
第２回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会 男子総合結果
2017/09/28 　　13:30　start
新井総合公園　周辺特設コース

順位 チーム名
アライ

妙高・新井中Ａ（73）
　41.50 　11.47 5 　17.59 1 　24.34 1 　31.23 1 　41.50 1

　11.47 5 　6.12 1 　6.35 1 　6.49 4 　10.27 5
ミョウコウコウゲン

妙高・妙高高原中Ａ（76）
　42.17 　11.48 6 　18.24 4 　25.05 4 　31.53 4 　42.17 2

　11.48 6 　6.36 4 　6.41 4 　6.48 3 　10.24 3
ジョウキョウダイフゾク

上越・上教大附中Ａ（67）
　42.22 　11.35 1 　18.09 3 　24.55 3 　31.40 2 　42.22 3

　11.35 1 　6.34 3 　6.46 5 　6.45 2 　10.42 7
ジョウホク

上越・城北中Ａ（1）
　42.24 　11.57 7 　18.36 6 　25.12 6 　32.11 6 　42.24 4

　11.57 7 　6.39 5 　6.36 2 　6.59 8 　10.13 1
ナカゴウ

上越・中郷中（52）
　42.30 　11.46 4 　18.27 5 　25.07 5 　32.05 5 　42.30 5

　11.46 4 　6.41 6 　6.40 3 　6.58 7 　10.25 4
ジョウセイ

上越・城西中Ａ（7）
　42.50 　11.37 2 　18.07 2 　24.53 2 　31.50 3 　42.50 6

　11.37 2 　6.30 2 　6.46 5 　6.57 6 　11.00 10
ミョウコウ

妙高・妙高中Ａ（79）
　43.06 　11.45 3 　18.40 8 　25.40 7 　32.43 8 　43.06 7

　11.45 3 　6.55 9 　7.00 9 　7.03 9 　10.23 2
イタクラ

上越・板倉中Ａ（55）
　43.20 　11.58 9 　18.39 7 　25.41 8 　32.24 7 　43.20 8

　11.58 9 　6.41 6 　7.02 10 　6.43 1 　10.56 8
ナオエツヒガシ

上越・直江津東中Ａ（19）
　43.44 　11.57 8 　19.02 9 　26.04 10 　33.10 9 　43.44 9

　11.57 8 　7.05 17 　7.02 10 　7.06 10 　10.34 6
ナオエツ

上越・直江津中Ａ（16）
　44.35 　12.17 10 　19.10 10 　26.02 9 　33.23 10 　44.35 10

　12.17 10 　6.53 8 　6.52 7 　7.21 17 　11.12 15
アライ

妙高・新井中Ｂ（74）
　44.40 　12.20 12 　19.28 14 　26.30 12 　33.43 11 　44.40 11

　12.20 12 　7.08 18 　7.02 10 　7.13 13 　10.57 9
クビキ

上越・頸城中A（45）
　44.47 　12.21 13 　19.19 12 　26.36 13 　33.47 12 　44.47 12

　12.21 13 　6.58 11 　7.17 17 　7.11 11 　11.00 10
ジョウホク

上越・城北中Ｂ（2）
　45.00 　12.23 15 　19.27 13 　26.20 11 　33.56 13 　45.00 13

　12.23 15 　7.04 15 　6.53 8 　7.36 22 　11.04 12
カスガ

上越・春日中Ａ（22）
　45.12 　12.27 17 　19.30 16 　26.44 15 　33.59 14 　45.12 14

　12.27 17 　7.03 14 　7.14 16 　7.15 15 　11.13 16
ウラガワラ

上越・浦川原中Ａ（31）
　45.18 　12.40 20 　19.44 18 　27.12 19 　34.07 16 　45.18 15

　12.40 20 　7.04 15 　7.28 23 　6.55 5 　11.11 14
ジョウキョウダイフゾク

上越・上教大附中Ｂ（68）
　45.21 　12.22 14 　19.38 17 　26.50 16 　34.03 15 　45.21 16

　12.22 14 　7.16 23 　7.12 14 　7.13 13 　11.18 18
カスガ

上越・春日中Ｂ（23）
　45.23 　12.30 18 　19.29 15 　26.53 17 　34.09 17 　45.23 17

　12.30 18 　6.59 12 　7.24 21 　7.16 16 　11.14 17
マキ

上越・牧中（37）
　45.54 　12.19 11 　19.14 11 　26.38 14 　34.34 19 　45.54 18

　12.19 11 　6.55 9 　7.24 21 　7.56 28 　11.20 19
ジョウセイ

上越・城西中B（8）
　46.03 　12.34 19 　19.45 19 　27.05 18 　34.30 18 　46.03 19

　12.34 19 　7.11 20 　7.20 18 　7.25 18 　11.33 23
カキザキ

上越・柿崎中Ａ（40）
　46.31 　12.24 16 　20.14 23 　27.36 21 　35.07 21 　46.31 20

　12.24 16 　7.50 31 　7.22 19 　7.31 19 　11.24 21
ナオエツヒガシ

上越・直江津東中Ｂ（20）
　46.53 　12.50 22 　20.05 21 　27.47 23 　35.43 24 　46.53 21

　12.50 22 　7.15 22 　7.42 30 　7.56 28 　11.10 13

シノハラ　ウミ アライ　タケル コカイ　アサヒ コバヤシ　タクヤ ヤマモト　イッセイ

1区(3.4km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km)

アシノ　キヨシロウ スカダ　リュウセイ ヤマザキ　ジョウ マルヤマ　イチロウ イケダ　リョウイチ

1
篠原　羽海 (3) 新井　尊 (3) 小海　旭 (3) 小林　拓也 (3) 山本　一成 (3)

イイヨシ　リュウノスケ イケダ　マサムネ ゴショクボ　リクト カナヤ　ケイイチロウ ウエダ　ヒロム

2
芦野　清志郎 (1) 須賀田　龍青 (2) 山﨑　丈 (2) 丸山　一良 (2) 池田　遼一 (1)

イガラシ　タクミ ツムラ　タクヤ クワバラ　タケル フセ　トモユキ ホシノ　カンタ

3
飯吉　竜之輔 (3) 池田　征宗 (3) 御所窪　陸斗 (2) 金谷　圭一郎 (1) 上田　啓睦 (3)

マルヤマ　タケト ヤギ　ソウイチロウ オカダ　ハルキ ヤマザキ　アオイ リクカワ　ゼン

4
五十嵐　拓海 (2) 津村　拓也 (3) 桑原　健留 (3) 布施　朋倖 (3) 星野　勘汰 (3)

ウエハラ　カンジ タナカ　ゴウ ナカムラ　ユウジ タカハシ　リク ウエハラ　シキ

5
丸山　健翔 (2) 八木　颯一郎 (3) 岡田　遥稀 (3) 山﨑　青衣 (1) 陸川　前 (1)

シモトリ　リュウノスケ ノグチ　ケイト ヤマシタ　ユウタ イイヨシ　アユム ゴトウ　タクシ

6
上原　歓志 (1) 田中　豪 (3) 中村　有志 (3) 高橋　陸 (1) 上原　志喜 (2)

コバヤシ　シュンスケ ウルマ　カズシ ササガワ　リョウ ウメキタ　ルナ シモトリ　ソウタ

7
霜鳥　龍之介 (3) 野口　敬人 (3) 山下　優太 (2) 飯吉　歩 (1) 後藤　拓志 (3)

ハヤツ　ヒカル カトウ　ナオキ アイザワ　コウスケ クワバラ　ショウマ ヤマモト　イツキ

8
小林　春空 (2) 閏間　一志 (3) 笹川　亮 (2) 梅北　琉成 (1) 下鳥　颯大 (3)

