
1　／　3

審判長：
記録主任：

順位 チーム名
オヂヤ

小千谷市立小千谷中学校（21）

　1.01.56 　10.05 1 　20.10 1 　30.20 1 　40.50 1 　51.35 1 　1.01.56 1
　10.05 1 　10.05 2 　10.10 2 　10.30 7 　10.45 1 　10.21 3

ツナン

津南町立津南中学校（22）

　1.02.12 　10.35 19 　20.31 3 　30.50 2 　41.06 2 　51.52 2 　1.02.12 2
　10.35 19 　9.56 1 　10.19 3 　10.16 3 　10.46 3 　10.20 2

ミョウコウコウゲン

妙高市立妙高高原中学校（1）

　1.03.04 　10.20 5 　20.44 6 　31.38 8 　41.40 5 　52.25 4 　1.03.04 3
　10.20 5 　10.24 11 　10.54 16 　10.02 2 　10.45 1 　10.39 6

トオカマチ

十日町市立十日町中学校（23）

　1.03.26 　10.10 2 　20.27 2 　31.05 4 　41.28 4 　52.32 5 　1.03.26 4
　10.10 2 　10.17 7 　10.38 7 　10.23 5 　11.04 10 　10.54 14

オオマキ

南魚沼市立大巻中学校（24）

　1.03.32 　10.28 10 　20.51 7 　31.00 3 　41.20 3 　52.24 3 　1.03.32 5
　10.28 10 　10.23 9 　10.09 1 　10.20 4 　11.04 10 　11.08 21

サワタ

佐渡市立佐和田中学校（63）

　1.03.39 　10.51 30 　21.05 12 　31.40 9 　42.20 9 　53.20 7 　1.03.39 6
　10.51 30 　10.14 5 　10.35 5 　10.40 11 　11.00 8 　10.19 1

ミョウコウ

妙高市立妙高中学校（3）

　1.04.01 　10.32 15 　20.53 8 　31.36 7 　42.15 8 　53.09 6 　1.04.01 7
　10.32 15 　10.21 8 　10.43 8 　10.39 9 　10.54 4 　10.52 12

ツバメ

燕市立燕中学校（61）

　1.04.16 　10.38 21 　21.10 15 　32.19 20 　42.20 10 　53.24 8 　1.04.16 8
　10.38 21 　10.32 13 　11.09 25 　10.01 1 　11.04 10 　10.52 12

ツバメヨシダ

燕市立吉田中学校（62）

　1.04.20 　10.25 6 　20.37 4 　31.32 6 　42.14 7 　53.41 10 　1.04.20 9
　10.25 6 　10.12 4 　10.55 19 　10.42 12 　11.27 31 　10.39 6

トウホク

長岡市立東北中学校（25）

　1.04.31 　10.17 3 　20.59 9 　31.47 10 　42.26 11 　53.46 12 　1.04.31 10
　10.17 3 　10.42 21 　10.48 9 　10.39 9 　11.20 25 　10.45 9

アライ

妙高市立新井中学校（4）

　1.04.43 　10.45 25 　21.30 28 　32.23 23 　42.52 14 　53.52 14 　1.04.43 11
　10.45 25 　10.45 23 　10.53 14 　10.29 6 　11.00 8 　10.51 11

イトイガワ

糸魚川市立糸魚川中学校（5）

　1.04.45 　10.28 9 　21.02 10 　31.53 11 　42.50 13 　53.49 13 　1.04.45 12
　10.28 9 　10.34 16 　10.51 13 　10.57 22 　10.59 6 　10.56 15

カメダニシ

新潟市立亀田西中学校（70）

　1.04.47 　10.31 12 　21.10 14 　32.10 14 　42.43 12 　53.41 11 　1.04.47 13
　10.31 12 　10.39 19 　11.00 23 　10.33 8 　10.58 5 　11.06 20

イカラシ

新潟市立五十嵐中学校（65）

　1.05.03 　10.33 17 　21.05 11 　31.59 12 　43.09 16 　54.13 15 　1.05.03 14
　10.33 17 　10.32 13 　10.54 16 　11.10 25 　11.04 10 　10.50 10

ナガハシ　ユウマ ワタナベ　アイト オオヤ　ユウダイ ワタナベ　トモヤ ワタナベ　レオ イカラシ　コウスケ

1区(3.0km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)

五十嵐　浩輔 (2)

ハットリ　ミツキ タナカ　アユム ヒグチ　ジュンペイ フジノキ　ジョウ ナカザワ　ユウキ ナカザワ　タカヒロ

1
長橋　悠真 (3) 渡辺　藍人 (3) 大矢　雄大 (3) 渡辺　智也 (3) 渡辺　澪音 (3)

中澤　貴大 (3)

ヒグチ　ソウ アライ　ユウキ カモイ　タケシ オカダ　ラム ヤマカワ　カケル オカダ　アユム

2
服部　充希 (3) 田中　歩夢 (3) 樋口　純平 (3) 藤ノ木　丈 (2) 中澤　優希 (2)

岡田　歩 (3)

セキグチ　ユウタ マサノ　ガクト シマダ　セイタ ネツ　コウダイ ナカマチ　ソラ ニワノ　ナオヒロ

3
樋口　颯 (3) 新井　優希 (3) 鴨井　岳士 (3) 岡田　空夢 (3) 山川　走 (3)

庭野　尚洋 (3)

シマダ　ワタル ナカジマ　ルイ ナカマタ　リキヤ オグラ　セナ ミズオチ　ミライ マツバラ　ユウト

4
関口　友太 (2) 正野　学人 (2) 島田　成大 (2) 根津　広大 (3) 中町　爽良 (3)

松原　悠人 (2)

サイトウ　シュンヤ サトウ　ダイキチ カナザワ　レオナ ゴトウ　ヒヨリ カキナミ　カイト ワタナベ　シュンタロウ

5
嶋田　渉 (3) 中嶋　流生 (3) 中俣　力哉 (3) 小倉　聖海 (3) 水落　未来 (2)

渡邉　駿太朗 (1)

イイヨシ　タクト ニゴリカワ　ツカサ タナベ　ミト シモトリ　リュウノスケ ゴトウ　タクシ シミズ　ケンスケ

6
齋藤　駿冶 (3) 佐藤　大吉 (3) 金澤　怜皇那 (3) 後藤　緋和 (3) 垣並　海斗 (2)

清水　健介 (3)

タカハシ　ヒロヤ ヌマザワ　コウヤ ハセガワ　ハルキ コバヤシ　ヒロト オオハシ　ユウキ エンドウ　カイ

7
飯吉　拓斗 (3) 濁川　司 (3) 田邉　深冬 (3) 霜鳥　龍之介 (2) 後藤　拓志 (2)

遠藤　快 (2)

スガハラ　レン ミヤザワ　ソウ セト　ユウダイ シブヤ　ユウト フカザワ　ショウタ ハットリ　マサキ

8
高橋　比呂弥 (3) 沼澤　航也 (3) 長谷川　治輝 (3) 小林　弘人 (3) 大橋　勇紀 (2)

服部　優樹 (3)

