
第65回上越地区中学校駅伝競走大会 男子総合結果
2019/10/09 　　13:00　start 新井総合公園　周辺特設コース １/２

順位 チーム名
イトイガワヒガシ

糸魚川･糸魚川東中（27）

　1.02.41 　11.01 1 　21.17 1 　31.35 1 　41.42 1 　52.21 1 　1.02.41 1

　11.01 1 　10.16 3 　10.18 1 　10.07 1 　10.39 1 　10.20 4
ミョウコウコウゲン

妙高･妙高高原中（32）

　1.03.14 　11.18 4 　21.17 2 　31.37 2 　42.29 2 　53.34 2 　1.03.14 2

　11.18 4 　9.59 2 　10.20 2 　10.52 6 　11.05 6 　9.40 1
ナカゴウ

上越･中郷中（13）

　1.04.38 　11.18 3 　21.44 3 　32.53 4 　43.35 3 　54.39 3 　1.04.38 3

　11.18 3 　10.26 5 　11.09 13 　10.42 5 　11.04 5 　9.59 3
イトイガワ

糸魚川･糸魚川中A（28）

　1.06.21 　11.56 11 　22.24 6 　32.52 3 　44.02 4 　55.07 4 　1.06.21 4

　11.56 11 　10.28 6 　10.28 3 　11.10 11 　11.05 6 　11.14 15
イタクラ

上越･板倉中（14）

　1.06.30 　11.47 8 　23.10 15 　34.13 15 　45.35 14 　56.34 11 　1.06.30 5

　11.47 8 　11.23 23 　11.03 11 　11.22 13 　10.59 4 　9.56 2
ジョウキョウダイフ

上越･上教大附中（15）

　1.06.53 　11.17 2 　22.36 7 　33.58 11 　44.33 8 　55.53 6 　1.06.53 6

　11.17 2 　11.19 20 　11.22 21 　10.35 3 　11.20 9 　11.00 10
ダイイチ

柏崎･第一中（16）

　1.07.01 　11.45 7 　22.09 5 　33.22 5 　44.26 7 　55.48 5 　1.07.01 7

　11.45 7 　10.24 4 　11.13 14 　11.04 9 　11.22 10 　11.13 14
カガミガオキ

柏崎･鏡が沖中（19）

　1.07.09 　12.05 15 　22.54 10 　33.38 7 　44.15 6 　56.17 8 　1.07.09 8

　12.05 15 　10.49 11 　10.44 5 　10.37 4 　12.02 25 　10.52 7
ダイニ

柏崎･第二中（17）

　1.07.19 　11.43 6 　22.41 8 　33.35 6 　44.44 9 　56.27 9 　1.07.19 9

　11.43 6 　10.58 14 　10.54 6 　11.09 10 　11.43 19 　10.52 7
ナオエツヒガシ

上越・直江津東中A（6）

　1.07.24 　12.24 21 　23.10 14 　34.23 18 　45.52 15 　56.35 12 　1.07.24 10

　12.24 21 　10.46 10 　11.13 14 　11.29 16 　10.43 2 　10.49 6
ジョウセイ

上越･城西中A（3）

　1.07.27 　12.01 12 　21.51 4 　33.54 9 　44.15 5 　56.00 7 　1.07.27 11

　12.01 12 　9.50 1 　12.03 26 　10.21 2 　11.45 20 　11.27 17
アライ

妙高･新井中A（30）

　1.07.39 　12.27 23 　23.08 13 　33.48 8 　45.03 10 　56.33 10 　1.07.39 12

　12.27 23 　10.41 9 　10.40 4 　11.15 12 　11.30 12 　11.06 12
ミョウコウ

妙高･妙高中（33）

　1.07.55 　11.54 10 　23.02 12 　33.57 10 　45.24 13 　56.49 14 　1.07.55 13

　11.54 10 　11.08 19 　10.55 8 　11.27 15 　11.25 11 　11.06 12
カスガ

上越･春日中（8）

　1.08.10 　12.09 19 　23.12 16 　34.07 13 　45.07 11 　56.37 13 　1.08.10 14

　12.09 19 　11.03 15 　10.55 8 　11.00 7 　11.30 12 　11.33 18
ジョウトウ

上越･城東中（2）

　1.08.27 　12.40 27 　23.14 17 　34.08 14 　45.58 17 　57.29 16 　1.08.27 15

　12.40 27 　10.34 8 　10.54 6 　11.50 22 　11.31 14 　10.58 9
イトイガワ

糸魚川･糸魚川中B（29）

　1.08.53 　12.49 29 　23.38 24 　34.57 21 　46.42 20 　57.32 17 　1.08.53 16

　12.49 29 　10.49 11 　11.19 19 　11.45 20 　10.50 3 　11.21 16
ノウ

糸魚川･能生中（26）

　1.09.15 　11.51 9 　22.57 11 　34.13 16 　45.16 12 　57.14 15 　1.09.15 17

　11.51 9 　11.06 16 　11.16 17 　11.03 8 　11.58 24 　12.01 27

クシハシ　ユウジロウ ワタナベ　タク ハラ　タイキ ワタナベ　キヨト マツダ　ユウキ オンダ　コト

1区(3.4km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)