シズヤ　ハルト ナカノ　ミライ タケダ　トオル ウチヤマ　ユウサク キタジマ　レン

9
早津　光 (3) 加藤　尚希 (3) 相澤　宏典 (3) 桑原　翔学 (3) 山本　樹 (3)

サトウ　トオイ ヤスハラ　ソウタ フルカワ　タツル コジマ　カイト キタムラ　ナオヤ

10
静谷　遥人 (3) 仲野　真叶 (3) 竹田　透 (2) 内山　優作 (3) 北嶌　廉 (3)

シモツマ　レンノスケ ヒラノ　ケイスケ カトウ　コウセイ ツカダ　ヒロト シモツマ　クラノスケ

11
佐藤　斗 (2) 安原　颯汰 (2) 古川　達瑠 (3) 小島　海翔 (1) 北村　直也 (3)

ワタナベ　シンガ サトウ　タイチ ワタナベ　ジョウイチロウ カトウ　ダイチ ヨネヤマ　ショウヤ

12
下間　蓮之介 (3) 平野　圭祐 (3) 加藤　広晴 (3) 塚田　大翔 (3) 下間　蔵之介 (3)

カスガ　ヒロム フジマキ　ソラ コバヤシ　リクト ヤマグチ　ソウタ エグチ　ユウタ

13
渡邊　真河 (3) 佐藤　太地 (2) 渡辺　丈一郎 (3) 加藤　大地 (2) 米山　翔也 (2)

イシイ　アツキ ナカジョウ　ソラ フジムラ　ユウト タキザワ　トモヤ イシノ　ソアラ

14
春日　大夢 (3) 藤巻　颯来 (3) 小林　陸駿 (3) 山口　爽太 (3) 江口　優太 (3)

ヨシハラ　カズキ ホシノ　ケイト ヨシダ　リン シンボ　ショウタ ムラフジ　レオ

15
石井　篤希 (3) 中條　想羅 (3) 藤村　悠斗 (3) 滝沢　知也 (3) 石野　颯星 (2)

コイケ　スグル マルヤマ　ダイキ ワタナベ　トキ スギタ　カズマ ヤマダ　シュウ

16
吉原　一輝 (2) 星野　慶人 (2) 吉田　輪 (3) 新保　将太 (1) 村藤　伶緒 (2)

ワタナベ　タダヒロ タケエ　アツキ ヨコオ　ユウキ ヨコオ　コウキ ナカムラ　コウキ

17
小池　卓 (2) 丸山　大樹 (2) 渡邉　翔希 (2) 杉田　一真 (2) 山田　珠羽 (2)

カワセ　ヤマト イシダ　ミオト シミズ　コウキ アベ　ソウタロウ シミズ　ダイキ

18
渡辺　祥大 (2) 武江　淳樹 (1) 横尾　祐樹 (3) 横尾　洸樹 (1) 中村　昂生 (1)

ウエスギ　ユウマ コヤマ　カケル ヤナギサワ　ユウト コセキ　フウマ カキムラ　トシキ

19
川瀬　矢真斗 (1) 石田　澪渡 (3) 清水　弘輝 (3) 阿部　颯太朗 (3) 清水　大暉 (2)

ハラダ　ヒユウ アルヤマ　ダイスケ コジマ　カナム フルサワ　ユウダイ キハラ　ダイスケ

20
上杉　悠真 (3) 小山　翔 (3) 栁澤　勇翔 (2) 小関　楓馬 (3) 柿村　季樹 (3)

21
原田　陽祐 (1) 丸山　大輔 (1) 小島　叶夢 (2) 古澤　侑大 (1) 木原　大介 (2)



第２回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会 男子総合結果
2017/09/28 　　13:30　start
新井総合公園　周辺特設コース

順位 チーム名 1区(3.4km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km)
ジョウセイ

上越・城西中C（9）
　47.00 　12.52 23 　20.05 20 　27.55 24 　35.07 22 　47.00 22

　12.52 23 　7.13 21 　7.50 33 　7.12 12 　11.53 25
ミョウコウコウゲン

妙高・妙高高原中Ｂ（77）
　47.06 　13.02 28 　20.12 22 　27.44 22 　35.20 23 　47.06 23

　13.02 28 　7.10 19 　7.32 27 　7.36 22 　11.46 24
イタクラ

上越・板倉中Ｂ（56）
　47.09 　13.32 33 　20.33 25 　27.55 25 　35.48 25 　47.09 24

　13.32 33 　7.01 13 　7.22 19 　7.53 27 　11.21 20
ナオエツ

上越・直江津中Ｂ（17）
　47.15 　13.01 27 　20.22 24 　27.34 20 　35.07 20 　47.15 25

　13.01 27 　7.21 25 　7.12 14 　7.33 20 　12.08 30
オオガタマチ

上越・大潟町中（43）
　48.10 　12.54 24 　20.36 26 　28.13 26 　36.14 27 　48.10 26

　12.54 24 　7.42 29 　7.37 29 　8.01 30 　11.56 27
クビキ

上越・頸城中B（47）
　48.18 　13.30 32 　20.48 29 　28.35 29 　36.19 28 　48.18 27

　13.30 32 　7.18 24 　7.47 31 　7.44 25 　11.59 28
ジョウトウ

上越・城東中A（4）
　48.33 　12.59 26 　20.37 27 　28.28 27 　36.02 26 　48.33 28

　12.59 26 　7.38 28 　7.51 34 　7.34 21 　12.31 34
ウラガワラ

上越・浦川原中Ｂ（32）
　48.55 　13.09 30 　21.36 33 　28.47 31 　37.00 30 　48.55 29

　13.09 30 　8.27 37 　7.11 13 　8.13 31 　11.55 26
ミョウコウ

妙高・妙高中Ｂ（80）
　48.56 　13.09 29 　21.01 32 　28.37 30 　36.56 29 　48.56 30

　13.09 29 　7.52 32 　7.36 28 　8.19 32 　12.00 29
アライ

妙高・新井中Ｃ（75）
　49.32 　13.16 31 　20.43 28 　28.32 28 　38.00 34 　49.32 31

　13.16 31 　7.27 26 　7.49 32 　9.28 37 　11.32 22
イタクラ

上越・板倉中C（57）
　49.40 　14.01 35 　21.57 34 　29.28 33 　37.13 31 　49.40 32

　14.01 35 　7.56 33 　7.31 25 　7.45 26 　12.27 33
カキザキ

上越・柿崎中C（42）
　49.44 　13.44 34 　22.14 35 　29.45 34 　37.28 33 　49.44 33

　13.44 34 　8.30 38 　7.31 25 　7.43 24 　12.16 31
クビキ

上越・頸城中C（48）
　49.51 　12.58 25 　20.54 31 　28.47 32 　37.15 32 　49.51 34

　12.58 25 　7.56 33 　7.53 35 　8.28 34 　12.36 35
ユウシ

上越・雄志中（10）
　52.25 　14.17 36 　22.16 36 　30.33 37 　40.08 38 　52.25 35

　14.17 36 　7.59 36 　8.17 37 　9.35 38 　12.17 32
ジョウトウ

上越・城東中B（5）
　52.25 　15.03 38 　22.51 38 　31.00 38 　39.28 37 　52.25 36

　15.03 38 　7.48 30 　8.09 36 　8.28 34 　12.57 36
ウラガワラ

上越・浦川原中C（33）
　52.49 　12.50 21 　20.48 30 　29.47 36 　38.48 36 　52.49 37

　12.50 21 　7.58 35 　8.59 38 　9.01 36 　14.01 37
カキザキ

上越・柿崎中Ｂ（41）
　14.44 37 　22.17 37 　29.45 35 　38.06 35
　14.44 37 　7.33 27 　7.28 23 　8.21 33

