
順位 チーム名
十日町AC（5）

　32.09 　5.36 2 　10.27 1 　15.56 1 　21.14 1 　26.48 1 　32.09 1
　5.36 2 　4.51 1 　5.29 1 　5.18 2 　5.34 1 　5.21 2

五泉少年マラソンクラブ（4）

　32.26 　5.37 3 　10.46 2 　16.26 2 　21.41 2 　27.18 2 　32.26 2
　5.37 3 　5.09 2 　5.40 2 　5.15 1 　5.37 2 　5.08 1

弥彦ジュニア（2）

　33.40 　5.39 4 　10.50 3 　16.48 3 　22.07 3 　28.09 3 　33.40 3
　5.39 4 　5.11 3 　5.58 5 　5.19 3 　6.02 5 　5.31 4

新潟アルビRC・OJAS（9）

　34.34 　5.48 5 　11.07 4 　16.57 4 　22.42 4 　29.00 4 　34.34 4
　5.48 5 　5.19 4 　5.50 4 　5.45 6 　6.18 9 　5.34 5

上越はね馬クラブ（7）

　34.54 　5.59 6 　11.20 5 　17.08 5 　23.06 5 　29.15 5 　34.54 5
　5.59 6 　5.21 5 　5.48 3 　5.58 9 　6.09 7 　5.39 6

新潟ジュニアT&F（8）

　36.04 　6.20 10 　11.59 8 　18.12 8 　23.44 6 　29.57 6 　36.04 6
　6.20 10 　5.39 7 　6.13 9 　5.32 4 　6.13 8 　6.07 12

しばたTFC（1）
　36.15 　6.18 8 　12.10 10 　18.27 10 　24.37 10 　30.28 8 　36.15 7

　6.18 8 　5.52 12 　6.17 10 　6.10 11 　5.51 3 　5.47 8
新潟アルビレックスＲＣ・県央（10）

　36.22 　6.21 11 　12.10 10 　18.13 9 　23.50 7 　30.23 7 　36.22 8
　6.21 11 　5.49 11 　6.03 6 　5.37 5 　6.33 11 　5.59 9

新潟アルビレックスRC・新潟B（12）

　36.42 　6.28 12 　12.03 9 　18.08 7 　24.24 9 　30.30 9 　36.42 9
　6.28 12 　5.35 6 　6.05 8 　6.16 12 　6.06 6 　6.12 14

新潟アルビレックスRC・新潟A（11）

　36.43 　5.34 1 　11.21 6 　17.24 6 　24.04 8 　30.37 10 　36.43 10
　5.34 1 　5.47 8 　6.03 6 　6.40 16 　6.33 11 　6.06 11

燕リトル・ウィングR・C（3）

　36.57 　6.34 13 　12.28 12 　18.56 11 　25.04 11 　31.28 11 　36.57 11
　6.34 13 　5.54 13 　6.28 11 　6.08 10 　6.24 10 　5.29 3

柏崎T&F（6）
　37.41 　6.07 7 　11.55 7 　19.38 13 　25.35 13 　31.31 12 　37.41 12

　6.07 7 　5.48 9 　7.43 15 　5.57 8 　5.56 4 　6.10 13
新潟アルビレックスRC・村上A（15）

　37.56 　6.40 14 　12.28 12 　19.13 12 　25.29 12 　32.16 13 　37.56 13
　6.40 14 　5.48 9 　6.45 12 　6.16 12 　6.47 13 　5.40 7

新潟アルビRC・新潟中央（13）

　39.29 　6.56 15 　12.59 15 　20.23 14 　26.15 14 　33.30 14 　39.29 14
　6.56 15 　6.03 14 　7.24 14 　5.52 7 　7.15 14 　5.59 9

新潟アルビレックスRC・村上B（16）

　42.34 　6.19 9 　12.39 14 　20.40 15 　27.07 15 　34.29 15 　42.34 15
　6.19 9 　6.20 15 　8.01 16 　6.27 15 　7.22 17 　8.05 17

