
審判長：
記録主任：

順位 チーム名
オヂヤ

小千谷中学校（21）

　46.05 　11.37 7 　19.10 3 　26.57 4 　34.46 2 　46.05 1

　11.37 7 　7.33 1 　7.47 5 　7.49 2 　11.19 1
サワタ

佐和田中学校（61）

　46.15 　11.54 13 　19.31 6 　27.04 5 　34.49 4 　46.15 2
　11.54 13 　7.37 2 　7.33 1 　7.45 1 　11.26 2

トオカマチミナミ

十日町南中学校（22）

　46.30 　11.34 6 　19.13 5 　26.56 3 　34.51 5 　46.30 3

　11.34 6 　7.39 3 　7.43 3 　7.55 5 　11.39 4
アライ

新井中学校（1）

　46.30 　11.08 1 　19.03 1 　26.46 1 　34.40 1 　46.30 4

　11.08 1 　7.55 9 　7.43 3 　7.54 4 　11.50 5
ジョウホク

城北中学校（2）

　47.00 　11.31 5 　19.13 4 　27.11 6 　35.31 6 　47.00 5

　11.31 5 　7.42 5 　7.58 7 　8.20 12 　11.29 3
ミョウコウコウゲン

妙高高原中学校（3）

　47.17 　11.27 3 　19.06 2 　26.47 2 　34.48 3 　47.17 6

　11.27 3 　7.39 3 　7.41 2 　8.01 6 　12.29 22
コウナン

岡南中学校（23）

　47.37 　11.59 18 　19.49 9 　27.52 8 　35.45 7 　47.37 7
　11.59 18 　7.50 7 　8.03 10 　7.53 3 　11.52 6

ツナン

津南中学校（24）

　48.20 　12.03 21 　19.59 12 　27.53 9 　36.15 8 　48.20 8

　12.03 21 　7.56 10 　7.54 6 　8.22 14 　12.05 11
トオカマチ

十日町中学校（26）

　48.27 　11.39 8 　19.45 8 　27.47 7 　36.16 9 　48.27 9

　11.39 8 　8.06 17 　8.02 9 　8.29 19 　12.11 15
コバリ

小針中学校（62）

　48.31 　12.22 31 　20.11 18 　28.19 14 　36.39 13 　48.31 10

　12.22 31 　7.49 6 　8.08 13 　8.20 12 　11.52 6
コイデ

小出中学校（31）

　48.40 　12.00 20 　19.58 11 　28.07 12 　36.31 11 　48.40 11

　12.00 20 　7.58 13 　8.09 15 　8.24 16 　12.09 13
トオカマチヨシダ

十日町吉田中学校（25）

　48.44 　11.50 11 　19.42 7 　28.03 11 　36.27 10 　48.44 12
　11.50 11 　7.52 8 　8.21 21 　8.24 16 　12.17 17

ホリノウチ

堀之内中学校（27）

　48.53 　12.07 22 　20.08 15 　28.22 15 　36.39 14 　48.53 13

　12.07 22 　8.01 16 　8.14 18 　8.17 11 　12.14 16

大石　朋佳 (2)

1区(3.0km) 2区(2.0km) 3区(2.0km) 4区(2.0km) 5区(3.0km)
オヤナギ　チヨリ ヨシハラ　アカリ タナカ　ユキナ イノマタ　アヤノ オオイシ　トモカ

2

中野　さやか (2) 後藤　菜那 (2) 鈴木　彩音 (2) 山中　くるみ (2)

1

小柳　千依 (2) 吉原　あかり (1) 田中　雪菜 (1) 猪又　綾乃 (2)

北井　詩織 (3)

金子　紅香 (3)

マルヤマ　ユウ ヒガノ　リンカ サトウ　レナ コジマ　カナ キタイ　シオリ

ナカノ　サヤカ ゴトウ　ナナ スズキ　アヤネ ヤマナカ　クルミ カネコ　ココ

4
小海　遥 (2) 田中　ゆう (2) 鴨井　満咲 (2) 長澤　ちな (1)

3

丸山　優 (3) 日向野　凛香 (3) 佐藤　礼奈 (3) 小嶋　花菜 (3)

矢島　美緒 (2)

野口　紗綾 (1)

フルサワ　ユウリ シミズ　アカリ ナカノ　ユカ ワタナベ　マヒロ ヤジマ　ミオ

コカイ　ハルカ タナカ　ユウ カモイ　マサキ ナガサワ　チナ ノグチ　サアヤ

6

岡田　果瑚 (3) 永髙　わか葉 (1) 野本　千尋 (2) 新井　咲希 (1)

5

古澤　侑里 (3) 清水　あかり (1) 中野　祐香 (2) 渡邊　舞尋 (2)

山下　夕貴 (1)

池田　結花 (3)

キシ　レイカ カトウ　アヤネ イカラシ　レイ ヤマシタ　リンコ ヤマシタ　ユウキ

オカダ　カレン エイタカ　ワカハ ノモト　チヒロ アライ　サキ イケダ　ユイカ

8

磯部　あゆ (3) 山岸　芽生 (1) 津端　喜子 (3) 月岡　樹音 (3)

7

岸　玲伽 (2) 加藤　彩音 (1) 五十嵐　怜 (3) 山下　凜子 (3)

俵山　利奈 (1)

滝澤　悠里 (3)