スギサワ　イスラエル サクロ　アイバン イケダ　シュウマ イサ　シュンスケ マスダ　シン

ヒグチ　ミノル アライ　シュウ ゴトウ　ユウタロウ ハラダ　フウタ マツハシ　ユウキ

22
杉沢　ｲｽﾗｴﾙ (1) サクロ　アイバン (1) 池田　周馬 (3) 井佐　俊介 (2) 増田　心 (2)

アイバ　ルイ タキザワ　ミズキ シモトリ　ケイタ アライ　リク シミズ　リョウタ

23
樋口　穂 (1) 荒井　柊 (1) 後藤　祐太郎 (3) 原田　楓太 (1) 松橋　優希 (3)

ホッタ　シュンタ イワシマ　ツトム シバヤマ　リン サクマ　レオ オオシマ　ハルト

24
相羽　琉生 (2) 滝澤　瑞希 (2) 下鳥　慧大 (1) 新井　陸 (2) 清水　綾太 (1)

イクラ　コウキ スギタ　トモ ミヤモト　ソウゴ ヨコタ　アオイ タカハシ　ユウキ

25
堀田　駿汰 (2) 岩島　力 (1) 柴山　琳 (3) 佐久間　玲於 (2) 大嶋　遥人 (1)

イワノ　レイ コバヤシ　マイト タケウチ　ユウキ ワタナベ　コウダイ ヤマギシ　コウスケ

26
伊倉　広貴 (2) 杉田　灯 (2) 宮本　爽吾 (3) 横田　碧 (2) 高橋　友貴 (2)

マルヤマ　シオン ヤマダ　ユウキ カサハラ　コウヘイ ヤマグチ　ケイジロウ ホサカ　ショウ

27
岩野　礼 (2) 小林　真生人 (3) 竹内　悠希 (2) 渡邉　航大 (2) 山岸　洸介 (2)

マツウチ　トア スギタ　ヒロム コイチ　サワト オオタキ　マサト オノ　マサアキ

28
丸山　詩温 (1) 山田　悠貴 (1) 笠原　洸平 (1) 山口　慶次郎 (3) 保坂　翔海 (1)

ニシジヨウ　ケン テヅカ　ユウタ ヤギ　ユウト ヤマシタ　マヒロ シモトリ　ユウサク

29
松内　翔海 (2) 杉田　大夢 (2) 小市　爽人 (3) 大滝　真智 (2) 小野　政昌 (3)

オカモト　コナ オカダ　タクマ ウルマ　タイヨウ ミヤシタ　ツバサ フルカワ　カズマ

30
西條　堅 (1) 手塚　雄大 (2) 八木　優音 (1) 山下　真央 (2) 霜鳥　友作 (1)

シミズ　トモヒロ ヒグチ　ヨウスケ カワマタ　ハル ミヤコシ　ショウ コバヤシ　タクミ

31
岡本　航尚 (1) 岡田　拓馬 (1) 漆間　太耀 (2) 宮下　翼 (2) 古川　和真 (3)

サトウ　タカシ ニレイ　ショウヘイ ソダ　ハヤト スギタ　ショウ サトウ　ショウマ

32
清水　智宏 (2) 樋口　陽介 (1) 川又　晴 (1) 宮腰　翔 (1) 小林　拓未 (2)

コバヤシ　トモキ コバヤシ　テンユウ ムラマツ　セイヤ ワタベ　ユウキ ウルシバラ　ライタ

33
佐藤　貴士 (2) 楡井　翔平 (3) 曽田　隼 (2) 杉田　翔 (2) 佐藤　翔夢 (3)

イケダ　リオ カワカミ　ユウ シムラ　ユウタ ソウマ　ケイト ニシジョウ　リクト

34
小林　智稀 (2) 小林　天優 (2) 村松　聖弥 (2) 渡部　優希 (2) 漆原　雷太 (2)

ミヤザキ　ミズキ ヒラマル　キョウヘイ ヨコタ　ハルト イノダ　シュント アベ　ソウタ

35
池田　莉央 (2) 川上　佑 (1) 志村　優太 (1) 相馬　恵人 (2) 西條　陸翔 (2)

ホソノ　ユヅキ フカサワ　リクト ハセガワ　ヨツバ ヨコタ　リヒト ミヤガワ　ナル

36
宮﨑　瑞希 (1) 平丸　京平 (2) 横田　陽斗 (1) 猪田　駿斗 (1) 阿部　颯太 (1)

ハシヅメ　マサヤ タケダ　アキヒロ ウエスギ　アユト ナガイ　リク ナガシマ　リュウキ

37
細野　夢月 (1) 深澤　陸人 (1) 長谷川　四葉 (1) 横田　暉英 (1) 宮川　成 (1)

失格
橋爪　昌弥 (3) 竹田　明弘 (2) 上杉　歩叶 (1) 長井　里貢 (2) 長島　龍騎 (3)



大 会 名 第２回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会 男子 区間別一覧表
開催日時 2017/09/28 　　13:30　start
会　  場 新井総合公園　周辺特設コース

1 区(3.4km) 2 区(2.0km) 3 区(2.0km) 4 区(2.0km) 5 区(3.0km)
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　リュウノスケ ジョウキョウダイフゾク アライ　タケル アライ コカイ　アサヒ アライ ウメキタ　ルナ イタクラ ホシノ　カンタ ジョウホク

1 　11.35 飯吉　竜之輔 上越・上教大附中Ａ 1 　6.12 新井　尊 妙高・新井中Ａ 1 　6.35 小海　旭 妙高・新井中Ａ 1 　6.43 梅北　琉成 上越・板倉中Ａ 1 　10.13 星野　勘汰 上越・城北中Ａ
ウエハラ　カンジ ジョウセイ タナカ　ゴウ ジョウセイ クワバラ　タケル ジョウホク カナヤ　ケイイチロウ ジョウキョウダイフゾク ゴトウ　タクシ ミョウコウ

2 　11.37 上原　歓志 上越・城西中Ａ 2 　6.30 田中　豪 上越・城西中Ａ 2 　6.36 桑原　健留 上越・城北中Ａ 2 　6.45 金谷　圭一郎 上越・上教大附中Ａ 2 　10.23 後藤　拓志 妙高・妙高中Ａ
シモトリ　リュウノスケ ミョウコウ イケダ　マサムネ ジョウキョウダイフゾク オカダ　ハルキ ナカゴウ マルヤマ　イチロウ ミョウコウコウゲン イケダ　リョウイチ ミョウコウコウゲン

3 　11.45 霜鳥　龍之介 妙高・妙高中Ａ 3 　6.34 池田　征宗 上越・上教大附中Ａ 3 　6.40 岡田　遥稀 上越・中郷中 3 　6.48 丸山　一良 妙高・妙高高原中Ａ 3 　10.24 池田　遼一 妙高・妙高高原中Ａ
マルヤマ　タケト ナカゴウ スカダ　リュウセイ ミョウコウコウゲン ヤマザキ　ジョウ ミョウコウコウゲン コバヤシ　タクヤ アライ リクカワ　ゼン ナカゴウ

4 　11.46 丸山　健翔 上越・中郷中 4 　6.36 須賀田　龍青 妙高・妙高高原中Ａ 4 　6.41 山﨑　丈 妙高・妙高高原中Ａ 4 　6.49 小林　拓也 妙高・新井中Ａ 4 　10.25 陸川　前 上越・中郷中
シノハラ　ウミ アライ ツムラ　タクヤ ジョウホク ナカムラ　ユウジ ジョウセイ タキザワ　トモヤ ウラガワラ ヤマモト　イッセイ アライ