恩田　誇斗 (3)

アシノ　キヨシロウ オカダ　ヒイロ オカダ　ユキヤ ゴトウ　リョウスケ オカダ　シンノスケ イケダ　リョウイチ

1

串橋　祐次郎 (2) 渡辺　拓 (2) 原　泰輝 (1) 渡邊　聖人 (3) 松田　優光 (2)

池田　遼一 (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 カワクボ　タイセイ リクカワ　ゼン

2

芦野　清志郎 (3) 岡田　陽色 (2) 岡田　幸也 (2) 後藤　涼祐 (1) 岡田　辰之助 (3)

陸川　前 (3)

オバタ　ハルト ノモト　キズナ ナカダ　ショウタロウ カワハラ　ヤマト ウメダ　ショウヘイ イノマタ　コウスケ

3

山﨑　青衣 (3) 東城　颯真 (2) 荻谷　旭 (2) 岡田　龍介 (1) 川久保　太惺 (3)

猪又　康介 (3)

シミズ　リョウタ カワマタ　ハル フルカワ　タケル オオタ　キョウスケ フルカワ　セイヤ ウメキタ　ルナ

4

小畑　春翔 (3) 野本　絆 (3) 中田　正太郎 (3) 川原　大和 (2) 梅田　翔平 (1)

梅北　琉成 (3)

カナヤ　ケイイチロウ ヤマダ　ムツキ カマダ　ハルキ ヤマザキ　キョウタロウ ナカムラ　ヨシヒト シンボ　ショウタ

5

清水　綾太 (3) 川又　晴 (3) 古川　丈留 (2) 太田　恭佑 (1) 古川　聖也 (2)

新保　将太 (3)

ナガサワ　シオン トミタ　ナオヤ タナカ　ヨウ クワヤマ　ノリヒロ ネダチ　レオ タカハシ　アユム

6

金谷　圭一郎 (3) 山田　睦生 (1) 釜田　陽生 (1) 山﨑　叶太郎 (3) 中村　芳仁 (1)

髙橋　歩 (3)

シバノ　ソウ ゴンダ　カンタロウ スナヅカ　アラタ フジイ　ユイト マツノ　キョウゴ ワタナベ　ケント

7

長澤　至恩 (3) 冨田　直也 (3) 田中　陽 (2) 桒山　紀博 (3) 根立　玲王 (3)

渡辺　健斗 (3)

カタギリ　ゼンタ カトウ　ヒダカ タナベ　ユライ セキヤ　ソウスケ マツイ　リント タカハシ　ジュンダイ

8

柴野　爽 (3) 権田　貫太朗 (3) 砂塚　新汰 (2) 藤井　結仁 (2) 松野　暁悟 (3)

髙橋　准大 (2)

ハラダ　ヒユウ アキノ　ソウタ フルサワ　ユウダイ イイヅカ　レイヤ クボタ　ハルトシ ウエダ　フウマ

9

片桐　禅太 (3) 加藤　飛隆 (3) 田邉　勇來 (3) 関谷　颯介 (3) 松井　凜音 (3)

上田　楓真 (2)

タカハシ　リク ウエハラ　カンジ カンダ　コウキ スギサワ　イスラエル イトウ　ユウセイ コヤマ　アイト

10

原田　陽祐 (3) 秋野　蒼太 (3) 古澤　侑大 (3) 飯塚　煌弥 (1) 久保田　春稔 (2)

小山　藍翔 (3)

ヨシダ　ハルトシ ミヤコシ　ヨウ タケウチ　シュウ コジマ　カイト カツヤマ　ハルト オカモト　コナ

11

髙橋　陸 (3) 上原　歓志 (3) 神田　晃輝 (2) 杉沢　イスラエル (3) 伊藤　悠成 (2)

岡本　航尚 (3)

イイヨシ　アユム ミヤシタ　ハヤト ニシジヨウ　ケン ヤマカワ　レオ ミヤシタ　アキト シモトリ　ユウサク

12

吉田　悠太志 (3) 宮腰　陽 (1) 竹内　柊羽 (2) 小島　海翔 (3) 勝山　遥斗 (2)

霜鳥　友作 (3)