カブラキ　コナツ フクハラ　サホ ネツ　マリナ ムラヤマ　ユイ タワラヤマ　リナ

イソベ　アユ ヤマギシ　メイ ツバタ　キコ ツキオカ　ジュネ タキザワ　ユリ

10

久保田　菜美 (2) 中條　茜 (1) 中村　真渚 (2) 涌井　怜香 (3)

9
蕪木　小夏 (2) 福原　紗帆 (3) 根津　真里奈 (2) 村山　ゆい (2)

星　夏鈴 (1)

仲由　朱花 (2)

カバサワ　モア ユモト　ミヤビ ウジハラ　ヒロコ ミズノ　イツカ ホシ　カリン

クボタ　ナミ ナカジョウ　アカネ ナカムラ　マオ ワクイ　レイカ ナカヨシ　シュカ

12

柳　悠那 (2) 中嶋　陽奈 (3) 高澤　七海 (1) 岩澤　優里香 (2)

11

椛澤　萌安 (3) 湯本　雅 (3) 氏原　博子 (2) 水野　いつか (2)

平澤　宥心 (2)

濱野　希美 (2)

ヤギ　ネネ ワタナベ　リン カミムラ　キサラ スズキ　アヤ ヒラサワ　ユウミ

ヤナギ　ユウナ ナカジマ　ハルナ タカサワ　ナナミ イワサワ　ユリカ ハマノ　ノゾミ

13

八木　寧希 (3) 渡辺　凜 (2) 上村　妃紗良 (2) 鈴木　綾 (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

女子 駅伝 16/11/02 11:15  



ゴセンキタ

五泉北中学校（41）

　49.20 　11.56 14 　20.10 17 　28.40 22 　37.14 20 　49.20 14

　11.56 14 　8.14 27 　8.30 26 　8.34 23 　12.06 12
ニイツダイイチ

新津第一中学校（66）

　49.23 　12.14 24 　20.28 27 　28.51 24 　36.52 15 　49.23 15

　12.14 24 　8.14 27 　8.23 23 　8.01 6 　12.31 24
ナカゴウ

中郷中学校（4）

　49.27 　11.58 16 　20.48 34 　29.12 29 　37.18 22 　49.27 16

　11.58 16 　8.50 40 　8.24 24 　8.06 9 　12.09 13
トウホク

東北中学校（82）

　49.35 　12.24 33 　20.21 23 　28.34 21 　36.35 12 　49.35 17

　12.24 33 　7.57 12 　8.13 17 　8.01 6 　13.00 30
カナイ

金井中学校（65）

　49.39 　11.59 17 　20.11 19 　28.19 13 　37.09 18 　49.39 18
　11.59 17 　8.12 25 　8.08 13 　8.50 30 　12.30 23

トヤノ

鳥屋野中学校（63）

　49.42 　11.28 4 　19.59 13 　27.58 10 　37.02 17 　49.42 19

　11.28 4 　8.31 33 　7.59 8 　9.04 35 　12.40 27
アサヒオカ

旭岡中学校（32）

　49.44 　12.32 34 　20.42 33 　29.04 27 　37.17 21 　49.44 20

　12.32 34 　8.10 23 　8.22 22 　8.13 10 　12.27 20
ミョウコウ

妙高中学校（5）

　49.58 　12.23 32 　20.31 28 　29.03 26 　37.25 24 　49.58 21

　12.23 32 　8.08 21 　8.32 29 　8.22 14 　12.33 25
ニイツダイニ

新津第二中学校（68）

　50.02 　11.45 10 　20.33 31 　29.27 35 　38.10 31 　50.02 22

　11.45 10 　8.48 39 　8.54 37 　8.43 25 　11.52 6
イトイガワ

糸魚川中学校（6）

　50.04 　11.44 9 　19.57 10 　29.11 28 　37.44 27 　50.04 23
　11.44 9 　8.13 26 　9.14 41 　8.33 22 　12.20 18

カスガ

春日中学校（7）

　50.11 　12.34 35 　20.32 29 　29.22 31 　38.11 32 　50.11 24

　12.34 35 　7.58 13 　8.50 35 　8.49 29 　12.00 9
サカイワ

坂井輪中学校（64）

　50.11 　12.20 28 　20.26 26 　28.32 20 　36.57 16 　50.11 25

　12.20 28 　8.06 17 　8.06 11 　8.25 18 　13.14 35
セイロウ

聖籠中学校（42）

　50.12 　12.00 19 　20.22 24 　28.31 18 　37.10 19 　50.12 26

　12.00 19 　8.22 30 　8.09 15 　8.39 24 　13.02 31
ヤヒコ

弥彦中学校（70）

　50.15 　12.17 26 　20.13 20 　28.55 25 　37.25 25 　50.15 27

　12.17 26 　7.56 10 　8.42 32 　8.30 21 　12.50 28
ミヤウラ

宮浦中学校（67）

　50.21 　12.47 37 　20.54 35 　29.25 33 　37.54 28 　50.21 28
　12.47 37 　8.07 19 　8.31 27 　8.29 19 　12.27 20

14

伊藤　柚葉 (3) 長谷川　麗 (3) 布施　薫 (3) 吉田　奈未 (3)

井上　由唯 (1)

白井　楓伽 (2)

イシヅキ　ミユ コイズミ　アヤノ マエダ　アヤリ モリヤ　ノアン イノウエ　ユイ

イトウ　ユズハ ハセガワ　ウルハ フセ　カオル ヨシダ　ナミ シライ　フウカ

16

宮下　結虹 (2) 桐山　結羽 (2) 齋藤　七海 (2) 東城　美桜 (1)

