
大会名 第1回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会　男子区間一覧
開催日　平成28年9月28日（水）
会　場　　新井総合公園　周辺特設コース

１区 ２区 ３区 ４区 ５区
順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム

イイヨシ　タクト ミョウコウ モリ　シロウ ナオエツヒガシ オカダ　アユム ミョウコウコウゲン オカダ　ラム ミョウコウコウゲン ヒラノ　アオバ カキザキ

1 　11.24 飯吉　拓斗 妙高・妙高中Ａ 1 　6.11 森　志郎 上越・直江津東中Ａ 1 　6.08 岡田　歩 妙高・妙高高原中Ｂ 1 　6.06 岡田　空夢 妙高・妙高高原中Ｂ 1 　10.08 平野　蒼波 上越・柿崎中Ａ
ウスイ　コウキ ナオエツ トヨダ　ハルト アライ コバヤシ　トモヤ ナカゴウ シモトリ　リュウノスケ ミョウコウ ハヤツ　ヒカル ナオエツヒガシ

2 　11.29 碓井　幸輝 上越・直江津中Ａ 2 　6.17 豊田　遥斗 妙高・新井中Ａ 2 　6.19 小林　智哉 上越・中郷中Ａ 2 　6.24 霜鳥　龍之介 妙高・妙高中Ａ 2 　10.11 早津　光 上越・直江津東中Ａ
ナカムラ　コウヨウ イタクラ ヒグチ　ソウ ミョウコウコウゲン シミズ　ケンスケ ミョウコウ ヤマモト　イツキ ナオエツヒガシ ニゴリカワ　ツカサ ミョウコウ

3 　11.34 中村　向陽 上越・板倉中Ａ 3 　6.18 樋口　颯 妙高・妙高高原中Ｂ 3 　6.28 清水　健介 妙高・妙高中Ａ 3 　6.27 山本　樹 上越・直江津東中Ａ 3 　10.14 濁川　司 妙高・妙高中Ａ
セキハラ　ヒビキ ナカゴウ タナベ　ミト ミョウコウ ヨコオ　ルキ アライ ヤマモト　イッセイ アライ アライ　ユウキ ミョウコウコウゲン

4 　11.35 関原　響 上越・中郷中Ａ 4 　6.30 田邉　深冬 妙高・妙高中Ａ 4 　6.31 横尾　瑠生 妙高・新井中Ａ 4 　6.39 山本　一成 妙高・新井中Ａ 4 　10.30 新井　優希 妙高・妙高高原中Ｂ
アイザワ　ケイタ ユウシ ヤギ　ソウイチロウ ナカゴウ ヤマカワ　カケル ミョウコウコウゲン シモトリ　タカヤ ナカゴウ ナカムラ　ダイチ イタクラ

5 　11.44 相澤　啓太 上越・雄志中Ａ 5 　6.32 八木　颯一郎 上越・中郷中Ａ 5 　6.42 山川　走 妙高・妙高高原中Ｃ 5 　6.42 霜鳥　喬矢 上越・中郷中Ａ 5 　10.32 中村　大地 上越・板倉中Ａ
アライ　タケル アライ ウルマ　カズシ イタクラ オカダ　ハルキ ナカゴウ ワタヌキ　ダイジロウ カスガ コカイ　アサヒ アライ

6 　11.46 新井　尊 妙高・新井中Ａ 6 　6.33 閏間　一志 上越・板倉中Ａ 6 　6.48 岡田　遥稀 上越・中郷中Ｂ 6 　6.43 綿貫　大治郎 上越・春日中Ａ 6 　10.34 小海　旭 妙高・新井中Ａ
クワバラ　レン ナオエツヒガシ ゴトウ　タクシ ミョウコウ イシイ　タケシ カスガ コバヤシ　ミリュウ イタクラ ミヤウチ　ハヤト カスガ

7 　11.52 桑原　蓮 上越・直江津東中Ａ 7 　6.34 後藤　拓志 妙高・妙高中Ｂ 7 　6.49 石井　丈士 上越・春日中Ａ 7 　6.47 小林　未流 上越・板倉中Ａ 7 　10.39 宮内　颯 上越・春日中Ａ
イイヨシ　リュウノスケ ジョウキョウダイフゾク イケダ　マサムネ ジョウキョウダイフゾク ハラ　コウタ ナオエツ モリハシ　ユウヤ ナオエツ ミヤザキ　ヒカル ジョウセイ