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 マチダ　ミツル オオヒナタ　アユキ

13

飯吉　歩 (3) 宮下　隼人 (2) 西條　堅 (3) 山川　伶欧 (3) 宮下　明翔 (1)

大日向　歩輝 (2)

ヤマダ　ユウキ マルヤマ　シオン カワムラ　ヒョウ ワタナベ　マコト サトウ　コウキ ヨコヤマ　ギン

14

笠松　琉斗 (3) 秋山　広夢 (1) 田辺　幸大朗 (2) 大橋　京太 (2) 町田　光 (2)

横山　銀 (3)

アオキ　ヤマト マツシタ　ジン ナカザワ　タケト セキハラ　カイト ハナミズ　ジュンセイ マツオ　エイト

15

山田　悠貴 (3) 丸山　詩温 (3) 川村　彪 (3) 渡邉　真 (3) 佐藤　洸稀 (3)

松尾　瑛翔 (2)

ナカムラ　ジン ヨシクラ　ユウト コスギ　マコト ドザワ　キョウスケ サイトウ　ヒュウガ ナナハラ　コウヤ

16

青木　大和 (2) 松下　迅 (2) 中澤　岳斗 (3) 関原　海斗 (1) 花水　潤聖 (1)

七原　航矢 (3)

17

中村　迅 (3) 吉倉　悠斗 (3) 小杉　亮人 (2) 土沢　京祐 (3) 齋藤　彪冴 (3)



