
日付 種目

安達　有羽  w12.46 (+2.1) 遠田　海佳  w13.02 (+2.1) 髙野　莉子  w13.18 (+2.1) 関口　鈴乃  w13.21 (+2.1) 小嶋　愛梨  w13.23 (+2.1) 鈴木　真由  w13.23 (+2.1) 西牧　杏璃  w13.33 (+2.1) 田村　早衣  w13.37 (+2.1)

中越 十日町 中越 十日町 小出 小出 小出 長岡商

山村　紋叶  25.20 (+1.6) 安達　有羽  26.01 (+1.6) 田中　みなみ  26.95 (+1.6) 佐々木　恩愛  26.98 (+1.6) 遠田　海佳  27.21 (+1.6) 小嶋　愛梨  27.37 (+1.6) 鈴木　真由  27.86 (+1.6) 千原　唯  28.62 (+1.6)

中越 GR 中越 小出 三条 十日町 小出 小出 六日町

山村　紋叶  59.06 佐々木　恩愛  1:02.17 武田　彩花  1:02.54 末廣　美佳  1:02.92 長谷川　淑乃  1:04.16 山谷　幸恵  1:04.48 曽根　ひなた  1:04.72 丸山　雅  1:05.47

中越 三条 三条 長岡 中越 十日町 六日町 長岡向陵

武田　彩花  2:28.79 荒井　りこ  2:32.45 山添　さくら  2:33.64 廣井　水稀  2:36.48 中島　真苗  2:37.10 青木　実優  2:37.42 佐藤　礼奈  2:39.09 村上　果蓮  2:39.93

三条 三条 長岡大手 長岡向陵 小千谷 八海 十日町 三条

柳　愛子  4:40.92 近藤　愛  4:42.53 柿倉　　花音  4:53.71 丸山　優  5:00.28 八木　寧希  5:02.01 乙川　さくら  5:02.77 磯部　あゆ  5:03.75 角屋　香穂  5:06.52

十日町 十日町 長岡商 国際情報 小出 長岡 十日町総合 長岡

柳　愛子  10:03.66 近藤　愛  10:04.78 柿倉　　花音  10:27.62 乙川　さくら  10:39.61 八木　寧希  10:49.68 磯部　あゆ  10:51.24 丸山　優  10:52.04 山岸　思乃  10:52.79

十日町 十日町 長岡商 長岡 小出 十日町総合 国際情報 六日町

柳　万葉  w14.50 (+3.4) 田中　みなみ  w15.27 (+3.4) 庭野　由結  w15.34 (+3.4) 髙橋　優愛  w15.44 (+3.4) 佐藤　菜月  w15.70 (+3.4) 髙橋　未来  w16.42 (+3.4) 樋口　小菊  w16.52 (+3.4) 長屋　風希  w16.79 (+3.4)

十日町 小出 十日町 八海 十日町 三条 長岡 長岡

樋口　小菊  1:08.04 庭野　由結  1:08.14 長屋　風希  1:10.25 髙橋　未来  1:15.45 勝又　芽衣  1:20.31 板鼻　未枝  1:24.23

長岡 十日町 長岡 三条 三条東 六日町

渡辺　　まりん  25:29.70 小田原　愛奈  32:43.01 志田　彩寧  33:10.86

長岡商 小出 六日町

中越  49.41 十日町  50.73 小出  50.79 六日町  52.41 三条  52.42 三条東  52.88 長岡  52.94

安達　有羽 遠田　花 鈴木　真由 平賀　青空 髙橋　未来 勝又　芽衣 樋口　小菊

山村　紋叶 遠田　海佳 小嶋　愛梨 曽根　ひなた 武田　彩花 志田　和香奈 末廣　美佳

髙野　莉子 関口　鈴乃 西牧　杏璃 桐生　莉乃 佐々木　恩愛 金子　千春 長屋　風希

小池　美緒 庭野　由結 田中　みなみ 千原　唯 堀内　静波 佐藤　花菜 髙田　優心

中越  4:06.25 十日町  4:10.34 長岡  4:14.79 三条  4:21.69 六日町  4:22.11 小出  4:25.38 長岡商  4:32.31 三条東  4:34.97