新潟アルビレックスRC新潟南（14）

　43.26 　7.07 16 　14.09 16 　22.10 17 　28.30 16 　35.51 16 　43.26 16
　7.07 16 　7.02 17 　8.01 16 　6.20 14 　7.21 16 　7.35 16

新潟アルビレックスRC・村上C（17）

　43.42 　7.27 17 　14.12 17 　21.26 16 　29.03 17 　36.18 17 　43.42 17
　7.27 17 　6.45 16 　7.14 13 　7.37 17 　7.15 14 　7.24 15

木村　和真 (5)

日清カップ全国小学生クロスカントリーリレー研修大会　県代表チーム選考会 総合結果

17
岩本　莉子 (5) 齋藤　秀龍 (5) 齋藤　咲季 (5) 大滝　康大 (5) 時田　莉子 (5)

志賀　祐兎 (6)

16
吉原　南咲 (5) 中村　勇斗 (6) 皆川　沙妃 (5) 鈴木　開大 (5) 駒澤　あすか (6) 井越　晴琥 (6)

15
成田　百花 (5) 辻野　羚音 (6) 遠藤　瑠果 (6) 岡田　丈 (6) 石谷　冬優 (6)

東海林　大夢 (6)

14
鈴木　里奈 (6) 渡邊　業人 (6) 山田　苺佳 (6) 渡辺　蓮音 (6) 石井　奏羽 (6) 山本　晃己 (6)

13
伊東　日暖 (6) 川原　杏太郎 (6) 山本　晶 (6) 鈴木　陽登 (6) 東　優菜 (6)

丸山　翔 (6)

12
川野　歩莉 (6) 灰野　寧緒 (6) 高宮　彩生 (5) 平澤　空 (5) 竹田　依央奈 (6) 柳　琉生 (5)

11
岩方　心彩 (6) 斉藤　海晴 (6) 吉井　彩月 (6) 丸山　祐輝 (6) 笹川　未来 (6)

井上　敬太 (6)

10
安達　梨絢 (6) 谷澤　秀平 (6) 秋野　知佳 (6) 塩谷　友陽 (5) 金子　心春 (6) 二平　駿介 (6)

9
中澤　ひより (5) 帆苅　圭哉 (5) 小山　愛夏 (5) 横山　絢士 (6) 島田　彩乃 (5)

菊地　亮輔 (6)

8
浜田　爽 (5) 佐藤　友 (6) 小海　愛梨 (6) 大竹　恭輔 (6) 岡本　埜ノ葉 (6) 磯辺　諒 (6)

7
佐藤　友梨 (6) 阿部　由跳 (6) 竹内　結萌 (6) 星　遙大 (6) 平山　悠那 (6)

岡田　陽色 (6)

6
高橋　七香 (6) 萩野　一輝 (6) 中原　姫花 (5) 石渡　遥斗 (6) 石塚　沙梨羽 (5) 阿部　京靖 (6)

5
岡田　紅愛 (6) 久保田　春稔 (6) 加藤　茉衣子 (6) 上田　楓真 (6) 岡田　由愛 (6)

石川　桜次郎 (6)

4
藤塚　美礼 (5) 遠藤　琉晟 (5) 北原　雛 (6) 金澤　琉唯 (6) 大竹　空良 (6) 大石　佳典 (6)

3
樋口　直央 (6) 岡島　祐人 (6) 田中　優華 (6) 渡辺　陽 (6) 樋山　星空 (6)

1区(1.5km) 2区(1.5km) 3区(1.5km) 4区(1.5km) 5区(1.5km) 6区(1.5km)
春日　喜行 (6)

2
明間　遥菜 (6) 安達　光希 (6) 間嶋　柚奈 (5) 江川　大 (6) 石本　美月 (6) 安達　光流 (6)

1
春日　彩音 (6) 阿部　涼大 (6) 山田　寿々菜 (6) 富井　大 (6) 高橋　美空 (5)