15
石月　美羽 (2) 小泉　綾乃 (2) 前田　彩李 (3) 森谷　望杏 (1)

佐竹　楽希 (3)

加藤　百菜 (2)

マルヤマ　ミサ コミヤマ　マナ カワマタ　アヤカ ヒキタ　サクラ サタケ　ラキ

ミヤシタ　ユニ キリヤマ　ユウ サイトウ　ナミ トウジョウ　ミオ カトウ　モモナ

18

笠木　楓花 (2) 樋口　夏海 (3) 遠藤　美海 (3) 小川　みのり (1)

17

丸山　実紗 (2) 小宮山　真那 (1) 川又　綾花 (2) 疋田　さくら (1)

野田　春花 (3)

大蔵　想 (3)

スギモト　ヒナギク ナカノ　ミク エノキ　ユキ ドバシ　サクラ ノダ　ハルカ

カサギ　フウカ ヒグチ　ナツミ エンドウ　ミミ オガワ　ミノリ オオクラ　ココロ

20
石坂　菜月 (3) 笠原　麻衣 (2) 藤田　陽香 (1) 加藤　愛 (1)

19

杉本　雛鞠 (3) 仲野　未来 (3) 榎　由起 (2) 土橋　桜 (3)

水口　真梨奈 (2)

石坂　遥花 (1)

フルカワ　アイナ ヤマカワ　アンリ イケダ　アイリ イケダ　サラ ミズグチ　マリナ

イシザカ　ナツキ カサハラ　マイ フジタ　ハルカ カトウ　アイ イシザカ　ハルカ

22

谷黒　栞菜 (2) 佐藤　莉子 (2) 渡邉　美空 (2) 坂井　さつき (1)

21

古川　愛奈 (1) 山川　あんり (1) 池田　愛里 (3) 池田　桜空 (1)

羽鳥　春奈 (3)

五十嵐　望来 (2)

キジマ　マナカ イシザカ　ナツキ アサヒ　チサト ハシダテ　ミク ハトリ　ハルナ

タニグロ　カンナ サトウ　リコ ワタナベ　ミクウ サカイ　サツキ イカラシ　ミク

24

間嶋　菜花 (2) 長谷川　茉海 (1) 樋口　涼花 (2) 田邨　夏海 (2)

23

木島　真菜香 (2) 石坂　菜月 (1) 朝日　千智 (1) 橋立　未来 (2)

庭野　紗貴 (1)

岩﨑　菜々子 (3)

コマタ　サアヤ サトウ　ユウナ ナシモト　カホ ネギシ　ヒナタ ニワノ　サキ

マジマ　ナノハ ハセガワ　マミ ヒグチ　スズカ タムラ　ナツミ イワサキ　ナナコ

26

松田　海優 (1) 和田　桜子 (3) 髙橋　菜月 (3) 宮下　真緒 (2)

25
小俣　咲綾 (1) 佐藤　優奈 (1) 梨本　果穂 (1) 根岸　日向 (1)

佐藤　詩萌 (2)

髙橋　和奏 (1)

モロハシ　アコ フジワラ　ユリア タカダ　ユウア サイトウ　マリナ サトウ　シホ

マツダ　ミュウ ワダ　サクラコ タカハシ　ナヅキ ミヤシタ　マオ タカハシ　ワカナ

28

安達　紗弥華 (3) 新部　妙奈 (2) 古澤　慶 (2) 弦巻　明日香 (3)

27

諸橋　愛子 (2) 藤原　由理亜 (1) 高田　夕愛 (2) 齊藤　毬菜 (1)

菅原　真緒 (1)

アダチ　サヤカ ニベ　ワカナ フルサワ　ケイ ツルマキ　アスカ スガワラ　マオ



ナガオカヒガシ

長岡東中学校（28）

　50.28 　11.57 15 　20.05 14 　28.24 16 　37.36 26 　50.28 29

　11.57 15 　8.08 21 　8.19 20 　9.12 38 　12.52 29
コシン

小新中学校（69）

　50.33 　12.21 30 　20.32 30 　29.26 34 　38.12 33 　50.33 30

　12.21 30 　8.11 24 　8.54 37 　8.46 28 　12.21 19
オオジマ

大島中学校（81）

　50.35 　12.44 36 　21.17 38 　29.48 38 　38.33 36 　50.35 31

　12.44 36 　8.33 35 　8.31 27 　8.45 27 　12.02 10
オヂヤミナミ

小千谷南中学校（29）

　50.37 　11.18 2 　20.08 16 　29.12 30 　38.02 30 　50.37 32

　11.18 2 　8.50 40 　9.04 40 　8.50 30 　12.35 26
ホンマル

本丸中学校（43）

　50.49 　12.15 25 　20.14 21 　28.30 17 　37.21 23 　50.49 33
　12.15 25 　7.59 15 　8.16 19 　8.51 32 　13.28 36