第65回上越地区中学校駅伝競走大会 男子総合結果 ２/２
順位 チーム名

ダイサン

柏崎･第三中（18）

　1.09.36 　12.09 18 　23.30 20 　34.47 20 　46.10 19 　57.51 18 　1.09.36 18

　12.09 18 　11.21 21 　11.17 18 　11.23 14 　11.41 17 　11.45 21
マキ

上越･牧中（10）

　1.09.44 　11.36 5 　22.43 9 　34.03 12 　45.54 16 　57.51 19 　1.09.44 19

　11.36 5 　11.07 18 　11.20 20 　11.51 23 　11.57 23 　11.53 26
ニシヤマ

柏崎･西山中（24）

　1.10.04 　12.25 22 　23.19 18 　34.21 17 　46.10 18 　58.13 20 　1.10.04 20

　12.25 22 　10.54 13 　11.02 10 　11.49 21 　12.03 26 　11.51 23
ジョウホク

上越･城北中（1）

　1.10.07 　12.04 14 　23.25 19 　34.38 19 　46.46 21 　59.23 25 　1.10.07 21

　12.04 14 　11.21 21 　11.13 14 　12.08 27 　12.37 29 　10.44 5
オオガタマチ

上越･大潟町中（12）

　1.10.22 　12.06 16 　23.41 25 　35.15 23 　46.56 23 　58.34 22 　1.10.22 22

　12.06 16 　11.35 27 　11.34 23 　11.41 18 　11.38 16 　11.48 22
ミズホ

柏崎･瑞穂中（20）

　1.10.31 　13.03 31 　23.35 22 　35.03 22 　46.46 22 　58.28 21 　1.10.31 23

　13.03 31 　10.32 7 　11.28 22 　11.43 19 　11.42 18 　12.03 28
マツハマ

柏崎･松浜中（21）

　1.11.04 　12.19 20 　23.45 26 　35.29 24 　47.31 24 　59.21 24 　1.11.04 24

　12.19 20 　11.26 24 　11.44 24 　12.02 24 　11.50 21 　11.43 19
ヒガシ

柏崎･東中（23）

　1.11.14 　12.30 25 　25.13 30 　36.18 28 　47.53 26 　59.06 23 　1.11.14 25

　12.30 25 　12.43 31 　11.05 12 　11.35 17 　11.13 8 　12.08 29
アライ

妙高･新井中B（31）

　1.11.55 　12.29 24 　23.35 21 　35.39 25 　47.44 25 　1.00.53 27 　1.11.55 26

　12.29 24 　11.06 16 　12.04 28 　12.05 25 　13.09 33 　11.02 11
ナオエツ

上越･直江津中（5）

　1.12.47 　12.01 13 　24.19 28 　37.15 30 　49.20 29 　1.00.56 28 　1.12.47 27

　12.01 13 　12.18 29 　12.56 32 　12.05 25 　11.36 15 　11.51 23
ミナミ

柏崎･南中（22）

　1.13.26 　12.08 17 　23.37 23 　35.44 26 　48.06 27 　1.00.40 26 　1.13.26 28

　12.08 17 　11.29 25 　12.07 29 　12.22 29 　12.34 28 　12.46 33
ウラガワラ

上越･浦川原中（9）

　1.13.31 　13.02 30 　24.48 29 　36.44 29 　49.08 28 　1.01.01 29 　1.13.31 29

　13.02 30 　11.46 28 　11.56 25 　12.24 30 　11.53 22 　12.30 31
カキザキ

上越･柿崎中（11）

　1.14.17 　12.36 26 　24.06 27 　36.13 27 　49.37 30 　1.02.34 30 　1.14.17 30

　12.36 26 　11.30 26 　12.07 29 　13.24 33 　12.57 32 　11.43 19
カリワ

刈羽･刈羽中（25）

　1.14.57 　12.48 28 　25.44 31 　37.47 31 　49.58 31 　1.02.39 31 　1.14.57 31

　12.48 28 　12.56 33 　12.03 26 　12.11 28 　12.41 30 　12.18 30
ナオエツヒガシ

上越・直江津東中B（7）

　1.15.50 　13.12 32 　25.47 32 　38.20 32 　51.34 32 　1.03.59 32 　1.15.50 32

　13.12 32 　12.35 30 　12.33 31 　13.14 32 　12.25 27 　11.51 23
ジョウセイ

上越･城西中B（4）

　1.18.54 　14.38 33 　27.23 33 　40.43 33 　53.16 33 　1.06.11 33 　1.18.54 33

　14.38 33 　12.45 32 　13.20 33 　12.33 31 　12.55 31 　12.43 32

コバヤシ　タイコウ ヤシロ　ダイキ コンドウ　アヤト コンドウ　ハル コンドウ　ダイキ オカムラ　ジン

1区(3.4km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)

岡村　迅 (3)

タケエ　アツキ ナカムラ　コウキ イイダ　アヤト ヨネカワ　コウキ イナバ　ハル コヤマ　ユウト

18

小林　大洸 (3) 矢代　大貴 (1) 近藤　絢斗 (3) 近藤　暖 (3) 近藤　大輝 (3)

小山　優人 (2)

オオヤ　リキ ナガイ　タイガ タナカ　アオイ ナガイ　ヤマト イシダ　タイガ サクライ　アオト

19

武江　淳樹 (3) 中村　昂生 (3) 飯田　彪斗 (3) 米川　昊輝 (1) 稲葉　遙 (1)

櫻井　蒼仁 (3)

シバタ　トシキ セキハラ　カツミ アラノウ　ルイ オカダ　ハルト ヨコオ　イブキ ムラマツ　ユウリ

20

大矢　莉己 (2) 永井　大芽 (3) 田中　葵 (1) 永井　大和 (1) 石田　大河 (1)

村松　勇里 (2)

ミヤモト　ソウゴ ヤマグチ　ショウタ イワキ　コウ コヤマ　コウタ トノイケ　タツキ イベ　ケイト

21

柴田　俊輝 (1) 関原　克 (2) 荒納　琉来 (3) 岡田　陽斗 (2) 横尾　伊吹 (2)

井部　恵都 (3)

サトウ　ユウキ ワタナベ　ハルト ヤマダ　ヒデタカ ヤマガ　ショウリ コマノ　ミノリ オダケ　マサト

22

宮本　爽吾 (3) 山口　奨太 (1) 岩城　煌 (3) 小山　倖大 (3) 外ノ池　竜生 (3)

小竹　優人 (3)

アサカ　コウタ ワカバヤシ　リク オオシマ　タイセイ ヒラサワ　ソラ アンドウ　ソウタ ヨシダ　アムロ

23

佐藤　優希 (3) 渡辺　晴斗 (3) 山田　英誉 (3) 山家　勝利 (1) 駒野　穂 (3)

吉田　亜夢路 (3)

アベ　タイキ ナカムラ　リクト ナカザワ　リュウヤ ヒロカワ　ルイ チハラ　アオマ タカハシ　ケンヤ

24

朝賀　虹太 (3) 若林　玲久 (3) 大島　泰晴 (2) 平澤　空 (1) 安藤　蒼太 (2)

髙橋　健也 (3)

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 ナカタ　アオイ オカダ　タクマ

25

阿部　泰輝 (3) 中村　陸隼 (2) 中澤　隆也 (3) 廣川　塁 (3) 千原　碧真 (3)

岡田　拓馬 (3)

コｌバヤシ　カズマ カワセ　シンタ イシガキ　ミノル ヤマザキ　ダイゴ シズヤ　リュウト ヨコオ　イクミ

26

石田　晃也 (3) 大宮　魁和 (1) 宮下　鷹 (2) 鈴木　陽翔 (1) 中田　葵 (2)

横尾　郁実 (2)