7 　11.52 飯吉　竜之輔 上越・上教大附中Ａ 8 　6.37 池田　征宗 上越・上教大附中Ａ 8 　6.51 原　航太 上越・直江津中Ａ 8 　6.55 森橋　悠也 上越・直江津中Ａ 8 　10.45 宮﨑　晃 上越・城西中Ａ
ミヤザワ　シュウ ジョウホク タケダ　リク カスガ フルサワ　ヒロキ イタクラ ナカムラ　ユウジ ジョウセイ ミヤチ　トワ ナオエツ

9 　11.53 宮沢　柊 上越・城北中Ａ 9 　6.40 竹田　琉来 上越・春日中Ａ 9 　6.54 古澤　洸樹 上越・板倉中Ａ 9 　6.57 中村　有志 上越・城西中Ａ 9 　10.58 宮地　人和 上越・直江津中Ａ
イバラキ　ショウタ アライ ノグチ　コウタ ナオエツ シノミヤ　タケヒロ ナオエツヒガシ ハトリ　リュウセイ ユウシ リクカワ　ソラ ナカゴウ

10 　11.58 茨木　翔太 妙高・新井中Ｂ 10 　6.45 野口　光太 上越・直江津中Ａ 10 　6.55 篠宮　武浩 上越・直江津東中Ａ 10 　7.01 羽鳥　竜生 上越・雄志中Ａ 9 　10.58 陸川　大空 上越・中郷中Ａ
ウエスギ　ユウマ カキザキ マルヤマ　タケト ナカゴウ ウエダ　ヒロム ジョウキョウダイフゾク ハシモト　タクミ ジョウホク ヨシコシ　ケン ジョウキョウダイフゾク

11 　12.05 上杉　悠真 上越・柿崎中Ａ 11 　6.46 丸山　健翔 上越・中郷中Ｂ 10 　6.55 上田　啓睦 上越・上教大附中Ａ 11 　7.10 橋本　拓海 上越・城北中Ｂ 11 　10.59 吉越　研 上越・上教大附中Ａ
フルキ　ジュンヤ ジョウセイ シモツマ　クラノスケ クビキ シモツマ　レンノスケ クビキ ニシヤマ　ヒロト ジョウホク コジマ　ヒロキ アライ

12 　12.07 古木　準也 上越・城西中Ａ 12 　6.47 下間　蔵之介 上越・頸城中 12 　6.57 下間　蓮之介 上越・頸城中 12 　7.11 西山　寛登 上越・城北中Ａ 12 　11.02 小島　宙輝 妙高・新井中Ｂ
カモイ　タケシ ミョウコウコウゲン ナシモト　アヤト ユウシ クワバラ　タケル ジョウホク オオツカ　リョウ ジョウキョウダイフゾク イシノ　コウキ ミョウコウ

13 　12.09 鴨井　岳士 妙高・妙高高原中Ｂ 13 　6.48 梨本　綾人 上越・雄志中Ａ 13 　7.00 桑原　健留 上越・城北中Ａ 12 　7.11 大塚　諒 上越・上教大附中Ａ 13 　11.07 石野　倖己 妙高・妙高中Ｂ
シモトリ　ソウタ イタクラ スカダ　リュウセイ ミョウコウコウゲン ウエハラ　シキ ジョウセイ ハシモト　ケンタ ナオエツヒガシ クワバラ　ショウマ ナオエツヒガシ

14 　12.18 下鳥　颯大 上越・板倉中Ｂ 14 　6.52 須賀田　龍青 妙高・妙高高原中Ｃ 14 　7.02 上原　志喜 上越・城西中Ａ 14 　7.12 橋本　健太 上越・直江津東中Ｂ 14 　11.11 桑原　翔学 上越・直江津東中Ｂ
ノグチ　ケイト ミョウコウ ワタナベ　アオイ ジョウホク コンドウ　リョウ ユウシ マツバラ　マサト ナカゴウ アゼチ　タケル イタクラ

15 　12.22 野口　敬人 妙高・妙高中Ｂ 15 　6.54 渡辺　葵 上越・城北中Ａ 15 　7.04 近藤　凌 上越・雄志中Ａ 14 　7.12 松原　雅斗 上越・中郷中Ｂ 15 　11.16 畔地　尊 上越・板倉中Ｂ
ワタナベ　ユウマ カスガ ホリコシ　アサト カスガ キタムラ　ナオヤ アライ コバヤシ　シュンスケ イタクラ イガラシ　タクミ ジョウホク

