
大 会 名 第4回妙高市・上越市中学校駅伝競走大会 女子 区間別一覧表
開催日時 2019/9/26 　　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) 4 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

オカダ　クレア ミョウコウコウゲン ヒグチ　アカリ カスガ オカダ　マリア ミョウコウコウゲン エイタカ　コトハ ミョウコウコウゲン

　13.08 岡田　紅愛 妙高･妙高高原中 　5.47 樋口　あかり 上越･春日中 　7.25 岡田　由愛 妙高･妙高高原中 　7.31 永髙　こと葉 妙高･妙高高原中

ジワリ　モモコ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ヨシダ　サクラ ジョウホク マルタ　アカリ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク マルヤマ　リナ ナカゴウ

　13.25 地割　萌々子 上越･上教大附中A 　5.56 吉田　さくら 上越･城北中Ａ 　7.53 丸田　あかり 上越･上教大附中A 　7.33 丸山　莉那 上越･中郷中A

アイウラ　コヒメ アライ マルヤマ　アカネ アライ フルカワ　リン アライ ミカミ　コハル ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

　13.35 相浦　小姫 妙高･新井中 　6.06 丸山　朱音 妙高･新井中 　7.55 古川　凜 妙高･新井中 　7.34 三上　心晴 上越･上教大附中A

シマダ　ホノカ ジョウホク シオジマ　ユウ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ナカダ　ホノカ ナカゴウ タナカ　リョウ アライ

　13.51 嶋田　ほのか 上越･城北中Ｂ 　6.11 塩嶋　優羽 上越･上教大附中A 　7.58 中田　穂乃香 上越･中郷中A 　7.34 田中　綾 妙高･新井中

ヨシミズ　ユリカ カスガ タキザワ　シュイ ミョウコウコウゲン フルカワ　スミレ ミョウコウ カトウ　シズナ ジョウホク

　13.52 吉水　ゆりか 上越･春日中 　6.11 滝澤　柊衣 妙高･妙高高原中 　8.01 古川　純恋 妙高･妙高中 　7.40 加藤　静奈 上越･城北中Ａ

セキハラ　リノ イタクラ タケウチ　リコ ウラガワラ クノ　ミレイ ナオエツ マルヤマ　アズミ ナオエツ

　13.53 関原　梨乃 上越･板倉中 　6.24 竹内　理子 上越･浦川原中 　8.02 久野　心鈴 上越･直江津中A 　7.49 丸山　彩澄 上越･直江津中A

タケウチ　サキ ナダチ サカタ　ナナミ ナカゴウ オオシマ　ミウ ジョウセイ ヤマダ　アンナ ミョウコウ

　13.54 竹内　紗葵 上越･名立中 　6.24 坂田　菜々美 上越･中郷中A 　8.07 大島　未汐 上越･城西中A 　7.51 山田　杏奈 妙高･妙高中

アオヤギ　アイ ウラガワラ マチダ　サキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク イチカワ　サト ヤスヅカ マルタ　リコ ウラガワラ

　14.12 青柳　あい 上越･浦川原中 　6.28 町田　小姫 上越･上教大附中B 　8.08 市川　さと 上越･安塚中 　7.59 丸田　莉子 上越･浦川原中

トチザワ　ユリ ジョウセイ イワサ　マイネ オオガタマチ マル　ミヒロ ジョウホク ミズグチ　ミサキ カスガ

　14.13 栃澤　優里 上越･城西中A 　6.29 岩佐　舞音 上越･大潟町中 　8.12 丸　心優 上越･城北中Ｂ 　8.00 水口　美咲 上越･春日中

リクカワ　エマ ナカゴウ ウチダ　ミカコ ミョウコウ オオシマ　リナ オオガタマチ ハフカ　サアヤ マキ

　14.16 陸川　恵麻 上越･中郷中A 　6.31 内田　美華子 妙高･妙高中 　8.12 大嶋　利奈 上越･大潟町中 　8.04 羽深　沙彩 上越･牧中

ワタナベ　リナ マキ サイトウ　ルナ ナオエツ フナヤマ　チサコ ナダチ アリサカ　ミオリ ジョウホク

　14.24 渡辺　莉那 上越･牧中 　6.34 齊藤　瑠菜 上越･直江津中A 　8.14 船山　直紗子 上越･名立中 　8.11 有坂　希織 上越･城北中Ｂ

モリヤマ　ミウミ ミョウコウ ミズヨシ　カナウ ジョウホク ヤマザキ　サワ ナカゴウ タキモト　コトネ オオガタマチ

　14.32 森山　美海 妙高･妙高中 　6.40 水吉　叶羽 上越･城北中Ｂ 　8.16 山崎　咲羽 上越･中郷中B 　8.12 瀧本　琴音 上越･大潟町中

コバヤシ　ミク ナオエツ コバヤシ　イチゴ ヤスヅカ コンドウ　キヨラ マキ タケウチ　ミイ ナカゴウ

　14.38 小林　未来 上越･直江津中A 　6.41 小林　苺 上越･安塚中 　8.18 近藤　きよら 上越･牧中 　8.16 竹内　未衣 上越･中郷中B

カトウ　マイコ ナオエツヒガシ シミズ　カナ イタクラ オオクボ　カナ ウラガワラ サトウ　モミジ ヤスヅカ

　14.44 加藤　茉衣子 上越･直江津東中 　6.41 清水　かな 上越･板倉中 　8.21 大久保　花菜 上越･浦川原中 　8.20 佐藤　椛 上越･安塚中

ベシナ　モニカ ジョウホク カナイ　アユム マキ ヤスダ　ユウア ジョウホク ヤマザキ　サエ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

