

棄権    
中郷中学校

 2組 生越　千優(1) 松原みさき(2) 清水　沙紀(1) 松田　結花(2)

岡村恵莉花(1) 小野塚裕恵(3) 池田　陽世(3) 井上のの花(1)

丸山　珠利(1) 渡辺　早紀(1) 西山　　希(2) 青柳　栞奈(1)

高橋　南奈(3) 山崎　茉奈(3) 小林　真衣(3) 小峯　瑞季(1)

野上　　結(1) 内田　詩乃(1)

 3組 湯本　夏鈴(1) 金井　木香(1) 柳　　美花(1) 西野　知里(3)

長崎　杏里(1) 五十嵐涼香(2) 渡部　彩奈(2) 川本　美陽(2)

酒井　梨沙(1) 沖野　杏莉(2) 須田　琴美(2) 若井　悠理(2)

笹川　陽菜(3) 竹田麻那帆(1) 若月　美優(2) 鈴木満理奈(3)

池田　実央(3)

 4組 椛沢　美月(1) 細金　　望(1) 松井　由莉(1) 中島　　碧(1)

高橋　鈴菜(2) 村山　梓織(1) 目黒　夏海(1) 吉澤　奈菜(2)

半沢　愛美(2) 貝瀬はづき(1) 古澤知采希(1) 高橋　侑紀(1)

星野　　志(3) 小林　実来(3) 横山　由奈(1) 牧野　レナ(2)

池田　朱里(2)

 5組 柳下　瑞帆(1) 重野沙也加(2) 伊藤　未桜(1) 桐山ひかる(2)

城沢　真依(2) 井口　里菜(3) 川上　水晶(3) 関根　真紀(2)

柴野沙也香(3) 平沢　葵衣(1) 笛木紗利奏(2) 小幡　葉月(3)

井上亜由美(2) 笠原　　悠(1) 阿部　詩織(2) 小川　裕子(2)

藤井　美希(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  5,21.45  2  5,24.00  3  5,30.21  4  5,33.96
妙高中学校 妙高高原中学校 三条第一中学校 十日町吉田中学校

 5  5,33.97  6  5,34.54  7  5,34.55  8  5,34.59
津南中等教育学校 川西中学校 津南中等教育学校 大巻中学校

 9  5,35.99 10  5,36.64 11  5,39.35 12  5,44.76
十日町吉田中学校 下条中学校 妙高高原中学校 十日町中条中学校

13  5,45.23 14  5,46.81 15  5,58.93 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
十日町吉田中学校 津南中等教育学校 津南中等教育学校

棄権    
妙高高原中学校

 1  5,13.89  2  5,17.43  3  5,21.92  4  5,24.94
下条中学校 小千谷中学校 十日町吉田中学校

 5  5,28.44  6  5,29.25  7  5,29.87  8  5,31.91
十日町吉田中学校 小須戸中学校 十日町吉田中学校 湯沢中学校

 9  5,36.89 10  5,36.96 11  5,38.99 12  5,40.89
安塚中学校 中里中学校 中郷中学校 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

13  5,40.94 14  5,50.77 15  5,56.90 16  5,57.02
中郷中学校 燕中学校 妙高高原中学校 小須戸中学校

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ
中里中学校

 1  5,10.83  2  5,15.50  3  5,17.45  4  5,17.47
妙高高原中学校 小須戸中学校 小千谷中学校 塩沢中学校

 5  5,19.37  6  5,20.50  7  5,21.21  8  5,21.40
小池中学校 小池中学校 松代中学校 妙高高原中学校

 9  5,22.47 10  5,22.89 11  5,23.25 12  5,24.48
小池中学校 小須戸中学校 小池中学校 塩沢中学校

13  5,25.93 14  5,27.21 15  5,27.88 16  5,31.66
塩沢中学校 小須戸中学校 妙高中学校 川西中学校

17  5,42.56
塩沢中学校

 1  4,59.37  2  4,59.55  3  5,04.25  4  5,04.88
下条中学校 燕中学校 小千谷中学校 燕中学校

 5  5,07.78  6  5,09.53  7  5,09.99  8  5,12.79
十日町吉田中学校 分水中学校 下条中学校 東北中学校

 9  5,13.82 10  5,15.89 11  5,18.67 12  5,19.49
中郷中学校 中郷中学校 小千谷中学校 燕中学校

13  5,19.93 14  5,20.43 15  5,21.33 16  5,21.53
小千谷中学校 安塚中学校 燕中学校

17  6,06.32
安塚中学校

 6組 福崎　彩花(3) 竹田　明生(1) 吉田　佳純(2) 春日美菜子(3)