カトウ　アユム オオカワ　タクト ミズシマ　モネ イガラシ　カンタ ノモト　コウタ マルヤマ　タスク

9
菅原　蓮 (3) 宮澤　颯 (2) 瀨戸　雄大 (3) 渋谷　優斗 (2) 深澤　翔太 (3)

丸山　佑 (3)

アライ　タケル トヨダ　ハルト ヤマモト　イッセイ コカイ　アサヒ コジマ　ヒロキ ヨコオ　ルキ

10
加藤　歩夢 (3) 大川　拓図 (2) 水島　モネ (2) 五十嵐　貫太 (3) 野本　航汰 (2)

横尾　琉生 (3)

ツキオカ　ヒロミチ ヤマザキ　タスク カワシマ　ジュキ カワイ　アイシ ワヤナベ　ユウマ ヤマモト　ハルヤ

11
新井　尊 (2) 豊田　遥斗 (3) 山本　一成 (2) 小海　旭 (2) 小島　宙輝 (3)

山本　陽也 (2)

タナカ　ナオト マツバラ　ソウヤ イワキ　ケイスケ キトウ　カンタ アオヤマ　レツ イシウラ　ユウヤ

12
月岡　寛道 (3) 山崎　丞 (1) 川島　樹稀 (2) 川合　藍士 (2) 渡辺　悠真 (2)

石浦　優也 (3)

ヤギ　カツユキ オガワ　ハルキ カサハラ　ショウゴ ヒラノ　アオイ ハシモト　リュウセイ タチバナヤ　ユウト

13
田中　尚斗 (3) 松原　颯也 (2) 岩城　圭佑 (2) 喜藤　貫太 (2) 青山　烈 (3)

橘谷　祐音 (2)
14

八木　遂行 (3) 小川　晴輝 (3) 笠原　彰悟 (3) 平野　蒼衣 (2) 橋本　龍征 (1)

リザルトリスト

第２６回新潟県中学校駅伝競走大会 遠藤　純一
国営越後丘陵公園特設コース 長谷川　和弘

男子 駅伝 16/11/02 12:45  



2　／　3

審判長：
記録主任：

順位 チーム名 1区(3.0km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)

リザルトリスト

第２６回新潟県中学校駅伝競走大会 遠藤　純一
国営越後丘陵公園特設コース 長谷川　和弘

男子 駅伝 16/11/02 12:45  

ホンジョウジ

三条市立本成寺中学校（31）

　1.05.10 　10.31 13 　20.40 5 　31.14 5 　42.10 6 　53.29 9 　1.05.10 15
　10.31 13 　10.09 3 　10.34 4 　10.56 20 　11.19 22 　11.41 39

ナオエツヒガシ

上越市立直江津東中学校（2）

　1.05.16 　10.30 11 　21.15 17 　32.14 16 　43.06 15 　54.38 18 　1.05.16 16
　10.30 11 　10.45 23 　10.59 21 　10.52 16 　11.32 35 　10.38 5

カシワザキダイイチ

柏崎市立第一中学校（6）

　1.05.39 　10.47 26 　21.27 26 　32.17 18 　43.09 17 　54.35 17 　1.05.39 17
　10.47 26 　10.40 20 　10.50 12 　10.52 16 　11.26 30 　11.04 19

ウチノ

新潟市立内野中学校（64）

　1.05.49 　10.27 7 　21.20 21 　32.34 27 　43.23 20 　54.46 19 　1.05.49 18
　10.27 7 　10.53 28 　11.14 28 　10.49 14 　11.23 29 　11.03 18

アサヒオカ

長岡市立旭岡中学校（28）

　1.05.55 　10.48 28 　21.11 16 　32.20 21 　43.35 22 　54.54 22 　1.05.55 19
　10.48 28 　10.23 9 　11.09 25 　11.15 27 　11.19 22 　11.01 16

カワニシ

十日町市立川西中学校（29）

　1.05.55 　11.02 36 　21.18 20 　32.17 17 　43.10 18 　54.24 16 　1.05.55 20
　11.02 36 　10.16 6 　10.59 21 　10.53 18 　11.14 18 　11.31 35

イワムロ

新潟市立岩室中学校（68）

　1.06.03 　10.41 23 　21.17 19 　32.05 13 　43.23 21 　54.50 20 　1.06.03 21
　10.41 23 　10.36 17 　10.48 9 　11.18 29 　11.27 31 　11.13 25

コシジ

長岡市立越路中学校（81）

　1.06.09 　11.09 38 　21.45 31 　32.56 30 　43.43 25 　54.55 23 　1.06.09 22
　11.09 38 　10.36 17 　11.11 27 　10.47 13 　11.12 17 　11.14 26

ムラカミダイイチ

村上市立村上第一中学校（42）

　1.06.10 　10.43 24 　21.37 29 　32.32 26 　43.38 23 　54.54 21 　1.06.10 23
　10.43 24 　10.54 30 　10.55 19 　11.06 24 　11.16 20 　11.16 27

シオザワ

南魚沼市立塩沢中学校（30）

　1.06.13 　10.57 34 　21.23 22 　32.12 15 　43.42 24 　55.11 26 　1.06.13 24
　10.57 34 　10.26 12 　10.49 11 　11.30 33 　11.29 33 　11.02 17

トオカマチミナミ

十日町市立南中学校（27）

　1.06.14 　10.52 31 　21.46 32 　33.12 32 　44.05 31 　55.04 24 　1.06.14 25
　10.52 31 　10.54 30 　11.26 35 　10.53 18 　10.59 6 　11.10 22

ゲジョウ

十日町市立下条中学校（26）

　1.06.22 　10.47 27 　21.44 30 　32.19 19 　43.15 19 　55.12 27 　1.06.22 26
　10.47 27 　10.57 32 　10.35 5 　10.56 20 　11.57 40 　11.10 22

ホンマル

新発田市立本丸中学校（43）

　1.06.31 　10.19 4 　21.23 23 　32.47 28 　43.58 29 　55.04 25 　1.06.31 27
　10.19 4 　11.04 34 　11.24 32 　11.11 26 　11.06 14 　11.27 34

ナカゴウ

上越市立中郷中学校（10）

　1.06.34 　10.27 8 　21.54 33 　33.13 33 　44.36 32 　55.51 32 　1.06.34 28
　10.27 8 　11.27 38 　11.19 30 　11.23 30 　11.15 19 　10.43 8

ニシザワ　コウヘイ コマガタ　トモキ ナカムラ　セイタロウ サクライ　ショウタ ミヤジマ　キレン ババ　ユウセイ

馬場　悠生 (3)

ハヤツ　ヒカル モリ　シロウ ハシモト　ケンタ クワバラ　レン シノミヤ　タケヒロ ヤマモト　イツキ

15
西沢　康平 (3) 駒形　知季 (3) 中村　盛太郞 (3) 櫻井　翔太 (3) 宮島　希連 (3)

山本　樹 (2)

ホシノ　リク コジマ　タツヤ クワヤマ　ユウト ヨシカワ　リョウ フジサワ　カイ フナキ　ケンゴ

16
早津　光 (2) 森　志郎 (3) 橋本　健太 (3) 桑原　蓮 (3) 篠宮　武浩 (3)