5 　11.47 篠原　羽海 妙高・新井中Ａ 5 　6.39 津村　拓也 上越・城北中Ａ 5 　6.46 中村　有志 上越・城西中Ａ 5 　6.55 滝沢　知也 上越・浦川原中Ａ 5 　10.27 山本　一成 妙高・新井中Ａ
アシノ　キヨシロウ ミョウコウコウゲン ヤギ　ソウイチロウ ナカゴウ ゴショクボ　リクト ジョウキョウダイフゾク タカハシ　リク ジョウセイ ヤマモト　イツキ ナオエツヒガシ

6 　11.48 芦野　清志郎 妙高・妙高高原中Ａ 6 　6.41 八木　颯一郎 上越・中郷中 5 　6.46 御所窪　陸斗 上越・上教大附中Ａ 6 　6.57 高橋　陸 上越・城西中Ａ 7 　10.34 山本　樹 上越・直江津東中Ａ
イガラシ　タクミ ジョウホク ウルマ　カズシ イタクラ タケダ　トオル ナオエツ ヤマザキ　アオイ ナカゴウ ウエダ　ヒロム ジョウキョウダイフゾク

7 　11.57 五十嵐　拓海 上越・城北中Ａ 6 　6.41 閏間　一志 上越・板倉中Ａ 7 　6.52 竹田　透 上越・直江津中Ａ 7 　6.58 山﨑　青衣 上越・中郷中 7 　10.42 上田　啓睦 上越・上教大附中Ａ
ハヤツ　ヒカル ナオエツヒガシ ナカノ　ミライ ナオエツ ワタナベ　ジョウイチロウ ジョウホク フセ　トモユキ ジョウホク シモトリ　ソウタ イタクラ

8 　11.57 早津　光 上越・直江津東中Ａ 8 　6.53 仲野　真叶 上越・直江津中Ａ 8 　6.53 渡辺　丈一郎 上越・城北中Ｂ 8 　6.59 布施　朋倖 上越・城北中Ａ 8 　10.56 下鳥　颯大 上越・板倉中Ａ
コバヤシ　シュンスケ イタクラ タケエ　アツキ マキ ヤマシタ　ユウタ ミョウコウ イイヨシ　アユム ミョウコウ キタムラ　ナオヤ アライ

9 　11.58 小林　春空 上越・板倉中Ａ 9 　6.55 武江　淳樹 上越・牧中 9 　7.00 山下　優太 妙高・妙高中Ａ 9 　7.03 飯吉　歩 妙高・妙高中Ａ 9 　10.57 北村　直也 妙高・新井中Ｂ
シズヤ　ハルト ナオエツ ノグチ　ケイト ミョウコウ アイザワ　コウスケ ナオエツヒガシ クワバラ　ショウマ ナオエツヒガシ ウエハラ　シキ ジョウセイ

10 　12.17 静谷　遥人 上越・直江津中Ａ 9 　6.55 野口　敬人 妙高・妙高中Ａ 10 　7.02 相澤　宏典 上越・直江津東中Ａ 10 　7.06 桑原　翔学 上越・直江津東中Ａ 10 　11.00 上原　志喜 上越・城西中Ａ
ワタナベ　タダヒロ マキ ヒラノ　ケイスケ クビキ ササガワ　リョウ イタクラ ツカダ　ヒロト クビキ シモツマ　クラノスケ クビキ

11 　12.19 渡辺　祥大 上越・牧中 11 　6.58 平野　圭祐 上越・頸城中A 10 　7.02 笹川　亮 上越・板倉中Ａ 11 　7.11 塚田　大翔 上越・頸城中A 10 　11.00 下間　蔵之介 上越・頸城中A
サトウ　トオイ アライ マルヤマ　ダイキ カスガ フルカワ　タツル アライ イサ　シュンスケ ジョウセイ ヨネヤマ　ショウヤ ジョウホク

12 　12.20 佐藤　斗 妙高・新井中Ｂ 12 　6.59 丸山　大樹 上越・春日中Ｂ 10 　7.02 古川　達瑠 妙高・新井中Ｂ 12 　7.12 井佐　俊介 上越・城西中C 12 　11.04 米山　翔也 上越・城北中Ｂ
シモツマ　レンノスケ クビキ タキザワ　ミズキ イタクラ コイチ　サワト ウラガワラ シンボ　ショウタ ジョウキョウダイフゾク キハラ　ダイスケ ナオエツヒガシ

13 　12.21 下間　蓮之介 上越・頸城中A 13 　7.01 滝澤　瑞希 上越・板倉中Ｂ 13 　7.11 小市　爽人 上越・浦川原中Ｂ 13 　7.13 新保　将太 上越・上教大附中Ｂ 13 　11.10 木原　大介 上越・直江津東中Ｂ
ヨシハラ　カズキ ジョウキョウダイフゾク フジマキ　ソラ カスガ シバヤマ　リン ナオエツ コジマ　カイト アライ イシノ　ソアラ ウラガワラ

14 　12.22 吉原　一輝 上越・上教大附中Ｂ 14 　7.03 藤巻　颯来 上越・春日中Ａ 14 　7.12 柴山　琳 上越・直江津中Ｂ 13 　7.13 小島　海翔 妙高・新井中Ｂ 14 　11.11 石野　颯星 上越・浦川原中Ａ
ワタナベ　シンガ ジョウホク サトウ　タイチ ジョウホク ヨシダ　リン ジョウキョウダイフゾク ヤマグチ　ソウタ カスガ キタジマ　レン ナオエツ

15 　12.23 渡邊　真河 上越・城北中Ｂ 15 　7.04 佐藤　太地 上越・城北中Ｂ 14 　7.12 吉田　輪 上越・上教大附中Ｂ 15 　7.15 山口　爽太 上越・春日中Ａ 15 　11.12 北嶌　廉 上越・直江津中Ａ
ウエスギ　ユウマ カキザキ ナカジョウ　ソラ ウラガワラ コバヤシ　リクト カスガ スギタ　カズマ カスガ エグチ　ユウタ カスガ

16 　12.24 上杉　悠真 上越・柿崎中Ａ 15 　7.04 中條　想羅 上越・浦川原中Ａ 16 　7.14 小林　陸駿 上越・春日中Ａ 16 　7.16 杉田　一真 上越・春日中Ｂ 16 　11.13 江口　優太 上越・春日中Ａ
カスガ　ヒロム カスガ カトウ　ナオキ ナオエツヒガシ カトウ　コウセイ クビキ ウチヤマ　ユウサク ナオエツ ヤマダ　シュウ カスガ

17 　12.27 春日　大夢 上越・春日中Ａ 17 　7.05 加藤　尚希 上越・直江津東中Ａ 17 　7.17 加藤　広晴 上越・頸城中A 17 　7.21 内山　優作 上越・直江津中Ａ 17 　11.14 山田　珠羽 上越・春日中Ｂ
コイケ　スグル カスガ ヤスハラ　ソウタ アライ シミズ　コウキ ジョウセイ アベ　ソウタロウ ジョウセイ ムラフジ　レオ ジョウキョウダイフゾク

18 　12.30 小池　卓 上越・春日中Ｂ 18 　7.08 安原　颯汰 妙高・新井中Ｂ 18 　7.20 清水　弘輝 上越・城西中B 18 　7.25 阿部　颯太朗 上越・城西中B 18 　11.18 村藤　伶緒 上越・上教大附中Ｂ
カワセ　ヤマト ジョウセイ アライ　シュウ ミョウコウコウゲン ヤナギサワ　ユウト カキザキ コセキ　フウマ カキザキ ナカムラ　コウキ マキ