ジョウキョウダイフゾク

上教大附属（8）

　51.36 　11.53 12 　20.19 22 　28.47 23 　38.30 35 　51.36 34

　11.53 12 　8.26 32 　8.28 25 　9.43 41 　13.06 32
ムラカミダイイチ

村上第一中学校（44）

　51.48 　12.21 29 　20.56 36 　29.41 36 　38.40 37 　51.48 35

　12.21 29 　8.35 37 　8.45 34 　8.59 34 　13.08 33
シオザワ

塩沢中学校（30）

　51.49 　12.18 27 　20.25 25 　28.31 19 　37.59 29 　51.49 36

　12.18 27 　8.07 19 　8.06 11 　9.28 39 　13.50 41
イカラシ

五十嵐中学校（71）

　52.06 　12.55 38 　21.09 37 　29.48 37 　38.55 38 　52.06 37

　12.55 38 　8.14 27 　8.39 31 　9.07 36 　13.11 34
カリワ

刈羽中学校（9）

　52.50 　12.09 23 　20.41 32 　29.24 32 　38.17 34 　52.50 38
　12.09 23 　8.32 34 　8.43 33 　8.53 33 　14.33 42

ゴセン

五泉中学校（45）

　53.27 　13.35 42 　22.34 42 　31.10 42 　39.54 39 　53.27 39

　13.35 42 　8.59 42 　8.36 30 　8.44 26 　13.33 38
カンノウ

神納中学校（48）

　53.36 　13.23 41 　21.57 41 　30.47 39 　39.55 40 　53.36 40

　13.23 41 　8.34 36 　8.50 35 　9.08 37 　13.41 40
サルハシ

猿橋中学校（46）

　53.55 　13.07 39 　21.53 40 　30.52 40 　40.23 41 　53.55 41

　13.07 39 　8.46 38 　8.59 39 　9.31 40 　13.32 37
シウンジ

紫雲寺中学校（47）

　54.37 　13.19 40 　21.43 39 　31.03 41 　40.58 42 　54.37 42

　13.19 40 　8.24 31 　9.20 42 　9.55 42 　13.39 39

富永　姫織奈 (1)

ヤマギシ　ミナミ ホンマ　モモカ アベ　ナツキ アベ　リサ トミナガ　キリナ

30
長濱　綾音 (1) 岡村　優乃 (2) 山田　桃子 (2) 前田　杏佳 (1)

29

山岸　みなみ (3) 本間　桃和 (2) 阿部　夏希 (3) 阿部　りさ (3)

角屋　香穂 (3)

金田　蒼衣 (2)

キナミ　リリカ ナカムラ　カノン ナガシマ　ユウカ カサハラ　アユミ スミヤ　カホ

ナガハマ　アヤネ オカムラ　ユノ ヤマダ　モモコ マエダ　モモカ カネダ　アオイ

32

羽鳥　さくら (2) 廣井　美遥 (2) 諏訪部　ひなた (3) 関　杏実果 (3)

31

木南　梨々花 (2) 中村　花音 (3) 長島　優花 (2) 笠原　歩 (1)

清野　鈴音 (1)

関　美空 (1)

アライ　ユキエ スガイ　サクラ サトウ　フウカ イガワ　エリ セイノ　リオ

ハトリ　サクラ ヒロイ　ミハル スワベ　ヒナタ セキ　アミカ セキ　ミソラ

34

清水　彩愛 (1) 今井　菜月 (3) 金子　瑞歩 (1) 志賀　花菜 (1)

33

荒井　雪絵 (3) 須貝　桜 (1) 佐藤　風香 (2) 井川　恵里 (3)

栗山　ひより (3)

高館　舞帆 (2)

マルヤマ　ミサキ カトウ　ヨリコ マツイ　オトワ イタガキ　コノハ クリヤマ　ヒヨリ

シミズ　アヤナ イマイ　ナツキ カネコ　ミズホ シガ　ハナ タカダテ　マホ

36

平賀　さつき (2) 小林　海 (1) 大塚　愛世 (3) 小田原　愛奈 (3)

35
丸山　美幸 (3) 加藤　依子 (2) 松井　音和 (2) 板垣　このは (2)

信田　樹 (3)

野上　寿々 (2)

オダジマ　メイ スズキ　ミユキ タカハシ　トワ コマタ　メグミ ノブタ　ミキ

ヒラガ　サツキ コバヤシ　ウミ オオツカ　イトセ オダワラ　マナ ノガミ　スズ

38

田中　絢音 (3) 竹田　美芙由 (1) 山本　莉央 (2) 海津　千恵 (3)

37

小田嶋　芽依 (3) 鈴木　美由紀 (1) 高橋　音羽 (2) 古俣　萌 (3)

井浦　菊花 (3)

渡邉　夢叶 (3)

ミズシマ　ユキ オオエ　マユ カトウ　マキ ヨシイ　モエ イウラ　キクカ

タナカ　アヤネ タケダ　ミフユ ヤマモト　リオ カイヅ　チエ ワタナベ　ユメカ

40
薄田　陽凪 (3) 齋藤　姫由 (2) 磯部　羽花 (1) 大倉　瑞穂 (1)

39

水嶌　ゆき (1) 大江　真由 (1) 加藤　万葵 (2) 吉井　萌 (3)

鈴木　まいか (3)

マツウラ　カナ ミヤシタ　シノ シンボ　アユミ ナカクラ　チサキ スズキ　アヤノ

ウスダ　ヒナ サイトウ　ヒヨリ イソベ　ハナ オオクラ　ミズホ スズキ　マイカ

竹内　望 (1)

ノザワ　キョウコ タケウチ　モエ ハセガワ　ミズキ ハラ　ナオ タケウチ　ノン

42

野澤　恭子 (3) 竹内　萌笑 (2) 長谷川　瑞希 (1) 原　菜緒 (3)

41

松浦　伽奈 (2) 宮下　紫乃 (2) 新保　歩 (3) 中倉　千颯 (3) 鈴木　綾乃 (1)