舩木　健吾 (3)

カン　テンマ タナカ　カイキ ハマダ　ユウト イワタニ　マナト サワノ　マオ ワタナベ　ヒナタ

17
星野　大地 (3) 小嶋　建也 (3) 桒山　勇翔 (2) 吉川　諒 (2) 藤澤　快 (3)

渡辺　日向 (2)

テラサワ　ユウト シチジョウ　サネチカ タカハシ　タイト イシヅカ　キョウヘイ ワカバヤシ　ヤマト カスガ　ゴウキ

18
菅　天真 (2) 田中　会輝 (2) 濱田　勇斗 (1) 岩谷　愛斗 (3) 澤野　槙央 (3)

春日　豪希 (2)

タカハシ　ヒロト タカハシ　タイヨウ タカハシ　ソウタ タカハシ　ケイタ サトウ　ゲンキ カスガ　タケト

19
寺澤　優人 (2) 七條　嗣京 (3) 高橋　泰斗 (3) 石塚　恭平 (3) 若林　大和 (3)

春日　天翔 (3)

ワカスギ　シュンスケ ホンマ　ショウタ コヤマ　アキヒロ タケウチ　カズキ ヤマダ　リク フジタ　ツヨシ

20
髙橋　洋人 (2) 髙橋　太陽 (3) 髙橋　草太 (1) 髙橋　恵太 (2) 佐藤　元輝 (1)

藤田　剛 (2)

サトウ　ユウキ ナカムラ　リュウト シライ　シュンスケ ナガミ　マナト セキ　ユウシン ウチヤマ　カズマ

21
若杉　俊介 (3) 本間　将太 (2) 小山　晃広 (3) 竹内　和輝 (3) 山田　吏玖 (3)

内山　和馬 (3)

スガワラ　ルガ サカタ　リョウタ オオタキ　カツミ ハセガワ　ヒカル トガシ　タツキ スガイ　ジン

22
佐藤　佑規 (2) 中村　龍斗 (3) 白井　駿甫 (2) 永見　真那斗 (3) 関　悠伸 (1)

須貝　仁 (3)

タナカ　ユウト ヤマダ　カンタ オカムラ　コウタロウ コバヤシ　ソラ ワタナベ　コウタロウ コバヤシ　シン

23
菅原　琉雅 (3) 坂田　涼太 (2) 大滝　克己 (3) 長谷川　輝 (2) 富樫　樹生 (2)

小林　心 (2)

ムラヤマ　ダイキ ヒロサワ　コウスケ マツヤマ　リョウタ ナガイ　シュウヘイ ネツ　ナツキ ナガイ　アラシ

24
田中　悠斗 (2) 山田　幹大 (3) 岡村　航太朗 (3) 小林　空 (3) 渡辺　浩太郎 (3)

永井　嵐士 (3)

ハセガワ　ユウイチロウ コジマ　タイセイ スドウ　コウガ マルヤマ　キョウスケ ナカマチ　ケイタ コミヤマ　タイセイ

25
村山　大紀 (3) 廣澤　幸祐 (3) 松山　凌大 (3) 長井　柊平 (2) 根津　夏樹 (3)

小宮山　大晟 (3)

コバヤシ　リョウスケ ナカヤマ　ジュンセイ タカハシ　ダイキ イカラシ　ヒロキ コバヤシ　ユウタ サトウ　ヒロアキ

26

長谷川　悠一郎 (3) 小嶋　大聖 (3) 須藤　黄河 (1) 丸山　京介 (2) 中町　佳太 (3)

佐藤　博亮 (3)

コバヤシ　トモヤ シミズ　タツヤ リクカワ　ソラ シモトリ　タカヤ ヤギ　ソウイチロウ セキハラ　ヒビキ

27
小林　亮介 (3) 中山　純静 (2) 髙橋　大輝 (2) 五十嵐　浩木 (3) 小林　祐太 (2)

関原　響 (3)
28

小林　智哉 (3) 清水　達弥 (3) 陸川　大空 (3) 霜鳥　喬矢 (3) 八木　颯一郎 (2)



3　／　3

審判長：
記録主任：

順位 チーム名 1区(3.0km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)

リザルトリスト

第２６回新潟県中学校駅伝競走大会 遠藤　純一
国営越後丘陵公園特設コース 長谷川　和弘

男子 駅伝 16/11/02 12:45  

イトイガワヒガシ

糸魚川市立糸魚川東中学校（7）

　1.06.42 　10.35 18 　21.24 24 　32.56 29 　43.58 30 　55.19 28 　1.06.42 29
　10.35 18 　10.49 27 　11.32 37 　11.02 23 　11.21 27 　11.23 31

セイロウ

聖籠町立聖籠中学校（45）

　1.06.51 　10.36 20 　21.08 13 　32.23 24 　43.53 28 　55.27 29 　1.06.51 30
　10.36 20 　10.32 13 　11.15 29 　11.30 33 　11.34 36 　11.24 32

ニシカワ

新潟市立西川中学校（69）

　1.06.55 　10.33 16 　21.16 18 　32.24 25 　43.51 26 　55.33 30 　1.06.55 31
　10.33 16 　10.43 22 　11.08 24 　11.27 32 　11.42 37 　11.22 30

サカイワ

新潟市立坂井輪中学校（71）

　1.07.00 　10.32 14 　21.29 27 　32.22 22 　43.52 27 　55.44 31 　1.07.00 32
　10.32 14 　10.57 32 　10.53 14 　11.30 33 　11.52 39 　11.16 27

タイナイナカジョウ

胎内市立中条中学校（44）

　1.07.19 　11.04 37 　21.57 34 　33.26 36 　45.24 36 　56.42 35 　1.07.19 33
　11.04 37 　10.53 28 　11.29 36 　11.58 39 　11.18 21 　10.37 4

カナイ

佐渡市立金井中学校（66）

　1.07.27 　10.52 32 　22.02 36 　33.25 35 　44.42 33 　56.01 33 　1.07.27 34
　10.52 32 　11.10 36 　11.23 31 　11.17 28 　11.19 22 　11.26 33

カシワザキダイサン

柏崎市立第三中学校（9）

　1.07.42 　10.56 33 　22.26 39 　33.20 34 　44.45 34 　56.05 34 　1.07.42 35
　10.56 33 　11.30 41 　10.54 16 　11.25 31 　11.20 25 　11.37 38

イタクラ

上越市立板倉中学校（8）

　1.08.02 　10.50 29 　22.13 37 　33.37 38 　45.14 35 　56.45 36 　1.08.02 36
　10.50 29 　11.23 37 　11.24 32 　11.37 36 　11.31 34 　11.17 29

サルハシ

新発田市立猿橋中学校（41）

　1.08.09 　11.11 39 　21.59 35 　33.33 37 　45.35 38 　56.57 38 　1.08.09 37
　11.11 39 　10.48 26 　11.34 38 　12.02 40 　11.22 28 　11.12 24

オオジマ

長岡市立大島中学校（82）

　1.08.19 　11.40 42 　23.09 42 　34.45 42 　45.36 39 　56.47 37 　1.08.19 38
　11.40 42 　11.29 40 　11.36 40 　10.51 15 　11.11 16 　11.32 36

