
日付 種目

森下　莱彩(4) w15.70 (+3.7) 平原　果歩(4) w16.20 (+3.7) 桜井　美雨(4) w16.22 (+3.7) 藤ノ木　唯愛(4) w16.47 (+3.7) 南雲　愛(4) w16.73 (+3.7) 難波　茉尋(4) w17.24 (+3.7) 金井　愛菜(4) w17.28 (+3.7) 神代　聖(4) w17.33 (+3.7)

湯沢スポーツアクティブ 三条ジュニア 長岡Ｔ＆Ｆ 長岡Ｔ＆Ｆ 三条ジュニア 三条ジュニア アルビレックスＲＣ・県央 燕リトル・ウイングR・C

堀　愛子(4) 3:05.65 山田　琉花(4) 3:09.56 石田　乃絆(4) 3:11.14 佐藤　璃奈(4) 3:12.82 土田　まこ(4) 3:13.80 南雲　愛(4) 3:15.23 難波　茉尋(4) 3:15.28 金井　愛菜(4) 3:22.94

弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 荻川小 弥彦ジュニア 三条ジュニア 三条ジュニア アルビレックスＲＣ・県央

芦田　優奈(5) w15.08 (+2.2) ビィヤルケヘイム　愛心(5) w15.36 (+2.2) 海津　寧々(5) w15.63 (+2.2) 小池　美玖(5) w15.65 (+2.2) 大久保　京香(5) w15.72 (+2.2) 栁川　恵梨華(5) w15.78 (+2.2) 皆木　ゆのあ(5) w15.79 (+2.2) 古川　ひより(5) w15.81 (+2.2)

加茂ジュニア アルビレックスRC・OJAS 弥彦ジュニア 加茂ジュニア 燕リトル・ウイングR・C 弥彦ジュニア アルビレックスＲＣ・県央 アルビレックスRC・OJAS

相沢　茉胡(5) 2:49.01 柄澤　百花(5) 2:51.82 落合　蕾(5) 2:55.48 幸田　みなみ(5) 2:56.86 栁川　恵梨華(5) 3:03.52 矢島　乙(5) 3:03.65 樋口　妃那子(5) 3:12.59 米山　凛琉(5) 3:16.06

弥彦ジュニア 五泉少年マラソンクラブ 五泉少年マラソンクラブ 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア アルビレックスＲＣ・県央 三条ジュニア 燕リトル・ウイングR・C

遠山　侑希(6) 14.05 (-0.2) 島　愛來(6) 14.53 (-0.2) 山崎　向葵(6) 14.73 (-0.2) 藤原　華子(6) 14.91 (-0.2) 田中　悠陽(6) 14.97 (-0.2) 山田　紗楽(6) 15.27 (-0.2) 池田　つぐみ(6) 15.33 (-0.2) 井口　えみり(6) 15.46 (-0.2)

燕リトル・ウイングR・C ネクストAC ネクストAC 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア アルビレックスＲＣ・県央 弥彦ジュニア ネクストAC

斎藤　野々花(6) 2:39.61 相浦　依莉紗(6) 2:40.99 堤　海遥(6) 2:41.07 山嵜　美紅(6) 2:45.69 霜鳥　紗那(6) 2:47.67 石田　夢桜(6) 2:48.16 田中　悠陽(6) 2:54.90 日下部　結唯(6) 2:55.76

五泉少年マラソンクラブ 矢代JSC 弥彦ジュニア 三条ジュニア アルビレックスＲＣ・県央 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア 弥彦ジュニア

ネクストAC　B 57.90 弥彦ジュニアＡ 58.35 アルビレックスＲＣ・県央 1:00.64 加茂ジュニア 1:01.12 アルビレックスRC・OJAS A 1:01.17 ネクストAC　A 1:02.01 弥彦ジュニアＢ 1:03.38 三条ジュニアＡ 1:04.71

井口　えみり(6) 池田　つぐみ(6) 山田　紗楽(6) 小池　美玖(5) 村山　紗菜(6) 近藤　亜花音(6) 大倉　來颯(6) 樋口　妃那子(5)