　15.41 ベシナ　モニカ 上越･城北中Ａ 　6.42 金井　歩 上越･牧中 　8.25 安田　優愛 上越･城北中Ａ 　8.20 山崎　紗英 上越･上教大附中B

ワタナベ　ユウ ナオエツ クサマ　コノカ ナオエツ ヒラオカ　サエ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク シミズ　カナ ジョウセイ

　15.44 渡邉　結友 上越･直江津中B 　6.49 草間　このか 上越･直江津中B 　8.29 平岡　紗恵 上越･上教大附中B 　8.23 清水　香那 上越･城西中A

オカダ　ノゾミ ナカゴウ キッカワ　ミホ ジョウセイ コウノ　ユヅキ ナオエツ ヨシカワ　リンカ ナオエツヒガシ

　15.56 岡田　希美 上越･中郷中B 　6.58 橘川　美穂 上越･城西中A 　8.41 河野　結月 上越･直江津中B 　8.38 吉川　凜叶 上越･直江津東中

ヤマダ　ミキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク マルヤマ　ハナ ナカゴウ ナカムラ　ノア イタクラ コバヤシ　マイ ナオエツ

　15.57 山田　美輝 上越･上教大附中B 　7.02 丸山　華 上越･中郷中B 　8.41 中村　望愛 上越･板倉中 　8.45 小林　真愛 上越･直江津中B

ムラヤマ　マホ オオガタマチ ナカムラ　モモカ ナオエツヒガシ オクムラ　リノ カスガ タケウチ　ハヅキ ナダチ

　15.58 村山　真穂 上越･大潟町中 　7.18 中村　桃花 上越･直江津東中 　8.44 奥村　梨乃 上越･春日中 　8.56 竹内　はづき 上越･名立中

フルキ　アヤノ ジョウセイ ヤマモト　リム ナダチ ミヤガワ　サラ ナオエツヒガシ ノリキ　モエカ イタクラ

　17.18 古木　綾乃 上越･城西中B 　7.38 山本　理夢 上越･名立中 　8.48 宮川　紗愛 上越･直江津東中 　9.02 乗木　萌花 上越･板倉中

イシノ　ユラ ヤスヅカ ワタナベ　ヒナ ジョウセイ ソノハラ　スズミ ジョウセイ トミナガ　マイカ ジョウセイ

　17.58 石野　柚良 上越･安塚中 　7.44 渡辺　日菜 上越･城西中B 　9.12 園原　涼心 上越･城西中B 　9.25 冨永　苺花 上越･城西中B
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大 会 名 第４回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会 区間別一覧表
開催日時 2019/9/26 　　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

ウエハラ　カンジ ジョウセイ オカダ　ヒイロ ミョウコウコウゲンエー オギタニ　アキラ ナカゴウ オカダ　リュウスケ ナカゴウ ウメキタ　ルナ イタクラ

1 　11.16 上原　歓志 上越･城西中A 1 　6.15 岡田　陽色 妙高･妙高高原中A 1 　6.32 荻谷　旭 上越･中郷中A 1 　6.29 岡田　龍介 上越･中郷中A 1 　9.53 梅北　琉成 上越･板倉中A

アシノ　キヨシロウ ミョウコウコウゲンエー スギサワ　イスラエル ジョウセイ ニシジョウ　ケン ミョウコウ オカダ　ユキヤ ミョウコウコウゲンエー イケダ　リョウイチ ミョウコウコウゲンエー

2 　11.20 芦野　清志郎 妙高･妙高高原中A 2 　6.24 杉沢　イスラエル 上越･城西中A 1 　6.32 西條　堅 妙高･妙高中 2 　6.32 岡田　幸也 妙高･妙高高原中A 2 　9.54 池田　遼一 妙高･妙高高原中A

ヤマザキ　アオイ ナカゴウ トウジョウ　ソウマ ナカゴウ シンボ　ショウタ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク クボタ　ハルトシ ナオエツヒガシ リクカワ　ゼン ナカゴウ

3 　11.28 山﨑　青衣 上越･中郷中A 3 　6.30 東城　颯真 上越･中郷中A 3 　6.46 新保　将太 上越･上教大附中 3 　6.42 久保田　春稔 上越･直江津東中Ａ 3 　9.57 陸川　前 上越･中郷中A

タケエ　アツキ マキ マルヤマ　シオン ジョウトウ カワマタ　ハル イタクラ フルカワ　タケル イタクラ ヤマザキ　キョウタロウ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

4 　11.33 武江　淳樹 上越･牧中 4 　6.38 丸山　詩温 上越･城東中 4 　6.49 川又　晴 上越･板倉中A 4 　6.47 古川　丈留 上越･板倉中A 4 　10.38 山﨑　叶太郎 上越･上教大附中

カナヤ　ケイイチロウ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ミヤコシ　ヨウ アライエー クロダ　ユウト ミョウコウコウゲンビー タケウチ　シュウ アライエー タカハシ　リク ジョウセイ