フセ　ユキヒロ モリヤマ　コタロウ イシダ　シュン タナカ　コウキ ナカムラ　タカト スダ　リュウト

27

小林　一馬 (2) 川瀬　心太 (2) 石垣　実 (1) 山﨑　大護 (2) 静谷　龍斗 (2)

須田　琉翔 (3)

タケウチ　シュウキ ウチヤマ　ハルキ オダイラ　ソウタ ハセガワ　アラシ コイケ　ユキヒロ オカダ　ハルキ

28

布施　幸祐 (3) 森山　虎太郎 (3) 石田　駿 (2) 田中　幸来 (3) 中村　天翔 (3)

岡田　遥稀 (2)

アサノ　ソウシ オヤマツ　チカラ カザマ　アオイ コセキ　イチト ウノ　リオ ウエスギ　アユト

29

竹内　脩稀 (2) 内山　陽輝 (2) 小平　想汰 (2) 長谷川　嵐 (1) 小池　幸央 (2)

上杉　歩叶 (3)

ワタナベ　クウガ イガラシ　ケンセイ タナカ　キサラ ウチヤマ　ヒナタ モトイ　タカト タカハシ　ミドウ

30

浅野　颯志 (2) 親松　知加 (1) 風間　蒼生 (3) 小関　壱斗 (3) 宇野　璃大 (3)

高橋　海道 (2)

イワサキ　ケンタ アイザワ　リュウキ タケウチ　キラ ハセガワ　カズヨシ オオタキ　コウキ ウエダ　タイキ

31

渡邊　空我 (3) 五十嵐　健成 (1) 田中　希咲良 (2) 内山　陽向 (3) 元井　貴斗 (3)

霜鳥　煌太 (2)

33

野田　駿太郎 (1) 岡庭　和輝 (1) 大口　愛徒 (1) 内山　閃希 (2) 酒巻　斗夢 (1)

植田　大輝 (2)

ノダ　シュンタロウ オカニワ　カズキ オオクチ　アイト ウチヤマ　センキ サカマキ　トム シモトリ　コウタ

32

岩崎　健太 (1) 相澤　琉貴 (2) 竹内　輝空 (1) 長谷川　宗儀 (2) 大瀧　巧輝 (2)



大 会 名 第56回上越地区中学校駅伝競走大会 区間別一覧表
開催日時 令和元年10月９日（水）
会　  場 新井総合公園周辺特設コース
1 区(3.4km) 2 区(3.0km) 3 区(3.0km) 4 区(3.0km) 5 区(3.0km) 6 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 順位 記録 選手名 チーム

クシハシ ユウジロウ イトイガワヒガシ ウエハラ カンジ ジョウセイ ハラ タイキ イトイガワヒガシ ワタナベ キヨト イトイガワヒガシ マツダ ユウキ イトイガワヒガシ イケダ リョウイチ ミョウコウコウゲン

1 　11.01 串橋 祐次郎 糸魚川･糸魚川東中 1 　9.50 上原 歓志 上越･城西中A 1 　10.18 原 泰輝 糸魚川･糸魚川東中 1 　10.07 渡邊 聖人 糸魚川･糸魚川東中 1 　10.39 松田 優光 糸魚川･糸魚川東中 1 　9.40 池田 遼一 妙高･妙高高原中

カナヤ ケイイチロウ ジョウキョウダイフ オカダ ヒイロ ミョウコウコウゲン オカダ ユキヤ ミョウコウコウゲン スギサワ イスラエル ジョウセイ クボタ ハルトシ ナオエツヒガシ ウメキタ ルナ イタクラ

2 　11.17 金谷 圭一郎 上越･上教大附中 2 　9.59 岡田 陽色 妙高･妙高高原中 2 　10.20 岡田 幸也 妙高･妙高高原中 2 　10.21 杉沢 イスラエル 上越･城西中A 2 　10.43 久保田 春稔 上越･直江津東中A 2 　9.56 梅北 琉成 上越･板倉中

ヤマザキ アオイ ナカゴウ ワタナベ タク イトイガワヒガシ ナカダ ショウタロウ イトイガワ ヤマザキ キョウタロウ ジョウキョウダイフ ハナミズ ジュンセイ イトイガワ リクカワ ゼン ナカゴウ

3 　11.18 山﨑 青衣 上越･中郷中 3 　10.16 渡辺 拓 糸魚川･糸魚川東中 3 　10.28 中田 正太郎 糸魚川･糸魚川中A 3 　10.35 山﨑 叶太郎 上越･上教大附中 3 　10.50 花水 潤聖 糸魚川･糸魚川中B 3 　9.59 陸川 前 上越･中郷中