シウンジ

新発田市立紫雲寺中学校（46）

　1.09.17 　10.40 22 　21.25 25 　33.02 31 　45.32 37 　57.29 39 　1.09.17 39
　10.40 22 　10.45 23 　11.37 41 　12.30 41 　11.57 40 　11.48 40

カンノウ

村上市立神納中学校（47）

　1.09.26 　10.58 35 　22.26 38 　34.20 40 　46.06 40 　57.54 40 　1.09.26 40
　10.58 35 　11.28 39 　11.54 42 　11.46 38 　11.48 38 　11.32 36

ヒラバヤシ

村上市立平林中学校（48）

　1.10.09 　11.18 40 　23.02 41 　34.37 41 　46.14 41 　58.13 42 　1.10.09 41
　11.18 40 　11.44 42 　11.35 39 　11.37 36 　11.59 42 　11.56 41

リョウツ

佐渡市立両津中学校（67）

　1.11.22 　11.27 41 　22.31 40 　33.56 39 　46.59 42 　58.08 41 　1.11.22 42
　11.27 41 　11.04 34 　11.25 34 　13.03 42 　11.09 15 　13.14 42

クシハシ　ケンタロウ カタヤマ　タクミ コバヤシ　ケンヤ クボ　ショウタ カタヤマ　ヒビキ ミズシマ　ユウト

水嶌　悠人 (3)

ムトウ　シュウヤ サイトウ　ケイガ ソウマ　ヒロム タカハシ　リョウマ ワタナベ　ユウ タムラ　ナミキ

29
串橋　賢汰郎 (3) 片山　拓巳 (3) 小林　拳也 (3) 久保　翔太 (3) 片山　響 (3)

田村　波季 (3)

サノ　ジュンペイ タムラ　アイト タチカワ　フミヤ サイトウ　リョウガ エンドウ　コウヤ コバヤシ　ユウヤ

30
武藤　修也 (3) 齋藤　慶雅 (3) 相馬　宏向 (3) 髙橋　涼真 (3) 渡邉　陽 (3)

小林　優也 (3)

サトウ　ヨシツネ メグロ　ノゾミ ニシノ　コウシ コバヤシ　カノン イノマタ　リョウ シマダ　ダイスケ

31
佐野　遵平 (3) 田村　藍杜 (3) 立川　郁也 (3) 齋藤　遼河 (3) 遠藤　滉矢 (3)

島田　大輔 (2)

ハタノ　マヒト サクマ　ハヤタ シイナ　シュウヤ ミナガワ　コウセイ コンドウ　ユウマ ホンマ　タツヤ

32
佐藤　義経 (3) 目黒　希見 (3) 西野　航史 (1) 小林　神音 (1) 猪俣　遼 (3)

本間　達也 (3)

スズキ　ライヤ キタジマ　アオイ マツムラ　タクモ タグチ　ダイヤ オオクラ　ユメナリ シミズ　トマム

33
羽田野　真人 (3) 佐久間　颯大 (2) 椎名　柊哉 (3) 皆川　光星 (2) 近藤　佑磨 (2)

清水　斗満武 (2)

ナガサカ　ヒナタ サトウ　マナト ヨコセキ　レイ ワタナベ　タクミ オグマ　ヒロト コアミ　アキト

34
鈴木　良陽 (3) 北嶋　蒼 (2) 松村　汰雲 (2) 田口　大也 (1) 大蔵　夢也 (1)

小網　明斗 (3)

ナカムラ　コウヨウ ウルマ　カズシ シモトリ　ソウタ コバヤシ　ミリュウ アゼチ　タケル ナカムラ　ダイチ

35
長坂　陽 (3) 佐藤　愛斗 (3) 横関　嶺 (3) 渡邉　拓海 (3) 小熊　大翔 (1)

中村　大地 (2)

サトウ　ソウ ノザキ　タクヤ カマタ　コウタロウ サトウ　セイ マツウラ　ハヤト イタクラ　リン

36
中村　向陽 (3) 閏間　一志 (2) 下鳥　颯大 (2) 小林　未流 (3) 畔地　尊 (3)

板倉　凜 (2)

ホサカ　マサタカ キタムラ　ユウト ワシズ　アオイ トミナガ　ケイタ ナカノ　ハルカ マツエダ　シュンスケ

37
佐藤　想 (2) 野﨑　拓弥 (2) 釜田　恒太朗 (3) 佐藤　晴 (2) 松浦　隼人 (2)

松枝　俊介 (3)

ミタ　トモウミ ヒロカワ　タイヨウ サイトウ　ソウタ ワタナベ　タイチ ウエダ　ゲン ササキ　チヒロ

38
保坂　将孝 (2) 北村　優斗 (3) 鷲頭　蒼 (3) 富永　渓太 (3) 中野　悠 (2)

40
横山　拓海 (2) 鈴木　聖哉 (2) 横山　武瑠 (2) 松村　尚利 (3) 大矢　龍之介 (1)

佐々木　千優 (2)

ヨコヤマ　タクミ スズキ　セイヤ ヨコヤマ　タケル マツムラ　ヒサト オオヤ　リュウノスケ タケウチ　ショウタ

39
見田　朋海 (3) 広川　太陽 (3) 齊藤　爽汰 (2) 渡邉　大智 (3) 上田　元 (2)

長谷部　圭治 (2) 小池　駿 (2) 瀬賀　遥 (3)

竹内　尚汰 (3)

スズキ　コウスケ サトウ　ケイイ ハセベ　ケイジ コイケ　シュン セガ　ハルカ イシグリ　ユウセイ

原田　健央 (3)
42

鈴木　大貴 (2) 野口　太翔 (3) 甲斐　龍将 (3) 伊東　直矢 (3) 川島　夢希 (3)

石栗　悠成 (3)

ススキ　ダイキ ノグチ　タイト カイ　リュウショウ イトウ　ナオヤ カワシマ　ミライ ハラタ　タケヒサ

41
鈴木　滉介 (3) 佐藤　慧泉 (2)



No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム
ナガハシ　ユウマ オヂヤ タナカ　アユム ツナン ナカマタ　リキヤ オオマキ

21 1 　10.05 長橋　悠真 小千谷市立小千谷中学校 22 1 　9.56 田中　歩夢 津南町立津南中学校 24 1 　10.09 中俣　力哉 南魚沼市立大巻中学校
セキグチ　ユウタ トオカマチ ワタナベ　アイト オヂヤ オオヤ　ユウダイ オヂヤ

23 2 　10.10 関口　友太 十日町市立十日町中学校 21 2 　10.05 渡辺　藍人 小千谷市立小千谷中学校 21 2 　10.10 大矢　雄大 小千谷市立小千谷中学校
カトウ　アユム トウホク コマガタ　トモキ ホンジョウジ ヒグチ　ジュンペイ ツナン

25 3 　10.17 加藤　歩夢 長岡市立東北中学校 31 3 　10.09 駒形　知季 三条市立本成寺中学校 22 3 　10.19 樋口　純平 津南町立津南中学校
コバヤシ　リョウスケ ホンマル ミヤザワ　ソウ ツバメヨシダ ナカムラ　セイタロウ ホンジョウジ