16 　12.23 渡邉　悠舞 上越・春日中Ａ 16 　6.55 堀越　朝登 上越・春日中Ｂ 16 　7.05 北村　直也 妙高・新井中Ｂ 14 　7.12 小林　春空 上越・板倉中Ｂ 16 　11.19 五十嵐　拓海 上越・城北中Ａ
ゴショクボ　リクト ジョウキョウダイフゾク サトウ　タイチ ジョウホク イケダ　カイト ユウシ アサノ　コウセイ カキザキ マツハシ　トシキ ナカゴウ

17 　12.47 御所窪　陸大 上越・上教大附中Ｂ 17 　6.59 佐藤　太地 上越・城北中Ｂ 17 　7.06 池田　楓斗 上越・雄志中Ｂ 17 　7.13 浅野　光聖 上越・柿崎中Ａ 16 　11.19 松橋　俊輝 上越・中郷中Ｂ
ヨコオ　ヒョウ ジョウトウ タナカ　ゴウ ジョウセイ ツムラ　タクヤ ジョウホク ムラフジ　レオ ジョウキョウダイフゾク カワカミ　ジン ユウシ

18 　12.49 横尾　彪 上越・城東中 18 　7.00 田中　豪 上越・城西中Ａ 18 　7.08 津村　拓也 上越・城北中Ｂ 18 　7.20 村藤　伶緒 上越・上教大附中Ｂ 18 　11.25 川上　仁 上越・雄志中Ａ
コサカイ　ユウスケ クビキ タキザワ　トモヤ ウラガワラ ヤマシタ　ユウタ ミョウコウ オオシマ　タツキ ヤチホ コイケ　スグル カスガ

19 　12.51 小堺　友介 上越・頸城中 18 　7.00 滝沢　知也 上越・浦川原中Ａ 19 　7.17 山下　優太 妙高・妙高中Ｂ 19 　7.24 大島　樹 上越・八千浦中 19 　11.30 小池　卓 上越・春日中Ｂ
イチカワ　ナオキ ヤスヅカ サトウ　トオイ アライ ナガサワ　リクヤ ナオエツ キハラ　ダイスケ ナオエツヒガシ ヤマダ　シュウ カスガ

20 　12.54 市川　直樹 上越・安塚中 20 　7.02 佐藤　斗 妙高・新井中Ｂ 20 　7.18 長澤　陸矢 上越・直江津中Ｂ 19 　7.24 木原　大介 上越・直江津東中Ｃ 20 　11.32 山田　珠羽 上越・春日中Ｃ
イシイ　アツキ ウラガワラ タケダ　トオル ナオエツ フジノ　ユウダイ カキザキ ツカダ　ヒロト クビキ ダイドウ　ヒロアキ ジョウキョウダイフゾク

21 　12.57 石井　篤希 上越・浦川原中Ａ 21 　7.03 竹田　透 上越・直江津中Ｃ 21 　7.20 藤野　祐大 上越・柿崎中Ａ 19 　7.24 塚田　大翔 上越・頸城中 21 　11.38 大道　啓明 上越・上教大附中Ｂ
ヤナギサワ　ユウト カキザキ シラカワ　コウキ ユウシ ソダ　ハヤト カキザキ サトウ　タカシ カキザキ キタジマ　レン ナオエツ

22 　13.02 栁澤　勇翔 上越・柿崎中Ｂ 22 　7.05 白川　航暉 上越・雄志中Ｂ 21 　7.20 曽田　隼 上越・柿崎中Ｂ 22 　7.29 佐藤　貴士 上越・柿崎中Ｂ 22 　11.41 北嶌　廉 上越・直江津中Ｃ
イシノ　ソアラ ウラガワラ カツヤマ　ミズキ イタクラ ホシノ　ケイト ジョウキョウダイフゾク コバヤシ　リクト カスガ ヒラノ　ケイスケ クビキ

23 　13.03 石野　颯星 上越・浦川原中Ｂ 23 　7.06 勝山　瑞己 上越・板倉中Ｂ 21 　7.20 星野　慶人 上越・上教大附中Ｂ 23 　7.34 小林　陸駿 上越・春日中Ｂ 23 　11.42 平野　圭祐 上越・頸城中
ホクラ　テツマ ジョウホク コバヤシ　シュンスケ ヤスヅカ ヤマギシ　コウキ ナオエツヒガシ キタザワ　ケント ウラガワラ シガ　モトヤ ヤスヅカ