5 　11.37 金谷　圭一郎 上越･上教大附中 5 　6.39 宮腰　陽 妙高･新井中A 5 　6.51 黒田　悠仁 妙高･妙高高原中B 5 　6.53 竹内　柊羽 妙高･新井中A 5 　10.42 高橋　陸 上越･城西中A

イイヨシ　アユム ミョウコウ スズキ　ショウタ ミョウコウコウゲンビー オカダ　シンノスケ ミョウコウコウゲンエー カワムラ　ヒョウ ジョウトウ ハラダ　フウタ ミョウコウコウゲンビー

6 　11.53 飯吉　歩 妙高･妙高中 6 　6.47 鈴木　翔大 妙高･妙高高原中B 6 　6.56 岡田　辰之助 妙高･妙高高原中A 6 　6.58 川村　彪 上越･城東中 6 　10.52 原田　楓太 妙高･妙高高原中B

ハラダ　ヒユウ ナオエツヒガシ アキヤマ　ヒロム カスガ コヤマ　アイト ジョウセイ トノイケ　タツキ オオガタマチ シモトリ　ユウサク ミョウコウ

7 　12.03 原田　陽祐 上越･直江津東中Ａ 7 　6.51 秋山　広夢 上越･春日中 7 　6.59 小山　藍翔 上越･城西中A 7 　7.02 外ノ池　竜生 上越･大潟町中 7 　10.54 霜鳥　友作 妙高･妙高中

シミズ　リョウタ イタクラ ミヤシタ　オウキ ナカゴウ コジマ　カイト アライエー ヤマカワ　レオ ミョウコウ アキノ　ソウタ ナオエツヒガシ

8 　12.04 清水　綾太 上越･板倉中A 8 　6.53 宮下　旺己 上越･中郷中B 7 　6.59 小島　海翔 妙高･新井中A 8 　7.04 山川　伶欧 妙高･妙高中 8 　10.55 秋野　蒼太 上越･直江津東中Ａ

ヨシダ　ハルトシ アライエー ミヤシタ　ハヤト ミョウコウ サトウ　コウキ ジョウトウ テヅカ　リュウセイ ナカゴウ ミヤモト　ソウゴ オオガタマチ

9 　12.05 吉田　悠大志 妙高･新井中A 9 　6.56 宮下　隼人 妙高･妙高中 9 　7.05 佐藤　洸稀 上越･城東中 9 　7.12 手塚　琉惺 上越･中郷中B 9 　10.58 宮本　爽吾 上越･大潟町中

シバタ　トシキ ジョウホク オオタ　キョウスケ イタクラ タカハシ　ルナ ナカゴウ スカダ　コハク ミョウコウコウゲンビー ヨコヤマ　ギン ジョウトウ

10 　12.11 柴田　俊輝 上越･城北中 10 　6.58 太田　恭佑 上越･板倉中A 10 　7.10 髙橋　琉月 上越･中郷中B 10 　7.13 須賀田　虎珀 妙高･妙高高原中B 10 　11.00 横山　銀 上越･城東中

コバヤシ　カズマ ナオエツ イワキ　コウ オオガタマチ タナベ　コウタロウ カスガ カマダ　ハルキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ムラマツ　ユウリ ジョウホク

11 　12.27 小林　一馬 上越･直江津中 11 　7.00 岩城　煌 上越･大潟町中 11 　7.11 田辺　幸大朗 上越･春日中 11 　7.15 釜田　陽生 上越･上教大附中 11 　11.03 村松　勇里 上越･城北中

ウエダ　フウマ ナオエツヒガシ ヤマダ　ムツキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク アラノウ　ルイ ジョウホク イトウ　ユウセイ ジョウセイ オカモト　コナ アライエー

12 　12.34 上田　楓真 上越･直江津東中Ｂ 12 　7.01 山田　睦生 上越･上教大附中 12 　7.12 荒納　琉来 上越･城北中 12 　7.17 伊藤　悠成 上越･城西中A 12 　11.08 岡本　航尚 妙高･新井中A

アライ　ケイ ヤスヅカ セキハラ　カツミ ジョウホク ヨコオ　コウキ マキ ヨネカワ　コウキ マキ アイウラ　ハヤト ナカゴウ

13 　12.37 新井　圭 上越･安塚中 13 　7.02 関原　克 上越･城北中 13 　7.16 横尾　洸樹 上越･牧中 13 　7.19 米川　昊輝 上越･牧中 13 　11.10 相浦　隼人 上越･中郷中B

カサマツ　リュウト カスガ コグレ　リョウガ イタクラ イシノ　リュウガ ヤスヅカ オオタキ　コウキ ナオエツヒガシ ヨコオ　イクミ ナオエツ

14 　12.42 笠松　琉斗 上越･春日中 14 　7.03 小暮　涼雅 上越･板倉中B 14 　7.18 石野　琉雅 上越･安塚中 14 　7.32 大瀧　巧輝 上越･直江津東中Ｂ 14 　11.20 横尾　郁実 上越･直江津中

ゴトウ　リョウスケ ミョウコウコウゲンビー シズヤ　リュウト ナオエツ イベ　ケイト オオガタマチ アベ　チハヤ ヤスヅカ ナカムラ　コウキ マキ

15 　12.45 後藤　涼祐 妙高･妙高高原中B 15 　7.05 静谷　龍斗 上越･直江津中 15 　7.21 井部　恵都 上越･大潟町中 15 　7.34 阿部　千颯 上越･安塚中 14 　11.20 中村　昂生 上越･牧中