43 4 　10.19 小林　亮介 新発田市立本丸中学校 62 4 　10.12 宮澤　颯 燕市立吉田中学校 31 4 　10.34 中村　盛太郞 三条市立本成寺中学校
ヒグチ　ソウ ミョウコウコウゲン サトウ　ダイキチ サワタ スドウ　コウガ ゲジョウ

1 5 　10.20 樋口　颯 妙高市立妙高高原中学校 63 5 　10.14 佐藤　大吉 佐渡市立佐和田中学校 26 5 　10.35 須藤　黄河 十日町市立下条中学校
スガハラ　レン ツバメヨシダ タカハシ　タイヨウ カワニシ カナザワ　レオナ サワタ

62 6 　10.25 菅原　蓮 燕市立吉田中学校 29 6 　10.16 髙橋　太陽 十日町市立川西中学校 63 5 　10.35 金澤　怜皇那 佐渡市立佐和田中学校
カン　テンマ ウチノ マサノ　ガクト トオカマチ シマダ　セイタ トオカマチ

64 7 　10.27 菅　天真 新潟市立内野中学校 23 7 　10.17 正野　学人 十日町市立十日町中学校 23 7 　10.38 島田　成大 十日町市立十日町中学校
コバヤシ　トモヤ ナカゴウ ニゴリカワ　ツカサ ミョウコウ タナベ　ミト ミョウコウ

10 8 　10.27 小林　智哉 上越市立中郷中学校 3 8 　10.21 濁川　司 妙高市立妙高中学校 3 8 　10.43 田邉　深冬 妙高市立妙高中学校
ツキオカ　ヒロミチ イトイガワ ナカジマ　ルイ オオマキ ミズシマ　モネ トウホク

5 9 　10.28 月岡　寛道 糸魚川市立糸魚川中学校 24 9 　10.23 中嶋　流生 南魚沼市立大巻中学校 25 9 　10.48 水島　モネ 長岡市立東北中学校
シマダ　ワタル オオマキ シチジョウ　サネチカ アサヒオカ コヤマ　アキヒロ イワムロ

24 10 　10.28 嶋田　渉 南魚沼市立大巻中学校 28 9 　10.23 七條　嗣京 長岡市立旭岡中学校 68 9 　10.48 小山　晃広 新潟市立岩室中学校
ハヤツ　ヒカル ナオエツヒガシ アライ　ユウキ ミョウコウコウゲン オカムラ　コウタロウ シオザワ

2 11 　10.30 早津　光 上越市立直江津東中学校 1 11 　10.24 新井　優希 妙高市立妙高高原中学校 30 11 　10.49 岡村　航太朗 南魚沼市立塩沢中学校
タナカ　ナオト カメダニシ ヤマダ　カンタ シオザワ クワヤマ　ユウト カシワザキダイイチ

70 12 　10.31 田中　尚斗 新潟市立亀田西中学校 30 12 　10.26 山田　幹大 南魚沼市立塩沢中学校 6 12 　10.50 桒山　勇翔 柏崎市立第一中学校
ニシザワ　コウヘイ ホンジョウジ サイトウ　ケイガ セイロウ カワシマ　ジュキ イトイガワ

31 13 　10.31 西沢　康平 三条市立本成寺中学校 45 13 　10.32 齋藤　慶雅 聖籠町立聖籠中学校 5 13 　10.51 川島　樹稀 糸魚川市立糸魚川中学校
サトウ　ヨシツネ サカイワ ヌマザワ　コウヤ ツバメ ヤマモト　イッセイ アライ

71 14 　10.32 佐藤　義経 新潟市立坂井輪中学校 61 13 　10.32 沼澤　航也 燕市立燕中学校 4 14 　10.53 山本　一成 妙高市立新井中学校
イイヨシ　タクト ミョウコウ オガワ　ハルキ イカラシ ニシノ　コウシ サカイワ

3 15 　10.32 飯吉　拓斗 妙高市立妙高中学校 65 13 　10.32 小川　晴輝 新潟市立五十嵐中学校 71 14 　10.53 西野　航史 新潟市立坂井輪中学校
サノ　ジュンペイ ニシカワ ヤマザキ　タスク イトイガワ カモイ　タケシ ミョウコウコウゲン

69 16 　10.33 佐野　遵平 新潟市立西川中学校 5 16 　10.34 山崎　丞 糸魚川市立糸魚川中学校 1 16 　10.54 鴨井　岳士 妙高市立妙高高原中学校
ヤギ　カツユキ イカラシ ホンマ　ショウタ イワムロ ヨコセキ　レイ カシワザキダイサン

65 17 　10.33 八木　遂行 新潟市立五十嵐中学校 68 17 　10.36 本間　将太 新潟市立岩室中学校 9 16 　10.54 横関　嶺 柏崎市立第三中学校
クシハシ　ケンタロウ イトイガワヒガシ ナカムラ　リュウト コシジ カサハラ　ショウゴ イカラシ

7 18 　10.35 串橋　賢汰郎 糸魚川市立糸魚川東中学校 81 17 　10.36 中村　龍斗 長岡市立越路中学校 65 16 　10.54 笠原　彰悟 新潟市立五十嵐中学校
ハットリ　ミツキ ツナン マツバラ　ソウヤ カメダニシ オオタキ　カツミ ムラカミダイイチ

22 19 　10.35 服部　充希 津南町立津南中学校 70 19 　10.39 松原　颯也 新潟市立亀田西中学校 42 19 　10.55 大滝　克己 村上市立村上第一中学校
ムトウ　シュウヤ セイロウ コジマ　タツヤ カシワザキダイイチ セト　ユウダイ ツバメヨシダ

45 20 　10.36 武藤　修也 聖籠町立聖籠中学校 6 20 　10.40 小嶋　建也 柏崎市立第一中学校 62 19 　10.55 瀨戸　雄大 燕市立吉田中学校
タカハシ　ヒロヤ ツバメ オオカワ　タクト トウホク ハシモト　ケンタ ナオエツヒガシ

61 21 　10.38 高橋　比呂弥 燕市立燕中学校 25 21 　10.42 大川　拓図 長岡市立東北中学校 2 21 　10.59 橋本　健太 上越市立直江津東中学校
ミタ　トモウミ シウンジ タムラ　アイト ニシカワ タカハシ　ソウタ カワニシ

46 22 　10.40 見田　朋海 新発田市立紫雲寺中学校 69 22 　10.43 田村　藍杜 新潟市立西川中学校 29 21 　10.59 髙橋　草太 十日町市立川西中学校
ワカスギ　シュンスケ イワムロ モリ　シロウ ナオエツヒガシ イワキ　ケイスケ カメダニシ

68 23 　10.41 若杉　俊介 新潟市立岩室中学校 2 23 　10.45 森　志郎 上越市立直江津東中学校 70 23 　11.00 岩城　圭佑 新潟市立亀田西中学校
スガワラ　ルガ ムラカミダイイチ トヨダ　ハルト アライ タチカワ　フミヤ ニシカワ