24 　13.05 保倉　徹真 上越・城北中Ｂ 24 　7.07 小林　隼介 上越・安塚中 24 　7.21 山岸　幸希 上越・直江津東中Ｃ 23 　7.34 北澤　研人 上越・浦川原中Ａ 24 　11.44 志賀　元哉 上越・安塚中
ハブカ　ユウシ ジョウセイ ミヤシタ　ダイチ ミョウコウコウゲン フルカワ　リョウタ イタクラ モロハシ　リョウ ナオエツ ウエノ　ヨシカズ ユウシ

25 　13.09 羽深　佑志 上越・城西中Ｂ 25 　7.08 宮下　大地 妙高・妙高高原中Ｄ 25 　7.22 古川　諒太 上越・板倉中Ｂ 25 　7.35 諸橋　涼 上越・直江津中Ｃ 25 　11.45 上野　祥和 上越・雄志中Ｂ
シミズ　タツヤ ナカゴウ オオツカ　ライ カキザキ タカハシ　ユウキ オオガタマチ カワモト　テッペイ ミョウコウコウゲン ミヤザキ　ハク ヤチホ

26 　13.10 清水　達弥 上越・中郷中Ｂ 26 　7.09 大塚　来生 上越・柿崎中Ａ 26 　7.23 高橋　友貴 上越・大潟町中 26 　7.36 川本　哲平 妙高・妙高高原中Ｄ 26 　11.49 宮﨑　波空 上越・八千浦中
ヤマザキ　ジョウ ミョウコウコウゲン イマイ　ショウ ジョウセイ ナガサキ　ルイ ナオエツ マツハシ　ユウキ ミョウコウコウゲン イワイ　ユウキ マキ

27 　13.13 山﨑　丈 妙高・妙高高原中Ｃ 27 　7.13 今井　翔 上越・城西中Ｂ 27 　7.25 長﨑　琉依 上越・直江津中Ｃ 27 　7.41 松橋　優希 妙高・妙高高原中Ｃ 27 　11.58 岩井　佑樹 上越・牧中
クマキ　タツヤ オオガタマチ イチカワ　ユウキ ジョウキョウダイフゾク ヨシザワ　リク ナオエツヒガシ マルヤマ　オウスケ ユウシ フルヤ　カケル ウラガワラ

28 　13.17 熊木　達也 上越・大潟町中 28 　7.14 市川　侑紀 上越・上教大附中Ｂ 28 　7.26 吉澤　陸 上越・直江津東中Ｂ 28 　7.43 丸山　桜輔 上越・雄志中Ｂ 28 　12.00 古家　翔 上越・浦川原中Ａ
シバヤマ　レイ ナオエツ オオバ　コウタ カキザキ ナカジョウ　ソラ ウラガワラ ヒラマル　キョウヘイ ジョウトウ ワタナベ　シンガ ジョウホク

29 　13.20 柴山　玲 上越・直江津中Ｃ 29 　7.18 大場　滉太 上越・柿崎中Ｂ 28 　7.26 中條　想羅 上越・浦川原中Ａ 29 　7.45 平丸　京平 上越・城東中 29 　12.01 渡邉　真河 上越・城北中Ｂ
ワタナベ　ヒロキ ユウシ イクラ　コウキ オオガタマチ イシダ　ミオト ジョウセイ ヨコオ　ユウキ マキ ヤマグチ　ケイジロウ ジョウトウ

30 　13.21 渡邊　啓貴 上越・雄志中Ｂ 30 　7.21 伊倉　広貴 上越・大潟町中 30 　7.27 石田　澪渡 上越・城西中Ｂ 29 　7.45 横尾　祐樹 上越・牧中 30 　12.06 山口　慶次郎 上越・城東中
シンボ　マイト ナオエツヒガシ ヤマザキ　ユイト ミョウコウ ヨコヤマ　コウタ アライ ヤマシタ　マヒロ ミョウコウ ハラダ　タクト ミョウコウコウゲン

31 　13.24 新保　舞人 上越・直江津東中Ｂ 30 　7.21 山崎　唯斗 妙高・妙高中Ｃ 31 　7.28 横山　弘汰 妙高・新井中Ｃ 31 　7.47 山下　真央 妙高・妙高中Ｂ 30 　12.06 原田　拓飛 妙高・妙高高原中Ｃ
トヨシマ　マサキ マキ オザキ　ルイ ジョウトウ キタムラ　リクト ミョウコウ オジマ　アユム アライ スギタ　ユウ オオガタマチ