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
コカイ　ハルカ アライ ヨシハラ　アカリ オヂヤ スズキ　アヤネ サワタ

1 1 　11.08 小海　遥 新井中学校 21 1 　7.33 吉原　あかり 小千谷中学校 61 1 　7.33 鈴木　彩音 佐和田中学校
ハトリ　サクラ オヂヤミナミ ゴトウ　ナナ サワタ ノモト　チヒロ ミョウコウコウゲン

29 2 　11.18 羽鳥　さくら 小千谷南中学校 61 2 　7.37 後藤　菜那 佐和田中学校 3 2 　7.41 野本　千尋 妙高高原中学校
オカダ　カレン ミョウコウコウゲン エイタカ　ワカハ ミョウコウコウゲン カモイ　マサキ アライ

3 3 　11.27 岡田　果瑚 妙高高原中学校 3 3 　7.39 永髙　わか葉 妙高高原中学校 1 3 　7.43 鴨井　満咲 新井中学校
スギモト　ヒナギク トヤノ ヒガノ　リンカ トオカマチミナミ サトウ　レナ トオカマチミナミ

63 4 　11.28 杉本　雛鞠 鳥屋野中学校 22 3 　7.39 日向野　凛香 十日町南中学校 22 3 　7.43 佐藤　礼奈 十日町南中学校
フルサワ　ユウリ ジョウホク シミズ　アカリ ジョウホク タナカ　ユキナ オヂヤ

2 5 　11.31 古澤　侑里 城北中学校 2 5 　7.42 清水　あかり 城北中学校 21 5 　7.47 田中　雪菜 小千谷中学校
マルヤマ　ユウ トオカマチミナミ ナカジョウ　アカネ コバリ ツバタ　キコ ツナン

22 6 　11.34 丸山　優 十日町南中学校 62 6 　7.49 中條　茜 小針中学校 24 6 　7.54 津端　喜子 津南中学校
オヤナギ　チヨリ オヂヤ カトウ　アヤネ コウナン ナカノ　ユカ ジョウホク

21 7 　11.37 小柳　千依 小千谷中学校 23 7 　7.50 加藤　彩音 岡南中学校 2 7 　7.58 中野　祐香 城北中学校
カブラキ　コナツ トオカマチ ナカジマ　ハルナ トオカマチヨシダ エノキ　ユキ トヤノ

26 8 　11.39 蕪木　小夏 十日町中学校 25 8 　7.52 中嶋　陽奈 十日町吉田中学校 63 8 　7.59 榎　由起 鳥屋野中学校
キジマ　マナカ イトイガワ タナカ　ユウ アライ ネツ　マリナ トオカマチ

6 9 　11.44 木島　真菜香 糸魚川中学校 1 9 　7.55 田中　ゆう 新井中学校 26 9 　8.02 根津　真里奈 十日町中学校
タニグロ　カンナ ニイツダイニ ヤマギシ　メイ ツナン イカラシ　レイ コウナン

68 10 　11.45 谷黒　栞菜 新津第二中学校 24 10 　7.56 山岸　芽生 津南中学校 23 10 　8.03 五十嵐　怜 岡南中学校
ヤナギ　ユウナ トオカマチヨシダ フジワラ　ユリア ヤヒコ オオツカ　イトセ シオザワ

25 11 　11.50 柳　悠那 十日町吉田中学校 70 10 　7.56 藤原　由理亜 弥彦中学校 30 11 　8.06 大塚　愛世 塩沢中学校
シミズ　アヤナ ジョウキョウダイフゾク コミヤマ　マナ トウホク ナシモト　カホ サカイワ

8 12 　11.53 清水　彩愛 上教大附属 82 12 　7.57 小宮山　真那 東北中学校 64 11 　8.06 梨本　果穂 坂井輪中学校
ナカノ　サヤカ サワタ ハセガワ　マミ カスガ ナカムラ　マオ コバリ

61 13 　11.54 中野　さやか 佐和田中学校 7 13 　7.58 長谷川　茉海 春日中学校 62 13 　8.08 中村　真渚 小針中学校
イトウ　ユズハ ゴセンキタ ユモト　ミヤビ コイデ エンドウ　ミミ カナイ

41 14 　11.56 伊藤　柚葉 五泉北中学校 31 13 　7.58 湯本　雅 小出中学校 65 13 　8.08 遠藤　美海 金井中学校
ヤマギシ　ミナミ ナガオカヒガシ スガイ　サクラ ホンマル ウジハラ　ヒロコ コイデ

28 15 　11.57 山岸　みなみ 長岡東中学校 43 15 　7.59 須貝　桜 本丸中学校 31 15 　8.09 氏原　博子 小出中学校
ミヤシタ　ユニ ナカゴウ ワタナベ　リン ホリノウチ タカハシ　ナヅキ セイロウ

4 16 　11.58 宮下　結虹 中郷中学校 27 16 　8.01 渡辺　凜 堀之内中学校 42 15 　8.09 髙橋　菜月 聖籠中学校
カサギ　フウカ カナイ フクハラ　サホ トオカマチ カワマタ　アヤカ トウホク

65 17 　11.59 笠木　楓花 金井中学校 26 17 　8.06 福原　紗帆 十日町中学校 82 17 　8.13 川又　綾花 東北中学校
キシ　レイカ コウナン サトウ　ユウナ サカイワ カミムラ　キサラ ホリノウチ