42 24 　10.43 菅原　琉雅 村上市立村上第一中学校 4 23 　10.45 豊田　遥斗 妙高市立新井中学校 69 24 　11.08 立川　郁也 新潟市立西川中学校
アライ　タケル アライ ヒロカワ　タイヨウ シウンジ タカハシ　タイト アサヒオカ

4 25 　10.45 新井　尊 妙高市立新井中学校 46 23 　10.45 広川　太陽 新発田市立紫雲寺中学校 28 25 　11.09 高橋　泰斗 長岡市立旭岡中学校
ホシノ　リク カシワザキダイイチ ノザキ　タクヤ サルハシ ハセガワ　ハルキ ツバメ

6 26 　10.47 星野　大地 柏崎市立第一中学校 41 26 　10.48 野﨑　拓弥 新発田市立猿橋中学校 61 25 　11.09 長谷川　治輝 燕市立燕中学校
ハセガワ　ユウイチロウ ゲジョウ カタヤマ　タクミ イトイガワヒガシ シライ　シュンスケ コシジ

26 27 　10.47 長谷川　悠一郎 十日町市立下条中学校 7 27 　10.49 片山　拓巳 糸魚川市立糸魚川東中学校 81 27 　11.11 白井　駿甫 長岡市立越路中学校
テラサワ　ユウト アサヒオカ サクマ　ハヤタ タイナイナカジョウ ハマダ　ユウト ウチノ

28 28 　10.48 寺澤　優人 長岡市立旭岡中学校 44 28 　10.53 佐久間　颯大 胎内市立中条中学校 64 28 　11.14 濱田　勇斗 新潟市立内野中学校
ナカムラ　コウヨウ イタクラ タナカ　カイキ ウチノ ソウマ　ヒロム セイロウ

8 29 　10.50 中村　向陽 上越市立板倉中学校 64 28 　10.53 田中　会輝 新潟市立内野中学校 45 29 　11.15 相馬　宏向 聖籠町立聖籠中学校
サイトウ　シュンヤ サワタ ヒロサワ　コウスケ トオカマチミナミ リクカワ　ソラ ナカゴウ

63 30 　10.51 齋藤　駿冶 佐渡市立佐和田中学校 27 30 　10.54 廣澤　幸祐 十日町市立南中学校 10 30 　11.19 陸川　大空 上越市立中郷中学校
ムラヤマ　ダイキ トオカマチミナミ サカタ　リョウタ ムラカミダイイチ マツムラ　タクモ カナイ

27 31 　10.52 村山　大紀 十日町市立南中学校 42 30 　10.54 坂田　涼太 村上市立村上第一中学校 66 31 　11.23 松村　汰雲 佐渡市立金井中学校
スズキ　ライヤ カナイ コジマ　タイセイ ゲジョウ シモトリ　ソウタ イタクラ

66 32 　10.52 鈴木　良陽 佐渡市立金井中学校 26 32 　10.57 小嶋　大聖 十日町市立下条中学校 8 32 　11.24 下鳥　颯大 上越市立板倉中学校
ナガサカ　ヒナタ カシワザキダイサン メグロ　ノゾミ サカイワ タカハシ　ダイキ ホンマル

9 33 　10.56 長坂　陽 柏崎市立第三中学校 71 32 　10.57 目黒　希見 新潟市立坂井輪中学校 43 32 　11.24 髙橋　大輝 新発田市立本丸中学校
タナカ　ユウト シオザワ ナカヤマ　ジュンセイ ホンマル カイ　リュウショウ リョウツ

30 34 　10.57 田中　悠斗 南魚沼市立塩沢中学校 43 34 　11.04 中山　純静 新発田市立本丸中学校 67 34 　11.25 甲斐　龍将 佐渡市立両津中学校
ヨコヤマ　タクミ カンノウ ノグチ　タイト リョウツ マツヤマ　リョウタ トオカマチミナミ

47 35 　10.58 横山　拓海 村上市立神納中学校 67 34 　11.04 野口　太翔 佐渡市立両津中学校 27 35 　11.26 松山　凌大 十日町市立南中学校
タカハシ　ヒロト カワニシ キタジマ　アオイ カナイ シイナ　シュウヤ タイナイナカジョウ

29 36 　11.02 髙橋　洋人 十日町市立川西中学校 66 36 　11.10 北嶋　蒼 佐渡市立金井中学校 44 36 　11.29 椎名　柊哉 胎内市立中条中学校
ハタノ　マヒト タイナイナカジョウ ウルマ　カズシ イタクラ コバヤシ　ケンヤ イトイガワヒガシ

44 37 　11.04 羽田野　真人 胎内市立中条中学校 8 37 　11.23 閏間　一志 上越市立板倉中学校 7 37 　11.32 小林　拳也 糸魚川市立糸魚川東中学校
サトウ　ユウキ コシジ シミズ　タツヤ ナカゴウ カマタ　コウタロウ サルハシ

81 38 　11.09 佐藤　佑規 長岡市立越路中学校 10 38 　11.27 清水　達弥 上越市立中郷中学校 41 38 　11.34 釜田　恒太朗 新発田市立猿橋中学校
サトウ　ソウ サルハシ スズキ　セイヤ カンノウ ハセベ　ケイジ ヒラバヤシ

41 39 　11.11 佐藤　想 新発田市立猿橋中学校 47 39 　11.28 鈴木　聖哉 村上市立神納中学校 48 39 　11.35 長谷部　圭治 村上市立平林中学校
スズキ　コウスケ ヒラバヤシ キタムラ　ユウト オオジマ ワシズ　アオイ オオジマ

48 40 　11.18 鈴木　滉介 村上市立平林中学校 82 40 　11.29 北村　優斗 長岡市立大島中学校 82 40 　11.36 鷲頭　蒼 長岡市立大島中学校
ススキ　ダイキ リョウツ サトウ　マナト カシワザキダイサン サイトウ　ソウタ シウンジ

67 41 　11.27 鈴木　大貴 佐渡市立両津中学校 9 41 　11.30 佐藤　愛斗 柏崎市立第三中学校 46 41 　11.37 齊藤　爽汰 新発田市立紫雲寺中学校
ホサカ　マサタカ オオジマ サトウ　ケイイ ヒラバヤシ ヨコヤマ　タケル カンノウ

82 42 　11.40 保坂　将孝 長岡市立大島中学校 48 42 　11.44 佐藤　慧泉 村上市立平林中学校 47 42 　11.54 横山　武瑠 村上市立神納中学校

1 区(3.0km) 2 区(3.0km) 3 区(3.0km)



No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名
コバヤシ　ヒロト ツバメ ヤマカワ　カケル ミョウコウコウゲン ワタナベ　シュンタロウ

61 1 　10.01 小林　弘人 燕市立燕中学校 1 1 　10.45 山川　走 妙高市立妙高高原中学校 63 1 　10.19 渡邉　駿太朗
オカダ　ラム ミョウコウコウゲン ワタナベ　レオ オヂヤ ナカザワ　タカヒロ