31 　13.24 豊嶋　真生 上越・牧中 32 　7.22 尾﨑　琉伊 上越・城東中 32 　7.44 北村　陸斗 妙高・妙高中Ｃ 32 　7.49 尾島　歩武 妙高・新井中Ｃ 32 　12.07 杉田　裕 上越・大潟町中
イトウ　ダイキ ナオエツヒガシ タケダ　ユウト ナオエツヒガシ ヤマグチ　ソウタ カスガ シミズ　ダイキ ジョウセイ フルカワ　カズマ アライ

33 　13.25 伊藤　大輝 上越・直江津東中Ｃ 32 　7.22 竹田　悠人 上越・直江津東中Ｂ 33 　7.47 山口　爽太 上越・春日中Ｂ 33 　7.51 清水　大暉 上越・城西中Ｂ 32 　12.07 古川　和馬 妙高・新井中Ｃ
ミタムラ　アイラ アライ アオキ　ユウゾウ ミョウコウコウゲン オカダ　シュンヤ ミョウコウコウゲン ヨネダ　セナ カスガ オオシマ　カンタ ナオエツヒガシ

34 　13.28 三田村　葵来 妙高・新井中Ｃ 32 　7.22 青木　勇翔 妙高・妙高高原中Ａ 34 　7.49 岡田　駿也 妙高・妙高高原中Ａ 33 　7.51 米田　成那 上越・春日中Ｃ 34 　12.14 大島　完太 上越・直江津東中Ｃ
エグチ　ユウタ カスガ ヨシザワ　レイ ナオエツヒガシ クサカベ　ルイ ヤスヅカ ヤスハラ　ソウタ アライ ムロオカ　ソウ ジョウセイ

35 　13.30 江口　優太 上越・春日中Ｂ 35 　7.27 吉澤　嶺 上越・直江津東中Ｃ 35 　7.52 日下部　琉生 上越・安塚中 35 　7.53 安原　颯汰 妙高・新井中Ｂ 35 　12.19 室岡　颯 上越・城西中Ｂ
イシノ　シンゴ ミョウコウ ワタナベ　タダヒロ マキ スギタ　カズマ カスガ カトウ　シュン ナオエツ サツミ　セナ カキザキ

36 　13.40 石野　紳悟 妙高・妙高中Ｃ 36 　7.28 渡辺　祥大 上越・牧中 36 　7.54 杉田　一真 上越・春日中Ｃ 36 　7.54 加藤　駿 上越・直江津中Ｂ 36 　12.22 薩美　世奈 上越・柿崎中Ｂ
イクラ　リンタロウ ヤチホ オリハシ　ケイタ ナオエツ イナカズ　ミサキ ジョウトウ ヒロタ　ミツル ヤスヅカ ナガサキ　アユム ミョウコウコウゲン

37 　13.44 伊倉　凜太朗 上越・八千浦中 37 　7.34 折橋　慶太 上越・直江津中Ｂ 37 　7.56 稲数　岬 上越・城東中 37 　7.55 廣田　希充 上越・安塚中 37 　12.25 長崎　歩 妙高・妙高高原中Ｄ
ワタナベ　トキ カスガ ヨシカワ　ケイ アライ ニシヤマ　タイセイ マキ オオノ　ユウキ ミョウコウ シバヤマ　ルリ ナオエツ

38 　13.45 渡邉　翔希 上越・春日中Ｃ 38 　7.36 吉川　渓 妙高・新井中Ｃ 38 　8.03 西山　泰誠 上越・牧中 38 　7.56 大野　優輝 妙高・妙高中Ｃ 38 　12.33 柴山　瑠璃 上越・直江津中Ｂ
アオヤマ　ショウゴ ナオエツ オオタキ　シュンスケ ヤチホ キョウヤ　ソラ チョウリョウ マツウチ　トア ウラガワラ タケウチ　コウシュウ チョウリョウ

39 　13.46 青山　奨吾 上越・直江津中Ｂ 39 　7.45 大滝　駿介 上越・八千浦中 39 　8.04 京谷　蒼来 上越・潮陵中 39 　8.01 松内　翔海 上越・浦川原中Ｂ 39 　12.42 竹内　広修 上越・潮陵中
アダチ　ヒビキ チョウリョウ イノダ　ヨウタ カスガ イクラ　トモキ ヤチホ コイケ　カズキ オオガタマチ オカダ　ケイスケ ミョウコウコウゲン