19 　12.34 川瀬　矢真斗 上越・城西中B 19 　7.10 荒井　柊 妙高・妙高高原中Ｂ 19 　7.22 栁澤　勇翔 上越・柿崎中Ａ 19 　7.31 小関　楓馬 上越・柿崎中Ａ 19 　11.20 中村　昂生 上越・牧中
イシイ　アツキ ウラガワラ イシダ　ミオト ジョウセイ シモトリ　ケイタ イタクラ サクマ　レオ ナオエツ シミズ　リョウタ イタクラ

20 　12.40 石井　篤希 上越・浦川原中Ａ 20 　7.11 石田　澪渡 上越・城西中B 19 　7.22 下鳥　慧大 上越・板倉中Ｂ 20 　7.33 佐久間　玲於 上越・直江津中Ｂ 20 　11.21 清水　綾太 上越・板倉中Ｂ
ホソノ　ユヅキ ウラガワラ サクロ　アイバン ジョウセイ ワタナベ　トキ カスガ ヤマグチ　ケイジロウ ジョウトウ カキムラ　トシキ カキザキ

21 　12.50 細野　夢月 上越・浦川原中C 21 　7.13 サクロ　アイバン 上越・城西中C 21 　7.24 渡邉　翔希 上越・春日中Ｂ 21 　7.34 山口　慶次郎 上越・城東中A 21 　11.24 柿村　季樹 上越・柿崎中Ａ
ハラダ　ヒユウ ナオエツヒガシ アルヤマ　ダイスケ ナオエツヒガシ ヨコオ　ユウキ マキ カトウ　ダイチ ジョウホク フルカワ　カズマ アライ

22 　12.50 原田　陽祐 上越・直江津東中Ｂ 22 　7.15 丸山　大輔 上越・直江津東中Ｂ 21 　7.24 横尾　祐樹 上越・牧中 22 　7.36 加藤　大地 上越・城北中Ｂ 22 　11.32 古川　和真 妙高・新井中Ｃ
スギサワ　イスラエル ジョウセイ ホシノ　ケイト ジョウキョウダイフゾク フジムラ　ユウト ウラガワラ ハラダ　フウタ ミョウコウコウゲン シミズ　ダイキ ジョウセイ

23 　12.52 杉沢　ｲｽﾗｴﾙ 上越・城西中C 23 　7.16 星野　慶人 上越・上教大附中Ｂ 23 　7.28 藤村　悠斗 上越・浦川原中Ａ 22 　7.36 原田　楓太 妙高・妙高高原中Ｂ 23 　11.33 清水　大暉 上越・城西中B
イクラ　コウキ オオガタマチ コバヤシ　マイト クビキ ウエスギ　アユト カキザキ スギタ　ショウ カキザキ マツハシ　ユウキ ミョウコウコウゲン

24 　12.54 伊倉　広貴 上越・大潟町中 24 　7.18 小林　真生人 上越・頸城中B 23 　7.28 上杉　歩叶 上越・柿崎中Ｂ 24 　7.43 杉田　翔 上越・柿崎中C 24 　11.46 松橋　優希 妙高・妙高高原中Ｂ
コバヤシ　トモキ クビキ イワシマ　ツトム ナオエツ ソダ　ハヤト カキザキ ワタナベ　コウダイ クビキ マスダ　シン ジョウセイ

25 　12.58 小林　智稀 上越・頸城中C 25 　7.21 岩島　力 上越・直江津中Ｂ 25 　7.31 曽田　隼 上越・柿崎中C 25 　7.44 渡邉　航大 上越・頸城中B 25 　11.53 増田　心 上越・城西中C
マルヤマ　シオン ジョウトウ オカダ　タクマ アライ カワマタ　ハル イタクラ ミヤコシ　ショウ イタクラ オノ　マサアキ ウラガワラ

26 　12.59 丸山　詩温 上越・城東中A 26 　7.27 岡田　拓馬 妙高・新井中Ｃ 25 　7.31 川又　晴 上越・板倉中C 26 　7.45 宮腰　翔 上越・板倉中C 26 　11.55 小野　政昌 上越・浦川原中Ｂ
ホッタ　シュンタ ナオエツ タケダ　アキヒロ カキザキ ゴトウ　ユウタロウ ミョウコウコウゲン アライ　リク イタクラ タカハシ　ユウキ オオガタマチ

27 　13.01 堀田　駿汰 上越・直江津中Ｂ 27 　7.33 竹田　明弘 上越・柿崎中Ｂ 27 　7.32 後藤　祐太郎 妙高・妙高高原中Ｂ 27 　7.53 新井　陸 上越・板倉中Ｂ 27 　11.56 高橋　友貴 上越・大潟町中
ヒグチ　ミノル ミョウコウコウゲン ヤマダ　ユウキ ジョウトウ ヤギ　ユウト ミョウコウ フルサワ　ユウダイ ナオエツヒガシ ヤマギシ　コウスケ クビキ

28 　13.02 樋口　穂 妙高・妙高高原中Ｂ 28 　7.38 山田　悠貴 上越・城東中A 28 　7.36 八木　優音 妙高・妙高中Ｂ 28 　7.56 古澤　侑大 上越・直江津東中Ｂ 28 　11.59 山岸　洸介 上越・頸城中B
ニシジヨウ　ケン ミョウコウ スギタ　トモ オオガタマチ ミヤモト　ソウゴ オオガタマチ ヨコオ　コウキ マキ シモトリ　ユウサク ミョウコウ

29 　13.09 西條　堅 妙高・妙高中Ｂ 29 　7.42 杉田　灯 上越・大潟町中 29 　7.37 宮本　爽吾 上越・大潟町中 28 　7.56 横尾　洸樹 上越・牧中 29 　12.00 霜鳥　友作 妙高・妙高中Ｂ
マツウチ　トア ウラガワラ ヒラマル　キョウヘイ ジョウトウ コジマ　カナム ナオエツヒガシ ヨコタ　アオイ オオガタマチ オオシマ　ハルト ナオエツ

30 　13.09 松内　翔海 上越・浦川原中Ｂ 30 　7.48 平丸　京平 上越・城東中B 30 　7.42 小島　叶夢 上越・直江津東中Ｂ 30 　8.01 横田　碧 上越・大潟町中 30 　12.08 大嶋　遥人 上越・直江津中Ｂ
オカモト　コナ アライ コヤマ　カケル カキザキ タケウチ　ユウキ クビキ オオタキ　マサト ウラガワラ サトウ　ショウマ カキザキ

31 　13.16 岡本　航尚 妙高・新井中Ｃ 31 　7.50 小山　翔 上越・柿崎中Ａ 31 　7.47 竹内　悠希 上越・頸城中B 31 　8.13 大滝　真智 上越・浦川原中Ｂ 31 　12.16 佐藤　翔夢 上越・柿崎中C
イワノ　レイ クビキ テヅカ　ユウタ ミョウコウ ウルマ　タイヨウ アライ ヤマシタ　マヒロ ミョウコウ ニシジョウ　リクト ユウシ

32 　13.30 岩野　礼 上越・頸城中B 32 　7.52 手塚　雄大 妙高・妙高中Ｂ 32 　7.49 漆間　太耀 妙高・新井中Ｃ 32 　8.19 山下　真央 妙高・妙高中Ｂ 32 　12.17 西條　陸翔 上越・雄志中
アイバ　ルイ イタクラ コバヤシ　テンユウ クビキ イケダ　シュウマ ジョウセイ ナガイ　リク カキザキ コバヤシ　タクミ イタクラ