23 18 　11.59 岸　玲伽 岡南中学校 64 17 　8.06 佐藤　優奈 坂井輪中学校 27 18 　8.14 上村　妃紗良 堀之内中学校
マツダ　ミュウ セイロウ コバヤシ　ウミ シオザワ サトウ　フウカ ホンマル

42 19 　12.00 松田　海優 聖籠中学校 30 19 　8.07 小林　海 塩沢中学校 43 19 　8.16 佐藤　風香 本丸中学校
カバサワ　モア コイデ ニベ　ワカナ ミヤウラ アベ　ナツキ ナガオカヒガシ

31 20 　12.00 椛澤　萌安 小出中学校 67 19 　8.07 新部　妙奈 宮浦中学校 28 20 　8.19 阿部　夏希 長岡東中学校
イソベ　アユ ツナン ヤマカワ　アンリ ミョウコウ タカサワ　ナナミ トオカマチヨシダ

24 21 　12.03 磯部　あゆ 津南中学校 5 21 　8.08 山川　あんり 妙高中学校 25 21 　8.21 高澤　七海 十日町吉田中学校
ヤギ　ネネ ホリノウチ ホンマ　モモカ ナガオカヒガシ フジタ　ハルカ アサヒオカ

27 22 　12.07 八木　寧希 堀之内中学校 28 21 　8.08 本間　桃和 長岡東中学校 32 22 　8.22 藤田　陽香 旭岡中学校
タナカ　アヤネ カリワ カサハラ　マイ アサヒオカ マエダ　アヤリ ニイツダイイチ

9 23 　12.09 田中　絢音 刈羽中学校 32 23 　8.10 笠原　麻衣 旭岡中学校 66 23 　8.23 前田　彩李 新津第一中学校
イシヅキ　ミユ ニイツダイイチ オカムラ　ユノ コシン サイトウ　ナミ ナカゴウ

66 24 　12.14 石月　美羽 新津第一中学校 69 24 　8.11 岡村　優乃 小新中学校 4 24 　8.24 齋藤　七海 中郷中学校
アライ　ユキエ ホンマル ヒグチ　ナツミ カナイ カネコ　ミズホ ジョウキョウダイフゾク

43 25 　12.15 荒井　雪絵 本丸中学校 65 25 　8.12 樋口　夏海 金井中学校 8 25 　8.28 金子　瑞歩 上教大附属
モロハシ　アコ ヤヒコ イシザカ　ナツキ イトイガワ フセ　カオル ゴセンキタ

70 26 　12.17 諸橋　愛子 弥彦中学校 6 26 　8.13 石坂　菜月 糸魚川中学校 41 26 　8.30 布施　薫 五泉北中学校
ヒラガ　サツキ シオザワ ハセガワ　ウルハ ゴセンキタ フルサワ　ケイ ミヤウラ

30 27 　12.18 平賀　さつき 塩沢中学校 41 27 　8.14 長谷川　麗 五泉北中学校 67 27 　8.31 古澤　慶 宮浦中学校
コマタ　サアヤ サカイワ コイズミ　アヤノ ニイツダイイチ ナガシマ　ユウカ オオジマ

64 28 　12.20 小俣　咲綾 坂井輪中学校 66 27 　8.14 小泉　綾乃 新津第一中学校 81 27 　8.31 長島　優花 大島中学校
マルヤマ　ミサキ ムラカミダイイチ スズキ　ミユキ イカラシ イケダ　アイリ ミョウコウ

44 29 　12.21 丸山　美幸 村上第一中学校 71 27 　8.14 鈴木　美由紀 五十嵐中学校 5 29 　8.32 池田　愛里 妙高中学校
ナガハマ　アヤネ コシン ワダ　サクラコ セイロウ カトウ　マキ ゴセン

69 30 　12.21 長濱　綾音 小新中学校 42 30 　8.22 和田　桜子 聖籠中学校 45 30 　8.36 加藤　万葵 五泉中学校
クボタ　ナミ コバリ タケウチ　モエ シウンジ タカハシ　トワ イカラシ

62 31 　12.22 久保田　菜美 小針中学校 47 31 　8.24 竹内　萌笑 紫雲寺中学校 71 31 　8.39 高橋　音羽 五十嵐中学校
フルカワ　アイナ ミョウコウ イマイ　ナツキ ジョウキョウダイフゾク タカダ　ユウア ヤヒコ

5 32 　12.23 古川　愛奈 妙高中学校 8 32 　8.26 今井　菜月 上教大附属 70 32 　8.42 高田　夕愛 弥彦中学校
マルヤマ　ミサ トウホク ナカノ　ミク トヤノ ヤマモト　リオ カリワ

82 33 　12.24 丸山　実紗 東北中学校 63 33 　8.31 仲野　未来 鳥屋野中学校 9 33 　8.43 山本　莉央 刈羽中学校
イシザカ　ナツキ アサヒオカ タケダ　ミフユ カリワ マツイ　オトワ ムラカミダイイチ

32 34 　12.32 石坂　菜月 旭岡中学校 9 34 　8.32 竹田　美芙由 刈羽中学校 44 34 　8.45 松井　音和 村上第一中学校
マジマ　ナノハ カスガ ナカムラ　カノン オオジマ ヒグチ　スズカ カスガ

7 35 　12.34 間嶋　菜花 春日中学校 81 35 　8.33 中村　花音 大島中学校 7 35 　8.50 樋口　涼花 春日中学校
キナミ　リリカ オオジマ サイトウ　ヒヨリ カンノウ イソベ　ハナ カンノウ