40 　14.46 安達　響 上越・潮陵中 40 　7.49 猪田　陽太 上越・春日中Ｃ 40 　8.23 伊倉　知希 上越・八千浦中 40 　8.09 小池　一輝 上越・大潟町中 40 　13.10 岡田　恵介 妙高・妙高高原中Ａ
ミネムラ　タケオミ ミョウコウコウゲン イベ　ショウゴ ウラガワラ オオタキ　マサト ウラガワラ ヤマギシ　コウイチロウ ミョウコウコウゲン オノ　マサアキ ウラガワラ

41 　15.11 峰村　岳臣 妙高・妙高高原中Ｄ 41 　8.12 井部　翔梧 上越・浦川原中Ｂ 40 　8.23 大滝　真智 上越・浦川原中Ｂ 41 　8.38 山岸　功一郎 妙高・妙高高原中Ａ 41 　13.11 小野　政昌 上越・浦川原中Ｂ
ワクイ　シンタロウ ミョウコウコウゲン ソガ　コウ チョウリョウ ノモト　カズチカ ミョウコウコウゲン サカタ　レンタロウ チョウリョウ テヅカ　ユウタ ミョウコウ

42 　15.24 涌井　慎太朗 妙高・妙高高原中Ａ 42 　8.25 曽我　昂 上越・潮陵中 42 　8.41 野本　和愛 妙高・妙高高原中Ｄ 42 　9.34 坂田　廉太朗 上越・潮陵中 42 　14.01 手塚　雄大 妙高・妙高中Ｃ



大会名 第1回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会　女子区間一覧
開催日　平成28年9月28日（水）
会　場　　新井総合公園　周辺特設コース

１区 ２区 ３区 ４区
順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム 順位 記録 選手名 チーム

フルサワ　ユウリ ジョウホク シミズ　アカリ ジョウホク コカイ　ハルカ アライ ヤジマ　ミオ ジョウホク

1 　12.27 古澤　侑里 上越・城北中Ａ 1 　5.50 清水　あかり 上越・城北中Ａ 1 　6.34 小海　遥 妙高・新井中Ａ 1 　6.56 矢島　美緒 上越・城北中Ａ
オカダ　カレｎ ミョウコウコウゲン タナカ　ユウ アライ ミヤシタ　ユニ ナカゴウ カモイ　マサキ アライ

2 　12.56 岡田　果瑚 妙高・妙高高原中Ｂ 1 　5.50 田中　ゆう 妙高・新井中Ａ 2 　7.09 宮下　結虹 上越・中郷中Ａ 2 　7.12 鴨井　満咲 妙高・新井中Ａ
シミズ　サヤ ジョウエツキョウイクダイフゾク タケダ　アオイ ミョウコウコウゲン ハセガワ　マミ カスガ マジマ　ナノハ カスガ

3 　13.00 清水　彩愛 上越・上教大附中 3 　6.00 竹田　葵 妙高・妙高高原中Ｂ 3 　7.25 長谷川　茉海 上越・春日中 3 　7.21 間嶋　菜花 上越・春日中
カトウ　モモナ ナカゴウ ヤマカワ　アンリ ミョウコウ イケダ　ユイカ ミョウコウコウゲン ミズグチ　マリナ ミョウコウ

4 　13.09 加藤　百菜 上越・中郷中Ａ 3 　6.00 山川　あんり 妙高・妙高中Ａ 4 　7.28 池田　結花 妙高・妙高高原中Ｂ 4 　7.30 水口　真梨奈 妙高・妙高中Ａ
イワサキ　ナナコ カスガ リクカワ　アスカ ナカゴウ ナカノ　ユカ ジョウホク ノモト　チヒロ ミョウコウコウゲン

5 　13.23 岩﨑　菜々子 上越・春日中 5 　6.12 陸川　明日香 上越・中郷中Ａ 5 　7.30 中野　祐香 上越・城北中Ａ 5 　7.48 野本　千尋 妙高・妙高高原中Ｂ
ノグチ　サアヤ アライ カネコ　ミズホ ジョウエツキョウイクダイフゾク タカダテ　マホ ジョウエツキョウイクダイフゾク ナガサワ　チナ アライ