ヤマグチ　ショウタ オオガタマチ フルサワ　ユウダイ ナオエツヒガシ ミヤシタ　ヨウ アライビー スズキ　ハルト アライビー オオヒナタ　アユキ カスガ

16 　12.48 山口　奨太 上越･大潟町中 16 　7.07 古澤　侑大 上越･直江津東中Ａ 15 　7.21 宮下　鷹 妙高･新井中Ｂ 16 　7.36 鈴木　陽翔 妙高･新井中Ｂ 16 　11.42 大日向　歩輝 上越･春日中

ヤマダ　ユウキ ジョウトウ オオミヤ　カイト アライビー コイケ　ユキヒロ ウラガワラ オダイラ　ソウタ ウラガワラ カツヤマ　ハルト アライビー

17 　12.51 山田　悠貴 上越･城東中 16 　7.07 大宮　魁和 妙高･新井中Ｂ 17 　7.23 小池　幸央 上越･浦川原中 17 　7.37 小平　想汰 上越･浦川原中 17 　11.53 勝山　遥斗 妙高･新井中Ｂ

カワクボ　タイセイ ナカゴウ イイダ　アヤト マキ マルヤマ　ダイスケ ナオエツヒガシ クリワダ　ソラ ナダチ イワサキ　ケンタ ナオエツヒガシ

18 　12.53 川久保　太惺 上越･中郷中B 18 　7.08 飯田　彪斗 上越･牧中 18 　7.29 丸山　大輔 上越･直江津東中Ａ 18 　7.43 栗和田　青空 上越･名立中 18 　11.58 岩崎　健太 上越･直江津東中Ｃ

フルカワ　セイヤ イタクラ アイザワ　リュウキ ナオエツヒガシ ホシノ　アオイ イタクラ オオハシ　キョウタ カスガ コジマ　ユアン ヤスヅカ

19 　12.55 古川　聖也 上越･板倉中B 19 　7.14 相澤　琉貴 上越･直江津東中Ｂ 19 　7.34 星野　碧海 上越･板倉中B 19 　7.47 大橋　京太 上越･春日中 19 　12.07 小島　優杏 上越･安塚中

タケウチ　シュウキ ウラガワラ ヨコオ　ソウマ ヤスヅカ ヤマザキ　ダイゴ ナオエツ イシガキ　ミノル ナオエツ ウチヤマ　ハルキ ウラガワラ

20 　12.55 竹内　脩稀 上越･浦川原中 20 　7.18 横尾　蒼馬 上越･安塚中 20 　7.43 山﨑　大護 上越･直江津中 20 　7.49 石垣　実 上越･直江津中 20 　12.22 内山　陽輝 上越･浦川原中

タケウチ　シオン ナダチ タケウチ　キラ ナオエツヒガシ オカニワ　カズキ ジョウセイ ヤマイ　シンノスケ イタクラ ウエダ　タイキ ナオエツヒガシ

21 　13.01 竹内　詩音 上越･名立中 21 　7.23 竹内　輝空 上越･直江津東中Ｃ 21 　8.01 岡庭　和輝 上越･城西中B 21 　7.59 山井　慎之介 上越･板倉中B 21 　12.37 植田　大輝 上越･直江津東中Ｂ

イシダ　コウヤ アライビー シモトリ　コウタ ジョウセイ コイケ　ナリマ ナオエツヒガシ サカマキ　トム ジョウセイ オザキ　ハルヒ イタクラ

22 　13.08 石田　晃也 妙高･新井中Ｂ 22 　7.34 霜鳥　煌太 上越･城西中B 22 　8.10 小池　成真 上越･直江津東中Ｃ 22 　8.04 酒巻　斗夢 上越･城西中B 21 　12.37 尾﨑　悠毘 上越･板倉中B

イイヅカ　レイヤ ナオエツヒガシ ミヤガワ　ナル ウラガワラ タカミヤ　ダイチ ナダチ ヨネヤマ　ダイヤ ジョウホク コバヤシ　レン ナダチ

23 　13.29 飯塚　煌弥 上越･直江津東中Ｃ 23 　7.35 宮川　成 上越･浦川原中 22 　8.10 髙宮　大地 上越･名立中 23 　8.06 米山　大也 上越･城北中 23 　12.43 小林　蓮 上越･名立中

オオクチ　アイト ジョウセイ コバヤシ　ルイ ナダチ ハセガワ　カズヨシ ナオエツヒガシ イシダ　ソウイチ ナオエツヒガシ ノダ　シュンタロウ ジョウセイ

24 　14.08 大口　愛徒 上越･城西中B 24 　7.48 小林　類 上越･名立中 24 　8.21 長谷川　宗儀 上越･直江津東中Ｂ 24 　8.19 石田　漱一 上越･直江津東中Ｃ 24 　13.23 野田　駿太郎 上越･城西中B



第4回妙高市・上越市中学校駅伝競走大会 女子総合結果
2019/9/26 　　11:30　start
新井総合公園　周辺特設コース

順位 チーム名

1 ミョウコウコウゲン

1 妙高･妙高高原中[76]