33 　13.32 相羽　琉生 上越・板倉中Ｂ 33 　7.56 小林　天優 上越・頸城中C 33 　7.50 池田　周馬 上越・城西中C 33 　8.21 長井　里貢 上越・柿崎中Ｂ 33 　12.27 小林　拓未 上越・板倉中C
サトウ　タカシ カキザキ ヒグチ　ヨウスケ イタクラ カサハラ　コウヘイ ジョウトウ イノダ　シュント ジョウトウ ホサカ　ショウ ジョウトウ

34 　13.44 佐藤　貴士 上越・柿崎中C 33 　7.56 樋口　陽介 上越・板倉中C 34 　7.51 笠原　洸平 上越・城東中A 34 　8.28 猪田　駿斗 上越・城東中B 34 　12.31 保坂　翔海 上越・城東中A
シミズ　トモヒロ イタクラ フカサワ　リクト ウラガワラ ムラマツ　セイヤ クビキ ワタベ　ユウキ クビキ ウルシバラ　ライタ クビキ

35 　14.01 清水　智宏 上越・板倉中C 35 　7.58 深澤　陸人 上越・浦川原中C 35 　7.53 村松　聖弥 上越・頸城中C 34 　8.28 渡部　優希 上越・頸城中C 35 　12.36 漆原　雷太 上越・頸城中C
イケダ　リオ ユウシ カワカミ　ユウ ユウシ ヨコタ　ハルト ジョウトウ ヨコタ　リヒト ウラガワラ アベ　ソウタ ジョウトウ

36 　14.17 池田　莉央 上越・雄志中 36 　7.59 川上　佑 上越・雄志中 36 　8.09 横田　陽斗 上越・城東中B 36 　9.01 横田　暉英 上越・浦川原中C 36 　12.57 阿部　颯太 上越・城東中B
ハシヅメ　マサヤ カキザキ スギタ　ヒロム ウラガワラ シムラ　ユウタ ユウシ ミヤシタ　ツバサ アライ ミヤガワ　ナル ウラガワラ

37 　14.44 橋爪　昌弥 上越・柿崎中Ｂ 37 　8.27 杉田　大夢 上越・浦川原中Ｂ 37 　8.17 志村　優太 上越・雄志中 37 　9.28 宮下　翼 妙高・新井中Ｃ 37 　14.01 宮川　成 上越・浦川原中C
ミヤザキ　ミズキ ジョウトウ ニレイ　ショウヘイ カキザキ ハセガワ　ヨツバ ウラガワラ ソウマ　ケイト ユウシ

38 　15.03 宮﨑　瑞希 上越・城東中B 38 　8.30 楡井　翔平 上越・柿崎中C 38 　8.59 長谷川　四葉 上越・浦川原中C 38 　9.35 相馬　恵人 上越・雄志中



第２回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会 女子総合結果
2017/09/28 　　11:30　start
新井総合公園　周辺特設コース

順位 チーム名
アライ

妙高・新井中Ａ（73）
　32.51 　13.14 5 　19.06 4 　25.40 1 　32.51 1

　13.14 5 　5.52 1 　6.34 1 　7.11 1
ジョウホク

上越・城北中（1）
　33.49 　12.45 1 　18.37 1 　26.14 2 　33.49 2

　12.45 1 　5.52 1 　7.37 2 　7.35 5
ミョウコウ

妙高・妙高中Ａ（79）
　34.09 　12.59 4 　19.01 3 　26.40 3 　34.09 3

　12.59 4 　6.02 3 　7.39 3 　7.29 4
ナカゴウ

上越・中郷中Ａ（52）
　34.51 　13.16 6 　19.23 6 　27.28 6 　34.51 4

　13.16 6 　6.07 5 　8.05 6 　7.23 2
ジョウエツキョウイクダイフゾク

上越・上教大附中（67）
　34.57 　12.59 3 　19.16 5 　27.06 5 　34.57 5

　12.59 3 　6.17 6 　7.50 5 　7.51 6
ミョウコウコウゲン

妙高・妙高高原中Ａ（76）
　35.11 　12.50 2 　18.55 2 　27.00 4 　35.11 6

　12.50 2 　6.05 4 　8.05 6 　8.11 11
ミョウコウ

妙高・妙高中Ｂ（80）
　37.14 　14.28 12 　21.24 13 　29.13 8 　37.14 7

　14.28 12 　6.56 16 　7.49 4 　8.01 7
カスガ

上越・春日中A（22）
　37.19 　14.27 10 　20.57 8 　29.54 13 　37.19 8

　14.27 10 　6.30 8 　8.57 20 　7.25 3
ナオエツヒガシ

上越・直江津東中（19）
　37.22 　14.02 7 　20.49 7 　29.20 9 　37.22 9

　14.02 7 　6.47 13 　8.31 15 　8.02 9
ナオエツ

上越・直江津中（16）
　37.38 　14.15 8 　20.59 9 　29.08 7 　37.38 10

　14.15 8 　6.44 12 　8.09 8 　8.30 16
アライ

妙高・新井中Ｂ（74）
　37.39 　14.28 11 　21.21 12 　29.38 11 　37.39 11

　14.28 11 　6.53 14 　8.17 10 　8.01 7
カスガ

上越・春日中B（23）
　38.00 　14.29 13 　21.04 10 　29.26 10 　38.00 12

　14.29 13 　6.35 9 　8.22 11 　8.34 17
ナダチ

上越・名立中（64）
　38.18 　14.21 9 　21.16 11 　29.41 12 　38.18 13

　14.21 9 　6.55 15 　8.25 12 　8.37 18
オオガタマチ

上越・大潟町中（43）
　38.26 　14.30 14 　21.36 14 　30.05 14 　38.26 14

　14.30 14 　7.06 21 　8.29 13 　8.21 13
ナカゴウ

上越・中郷中Ｃ（54）
　39.03 　15.00 17 　22.09 18 　30.24 15 　39.03 15

　15.00 17 　7.09 22 　8.15 9 　8.39 19
ジョウトウ

上越・城東中（4）
　39.19 　15.35 20 　22.47 20 　31.17 20 　39.19 16

　15.35 20 　7.12 23 　8.30 14 　8.02 9
マキ

上越・牧中（37）
　39.25 　14.42 15 　21.44 15 　30.36 16 　39.25 17

　14.42 15 　7.02 19 　8.52 18 　8.49 21
ナカゴウ

上越・中郷中Ｂ（53）
　39.28 　14.55 16 　21.52 16 　30.45 17 　39.28 18

　14.55 16 　6.57 18 　8.53 19 　8.43 20
イタクラ

上越・板倉中A（55）
　39.34 　15.12 18 　21.55 17 　31.13 19 　39.34 19

　15.12 18 　6.43 11 　9.18 21 　8.21 13
ジョウセイ

上越・城西中（7）
　39.48 　15.20 19 　22.16 19 　30.53 18 　39.48 20

　15.20 19 　6.56 16 　8.37 16 　8.55 22
クビキ

上越・頸城中（46）
　40.00 　16.11 21 　22.51 21 　31.35 21 　40.00 21

　16.11 21 　6.40 10 　8.44 17 　8.25 15
イタクラ

上越・板倉中B（56）
　41.52 　16.33 23 　23.02 22 　32.48 22 　41.52 22

　16.33 23 　6.29 7 　9.46 22 　9.04 23
ミョウコウコウゲン

妙高・妙高高原中Ｂ（77）
　41.52 　16.14 22 　23.19 23 　33.35 23 　41.52 23

　16.14 22 　7.05 20 　10.16 23 　8.17 12
23

竹内　詩織 (3) 岡部　ちとせ (1) 竹田　蘭 (1) 佐藤　萌夏 (1)