山崎　向葵(6) 田中　悠陽(6) 丸山　詩媛(6) 坪谷　さら咲(6) 安部　心結(6) 竹部　月菜(6) 沖野　結(6) 吉田　美夢(6)

大久保　咲柚(6) 石田　夢桜(6) 霜鳥　紗那(6) 鶴巻　日菜(6) 水瀬　奏媛(6) 武田　花凛(6) 海津　寧々(5) 山嵜　美紅(6)

島　愛來(6) 藤原　華子(6) 望月　莉子(6) 芦田　優奈(5) 和田　晏寧(6) 浅野　向日葵(6) 栁川　恵梨華(5) 矢島　楓彩(6)

安部　心結(6) 3.76 (+1.4) 山崎　向葵(6) w3.75 (+2.4) 古川　ひより(5) 3.62 (-0.2) 竹部　月菜(6) 3.59 (+0.6) 和田　晏寧(6) w3.51 (+2.7) 望月　莉子(6) 3.50 (+1.9) 井口　えみり(6) 3.42 (+1.4) 川崎　彩衣(6) 3.29 (+2.0)

アルビレックスRC・OJAS ネクストAC アルビレックスRC・OJAS ネクストAC アルビレックスRC・OJAS アルビレックスＲＣ・県央 ネクストAC 燕リトル・ウイングR・C

櫻井　智里(3) 13.13 (+1.0) 江田　はつみ(2) 13.17 (+1.0) 田中　莉來(3) 13.33 (+1.0) 江田　なつみ(2) 13.34 (+1.0) 本田　悠里(2) 13.49 (+1.0) 板垣　うた(2) 13.58 (+1.0) 矢木　らん奈(2) 13.59 (+1.0) 髙橋　美羽(2) 13.63 (+1.0)

三条･第二中 見附･西中 燕･燕中 見附･西中 ネクストAC 新潟･小新中 長岡･東北中 長岡･堤岡中

江田　はつみ(2) w27.32 (+2.2) 江田　なつみ(2) w27.36 (+2.2) 櫻井　智里(3) 27.65 (+0.2) 本田　悠里(2) w27.86 (+2.2) 髙橋　美羽(2) w28.05 (+2.2) 矢木　らん奈(2) w28.14 (+2.2) 宇佐美　莉子(3) 28.23 (+1.9) 南須原　もあ(3) w28.38 (+2.2)

見附･西中 見附･西中 三条･第二中 ネクストAC 長岡･堤岡中 長岡･東北中 燕･燕中 長岡･東北中

石川　桃子(2) 2:30.59 山崎　夢夏(1) 2:33.56 山田　優花(3) 2:36.15 細貝　唯莉(3) 2:37.55 永井　庵(3) 2:38.69 柿倉　七南(3) 2:40.72 渡邊　蒼空(2) 2:42.46 堀　琴音(3) 2:45.52

新潟･巻東中 三条･大崎学園（中） 長岡･堤岡中 燕･燕中 加茂･葵中 長岡･堤岡中 西蒲･弥彦中 三条･第一中

山崎　夢夏(1) 5:08.47 山田　優花(3) 5:09.10 細貝　唯莉(3) 5:20.85 永井　庵(3) 5:26.81 佐久間　朱花(3) 5:28.21 柿倉　七南(3) 5:31.45 渡邊　蒼空(2) 5:38.51 池田　千夏(2) 5:42.54

三条･大崎学園（中） 長岡･堤岡中 燕･燕中 加茂･葵中 長岡･東北中 長岡･堤岡中 西蒲･弥彦中 西蒲･弥彦中

林　心紅(3) w16.58 (+4.6) 板垣　うた(2) w16.75 (+4.6) 大口　莉緒(3) w16.91 (+4.6) 吉野　にこ(2) 18.00 (+0.9) 蓬田　真歩(3) w18.44 (+4.6) 武藤　すみれ(2) w18.57 (+3.0) 鳥羽　美涼(3) 18.88 (+0.9) 廣川　理湖(2) w18.90 (+4.6)