34:15 13:08 1 19:19 1 26:44 1 34:15 1

13:08 1 6:11 4 7:25 1 7:31 1

2 ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

2 上越･上教大附中A[67]

35:03 13:25 2 19:36 2 27:29 2 35:03 2

13:25 2 6:11 4 7:53 2 7:34 3

3 アライ

3 妙高･新井中[73]

35:10 13:35 3 19:41 4 27:36 3 35:10 3

13:35 3 6:06 3 7:55 3 7:34 3

4 ナカゴウ

4 上越･中郷中A[52]

36:11 14:16 10 20:40 8 28:38 5 36:11 4

14:16 10 6:24 6 7:58 4 7:33 2

5 カスガ

5 上越･春日中[22]

36:23 13:52 5 19:39 3 28:23 4 36:23 5

13:52 5 5:47 1 8:44 19 8:00 9

6 ジョウホク

6 上越･城北中Ｂ[2]

36:54 13:51 4 20:31 5 28:43 6 36:54 6

13:51 4 6:40 12 8:12 9 8:11 11

7 ミョウコウ

7 妙高･妙高中[79]

36:55 14:32 12 21:03 9 29:04 8 36:55 7

14:32 12 6:31 10 8:01 5 7:51 7

8 ウラガワラ

8 上越･浦川原中[31]

36:56 14:12 8 20:36 7 28:57 7 36:56 8

14:12 8 6:24 6 8:21 14 7:59 8

9 ナオエツ

9 上越･直江津中A[16]

37:03 14:38 13 21:12 12 29:14 9 37:03 9

14:38 13 6:34 11 8:02 6 7:49 6

10 マキ

10 上越･牧中[37]

37:28 14:24 11 21:06 10 29:24 12 37:28 10

14:24 11 6:42 15 8:18 13 8:04 10

11 ジョウセイ

11 上越･城西中A[7]

37:41 14:13 9 21:11 11 29:18 11 37:41 11

14:13 9 6:58 17 8:07 7 8:23 16

ジョウホク

12 上越･城北中Ａ[1]

37:42 15:41 15 21:37 14 30:02 14 37:42 12

15:41 15 5:56 2 8:25 15 7:40 5

イタクラ

13 上越･板倉中[55]

38:17 13:53 6 20:34 6 29:15 10 38:17 13

13:53 6 6:41 13 8:41 17 9:02 20

ナダチ

14 上越･名立中[64]

38:42 13:54 7 21:32 13 29:46 13 38:42 14

13:54 7 7:38 20 8:14 11 8:56 19

オオガタマチ

15 上越･大潟町中[43]

38:51 15:58 19 22:27 17 30:39 15 38:51 15

15:58 19 6:29 9 8:12 9 8:12 12

ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

16 上越･上教大附中B[68]

39:14 15:57 18 22:25 16 30:54 17 39:14 16

15:57 18 6:28 8 8:29 16 8:20 14

ナオエツヒガシ

17 上越･直江津東中[19]

39:28 14:44 14 22:02 15 30:50 16 39:28 17

14:44 14 7:18 19 8:48 20 8:38 17

ナカゴウ

18 上越･中郷中B[53]

39:30 15:56 17 22:58 19 31:14 18 39:30 18

15:56 17 7:02 18 8:16 12 8:16 13

ナオエツ

19 上越･直江津中B[17]

39:59 15:44 16 22:33 18 31:14 19 39:59 19

15:44 16 6:49 16 8:41 17 8:45 18

ヤスヅカ

20 上越･安塚中[28]

41:07 17:58 21 24:39 20 32:47 20 41:07 20

17:58 21 6:41 13 8:08 8 8:20 14

ジョウセイ

21 上越･城西中B[8]

43:39 17:18 20 25:02 21 34:14 21 43:39 21

17:18 20 7:44 21 9:12 21 9:25 21

ワタナベ　ユウ クサマ　コノカ コウノ　ユヅキ コバヤシ　マイ

渡邉　結友(2) 草間　このか(1) 河野　結月(2) 小林　真愛(1)

古木　綾乃(2) 渡辺　日菜(2) 園原　涼心(1) 冨永　苺花(1)

イシノ　ユラ コバヤシ　イチゴ イチカワ　サト サトウ　モミジ

石野　柚良(2) 小林　苺(3) 市川　さと(1) 佐藤　椛(2)

フルキ　アヤノ ワタナベ　ヒナ ソノハラ　スズミ トミナガ　マイカ

加藤　茉衣子(2) 中村　桃花(2) 宮川　紗愛(2) 吉川　凜叶(2)

オカダ　ノゾミ マルヤマ　ハナ ヤマザキ　サワ タケウチ　ミイ

岡田　希美(2) 丸山　華(3) 山崎　咲羽(1) 竹内　未衣(3)

ヤマダ　ミキ マチダ　サキ ヒラオカ　サエ ヤマザキ　サエ

山田　美輝(1) 町田　小姫(2) 平岡　紗恵(1) 山崎　紗英(2)

カトウ　マイコ ナカムラ　モモカ ミヤガワ　サラ ヨシカワ　リンカ

竹内　紗葵(3) 山本　理夢(3) 船山　直紗子(3) 竹内　はづき(3)

ムラヤマ　マホ イワサ　マイネ オオシマ　リナ タキモト　コトネ

村山　真穂(3) 岩佐　舞音(3) 大嶋　利奈(1) 瀧本　琴音(2)