アシノ キヨシロウ ミョウコウコウゲン トミタ ナオヤ ダイイチ タケウチ シュウ アライ フジイ ユイト カガミガオキ フルカワ セイヤ イタクラ オンダ コト イトイガワヒガシ

4 　11.18 芦野 清志郎 妙高･妙高高原中 4 　10.24 冨田 直也 柏崎･第一中 4 　10.40 竹内 柊羽 妙高･新井中A 4 　10.37 藤井 結仁 柏崎･鏡が沖中 4 　10.59 古川 聖也 上越･板倉中 4 　10.20 恩田 誇斗 糸魚川･糸魚川東中

タケエ アツキ マキ トウジョウ ソウマ ナカゴウ スナヅカ アラタ カガミガオキ オカダ リュウスケ ナカゴウ カワクボ タイセイ ナカゴウ ムラマツ ユウリ ジョウホク

5 　11.36 武江 淳樹 上越･牧中 5 　10.26 東城 颯真 上越･中郷中 5 　10.44 砂塚 新汰 柏崎･鏡が沖中 5 　10.42 岡田 龍介 上越･中郷中 5 　11.04 川久保 太惺 上越･中郷中 5 　10.44 村松 勇里 上越･城北中

カタギリ ゼンタ ダイニ ノモト キズナ イトイガワ カワムラ ヒョウ ジョウトウ ゴトウ リョウスケ ミョウコウコウゲン ウメダ ショウヘイ イトイガワ ウエダ フウマ ナオエツヒガシ

6 　11.43 片桐 禅太 柏崎･第二中 6 　10.28 野本 絆 糸魚川･糸魚川中A 6 　10.54 川村 彪 上越･城東中 6 　10.52 後藤 涼祐 妙高･妙高高原中 6 　11.05 梅田 翔平 糸魚川･糸魚川中A 6 　10.49 上田 楓真 上越・直江津東中A

ナガサワ シオン ダイイチ ワタナベ ハルト ミズホ タナベ ユライ ダイニ オオハシ キョウタ カスガ オカダ シンノスケ ミョウコウコウゲン タカハシ ジュンダイ ダイニ

7 　11.45 長澤 至恩 柏崎･第一中 7 　10.32 渡辺 晴斗 柏崎･瑞穂中 6 　10.54 田邉 勇來 柏崎･第二中 7 　11.00 大橋 京太 上越･春日中 6 　11.05 岡田 辰之助 妙高･妙高高原中 7 　10.52 髙橋 准大 柏崎･第二中

シミズ リョウタ イタクラ マルヤマ シオン ジョウトウ タナベ コウタロウ カスガ ドザワ キョウスケ ノウ チハラ アオマ ヒガシ ワタナベ ケント カガミガオキ

8 　11.47 清水 綾太 上越･板倉中 8 　10.34 丸山 詩温 上越･城東中 8 　10.55 田辺 幸大朗 上越･春日中 8 　11.03 土沢 京祐 糸魚川･能生中 8 　11.13 千原 碧真 柏崎･東中 7 　10.52 渡辺 健斗 柏崎･鏡が沖中

ナカムラ ジン ノウ ミヤコシ ヨウ アライ ニシジヨウ ケン ミョウコウ クワヤマ ノリヒロ ダイイチ ナカムラ ヨシヒト ジョウキョウダイフ ヨコヤマ ギン ジョウトウ

9 　11.51 中村 迅 糸魚川･能生中 9 　10.41 宮腰 陽 妙高･新井中A 8 　10.55 西條 堅 妙高･妙高中 9 　11.04 桒山 紀博 柏崎･第一中 9 　11.20 中村 芳仁 上越･上教大附中 9 　10.58 横山 銀 上越･城東中

イイヨシ アユム ミョウコウ アキノ ソウタ ナオエツヒガシ タナカ アオイ ニシヤマ セキヤ ソウスケ ダイニ ネダチ レオ ダイイチ シンボ ショウタ ジョウキョウダイフ

10 　11.54 飯吉 歩 妙高･妙高中 10 　10.46 秋野 蒼太 上越・直江津東中A 10 　11.02 田中 葵 柏崎･西山中 10 　11.09 関谷 颯介 柏崎･第二中 10 　11.22 根立 玲王 柏崎･第一中 10 　11.00 新保 将太 上越･上教大附中

オバタ ハルト イトイガワ ゴンダ カンタロウ カガミガオキ フルカワ タケル イタクラ カワハラ ヤマト イトイガワ ミヤシタ アキト ミョウコウ オカダ タクマ アライ

11 　11.56 小畑 春翔 糸魚川･糸魚川中A 11 　10.49 権田 貫太朗 柏崎･鏡が沖中 11 　11.03 古川 丈留 上越･板倉中 11 　11.10 川原 大和 糸魚川･糸魚川中A 11 　11.25 宮下 明翔 妙高･妙高中 11 　11.02 岡田 拓馬 妙高･新井中B