南魚沼･塩沢中 新潟･小新中 三条･栄中 新潟･小新中 長岡･南中 新潟･巻東中 見附･西中 新潟･小新中

燕･燕中 53.17 見附･西中 53.49 長岡･東北中 54.62 南魚沼･塩沢中 55.41 新潟･小新中 56.20 三条･第一中 56.31 見附･南中 57.22 新潟･巻東中 58.08

田中　莉來(3) 菊池　聖菜(3) 佐藤　美優(3) 塩原　明香(2) 戸田　結子(2) 佐藤　実音(2) 佐藤　唯菜(2) 山本　絆(3)

山崎　ちひろ(3) 江田　はつみ(2) 矢木　らん奈(2) 熊木　綺音(2) 吉野　にこ(2) 五十嵐　実羽(2) 諸橋　こころ(3) 石川　桃子(2)

宇佐美　莉子(3) 藤原　結花(3) 高橋　美羽(3) 鈴木　杏花(3) 川﨑　清花(2) 望月　真子(3) 山口　ひより(3) 加藤　こころ(2)

柳原　芽生(2) 江田　なつみ(2) 南須原　もあ(3) 林　心紅(3) 板垣　うた(2) 星野　アン美安(3) 南波　夏宝(3) 武藤　すみれ(2)

樋口　由乃(3) 1.40 増田　京香(3) 1.30 長澤　和花(3) 1.30 望月　真子(3) 1.20

長岡･東北中 長岡･東北中 三条･第四中 三条･第一中

角田　司(3) w4.58 (+2.8) 山井　咲良(3) 4.36 (+0.4) 小野澤　亜虹(2) w4.33 (+3.9) 和田　紗空(2) w4.28 (+2.4) 西脇　彩乃(2) 4.20 (+2.0) 川﨑　優奈(3) 4.09 (+0.5) 太田　花野子(2) 4.09 (+2.0) 佐藤　夕莉(3) 3.97 (+1.5)

三条･第四中 長岡･刈谷田中 南蒲･田上中 アルビレックスRC・OJAS 燕･燕中 燕･小池中 2nd3.92 燕･燕中 2nd3.90 長岡･刈谷田中

千野　葵衣(3) 10.19 山本　絆(3) 9.67 橋本　ひかる(2) 8.89 髙野　紗花(3) 8.84 山井　咲良(3) 8.20 本間　万葉(3) 8.17 岩方　結芽(2) 7.67 加藤　こころ(2) 7.44

長岡･南中 新潟･巻東中 見附･見附中 長岡･南中 長岡･刈谷田中 三条･本成寺中 燕･燕中 新潟･巻東中

上野　由香利 13.84 (-0.1) 八幡　晶子 15.09 (-0.1)

ネクストAC 新潟市中央陸協

石川　桃子(2) 1:01.59 小林　杏実 1:03.79

新潟･巻東中 GR FREERUN

田中　麗花 w4.23 (+2.9)

ネクストAC

w:追風参考  GR:大会記録  

小学共通女子 5月9日 4x100mR

5月9日 走幅跳

主催団体名 三条市陸上競技協会 陸協名 三条市陸上競技協会

競技会名
第48回三条リレーカーニバル

期日・時刻 2021/05/09 審判長 菅井 国次　　二宮 二郎

競技場名 三条燕総合グラウンド陸上競技場 記録主任 溝口 祐介

5月9日 400m

5月9日 走幅跳

5月9日 砲丸投

高校生 一般女子 5月9日 100m

5月9日 走高跳

5月9日 走幅跳

5月9日 100mH

5月9日 4x100mR

5月9日 800m

5月9日 1500m

中学生女子 5月9日 100m

5月9日 200m

小学4年女子 5月9日 100m

5月9日 800m

小学5年女子 5月9日 100m

5月9日 800m

小学6年女子 5月9日 100m

5月9日 800m
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