鈴木　翔子(3) 貝瀬みなみ(3) 本山　夢花(2) 山本　智恵(1)

栗林　千那(2) 小杉さおり(2) 山川　桃子(3) 佐藤あやか(2)

齋木　花音(2) 斎喜希咲果(2) 志田　春香(2) 市村　　望(2)
愛宕TFC

佐藤佑里花(3)

 7組 生越　千愛(3) 五十嵐麻希(1) 佐々木佑起(2) 小澤　僚(3)
愛宕TFC

佐藤　　優(3) 横山　みか(2) 濱野　郁美(1) 南雲　千奈(3)

小山　晴香(3) 高橋　彩夏(3) 竹田　七海(2) 高科　　唯(1)

山崎　清花(3) 小林　千紘(3) 竹田　祐生(3) 五十田　楓(1)

志田　美紀(3)

 8組 石曾根由佳(2) 斉藤　朱莉(1) 佐藤　美来(3) 梅澤　里奈(2)

川崎　綾音(2) 坂田　有加(2) 小堺　加菜(3) 小島千香世(2)

矢川　瑚都(1) 中島　梨花(3) 田中　里歩(2) 高橋　夏子(3)

田澤このみ(1) 武田あかね(2) 関原　貴瑛(3) 小山かおり(2)

山田　　茜(2)

 9組 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) 伊藤　千帆(3)

岡田愛美璃(2) 岡田　莉奈(3) 大塚　遥菜(2) 渡辺穂乃花(3)

星　　朋華(3) 佐藤　希美(1) 外立さくら(3) 山倉　詩歩(3)
愛宕TFC

北島　梨花(1)



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･一般女子 09/23  1 10,33.25  2 11,07.64  3 11,18.69  4 11,44.98
３０００ｍ 関根学園 関根学園 巻高校 新潟南高校