タカハシ リク ジョウセイ マツシタ ジン イトイガワ ナカザワ リュウヤ ヒガシ コジマ カイト アライ マチダ ミツル カスガ オカモト コナ アライ

12 　12.01 髙橋 陸 上越･城西中A 11 　10.49 松下 迅 糸魚川･糸魚川中B 12 　11.05 中澤 隆也 柏崎･東中 12 　11.15 小島 海翔 妙高･新井中A 12 　11.30 町田 光 上越･春日中 12 　11.06 岡本 航尚 妙高･新井中A

コｌバヤシ カズマ ナオエツ ナガイ タイガ ニシヤマ オギタニ アキラ ナカゴウ オオタ キョウスケ イタクラ カツヤマ ハルト アライ シモトリ ユウサク ミョウコウ

13 　12.01 小林 一馬 上越･直江津中 13 　10.54 永井 大芽 柏崎･西山中 13 　11.09 荻谷 旭 上越･中郷中 13 　11.22 太田 恭佑 上越･板倉中 12 　11.30 勝山 遥斗 妙高･新井中A 12 　11.06 霜鳥 友作 妙高･妙高中

シバタ トシキ ジョウホク カトウ ヒダカ ダイニ アラノウ ルイ ジョウホク コンドウ ハル ダイサン サトウ コウキ ジョウトウ タカハシ アユム ダイイチ

14 　12.04 柴田 俊輝 上越･城北中 14 　10.58 加藤 飛隆 柏崎･第二中 14 　11.13 荒納 琉来 上越･城北中 14 　11.23 近藤 暖 柏崎･第三中 14 　11.31 佐藤 洸稀 上越･城東中 14 　11.13 髙橋 歩 柏崎･第一中

シバノ ソウ カガミガオキ アキヤマ ヒロム カスガ フルサワ ユウダイ ナオエツヒガシ ヤマカワ レオ ミョウコウ シズヤ リュウト ナオエツ イノマタ コウスケ イトイガワ

15 　12.05 柴野 爽 柏崎･鏡が沖中 15 　11.03 秋山 広夢 上越･春日中 14 　11.13 古澤 侑大 上越・直江津東中A 15 　11.27 山川 伶欧 妙高･妙高中 15 　11.36 静谷 龍斗 上越･直江津中 15 　11.14 猪又 康介 糸魚川･糸魚川中A

ミヤモト ソウゴ オオガタマチ ヨシクラ ユウト ノウ タナカ ヨウ ダイイチ イイヅカ レイヤ ナオエツヒガシ トノイケ タツキ オオガタマチ マツオ エイト イトイガワ

16 　12.06 宮本 爽吾 上越･大潟町中 16 　11.06 吉倉 悠斗 糸魚川･能生中 14 　11.13 田中 陽 柏崎･第一中 16 　11.29 飯塚 煌弥 上越・直江津東中A 16 　11.38 外ノ池 竜生 上越･大潟町中 16 　11.21 松尾 瑛翔 糸魚川･糸魚川中B

フセ ユキヒロ ミナミ オオミヤ カイト アライ コスギ マコト ノウ ヒロカワ ルイ ヒガシ コンドウ ダイキ ダイサン コヤマ アイト ジョウセイ

17 　12.08 布施 幸祐 柏崎･南中 16 　11.06 大宮 魁和 妙高･新井中B 17 　11.16 小杉 亮人 糸魚川･能生中 17 　11.35 廣川 塁 柏崎･東中 17 　11.41 近藤 大輝 柏崎･第三中 17 　11.27 小山 藍翔 上越･城西中A

コバヤシ タイコウ ダイサン ナカムラ コウキ マキ コンドウ アヤト ダイサン コヤマ コウタ オオガタマチ コマノ ミノリ ミズホ オオヒナタ アユキ カスガ

18 　12.09 小林 大洸 柏崎･第三中 18 　11.07 中村 昂生 上越･牧中 18 　11.17 近藤 絢斗 柏崎･第三中 18 　11.41 小山 倖大 上越･大潟町中 18 　11.42 駒野 穂 柏崎･瑞穂中 18 　11.33 大日向 歩輝 上越･春日中

カサマツ リュウト カスガ ミヤシタ ハヤト ミョウコウ ナカザワ タケト イトイガワ ヤマガ ショウリ ミズホ マツイ リント ダイニ ウエスギ アユト カキザキ