セキハラ　リノ シミズ　カナ ナカムラ　ノア ノリキ　モエカ

関原　梨乃(1) 清水　かな(1) 中村　望愛(2) 乗木　萌花(3)

タケウチ　サキ ヤマモト　リム フナヤマ　チサコ タケウチ　ハヅキ

栃澤　優里(1) 橘川　美穂(2) 大島　未汐(2) 清水　香那(1)

ベシナ　モニカ ヨシダ　サクラ ヤスダ　ユウア カトウ　シズナ

ベシナ　モニカ(1) 吉田　さくら(2) 安田　優愛(2) 加藤　静奈(2)

ワタナベ　リナ カナイ　アユム コンドウ　キヨラ ハフカ　サアヤ

渡辺　莉那(2) 金井　歩(3) 近藤　きよら(1) 羽深　沙彩(1)

トチザワ　ユリ キッカワ　ミホ オオシマ　ミウ シミズ　カナ

青柳　あい(2) 竹内　理子(2) 大久保　花菜(1) 丸田　莉子(1)

コバヤシ　ミク サイトウ　ルナ クノ　ミレイ マルヤマ　アズミ

小林　未来(3) 齊藤　瑠菜(1) 久野　心鈴(2) 丸山　彩澄(2)

モリヤマ　ミウミ ウチダ　ミカコ フルカワ　スミレ ヤマダ　アンナ

森山　美海(3) 内田　美華子(2) 古川　純恋(2) 山田　杏奈(3)

アオヤギ　アイ タケウチ　リコ オオクボ　カナ マルタ　リコ

吉水　ゆりか(3) 樋口　あかり(3) 奥村　梨乃(3) 水口　美咲(2)

シマダ　ホノカ ミズヨシ　カナウ マル　ミヒロ アリサカ　ミオリ

嶋田　ほのか(1) 水吉　叶羽(2) 丸　心優(1) 有坂　希織(2)

リクカワ　エマ サカタ　ナナミ ナカダ　ホノカ マルヤマ　リナ

陸川　恵麻(2) 坂田　菜々美(3) 中田　穂乃香(3) 丸山　莉那(1)

ヨシミズ　ユリカ ヒグチ　アカリ オクムラ　リノ ミズグチ　ミサキ

地割　萌々子(3) 塩嶋　優羽(3) 丸田　あかり(2) 三上　心晴(2)

アイウラ　コヒメ マルヤマ　アカネ フルカワ　リン タナカ　リョウ

相浦　小姫(2) 丸山　朱音(3) 古川　凜(3) 田中　綾(2)

岡田　紅愛(2) 滝澤　柊衣(2) 岡田　由愛(2) 永髙　こと葉(1)

ジワリ　モモコ シオジマ　ユウ マルタ　アカリ

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

オカダ　クレア タキザワ　シュイ オカダ　マリア エイタカ　コトハ

ミカミ　コハル



第４回妙高市・上越市中学校合同駅伝競走大会
2019/9/26 　　13:30　start
新井総合公園　周辺特設コース

順位 チーム名
ナカゴウ

上越･中郷中A（52）
　40.56 　11.28 3 　17.58 3 　24.30 1 　30.59 1 　40.56 1

　11.28 3 　6.30 3 　6.32 1 　6.29 1 　9.57 3
ミョウコウコウゲンエー

妙高･妙高高原中A（76）
　40.57 　11.20 2 　17.35 1 　24.31 2 　31.03 2 　40.57 2

　11.20 2 　6.15 1 　6.56 6 　6.32 2 　9.54 2
イタクラ

上越･板倉中A（55）
　42.31 　12.04 8 　19.02 8 　25.51 7 　32.38 6 　42.31 3

　12.04 8 　6.58 10 　6.49 4 　6.47 4 　9.53 1
ジョウセイ

上越･城西中A（7）
　42.38 　11.16 1 　17.40 2 　24.39 3 　31.56 3 　42.38 4

　11.16 1 　6.24 2 　6.59 7 　7.17 12 　10.42 5
ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