81 36 　12.44 木南　梨々花 大島中学校 48 36 　8.34 齋藤　姫由 神納中学校 48 35 　8.50 磯部　羽花 神納中学校
アダチ　サヤカ ミヤウラ カトウ　ヨリコ ムラカミダイイチ ワタナベ　ミクウ ニイツダイニ

67 37 　12.47 安達　紗弥華 宮浦中学校 44 37 　8.35 加藤　依子 村上第一中学校 68 37 　8.54 渡邉　美空 新津第二中学校
オダジマ　メイ イカラシ ミヤシタ　シノ サルハシ ヤマダ　モモコ コシン

71 38 　12.55 小田嶋　芽依 五十嵐中学校 46 38 　8.46 宮下　紫乃 猿橋中学校 69 37 　8.54 山田　桃子 小新中学校
マツウラ　カナ サルハシ サトウ　リコ ニイツダイニ シンボ　アユミ サルハシ

46 39 　13.07 松浦　伽奈 猿橋中学校 68 39 　8.48 佐藤　莉子 新津第二中学校 46 39 　8.59 新保　歩 猿橋中学校
ノザワ　キョウコ シウンジ キリヤマ　ユウ ナカゴウ スワベ　ヒナタ オヂヤミナミ

47 40 　13.19 野澤　恭子 紫雲寺中学校 4 40 　8.50 桐山　結羽 中郷中学校 29 40 　9.04 諏訪部　ひなた 小千谷南中学校
ウスダ　ヒナ カンノウ ヒロイ　ミハル オヂヤミナミ アサヒ　チサト イトイガワ

48 41 　13.23 薄田　陽凪 神納中学校 29 40 　8.50 廣井　美遥 小千谷南中学校 6 41 　9.14 朝日　千智 糸魚川中学校
ミズシマ　ユキ ゴセン オオエ　マユ ゴセン ハセガワ　ミズキ シウンジ

45 42 　13.35 水嶌　ゆき 五泉中学校 45 42 　8.59 大江　真由 五泉中学校 47 42 　9.20 長谷川　瑞希 紫雲寺中学校

1 区(3.0km) 2 区(2.0km) 3 区(2.0km)



No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム
ヤマナカ　クルミ サワタ オオイシ　トモカ オヂヤ

61 1 　7.45 山中　くるみ 佐和田中学校 21 1 　11.19 大石　朋佳 小千谷中学校
イノマタ　アヤノ オヂヤ カネコ　ココ サワタ

21 2 　7.49 猪又　綾乃 小千谷中学校 61 2 　11.26 金子　紅香 佐和田中学校
ヤマシタ　リンコ コウナン ヤジマ　ミオ ジョウホク

23 3 　7.53 山下　凜子 岡南中学校 2 3 　11.29 矢島　美緒 城北中学校
ナガサワ　チナ アライ キタイ　シオリ トオカマチミナミ

1 4 　7.54 長澤　ちな 新井中学校 22 4 　11.39 北井　詩織 十日町南中学校
コジマ　カナ トオカマチミナミ ノグチ　サアヤ アライ

22 5 　7.55 小嶋　花菜 十日町南中学校 1 5 　11.50 野口　紗綾 新井中学校
アライ　サキ ミョウコウコウゲン ヤマシタ　ユウキ コウナン

3 6 　8.01 新井　咲希 妙高高原中学校 23 6 　11.52 山下　夕貴 岡南中学校
モリヤ　ノアン ニイツダイイチ ナカヨシ　シュカ コバリ

66 6 　8.01 森谷　望杏 新津第一中学校 62 6 　11.52 仲由　朱花 小針中学校
ヒキタ　サクラ トウホク イカラシ　ミク ニイツダイニ

82 6 　8.01 疋田　さくら 東北中学校 68 6 　11.52 五十嵐　望来 新津第二中学校
トウジョウ　ミオ ナカゴウ イワサキ　ナナコ カスガ

4 9 　8.06 東城　美桜 中郷中学校 7 9 　12.00 岩﨑　菜々子 春日中学校
カトウ　アイ アサヒオカ スミヤ　カホ オオジマ

32 10 　8.13 加藤　愛 旭岡中学校 81 10 　12.02 角屋　香穂 大島中学校
スズキ　アヤ ホリノウチ タキザワ　ユリ ツナン

27 11 　8.17 鈴木　綾 堀之内中学校 24 11 　12.05 滝澤　悠里 津南中学校
ワタナベ　マヒロ ジョウホク シライ　フウカ ゴセンキタ

2 12 　8.20 渡邊　舞尋 城北中学校 41 12 　12.06 白井　楓伽 五泉北中学校
ワクイ　レイカ コバリ カトウ　モモナ ナカゴウ

62 12 　8.20 涌井　怜香 小針中学校 4 13 　12.09 加藤　百菜 中郷中学校
イケダ　サラ ミョウコウ ホシ　カリン コイデ

5 14 　8.22 池田　桜空 妙高中学校 31 13 　12.09 星　夏鈴 小出中学校
ツキオカ　ジュネ ツナン タワラヤマ　リナ トオカマチ

24 14 　8.22 月岡　樹音 津南中学校 26 15 　12.11 俵山　利奈 十日町中学校
イワサワ　ユリカ トオカマチヨシダ ヒラサワ　ユウミ ホリノウチ

25 16 　8.24 岩澤　優里香 十日町吉田中学校 27 16 　12.14 平澤　宥心 堀之内中学校
ミズノ　イツカ コイデ ハマノ　ノゾミ トオカマチヨシダ