タケウチ　シオリ オカベ　チトセ タケダ　ラン サトウ　モエカ

22
大宮　悠香 (3) 丸山　あい (1) 丸田　杏美 (1) 髙橋　望未 (2)

オオミヤ　ユウカ マルヤマ　アイ マルタ　アミ タカハシ　ノゾミ

21
笈川　唯乃 (2) 内藤　美子 (3) 三川　里聖羅 (3) 早川　文音 (3)

オイカワ　ユノ ナイトウ　ミコ ミカワ　リセラ ハヤカワ　アヤネ

20
川住　萌恵 (1) 清水　優亜良 (2) 小林　菜々美 (1) 齊藤　和奏 (1)

カワズミ　モエ シミズ　ユアラ コバヤシ　ナナミ サイトウ　ワカナ

19
田中　映美 (3) 乗木　萌花 (1) 笠鳥　愛佳 (3) 渡邉　伊織 (2)

タナカ　エミ ノリキ　モエカ カサトリ　アイカ ワタナベ　イオリ

18
加藤　若菜 (1) 橋詰　未来 (2) 陸川　琴未 (3) 桐山　結羽 (3)

カトウ　ワカナ ハシヅメ　ミク リクカワ　コトミ キリヤマ　ユウ

17
近藤　みやび (3) 金井　歩 (1) 高橋　咲帆 (3) 藤井　愛夏 (3)

コンドウ　ミヤビ カナイ　アユム タカハシ　サホ フジイ　マナカ

16
猪爪　佑夏 (3) 猪爪　春花 (1) 篠宮　千乃 (3) 今野　優奈 (3)

イノツメ　ユカ イノツメ　ハルカ シノミヤ　チノ コンノ　ユウナ

15
竹内　未衣 (1) 丸山　華 (1) 中田　穂乃香 (1) 坂田　菜々美 (1)

タケウチ　ミイ マルヤマ　ハナ ナカダ　ホノカ サカタ　ナナミ

14
小関　七海 (1) 堀川　咲 (1) 岩佐　舞音 (1) 村山　真穂 (1)

コセキ　ナナミ ホリカワ　サキ イワサ　マイネ ムラヤマ　マホ

13
金子　碧華 (2) 竹内　はづき (1) 竹内　紗葵 (1) 森田　結菜 (2)

カネコ　アオハ タケウチ　ハヅキ タケウチ　サキ モリタ　ユウナ

12
木之内　絵里 (1) 吉水　ゆりか (1) 樋口　あかり (1) 奥村　梨乃 (1)

キノウチ　エリ ヨシミズ　ユリカ ヒグチ　アカリ オクムラ　リノ

11
古川　凛 (1) 渡邊　悠莉 (1) 丸山　朱音 (1) 渡部　葵莉 (3)

フルカワ　リン ワタナベ　ユウリ マルヤマ　アカネ ワタナベ　アイリ

10
小林　未来 (1) 市川　愛己 (3) 安達　栞乃 (3) 小林　優希 (3)

コバヤシ　ミク イチカワ　マナミ アダチ　カノ コバヤシ　ユキ

9
佐藤　亜依 (2) 荻原　一葉 (2) 杉田　有希 (1) 貝沢　妃菜乃 (2)

サトウ　アイ オギハラ　カズハ スギタ　ユウキ カイザワ　ヒナノ

8
間嶋　菜花 (3) 田邨　夏海 (3) 樋口　涼花 (3) 長谷川　茉海 (2)

マジマ　ナノハ タムラ　ナツミ ヒグチ　スズカ ハセガワ　マミ

7
山田　杏奈 (1) 渡邊　嘉乃 (1) 丸山　のぞみ (3) 池田　桜空 (2)

ヤマダ　アンナ ワタナベ　カノ マルヤマ　ノゾミ イケダ　サラ

6
新井　咲希 (2) 永高　わか葉 (2) 野本　千尋 (3) 川久保　佳穂 (1)

アライ　サキ エイタカ　ワカハ ノモト　チヒロ カワクボ　カホ

5
清水　彩愛 (2) 金子　瑞歩 (2) 地割　萌々子 (1) 高舘　舞帆 (3)

シミズ　アヤナ カネコ　ミズホ ジワリ　モモコ タカダテ　マホ

4
宮下　結虹 (3) 東城　美桜 (2) 齋藤　七海 (3) 加藤　百菜 (3)

ミヤシタ　ユニ トウジョウ　ミオ サイトウ　ナミ カトウ　モモナ

3
古川　愛奈 (2) 山川　あんり (2) 森山　美海 (1) 水口　真梨奈 (3)

フルカワ　アイナ ヤマカワ　アンリ モリヤマ　ミウミ ミズグチ　マリナ

2
矢島　美緒 (3) 清水　あかり (2) 渡邊　舞尋 (3) 中野　祐香 (3)

ヤジマ　ミオ シミズ　アカリ ワタナベ　マヒロ ナカノ　ユカ

1
野口　紗綾 (2) 長澤　ちな (2) 小海　遥 (3) 鴨井　満咲 (3)

ノグチ　サアヤ ナガサワ　チナ コカイ　ハルカ カモイ　マサキ

1区(3.4km) 2区(1.6km) 3区(2.0km) 4区(2.0km)



大 会 名 第２回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会 女子 区間別一覧表
開催日時 2017/09/28 　　11:30　start
会　  場 新井総合公園　周辺特設コース

1 区(3.4km) 2 区(1.6km) 3 区(2.0km)
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

ヤジマ　ミオ 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 カモイ　マサキ アライ

1 　12.45 矢島　美緒 上越・城北中 1 　5.52 清水　あかり 上越・城北中 1 　6.34 小海　遥 妙高・新井中Ａ 1 　7.11 鴨井　満咲 妙高・新井中Ａ

アライ　サキ ミョウコウコウゲン ナガサワ　チナ アライ ワタナベ　マヒロ ジョウホク カトウ　モモナ ナカゴウ

2 　12.50 新井　咲希 妙高・妙高高原中Ａ 1 　5.52 長澤　ちな 妙高・新井中Ａ 2 　7.37 渡邊　舞尋 上越・城北中 2 　7.23 加藤　百菜 上越・中郷中Ａ

シミズ　アヤナ ジョウエツキョウイクダイフゾク ヤマカワ　アンリ ミョウコウ モリヤマ　ミウミ ミョウコウ ハセガワ　マミ カスガ

3 　12.59 清水　彩愛 上越・上教大附中 3 　6.02 山川　あんり 妙高・妙高中Ａ 3 　7.39 森山　美海 妙高・妙高中Ａ 3 　7.25 長谷川　茉海 上越・春日中A

フルカワ　アイナ ミョウコウ エイタカ　ワカハ ミョウコウコウゲン マルヤマ　ノゾミ ミョウコウ ミズグチ　マリナ ミョウコウ

4 　12.59 古川　愛奈 妙高・妙高中Ａ 4 　6.05 永高　わか葉 妙高・妙高高原中Ａ 4 　7.49 丸山　のぞみ 妙高・妙高中Ｂ 4 　7.29 水口　真梨奈 妙高・妙高中Ａ

ノグチ　サアヤ アライ トウジョウ　ミオ ナカゴウ ジワリ　モモコ ジョウエツキョウイクダイフゾク ナカノ　ユカ ジョウホク

5 　13.14 野口　紗綾 妙高・新井中Ａ 5 　6.07 東城　美桜 上越・中郷中Ａ 5 　7.50 地割　萌々子 上越・上教大附中 5 　7.35 中野　祐香 上越・城北中