上越･上教大附中（67）
　43.17 　11.37 5 　18.38 4 　25.24 5 　32.39 7 　43.17 5

　11.37 5 　7.01 12 　6.46 3 　7.15 11 　10.38 4
ミョウコウ

妙高･妙高中（79）
　43.19 　11.53 6 　18.49 7 　25.21 4 　32.25 4 　43.19 6

　11.53 6 　6.56 9 　6.32 1 　7.04 8 　10.54 7
アライエー

妙高･新井中A（73）
　43.44 　12.05 9 　18.44 6 　25.43 6 　32.36 5 　43.44 7

　12.05 9 　6.39 5 　6.59 7 　6.53 5 　11.08 12
ナオエツヒガシ

上越･直江津東中Ａ（19）
　44.16 　12.03 7 　19.10 9 　26.39 12 　33.21 9 　44.16 8

　12.03 7 　7.07 16 　7.29 18 　6.42 3 　10.55 8
ミョウコウコウゲンビー

妙高･妙高高原中B（77）
　44.28 　12.45 15 　19.32 12 　26.23 9 　33.36 11 　44.28 9

　12.45 15 　6.47 6 　6.51 5 　7.13 10 　10.52 6
ジョウトウ

上越･城東中（4）
　44.32 　12.51 17 　19.29 11 　26.34 11 　33.32 10 　44.32 10

　12.51 17 　6.38 4 　7.05 9 　6.58 6 　11.00 10
マキ

上越･牧中（37）
　44.36 　11.33 4 　18.41 5 　25.57 8 　33.16 8 　44.36 11

　11.33 4 　7.08 18 　7.16 13 　7.19 13 　11.20 14
オオガタマチ

上越･大潟町中（43）
　45.09 　12.48 16 　19.48 17 　27.09 15 　34.11 13 　45.09 12

　12.48 16 　7.00 11 　7.21 15 　7.02 7 　10.58 9
ナカゴウ

上越･中郷中B（53）
　45.18 　12.53 18 　19.46 15 　26.56 14 　34.08 12 　45.18 13

　12.53 18 　6.53 8 　7.10 10 　7.12 9 　11.10 13
ジョウホク

上越･城北中（1）
　45.34 　12.11 10 　19.13 10 　26.25 10 　34.31 15 　45.34 14

　12.11 10 　7.02 13 　7.12 12 　8.06 23 　11.03 11
カスガ

上越･春日中（22）
　46.13 　12.42 14 　19.33 14 　26.44 13 　34.31 14 　46.13 15

　12.42 14 　6.51 7 　7.11 11 　7.47 19 　11.42 16
ナオエツ

上越･直江津中（16）
　46.24 　12.27 11 　19.32 13 　27.15 17 　35.04 17 　46.24 16

　12.27 11 　7.05 15 　7.43 20 　7.49 20 　11.20 14
ヤスヅカ

上越･安塚中（28）
　46.54 　12.37 13 　19.55 18 　27.13 16 　34.47 16 　46.54 17

　12.37 13 　7.18 20 　7.18 14 　7.34 15 　12.07 19
アライビー

妙高･新井中Ｂ（74）
　47.05 　13.08 22 　20.15 20 　27.36 19 　35.12 18 　47.05 18

　13.08 22 　7.07 16 　7.21 15 　7.36 16 　11.53 17
ウラガワラ

上越･浦川原中（31）
　47.52 　12.55 20 　20.30 21 　27.53 20 　35.30 19 　47.52 19

　12.55 20 　7.35 23 　7.23 17 　7.37 17 　12.22 20
イタクラ

上越･板倉中B（56）
　48.08 　12.55 19 　19.58 19 　27.32 18 　35.31 20 　48.08 20

　12.55 19 　7.03 14 　7.34 19 　7.59 21 　12.37 21
ナオエツヒガシ

上越･直江津東中Ｂ（20）
　48.18 　12.34 12 　19.48 16 　28.09 21 　35.41 21 　48.18 21

　12.34 12 　7.14 19 　8.21 24 　7.32 14 　12.37 21
ナオエツヒガシ

上越･直江津東中Ｃ（21）
　49.19 　13.29 23 　20.52 23 　29.02 23 　37.21 23 　49.19 22

　13.29 23 　7.23 21 　8.10 22 　8.19 24 　11.58 18
ナダチ

上越･名立中（64）
　49.25 　13.01 21 　20.49 22 　28.59 22 　36.42 22 　49.25 23

　13.01 21 　7.48 24 　8.10 22 　7.43 18 　12.43 23
ジョウセイ

上越･城西中B（8）
　51.10 　14.08 24 　21.42 24 　29.43 24 　37.47 24 　51.10 24

　14.08 24 　7.34 22 　8.01 21 　8.04 22 　13.23 24

23
竹内　詩音 (1) 小林　類 (1) 髙宮　大地 (3) 栗和田　青空 (2) 小林　蓮 (2)

24
大口　愛徒 (1) 霜鳥　煌太 (2) 岡庭　和輝 (1) 酒巻　斗夢 (1) 野田　駿太郎 (1)
オオクチ　アイト シモトリ　コウタ オカニワ　カズキ サカマキ　トム ノダ　シュンタロウ

タケウチ　シオン コバヤシ　ルイ タカミヤ　ダイチ クリワダ　ソラ コバヤシ　レン

22
飯塚　煌弥 (1) 竹内　輝空 (1) 小池　成真 (1) 石田　漱一 (1) 岩崎　健太 (1)
イイヅカ　レイヤ タケウチ　キラ コイケ　ナリマ イシダ　ソウイチ イワサキ　ケンタ

21
上田　楓真 (2) 相澤　琉貴 (2) 長谷川　宗儀 (2) 大瀧　巧輝 (2) 植田　大輝 (2)
ウエダ　フウマ アイザワ　リュウキ ハセガワ　カズヨシ オオタキ　コウキ ウエダ　タイキ

20
古川　聖也 (2) 小暮　涼雅 (2) 星野　碧海 (3) 山井　慎之介 (2) 尾﨑　悠毘 (3)
フルカワ　セイヤ コグレ　リョウガ ホシノ　アオイ ヤマイ　シンノスケ オザキ　ハルヒ

19
竹内　脩稀 (2) 宮川　成 (3) 小池　幸央 (2) 小平　想汰 (2) 内山　陽輝 (2)
タケウチ　シュウキ ミヤガワ　ナル コイケ　ユキヒロ オダイラ　ソウタ ウチヤマ　ハルキ