1 2 　10.02 岡田　空夢 妙高市立妙高高原中学校 21 1 　10.45 渡辺　澪音 小千谷市立小千谷中学校 22 2 　10.20 中澤　貴大
フジノキ　ジョウ ツナン ナカザワ　ユウキ ツナン イカラシ　コウスケ

22 3 　10.16 藤ノ木　丈 津南町立津南中学校 22 3 　10.46 中澤　優希 津南町立津南中学校 21 3 　10.21 五十嵐　浩輔
オグラ　セナ オオマキ ゴトウ　タクシ ミョウコウ ホンマ　タツヤ

24 4 　10.20 小倉　聖海 南魚沼市立大巻中学校 3 4 　10.54 後藤　拓志 妙高市立妙高中学校 44 4 　10.37 本間　達也
ネツ　コウダイ トオカマチ アオヤマ　レツ カメダニシ ヤマモト　イツキ

23 5 　10.23 根津　広大 十日町市立十日町中学校 70 5 　10.58 青山　烈 新潟市立亀田西中学校 2 5 　10.38 山本　樹
コカイ　アサヒ アライ ワヤナベ　ユウマ イトイガワ オカダ　アユム

4 6 　10.29 小海　旭 妙高市立新井中学校 5 6 　10.59 渡辺　悠真 糸魚川市立糸魚川中学校 1 6 　10.39 岡田　歩
ワタナベ　トモヤ オヂヤ ネツ　ナツキ トオカマチミナミ ハットリ　マサキ

21 7 　10.30 渡辺　智也 小千谷市立小千谷中学校 27 6 　10.59 根津　夏樹 十日町市立南中学校 62 6 　10.39 服部　優樹
キトウ　カンタ カメダニシ コジマ　ヒロキ アライ セキハラ　ヒビキ

70 8 　10.33 喜藤　貫太 新潟市立亀田西中学校 4 8 　11.00 小島　宙輝 妙高市立新井中学校 10 8 　10.43 関原　響
シモトリ　リュウノスケ ミョウコウ カキナミ　カイト サワタ マルヤマ　タスク

3 9 　10.39 霜鳥　龍之介 妙高市立妙高中学校 63 8 　11.00 垣並　海斗 佐渡市立佐和田中学校 25 9 　10.45 丸山　佑
イガラシ　カンタ トウホク ナカマチ　ソラ トオカマチ タチバナヤ　ユウト

25 9 　10.39 五十嵐　貫太 長岡市立東北中学校 23 10 　11.04 中町　爽良 十日町市立十日町中学校 65 10 　10.50 橘谷　祐音
ゴトウ　ヒヨリ サワタ ミズオチ　ミライ オオマキ ヨコオ　ルキ

63 11 　10.40 後藤　緋和 佐渡市立佐和田中学校 24 10 　11.04 水落　未来 南魚沼市立大巻中学校 4 11 　10.51 横尾　琉生
シブヤ　ユウト ツバメヨシダ オオハシ　ユウキ ツバメ シミズ　ケンスケ

62 12 　10.42 渋谷　優斗 燕市立吉田中学校 61 10 　11.04 大橋　勇紀 燕市立燕中学校 3 12 　10.52 清水　健介
ナガミ　マナト コシジ ハシモト　リュウセイ イカラシ エンドウ　カイ

81 13 　10.47 永見　真那斗 長岡市立越路中学校 65 10 　11.04 橋本　龍征 新潟市立五十嵐中学校 61 12 　10.52 遠藤　快
イワタニ　マナト ウチノ コバヤシ　ユウタ ホンマル ニワノ　ナオヒロ

64 14 　10.49 岩谷　愛斗 新潟市立内野中学校 43 14 　11.06 小林　祐太 新発田市立本丸中学校 23 14 　10.54 庭野　尚洋
ナカノ　ハルカ オオジマ カワシマ　ミライ リョウツ ヤマモト　ハルヤ

82 15 　10.51 中野　悠 長岡市立大島中学校 67 15 　11.09 川島　夢希 佐渡市立両津中学校 5 15 　10.56 山本　陽也
クワバラ　レン ナオエツヒガシ マツエダ　シュンスケ オオジマ カスガ　ゴウキ

2 16 　10.52 桑原　蓮 上越市立直江津東中学校 82 16 　11.11 松枝　俊介 長岡市立大島中学校 28 16 　11.01 春日　豪希
ヨシカワ　リョウ カシワザキダイイチ セキ　ユウシン コシジ コバヤシ　シン

6 16 　10.52 吉川　諒 柏崎市立第一中学校 81 17 　11.12 関　悠伸 長岡市立越路中学校 30 17 　11.02 小林　心
ナガイ　シュウヘイ トオカマチミナミ サトウ　ゲンキ カワニシ ワタナベ　ヒナタ

27 18 　10.53 長井　柊平 十日町市立南中学校 29 18 　11.14 佐藤　元輝 十日町市立川西中学校 64 18 　11.03 渡辺　日向
タカハシ　ケイタ カワニシ ヤギ　ソウイチロウ ナカゴウ フナキ　ケンゴ

29 18 　10.53 髙橋　恵太 十日町市立川西中学校 10 19 　11.15 八木　颯一郎 上越市立中郷中学校 6 19 　11.04 舩木　健吾
マルヤマ　キョウスケ ゲジョウ トガシ　タツキ ムラカミダイイチ イシウラ　ユウヤ

26 20 　10.56 丸山　京介 十日町市立下条中学校 42 20 　11.16 富樫　樹生 村上市立村上第一中学校 70 20 　11.06 石浦　優也
サクライ　ショウタ ホンジョウジ コンドウ　ユウマ タイナイナカジョウ マツバラ　ユウト

31 20 　10.56 櫻井　翔太 三条市立本成寺中学校 44 21 　11.18 近藤　佑磨 胎内市立中条中学校 24 21 　11.08 松原　悠人
カワイ　アイシ イトイガワ ワカバヤシ　ヤマト アサヒオカ コミヤマ　タイセイ

5 22 　10.57 川合　藍士 糸魚川市立糸魚川中学校 28 22 　11.19 若林　大和 長岡市立旭岡中学校 26 22 　11.10 小宮山　大晟
クボ　ショウタ イトイガワヒガシ ミヤジマ　キレン ホンジョウジ ナガイ　アラシ

7 23 　11.02 久保　翔太 糸魚川市立糸魚川東中学校 31 22 　11.19 宮島　希連 三条市立本成寺中学校 27 22 　11.10 永井　嵐士
ハセガワ　ヒカル ムラカミダイイチ オオクラ　ユメナリ カナイ イタクラ　リン

42 24 　11.06 長谷川　輝 村上市立村上第一中学校 66 22 　11.19 大蔵　夢也 佐渡市立金井中学校 41 24 　11.12 板倉　凜
ヒラノ　アオイ イカラシ オグマ　ヒロト カシワザキダイサン フジタ　ツヨシ

65 25 　11.10 平野　蒼衣 新潟市立五十嵐中学校 9 25 　11.20 小熊　大翔 柏崎市立第三中学校 68 25 　11.13 藤田　剛
イカラシ　ヒロキ ホンマル ノモト　コウタ トウホク ウチヤマ　カズマ