ミヤシタ　ユニ ナカゴウ カネコ　ミズホ ジョウエツキョウイクダイフゾク サイトウ　ナミ ナカゴウ タカダテ　マホ ジョウエツキョウイクダイフゾク

6 　13.16 宮下　結虹 上越・中郷中Ａ 6 　6.17 金子　瑞歩 上越・上教大附中 6 　8.05 齋藤　七海 上越・中郷中Ａ 6 　7.51 高舘　舞帆 上越・上教大附中

サトウ　アイ ナオエツヒガシ マルヤマ　アイ イタクラ ノモト　チヒロ ミョウコウコウゲン ワタナベ　アイリ アライ

7 　14.02 佐藤　亜依 上越・直江津東中 7 　6.29 丸山　あい 上越・板倉中B 6 　8.05 野本　千尋 妙高・妙高高原中Ａ 7 　8.01 渡部　葵莉 妙高・新井中Ｂ

コバヤシ　ミク ナオエツ タムラ　ナツミ カスガ アダチ　カノ ナオエツ イケダ　サラ ミョウコウ

8 　14.15 小林　未来 上越・直江津中 8 　6.30 田邨　夏海 上越・春日中A 8 　8.09 安達　栞乃 上越・直江津中 7 　8.01 池田　桜空 妙高・妙高中Ｂ

カネコ　アオハ ナダチ ヨシミズ　ユリカ カスガ ナカダ　ホノカ ナカゴウ コンノ　ユウナ ジョウトウ

9 　14.21 金子　碧華 上越・名立中 9 　6.35 吉水　ゆりか 上越・春日中B 9 　8.15 中田　穂乃香 上越・中郷中Ｃ 9 　8.02 今野　優奈 上越・城東中

マジマ　ナノハ カスガ ナイトウ　ミコ クビキ マルヤマ　アカネ アライ カイザワ　ヒナノ ナオエツヒガシ

10 　14.27 間嶋　菜花 上越・春日中A 10 　6.40 内藤　美子 上越・頸城中 10 　8.17 丸山　朱音 妙高・新井中Ｂ 9 　8.02 貝沢　妃菜乃 上越・直江津東中

フルカワ　リン アライ ノリキ　モエカ イタクラ ヒグチ　アカリ カスガ カワクボ　カホ ミョウコウコウゲン

11 　14.28 古川　凛 妙高・新井中Ｂ 11 　6.43 乗木　萌花 上越・板倉中A 11 　8.22 樋口　あかり 上越・春日中B 11 　8.11 川久保　佳穂 妙高・妙高高原中Ａ

ヤマダ　アンナ ミョウコウ イチカワ　マナミ ナオエツ タケウチ　サキ ナダチ サトウ　モエカ ミョウコウコウゲン

12 　14.28 山田　杏奈 妙高・妙高中Ｂ 12 　6.44 市川　愛己 上越・直江津中 12 　8.25 竹内　紗葵 上越・名立中 12 　8.17 佐藤　萌夏 妙高・妙高高原中Ｂ

キノウチ　エリ カスガ オギハラ　カズハ ナオエツヒガシ イワサ　マイネ オオガタマチ ムラヤマ　マホ オオガタマチ

13 　14.29 木之内　絵里 上越・春日中B 13 　6.47 荻原　一葉 上越・直江津東中 13 　8.29 岩佐　舞音 上越・大潟町中 13 　8.21 村山　真穂 上越・大潟町中

コセキ　ナナミ オオガタマチ ワタナベ　ユウリ アライ シノミヤ　チノ ジョウトウ ワタナベ　イオリ イタクラ

14 　14.30 小関　七海 上越・大潟町中 14 　6.53 渡邊　悠莉 妙高・新井中Ｂ 14 　8.30 篠宮　千乃 上越・城東中 13 　8.21 渡邉　伊織 上越・板倉中A

コンドウ　ミヤビ マキ タケウチ　ハヅキ ナダチ スギタ　ユウキ ナオエツヒガシ ハヤカワ　アヤネ クビキ

15 　14.42 近藤　みやび 上越・牧中 15 　6.55 竹内　はづき 上越・名立中 15 　8.31 杉田　有希 上越・直江津東中 15 　8.25 早川　文音 上越・頸城中

カトウ　ワカナ ナカゴウ シミズ　ユアラ ジョウセイ コバヤシ　ナナミ ジョウセイ コバヤシ　ユキ ナオエツ

16 　14.55 加藤　若菜 上越・中郷中Ｂ 16 　6.56 清水　優亜良 上越・城西中 16 　8.37 小林　菜々美 上越・城西中 16 　8.30 小林　優希 上越・直江津中

タケウチ　ミイ ナカゴウ ワタナベ　カノ ミョウコウ ミカワ　リセラ クビキ オクムラ　リノ カスガ

17 　15.00 竹内　未衣 上越・中郷中Ｃ 16 　6.56 渡邊　嘉乃 妙高・妙高中Ｂ 17 　8.44 三川　里聖羅 上越・頸城中 17 　8.34 奥村　梨乃 上越・春日中B

タナカ　エミ イタクラ ハシヅメ　ミク ナカゴウ タカハシ　サホ マキ モリタ　ユウナ ナダチ

18 　15.12 田中　映美 上越・板倉中A 18 　6.57 橋詰　未来 上越・中郷中Ｂ 18 　8.52 高橋　咲帆 上越・牧中 18 　8.37 森田　結菜 上越・名立中

カワズミ　モエ ジョウセイ カナイ　アユム マキ リクカワ　コトミ ナカゴウ サカタ　ナナミ ナカゴウ

19 　15.20 川住　萌恵 上越・城西中 19 　7.02 金井　歩 上越・牧中 19 　8.53 陸川　琴未 上越・中郷中Ｂ 19 　8.39 坂田　菜々美 上越・中郷中Ｃ

イノツメ　ユカ ジョウトウ オカベ　チトセ ミョウコウコウゲン ヒグチ　スズカ カスガ キリヤマ　ユウ ナカゴウ

20 　15.35 猪爪　佑夏 上越・城東中 20 　7.05 岡部　ちとせ 妙高・妙高高原中Ｂ 20 　8.57 樋口　涼花 上越・春日中A 20 　8.43 桐山　結羽 上越・中郷中Ｂ

オイカワ　ユノ クビキ ホリカワ　サキ オオガタマチ カサトリ　アイカ イタクラ フジイ　マナカ マキ

21 　16.11 笈川　唯乃 上越・頸城中 21 　7.06 堀川　咲 上越・大潟町中 21 　9.18 笠鳥　愛佳 上越・板倉中A 21 　8.49 藤井　愛夏 上越・牧中

タケウチ　シオリ ミョウコウコウゲン マルヤマ　ハナ ナカゴウ タケダ　ラン ミョウコウコウゲン サイトウ　ワカナ ジョウセイ

22 　16.14 竹内　詩織 妙高・妙高高原中Ｂ 22 　7.09 丸山　華 上越・中郷中Ｃ 22 　9.32 竹田　蘭 妙高・妙高高原中Ｂ 22 　8.55 齊藤　和奏 上越・城西中

オオミヤ　ユウカ イタクラ イノツメ　ハルカ ジョウトウ マルタ　アミ イタクラ タカハシ　ノゾミ イタクラ

23 　16.33 大宮　悠香 上越・板倉中B 23 　7.12 猪爪　春花 上越・城東中 23 　9.46 丸田　杏美 上越・板倉中B 23 　9.04 髙橋　望未 上越・板倉中B

4 区(2.0km)