31 16 　8.24 水野　いつか 小出中学校 25 17 　12.17 濱野　希美 十日町吉田中学校
ネギシ　ヒナタ サカイワ ハトリ　ハルナ イトイガワ

64 18 　8.25 根岸　日向 坂井輪中学校 6 18 　12.20 羽鳥　春奈 糸魚川中学校
ムラヤマ　ユイ トオカマチ カネダ　アオイ コシン

26 19 　8.29 村山　ゆい 十日町中学校 69 19 　12.21 金田　蒼衣 小新中学校
ツルマキ　アスカ ミヤウラ イシザカ　ハルカ アサヒオカ

67 19 　8.29 弦巻　明日香 宮浦中学校 32 20 　12.27 石坂　遥花 旭岡中学校
サイトウ　マリナ ヤヒコ スガワラ　マオ ミヤウラ

70 21 　8.30 齊藤　毬菜 弥彦中学校 67 20 　12.27 菅原　真緒 宮浦中学校
ハシダテ　ミク イトイガワ イケダ　ユイカ ミョウコウコウゲン

6 22 　8.33 橋立　未来 糸魚川中学校 3 22 　12.29 池田　結花 妙高高原中学校
ヨシダ　ナミ ゴセンキタ オオクラ　ココロ カナイ

41 23 　8.34 吉田　奈未 五泉北中学校 65 23 　12.30 大蔵　想 金井中学校
ミヤシタ　マオ セイロウ イノウエ　ユイ ニイツダイイチ

42 24 　8.39 宮下　真緒 聖籠中学校 66 24 　12.31 井上　由唯 新津第一中学校
サカイ　サツキ ニイツダイニ ミズグチ　マリナ ミョウコウ

68 25 　8.43 坂井　さつき 新津第二中学校 5 25 　12.33 水口　真梨奈 妙高中学校
ヨシイ　モエ ゴセン セキ　ミソラ オヂヤミナミ

45 26 　8.44 吉井　萌 五泉中学校 29 26 　12.35 関　美空 小千谷南中学校
カサハラ　アユミ オオジマ ノダ　ハルカ トヤノ

81 27 　8.45 笠原　歩 大島中学校 63 27 　12.40 野田　春花 鳥屋野中学校
マエダ　モモカ コシン サトウ　シホ ヤヒコ

69 28 　8.46 前田　杏佳 小新中学校 70 28 　12.50 佐藤　詩萌 弥彦中学校
タムラ　ナツミ カスガ トミナガ　キリナ ナガオカヒガシ

7 29 　8.49 田邨　夏海 春日中学校 28 29 　12.52 富永　姫織奈 長岡東中学校
セキ　アミカ オヂヤミナミ サタケ　ラキ トウホク

29 30 　8.50 関　杏実果 小千谷南中学校 82 30 　13.00 佐竹　楽希 東北中学校
オガワ　ミノリ カナイ タカハシ　ワカナ セイロウ

65 30 　8.50 小川　みのり 金井中学校 42 31 　13.02 髙橋　和奏 聖籠中学校
イガワ　エリ ホンマル タカダテ　マホ ジョウキョウダイフゾク

43 32 　8.51 井川　恵里 本丸中学校 8 32 　13.06 高館　舞帆 上教大附属
カイヅ　チエ カリワ クリヤマ　ヒヨリ ムラカミダイイチ

9 33 　8.53 海津　千恵 刈羽中学校 44 33 　13.08 栗山　ひより 村上第一中学校
イタガキ　コノハ ムラカミダイイチ ノブタ　ミキ イカラシ

44 34 　8.59 板垣　このは 村上第一中学校 71 34 　13.11 信田　樹 五十嵐中学校
ドバシ　サクラ トヤノ ニワノ　サキ サカイワ

63 35 　9.04 土橋　桜 鳥屋野中学校 64 35 　13.14 庭野　紗貴 坂井輪中学校
コマタ　メグミ イカラシ セイノ　リオ ホンマル

71 36 　9.07 古俣　萌 五十嵐中学校 43 36 　13.28 清野　鈴音 本丸中学校
オオクラ　ミズホ カンノウ スズキ　アヤノ サルハシ

48 37 　9.08 大倉　瑞穂 神納中学校 46 37 　13.32 鈴木　綾乃 猿橋中学校
アベ　リサ ナガオカヒガシ イウラ　キクカ ゴセン

28 38 　9.12 阿部　りさ 長岡東中学校 45 38 　13.33 井浦　菊花 五泉中学校
オダワラ　マナ シオザワ タケウチ　ノン シウンジ

30 39 　9.28 小田原　愛奈 塩沢中学校 47 39 　13.39 竹内　望 紫雲寺中学校
ナカクラ　チサキ サルハシ スズキ　マイカ カンノウ

46 40 　9.31 中倉　千颯 猿橋中学校 48 40 　13.41 鈴木　まいか 神納中学校
シガ　ハナ ジョウキョウダイフゾク ノガミ　スズ シオザワ

8 41 　9.43 志賀　花菜 上教大附属 30 41 　13.50 野上　寿々 塩沢中学校
ハラ　ナオ シウンジ ワタナベ　ユメカ カリワ

47 42 　9.55 原　菜緒 紫雲寺中学校 9 42 　14.33 渡邉　夢叶 刈羽中学校

4 区(2.0km) 5 区(3.0km)