 5 11,45.46  6 11,49.19  7 11,49.49  8 11,51.02
六日町中学校 見附中学校 大和中学校 新発田南高校

 9 11,54.55 10 11,56.49 11 12,08.98 12 12,18.13
十日町南中学校 見附中学校 大和中学校 十日町南中学校

13 12,24.92 14 12,25.03 15 12,26.00 16 12,26.54
大和中学校 安塚高校 中里中学校 新潟南高校

17 12,38.09 18 12,39.68 19 12,41.48 20 12,45.17
六日町高校 大和中学校 北越高校 長岡高校

21 12,47.67 22 12,50.80 23 13,02.04 棄権    
大和中学校 大和中学校 小出高校 中越高校

棄権    棄権    棄権    
新発田南高校 長岡高校 長岡高校

 1 10,47.47  2 10,55.64  3 11,05.30  4 11,07.42
中越高校 長岡高校 小出高校 長岡商業高校

 5 11,13.34  6 11,14.81  7 11,15.85  8 11,18.54
東小千谷中学校 長岡商業高校 新潟商高 六日町高校

 9 11,26.22 10 11,26.30 11 11,33.69 12 11,35.14
巻高校 新潟西高校 新潟第一高校 十日町総合高校

13 11,40.90 14 11,42.32 15 11,43.13 16 11,45.92
新潟第一高校 八海高校 新潟南高校 十日町南中学校

17 11,47.22 18 11,49.98 19 11,51.64 20 11,55.29
広神中学校 東小千谷中学校 新潟西高校 新潟第一中学校

21 11,55.37 22 11,56.18 23 12,11.68 24 12,22.14
六日町高校 小千谷高校 長岡大手高校 東小千谷中学校

棄権    棄権    棄権    
三条東高校 中越高校 長岡商業高校

 1 10,28.51  2 10,48.67  3 10,54.07  4 10,54.24
小出高校 新潟南高校 新潟南高校 広神中学校

 5 10,54.53  6 10,55.72  7 11,01.33  8 11,02.34
新潟第一高校 三条東高校 妙高中学校 十日町吉田中学校

 9 11,03.10 10 11,03.44 11 11,04.32 12 11,04.48
十日町南中学校 六日町高校 十日町南中学校 新潟商高

13 11,05.27 14 11,05.92 15 11,19.50 16 11,20.69
新潟第一高校 中之島中学校 長岡商業高校 新発田南高校

17 11,24.82 18 11,25.26 19 11,26.97 20 11,39.74
十日町高校 六日町高校 十日町総合高校 十日町中学校

21 12,28.78 棄権    棄権    棄権    
北越高校 柏崎南中学校 東小千谷中学校 六日町中学校

棄権    棄権    
中之島中学校 中之島中学校

 1組 饒村　里緒(1) 内田　理沙(2) 笛木亜里沙(2) 後藤絵里奈(1)

戸田理香子(1) 清水　利香(2) 佐藤　茜里(1) 土田　亜紀(1)

児玉　未来(2) 板垣恵里香(1) 関　優希奈(1) 上野　　葵(2)

櫻井　　楓(3) 横田　　恵(1) 川田　梨沙(3) 岩村　蒼生(1)

村山　友香(1) 小川　晴香(2) 三澤　優衣(1) 明田川紗代(2)

高橋　桃子(1) 行方サイリス(1) 佐藤　彩香(1) 藤田　里奈(1)

渡辺なつみ(1) 江部真由美(2) 岸　　苑実(2)

 2組 野田ちひろ(1) 上田ゆきの(2) 渡邉　佳子(1) 大野　彩佳(1)

阿部菜々子(1) 坂牧佳央里(1) 太田　和帆(1) 若井　美月(2)

山崎亜耶香(2) 川村　瑞穂(2) 渋谷　春菜(1) 林　沙耶子(1)

小網　　藍(1) 星野　菜緒(1) 小林万由子(1) 春日　薫穂(2)

山本　千優(1) 伊佐　尚子(1) 宮澤　知子(2) 小島　　薫(3)

青木　悠羽(1) 横山　多恵(2) 大倉万由子(2) 春名　杏樹(1)

小林　　愛(1) 山田里律子(1) 丸山莉紗子(2)

 3組 貝瀬　結香(2) 山田　はな(1) 清野安祐美(1) 星野　美貴(1)

岩田かれん(2) 加藤麻美子(1) 八木菜生子(3) 大熊百合菜(1)

上原　愛友(1) 高野奈都子(1) 三輪　美空(3) 堀川　美穂(1)

宮下　純佳(1) 今井　友理(3) 鈴木　彩音(2) 長谷川千尋(2)

佐藤明日夏(1) 春日愛由美(1) 若山　萌子(1) 高橋　花菜(3)

坂井　久美(2) 田邉　杏菜(3) 大淵　千鶴(3) 五十嵐彩絵(2)

倉井恵里奈(3) 吉田　綺更(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 10,16.77  2 10,26.46  3 10,33.89  4 10,34.98
小須戸中学校 十日町南中学校 新潟第一高校 三条東高校

 5 10,35.88  6 10,43.31  7 10,45.71  8 10,47.26
東京学館新潟高 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 広神中学校 東京学館新潟高

 9 10,48.67 10 10,49.87 11 10,53.07 12 10,54.53
新潟商高 十日町吉田中学校 十日町総合高校 新潟商高

13 10,56.76 14 10,59.03 15 10,59.42 16 10,59.57
十日町吉田中学校 新潟商高 三条東高校 小千谷高校

17 11,05.39 18 11,06.14 19 11,17.13 20 11,17.94
六日町高校 新潟商高 新潟商高

21 11,22.04 22 11,22.06 23 11,26.04 24 11,41.99
小千谷高校 新潟明訓高校 東京学館新潟高 東京学館新潟高

25 11,58.69 棄権    
新潟第一中学校 小須戸中学校

 1 10,14.46  2 10,16.06  3 宮澤　愛海 10,17.52  4 10,22.04
新潟商高 十日町高校 ｱｯﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｶﾚｯｼﾞ 十日町高校

 5 10,23.22  6 10,30.35  7 10,38.01  8 10,38.18
六日町高校 十日町高校 十日町高校 十日町中学校

 9 10,38.24 10 10,39.12 11 10,41.47 12 10,44.11
中之島中学校 十日町吉田中学校 十日町吉田中学校 長岡大手高校

13 10,47.22 14 10,50.13 15 10,51.41 16 10,55.52
長岡大手高校 十日町吉田中学校 長岡大手高校 燕中学校

17 11,05.05 18 11,14.54 19 11,16.24 20 11,19.27
長岡商業高校 燕中学校 小出高校 燕中学校

21 11,21.02 22 11,21.26 23 11,23.08 棄権    
三条東高校 十日町高校 安塚高校 長岡商業高校

棄権    棄権    
十日町高校 長岡大手高校

 1  9,49.79  2  9,49.91  3  9,51.48  4  9,59.30
三条東高校 新潟商高 新潟明訓高校 新潟商高

 5 10,02.38  6 10,08.60  7 10,08.68  8 10,11.33
十日町高校 三条東高校 新潟商高 十日町中学校

 9 10,12.07 10 10,15.43 11 10,20.40 12 10,21.86
広神中学校 新潟南高校 新潟第一高校 十日町高校

13 10,22.55 14 10,29.03 15 10,34.81 16 10,37.15
十日町高校 新潟第一高校 見附中学校 新潟東高校

17 10,40.62 18 10,41.39 19 10,56.58 20 11,27.74
十日町高校 小出高校 三条東高校 新潟明訓高校

泉　　知世 棄権    棄権    棄権    棄権    
ﾎｸﾚﾝ 東京学館新潟高 小出高校 十日町吉田中学校

 4組 高山　育実(2) 服部　史子(3) 小山えりな(2) 競　亜梨紗(1)

小森　桃子(1) 阿部　柚希(2) 櫻井　明子(3) 小林　彩夏(3)

野本　　梢(1) 児玉　倫花(3) 庭野理々子(1) 林田夏菜子(1)

齋木愛里紗(3) 田家美佐子　(2) 小林　祐稀(3) 中村　春香(2)

坪井　理紗(3) 曽根夕唯子(2) 箕輪　乃恵(1) 渡辺　愛美(1)
愛宕TFC

石坂　朱夏(1) 青柳　七奈(1) 渡部　理恵(2) 今道由加里(3)

吉川奈津子(2) 村山　友理(2)

 5組 加藤　遥香(2) 服部奈々絵(1) 松栄モモ子(1)

椿　　あや(2) 池田　奈央(2) 樋口　真央(3) 滝沢すみれ(2)

土田　佳奈(1) 柳　　結衣(2) 酒井　梨奈(3) 高橋素美鈴(3)

鈴木　りえ(2) 斎木　美月(1) 貝瀬　若菜(2) 原　　明菜(3)

小宮山由夏(2) 宮野　真花(2) 森島　亮子(2) 樋山　紗子(1)

大野　仁子(3) 山本　　茜(1) 武田紅香里(3) 江田　理香(2)

村山　奈穂(1) 中島みのり(1)

 6組 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)

佐藤　由唯(3) 石川　あい(2) 簔口めぐみ(2) 山本　　栞(3)

樋口　久子(3) 高橋　美咲(1) 加藤　智子(3) 大川原麻美子(1)

青木　桃子(3) 志田　沙樹(3) 長沢絵里子(3) 内山　千夏(1)

小泉　直子(3) 長谷川千秋(3) 児玉　美希(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

一般女子 09/23  1 16,59.56 増田安希子 棄権    増田　有貴 棄権    
５０００ｍ 新潟明訓高校 胎内市陸協 胎内市陸協

 1 石橋　裕子 16,32.50  2 安藤　悠子 16,45.99  3 桜井　弓子 17,08.19
GR

 1 16,07.51  2 村山　愛美 16,36.70  3 木内　裕貴 17,08.74 隅田　優美 棄権    
新潟明訓高校 GR GR ﾎｸﾚﾝ

松井　香織 棄権    田中　友麻 棄権    
ﾎｸﾚﾝ ﾎｸﾚﾝ

 1組 渡邊　紗英(2)

 2組
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

 3組 横山　みわ(2)
新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC
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