6 　13.30 野口　沙綾 妙高・新井中Ａ 6 　6.14 金子　瑞歩 上越・上教大附中 6 　7.34 高舘　舞帆 上越・上教大附中 6 　7.53 長澤　ちな 妙高・新井中Ｂ
フルカワ　アイナ ミョウコウ エイタカ　ハカハ ミョウコウコウゲン タカハシ　アユカ アライ イケダ　サラ ミョウコウ

7 　13.54 古川　愛奈 妙高・妙高中Ａ 7 　6.19 永髙　わか葉 妙高・妙高高原中Ｃ 7 　7.51 高橋　歩果 妙高・新井中Ｂ 6 　7.53 池田　桜空 妙高・妙高中Ｂ
アライ　サキ ミョウコウコウゲン イイズカ　ナルミ イタクラ マルヤマ　ノゾミ ミョウコウ トウジョウ　ミオ ナカゴウ

8 　13.57 新井　咲希 妙高・妙高高原中Ｃ 8 　6.22 飯塚　成美 上越・板倉中 7 　7.51 丸山　のぞみ 妙高・妙高中Ａ 8 　7.56 東城　美桜 上越・中郷中Ａ
キタジマ　ユイコ ヤスヅカ カワクボ　コトミ アライ イケダ　アイリ ミョウコウ コンノ　ユウナ ジョウトウ

9 　14.04 北島　結子 上越・安塚中 9 　6.33 川久保　琴未 妙高・新井中Ｂ 7 　7.51 池田　愛里 妙高・妙高中Ｂ 9 　8.07 今野　優奈 上越・城東中
イシダ　ミチカ ウラガワラ ヒグチ　スズカ カスガ シノミヤ　チノ ジョウトウ イマイ　ナツキ ジョウエツキョウイクダイフゾク

10 　14.17 石田　未知花 上越・浦川原中 10 　6.38 樋口　涼花 上越・春日中 10 　8.10 篠宮　千乃 上越・城東中 10 　8.08 今井　菜月 上越・上教大附中
ワタナベ　コマチ ミョウコウ フジイ　マナカ マキ アダチ　カノ ナオエツ ミヤシタ　ミユ ナカゴウ

11 　14.41 渡邊　小町 妙高・妙高中Ｂ 11 　6.45 藤井　愛夏 上越・牧中 11 　8.12 安達　栞乃 上越・直江津中 11 　8.15 宮下　未夢 上越・中郷中Ｂ
タナカ　エミ イタクラ リクカワ　コトミ ナカゴウ ヤマカワ　ワカナ ミョウコウコウゲン ナンバ　アリサ ジョウホク

12 　14.45 田中　映美 上越・板倉中 12 　6.48 陸川　琴未 上越・中郷中Ｃ 12 　8.19 山川　和花奈 妙高・妙高高原中Ｃ 12 　8.26 難波　愛理咲 上越・城北中Ｂ
コンドウ　ミヤビ マキ イガラシ　レイナ ウラガワラ ワカヤマ　リナ イタクラ オザキ　アミ アライ

13 　14.49 近藤　みやび 上越・牧中 13 　6.57 五十嵐　玲奈 上越・浦川原中 13 　8.20 若山　里奈 上越・板倉中 12 　8.26 尾崎　愛実 妙高・新井中Ｃ
サイトウ　ナミ ナカゴウ ワタベ　マイ ジョウホク ソノハラ　イオリ ジョウセイ イチカワ　マナミ ナオエツ

14 　14.59 齋藤　七海 上越・中郷中Ｂ 14 　7.01 渡部　真衣 上越・城北中Ｂ 14 　8.21 園原　伊織 上越・城西中 14 　8.32 市川　愛己 上越・直江津中
ササキ　ナギサ ジョウホク ヨコタ　トモカ ヤスヅカ タカサワ　リョウコ マキ ムスミ　サキ ミョウコウコウゲン

15 　15.09 佐々木　凪砂 上越・城北中Ｂ 15 　7.02 横田　朋果 上越・安塚中 14 　8.21 髙澤　涼子 上越・牧中 15 　8.40 三住　幸 妙高・妙高高原中Ｄ
マスダ　チカホ アライ シミズ　ユヅキ ミョウコウ ハシヅメ　ミク ナカゴウ アベ　フウカ ヤスヅカ