小池　美緒 庭野　由結 湊屋　愛 武田　彩花 曽根　ひなた 星野　真優 田村　早衣 志田　和香奈

長谷川　淑乃 柳　万葉 樋口　小菊 佐々木　恩愛 小泉　莉央 大塚　瑞輝 柿倉　　花音 佐藤　優希

髙野　莉子 山谷　幸恵 長屋　風希 小坂井　禎奈 千原　唯 西牧　杏璃 岩田　汐莉 勝又　芽衣

山村　紋叶 遠田　海佳 末廣　美佳 荒井　りこ 平賀　青空 八木　寧希 渡辺　　まりん 佐藤　花菜

髙井　咲希  1.51 齋藤　美羽  1.48 村山　朝霞  1.45 湊屋　愛  1.40 德間　実里  1.40 片桐　蘭  1.40 橘　風花  1.30

三条商 長岡 長岡向陵 長岡 六日町 長岡大手 小出

小山　まりか  2.30

十日町総合

星野　百香  4.96 (0.0) 金子　千春  w4.93 (+2.3) 瀧澤　凜  4.83 (+1.0) 小池　美緒  4.71 (+0.8) 長谷川　悠理  4.68 (+1.3) 五十嵐　怜  4.61 (-0.6) 板垣　知里  4.52 (+1.8) 山宮　百葉  4.48 (+0.7)

長岡大手 三条東 小千谷 中越 長岡工 中越 三条商 長岡農

星野　百香  10.60 (+0.9) 瀧澤　凜  10.04 (+1.7) 末廣　美佳  9.83 (+0.9) 五十嵐　怜  9.79 (+1.1) 小池　美緒  9.78 (+0.8) 小泉　莉央  9.57 (+1.5) 阿部　りさ  9.55 (+1.2) 長谷川　悠理  9.04 (+0.3)

長岡大手 小千谷 長岡 中越 中越 六日町 見附 長岡工

北見　優花  10.65 中澤　麻桜  10.03 福原　麗奈  8.49 佐々木　杏華  7.36 山田　朱莉  6.39

長岡商 八海 十日町松之山 長岡農 三条東

星野　杏  27.96 中澤　麻桜  27.84 宮沢　美里  26.10 柳　万葉  23.57 板鼻　未枝  22.75 髙埜　美森  22.66 佐々木　杏華  22.47 武田　夕蒔  22.28

小出 八海 十日町 十日町 六日町 長岡農 長岡農 国際情報

北見　優花  31.90 大塚　瑞稀  28.88 宮沢　美里  24.62 桒原　理子  16.51

長岡商 見附 十日町 長岡商

萩原　瑞稀  32.03 金子　千春  28.31 飯塚　芽依  26.25 山田　朱莉  24.97 和田　智美  23.16 金沢　舞衣  22.63 髙橋　ひとみ  22.54 北村　妃奈子  21.61

八海 三条東 十日町総合 三条東 小千谷西 十日町 十日町 三条商

寺澤　瑞穂  3261 南雲　佑希  3060 德間　実里  3010 清水　愛  2869 曳田　理乃  2351

長岡大手 十日町 六日町 十日町 長岡

9月8日 100mH

9月8日 走高跳

9月8日 砲丸投

9月8日 200m

9月9日 走幅跳

9月9日 やり投

9月9日 800m

w (wind assist) : 追風参考

 2:38.42  2:58.17  2:51.59  2:48.23  2:52.39

 22.69  23.67  25.17  18.29  12.57

 4.07 (+0.3)  4.53 (+0.5)  3.95 (+0.3)  3.81 (0.0)  3.82 (+0.2)

 27.82 (+1.6)  28.67 (+1.6)  29.86 (+1.6)  28.94 (+1.6)  29.32 (+1.6)

 8.55  7.35  7.34  7.55  5.25

 1.30  1.20  1.41  1.38  1.20

 17.72 (-1.1)  16.65 (-1.1)  17.79 (-1.1)  18.43 (-1.1)  18.62 (-1.1)

9月8日 やり投

9/8～9/9 七種競技

9月8日 円盤投

9月8日 ﾊﾝﾏｰ投

9月9日 三段跳

9月9日 砲丸投

9月8日 棒高跳

9月8日 走幅跳

9月9日 4x400mR

9月8日 走高跳

9月8日 5000mW

9月8日 4x100mR

9月8日 100mH

9月9日 400mH

9月8日 1500m

9月9日 3000m

9月8日 400m

9月9日 800m

7位 8位

女子 9月8日 100m

9月9日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

内宮　実

主催団体名 新潟県高等学校体育連盟 陸協名 十日町市陸上競技協会

競技会名 新潟県高校秋季中越地区大会
期日・時刻 2017/9/9 審判長 宮田　正美

競技場名 十日町市陸上競技場 記録主任