18
石田　晃也 (3) 大宮　魁和 (1) 宮下　鷹 (2) 鈴木　陽翔 (1) 勝山　遥斗 (2)
イシダ　コウヤ オオミヤ　カイト ミヤシタ　ヨウ スズキ　ハルト カツヤマ　ハルト

17
新井　圭 (2) 横尾　蒼馬 (2) 石野　琉雅 (1) 阿部　千颯 (2) 小島　優杏 (2)
アライ　ケイ ヨコオ　ソウマ イシノ　リュウガ アベ　チハヤ コジマ　ユアン

16
小林　一馬 (2) 静谷　龍斗 (2) 山﨑　大護 (2) 石垣　実 (1) 横尾　郁実 (2)
コバヤシ　カズマ シズヤ　リュウト ヤマザキ　ダイゴ イシガキ　ミノル ヨコオ　イクミ

15
笠松　琉斗 (3) 秋山　広夢 (1) 田辺　幸大朗 (2) 大橋　京太 (2) 大日向　歩輝 (2)
カサマツ　リュウト アキヤマ　ヒロム タナベ　コウタロウ オオハシ　キョウタ オオヒナタ　アユキ

14
柴田　俊輝 (1) 関原　克 (2) 荒納　琉来 (3) 米山　大也 (1) 村松　勇里 (2)
シバタ　トシキ セキハラ　カツミ アラノウ　ルイ ヨネヤマ　ダイヤ ムラマツ　ユウリ

13
川久保　太惺 (3) 宮下　旺己 (3) 髙橋　琉月 (3) 手塚　琉惺 (2) 相浦　隼人 (1)
カワクボ　タイセイ ミヤシタ　オウキ タカハシ　ルナ テヅカ　リュウセイ アイウラ　ハヤト

12
山口　奨太 (1) 岩城　煌 (3) 井部　恵都 (3) 外ノ池　竜生 (3) 宮本　爽吾 (3)
ヤマグチ　ショウタ イワキ　コウ イベ　ケイト トノイケ　タツキ ミヤモト　ソウゴ

11
武江　淳樹 (3) 飯田　彪斗 (3) 横尾　洸樹 (3) 米川　昊輝 (1) 中村　昂生 (3)
タケエ　アツキ イイダ　アヤト ヨコオ　コウキ ヨネカワ　コウキ ナカムラ　コウキ

10
山田　悠貴 (3) 丸山　詩温 (3) 佐藤　洸稀 (3) 川村　彪 (3) 横山　銀 (3)
ヤマダ　ユウキ マルヤマ　シオン サトウ　コウキ カワムラ　ヒョウ ヨコヤマ　ギン

9
後藤　涼祐 (1) 鈴木　翔大 (2) 黒田　悠仁 (3) 須賀田　虎珀 (2) 原田　楓太 (3)
ゴトウ　リョウスケ スズキ　ショウタ クロダ　ユウト スカダ　コハク ハラダ　フウタ

8
原田　陽祐 (3) 古澤　侑大 (3) 丸山　大輔 (3) 久保田　春稔 (2) 秋野　蒼太 (3)
ハラダ　ヒユウ フルサワ　ユウダイ マルヤマ　ダイスケ クボタ　ハルトシ アキノ　ソウタ

7
吉田　悠大志 (3) 宮腰　陽 (1) 小島　海翔 (3) 竹内　柊羽 (2) 岡本　航尚 (3)
ヨシダ　ハルトシ ミヤコシ　ヨウ コジマ　カイト タケウチ　シュウ オカモト　コナ

6
飯吉　歩 (3) 宮下　隼人 (2) 西條　堅 (3) 山川　伶欧 (3) 霜鳥　友作 (3)
イイヨシ　アユム ミヤシタ　ハヤト ニシジョウ　ケン ヤマカワ　レオ シモトリ　ユウサク

5
金谷　圭一郎 (3) 山田　睦生 (1) 新保　将太 (3) 釜田　陽生 (1) 山﨑　叶太郎 (3)
カナヤ　ケイイチロウ ヤマダ　ムツキ シンボ　ショウタ カマダ　ハルキ ヤマザキ　キョウタロウ

4
上原　歓志 (3) 杉沢　イスラエル (3) 小山　藍翔 (3) 伊藤　悠成 (2) 高橋　陸 (3)
ウエハラ　カンジ スギサワ　イスラエル コヤマ　アイト イトウ　ユウセイ タカハシ　リク

3
清水　綾太 (3) 太田　恭佑 (1) 川又　晴 (3) 古川　丈留 (2) 梅北　琉成 (3)
シミズ　リョウタ オオタ　キョウスケ カワマタ　ハル フルカワ　タケル ウメキタ　ルナ

2
芦野　清志郎 (3) 岡田　陽色 (2) 岡田　辰之助 (3) 岡田　幸也 (2) 池田　遼一 (3)
アシノ　キヨシロウ オカダ　ヒイロ オカダ　シンノスケ オカダ　ユキヤ イケダ　リョウイチ

1
山﨑　青衣 (3) 東城　颯真 (2) 荻谷　旭 (2) 岡田　龍介 (1) 陸川　前 (3)
ヤマザキ　アオイ トウジョウ　ソウマ オギタニ　アキラ オカダ　リュウスケ リクカワ　ゼン

1区(3.4km) 2区(2.0km) 3区(2.0km) 4区(2.0km) 5区(3.0km)