16 　15.10 増田　周穂 妙高・新井中Ｂ 16 　7.16 清水　悠月 妙高・妙高中Ｂ 16 　8.26 橋詰　未来 上越・中郷中Ｃ 16 　8.42 阿部　楓栞 上越・安塚中
タキザワ　カンナ ジョウセイ イタクラ　セナ ミョウコウコウゲン マルヤマ　シホ アライ サトウ　チエミ マキ

17 　15.14 瀧澤　栞那 上越・城西中 17 　7.17 板倉　星奈 妙高・妙高高原中Ａ 17 　8.40 丸山　栞穂 妙高・新井中Ｃ 16 　8.42 佐藤　智恵美 上越・牧中
イノツメ　ユカ ジョウトウ マルヤマ　ユウナ ナカゴウ ヨシノ　ナナ ヤスヅカ カサトリ　アイカ イタクラ

18 　15.16 猪爪　佑夏 上越・城東中 18 　7.20 丸山　悠那 上越・中郷中Ｂ 18 　8.41 吉野　菜々 上越・安塚中 18 　8.43 笠鳥　愛佳 上越・板倉中
キリヤマ　ユウ ナカゴウ ヤナギ　ソラ ナオエツ モチヅキ　ユキカ ミョウコウコウゲン シオザキ　レナ ウラガワラ

19 　15.26 桐山　結羽 上越・中郷中Ｃ 19 　7.23 柳　空夢 上越・直江津中 19 　8.45 望月　雪華 妙高・妙高高原中Ａ 19 　8.56 塩﨑　麗菜 上越・浦川原中
オカダ　アカネ アライ シミズ　ユアラ ジョウセイ トダ　ユイナ ナカゴウ キザワ　ユイ ジョウセイ

20 　15.28 岡田　あかね 妙高・新井中Ｃ 20 　7.24 清水　優亜良 上越・城西中 20 　8.46 戸田　結衣菜 上越・中郷中Ｂ 20 　9.17 木澤　唯恋 上越・城西中
カツシマ　カナウ ナオエツ シモトリ　ネネ アライ ムラマツ　リンカ ジョウホク マルヤマ　チトセ ナカゴウ

21 　15.33 勝嶋　叶 上越・直江津中 20 　7.24 下鳥　寧々 妙高・新井中Ｃ 21 　8.55 村松　凜華 上越・城北中Ｂ 21 　9.28 丸山　千翔星 上越・中郷中Ｃ
タケウチ　シオリ ミョウコウコウゲン カミイシ　ルイ ジョウトウ ヤマギシ　レミ ウラガワラ エグチ　ユキ オオシマ

22 　15.38 竹内　詩織 妙高・妙高高原中Ｄ 22 　7.25 上石　瑠唯 上越・城東中 22 　8.59 山岸　鈴美 上越・浦川原中 22 　9.29 江口　友稀 上越・大島中Ａ
シイバ　フミエ ミョウコウコウゲン イケダ　ユカ ミョウコウコウゲン タキザワ　ハナ オオシマ ゴウド　ミユ ミョウコウコウゲン

23 　15.47 椎葉　史絵 妙高・妙高高原中Ａ 23 　7.32 池田　優香 妙高・妙高高原中Ｄ 23 　9.09 滝澤　華奈 上越・大島中Ａ 23 　10.11 郷戸　美優 妙高・妙高高原中Ａ
イイダ　メイ オオシマ タケエ　コトミ オオシマ キシモト　カコ ミョウコウコウゲン タケダ　シオネ ミョウコウコウゲン

24 　16.50 飯田　芽依 上越・大島中Ｂ 24 　7.47 武江　琴美 上越・大島中Ａ 24 　10.04 岸本　華子 妙高・妙高高原中Ｄ 24 　10.14 竹田　汐音 妙高・妙高高原中Ｃ
イワノ　ミサキ オオシマ ヤマダ　ナナ オオシマ サトウ　チヒロ オオシマ モトヤマ　アカリ オオシマ

25 　17.20 岩野　美咲 上越・大島中Ａ 25 　8.28 山田　菜奈 上越・大島中Ｂ 25 　10.18 佐藤　茅弥 上越・大島中Ｂ 25 　11.15 本山　明香莉 上越・大島中Ｂ
ナオエツヒガシ ナオエツヒガシ ナオエツヒガシ ナオエツヒガシ

DNS 上越・直江津東中 DNS 上越・直江津東中 DNS 上越・直江津東中 DNS 上越・直江津東中