43 26 　11.11 五十嵐　浩木 新発田市立本丸中学校 25 25 　11.20 野本　航汰 長岡市立東北中学校 81 26 　11.14 内山　和馬
イシヅカ　キョウヘイ アサヒオカ カタヤマ　ヒビキ イトイガワヒガシ スガイ　ジン

28 27 　11.15 石塚　恭平 長岡市立旭岡中学校 7 27 　11.21 片山　響 糸魚川市立糸魚川東中学校 42 27 　11.16 須貝　仁
タグチ　ダイヤ カナイ マツウラ　ハヤト サルハシ シマダ　ダイスケ

66 28 　11.17 田口　大也 佐渡市立金井中学校 41 28 　11.22 松浦　隼人 新発田市立猿橋中学校 71 27 　11.16 島田　大輔
タケウチ　カズキ イワムロ サワノ　マオ ウチノ ナカムラ　ダイチ

68 29 　11.18 竹内　和輝 新潟市立岩室中学校 64 29 　11.23 澤野　槙央 新潟市立内野中学校 8 29 　11.17 中村　大地
シモトリ　タカヤ ナカゴウ フジサワ　カイ カシワザキダイイチ コバヤシ　ユウヤ

10 30 　11.23 霜鳥　喬矢 上越市立中郷中学校 6 30 　11.26 藤澤　快 柏崎市立第一中学校 69 30 　11.22 小林　優也
ワタナベ　タクミ カシワザキダイサン フカザワ　ショウタ ツバメヨシダ ミズシマ　ユウト

9 31 　11.25 渡邉　拓海 柏崎市立第三中学校 62 31 　11.27 深澤　翔太 燕市立吉田中学校 7 31 　11.23 水嶌　悠人
サイトウ　リョウガ ニシカワ ヤマダ　リク イワムロ タムラ　ナミキ

69 32 　11.27 齋藤　遼河 新潟市立西川中学校 68 31 　11.27 山田　吏玖 新潟市立岩室中学校 45 32 　11.24 田村　波季
コバヤシ　ソラ シオザワ ワタナベ　コウタロウ シオザワ シミズ　トマム

30 33 　11.30 小林　空 南魚沼市立塩沢中学校 30 33 　11.29 渡辺　浩太郎 南魚沼市立塩沢中学校 66 33 　11.26 清水　斗満武
タカハシ　リョウマ セイロウ アゼチ　タケル イタクラ サトウ　ヒロアキ

45 33 　11.30 髙橋　涼真 聖籠町立聖籠中学校 8 34 　11.31 畔地　尊 上越市立板倉中学校 43 34 　11.27 佐藤　博亮
コバヤシ　カノン サカイワ シノミヤ　タケヒロ ナオエツヒガシ カスガ　タケト

71 33 　11.30 小林　神音 新潟市立坂井輪中学校 2 35 　11.32 篠宮　武浩 上越市立直江津東中学校 29 35 　11.31 春日　天翔
コバヤシ　ミリュウ イタクラ ワタナベ　ユウ セイロウ タケウチ　ショウタ

8 36 　11.37 小林　未流 上越市立板倉中学校 45 36 　11.34 渡邉　陽 聖籠町立聖籠中学校 47 36 　11.32 竹内　尚汰
コイケ　シュン ヒラバヤシ エンドウ　コウヤ ニシカワ マツエダ　シュンスケ

48 36 　11.37 小池　駿 村上市立平林中学校 69 37 　11.42 遠藤　滉矢 新潟市立西川中学校 82 36 　11.32 松枝　俊介
マツムラ　ヒサト カンノウ オオヤ　リュウノスケ カンノウ コアミ　アキト

47 38 　11.46 松村　尚利 村上市立神納中学校 47 38 　11.48 大矢　龍之介 村上市立神納中学校 9 38 　11.37 小網　明斗
ミナガワ　コウセイ タイナイナカジョウ イノマタ　リョウ サカイワ ババ　ユウセイ

44 39 　11.58 皆川　光星 胎内市立中条中学校 71 39 　11.52 猪俣　遼 新潟市立坂井輪中学校 31 39 　11.41 馬場　悠生
サトウ　セイ サルハシ ナカマチ　ケイタ ゲジョウ ササキ　チヒロ

41 40 　12.02 佐藤　晴 新発田市立猿橋中学校 26 40 　11.57 中町　佳太 十日町市立下条中学校 46 40 　11.48 佐々木　千優
ワタナベ　タイチ シウンジ ウエダ　ゲン シウンジ イシグリ　ユウセイ

46 41 　12.30 渡邉　大智 新発田市立紫雲寺中学校 46 40 　11.57 上田　元 新発田市立紫雲寺中学校 48 41 　11.56 石栗　悠成
イトウ　ナオヤ リョウツ セガ　ハルカ ヒラバヤシ ハラタ　タケヒサ

67 42 　13.03 伊東　直矢 佐渡市立両津中学校 48 42 　11.59 瀬賀　遥 村上市立平林中学校 67 42 　13.14 原田　健央

6 区(3.0km)4 区(3.0km) 5 区(3.0km)



チーム
サワタ

佐渡市立佐和田中学校
ツナン

津南町立津南中学校
オヂヤ

小千谷市立小千谷中学校
タイナイナカジョウ

胎内市立中条中学校
ナオエツヒガシ

上越市立直江津東中学校
ミョウコウコウゲン

妙高市立妙高高原中学校
ツバメヨシダ

燕市立吉田中学校
ナカゴウ

上越市立中郷中学校
トウホク

長岡市立東北中学校
イカラシ

新潟市立五十嵐中学校
アライ

妙高市立新井中学校
ミョウコウ

妙高市立妙高中学校
ツバメ

燕市立燕中学校
トオカマチ

十日町市立十日町中学校
イトイガワ

糸魚川市立糸魚川中学校
アサヒオカ

長岡市立旭岡中学校
シオザワ

南魚沼市立塩沢中学校
ウチノ

新潟市立内野中学校
カシワザキダイイチ

柏崎市立第一中学校
カメダニシ

新潟市立亀田西中学校
オオマキ

南魚沼市立大巻中学校
ゲジョウ

十日町市立下条中学校
トオカマチミナミ

十日町市立南中学校
サルハシ

新発田市立猿橋中学校
イワムロ

新潟市立岩室中学校
コシジ

長岡市立越路中学校
ムラカミダイイチ

村上市立村上第一中学校
サカイワ

新潟市立坂井輪中学校
イタクラ

上越市立板倉中学校
ニシカワ

新潟市立西川中学校
イトイガワヒガシ

糸魚川市立糸魚川東中学校
セイロウ

聖籠町立聖籠中学校
カナイ

佐渡市立金井中学校
ホンマル

新発田市立本丸中学校
カワニシ

十日町市立川西中学校
カンノウ

村上市立神納中学校
オオジマ

長岡市立大島中学校
カシワザキダイサン

柏崎市立第三中学校
ホンジョウジ

三条市立本成寺中学校
シウンジ

新発田市立紫雲寺中学校
ヒラバヤシ

村上市立平林中学校
リョウツ

佐渡市立両津中学校