19 　12.09 笠松 琉斗 上越･春日中 19 　11.08 宮下 隼人 妙高･妙高中 19 　11.19 中澤 岳斗 糸魚川･糸魚川中B 19 　11.43 山家 勝利 柏崎･瑞穂中 19 　11.43 松井 凜音 柏崎･第二中 19 　11.43 上杉 歩叶 上越･柿崎中

アサカ コウタ マツハマ ヤマダ ムツキ ジョウキョウダイフ イイダ アヤト マキ セキハラ カイト イトイガワ イトウ ユウセイ ジョウセイ ヨシダ アムロ マツハマ

20 　12.19 朝賀 虹太 柏崎･松浜中 20 　11.19 山田 睦生 上越･上教大附中 20 　11.20 飯田 彪斗 上越･牧中 20 　11.45 関原 海斗 糸魚川･糸魚川中B 20 　11.45 伊藤 悠成 上越･城西中A 19 　11.43 吉田 亜夢路 柏崎･松浜中

ハラダ ヒユウ ナオエツヒガシ セキハラ カツミ ジョウホク カマダ ハルキ ジョウキョウダイフ ナガイ ヤマト ニシヤマ アンドウ ソウタ マツハマ オカムラ ジン ダイサン

21 　12.24 原田 陽祐 上越・直江津東中A 21 　11.21 関原 克 上越･城北中 21 　11.22 釜田 陽生 上越･上教大附中 21 　11.49 永井 大和 柏崎･西山中 21 　11.50 安藤 蒼太 柏崎･松浜中 21 　11.45 岡村 迅 柏崎･第三中

オオヤ リキ ニシヤマ ヤシロ ダイキ ダイサン ヤマダ ヒデタカ ミズホ ワタナベ マコト ジョウトウ コイケ ユキヒロ ウラガワラ イベ ケイト オオガタマチ

22 　12.25 大矢 莉己 柏崎･西山中 21 　11.21 矢代 大貴 柏崎･第三中 22 　11.28 山田 英誉 柏崎･瑞穂中 22 　11.50 渡邉 真 上越･城東中 22 　11.53 小池 幸央 上越･浦川原中 22 　11.48 井部 恵都 上越･大潟町中

ヨシダ ハルトシ アライ カワマタ ハル イタクラ イワキ コウ オオガタマチ ヨネカワ コウキ マキ イナバ ハル マキ ヨコオ イクミ ナオエツ

23 　12.27 吉田 悠太志 妙高･新井中A 23 　11.23 川又 晴 上越･板倉中 23 　11.34 岩城 煌 上越･大潟町中 23 　11.51 米川 昊輝 上越･牧中 23 　11.57 稲葉 遙 上越･牧中 23 　11.51 横尾 郁実 上越･直江津中

イシダ コウヤ アライ ワカバヤシ リク マツハマ オオシマ タイセイ マツハマ ヒラサワ ソラ マツハマ サイトウ ヒュウガ ノウ ウエダ タイキ ナオエツヒガシ

24 　12.29 石田 晃也 妙高･新井中B 24 　11.26 若林 玲久 柏崎･松浜中 24 　11.44 大島 泰晴 柏崎･松浜中 24 　12.02 平澤 空 柏崎･松浜中 24 　11.58 齋藤 彪冴 糸魚川･能生中 23 　11.51 植田 大輝 上越・直江津東中B

アベ タイキ ヒガシ モリヤマ コタロウ ミナミ オダイラ ソウタ ウラガワラ ヤマザキ ダイゴ ナオエツ マツノ キョウゴ カガミガオキ サクライ アオト ニシヤマ

25 　12.30 阿部 泰輝 柏崎･東中 25 　11.29 森山 虎太郎 柏崎･南中 25 　11.56 小平 想汰 上越･浦川原中 25 　12.05 山﨑 大護 上越･直江津中 25 　12.02 松野 暁悟 柏崎･鏡が沖中 23 　11.51 櫻井 蒼仁 柏崎･西山中

アサノ ソウシ カキザキ オヤマツ チカラ カキザキ カンダ コウキ ジョウセイ スズキ ハルト アライ イシダ タイガ ニシヤマ コヤマ ユウト マキ

26 　12.36 浅野 颯志 上越･柿崎中 26 　11.30 親松 知加 上越･柿崎中 26 　12.03 神田 晃輝 上越･城西中A 25 　12.05 鈴木 陽翔 妙高･新井中B 26 　12.03 石田 大河 柏崎･西山中 26 　11.53 小山 優人 上越･牧中

ヤマダ ユウキ ジョウトウ ヤマグチ ショウタ オオガタマチ タナカ キサラ カリワ オカダ ハルト ジョウホク オオタキ コウキ ナオエツヒガシ ナナハラ コウヤ ノウ

27 　12.40 山田 悠貴 上越･城東中 27 　11.35 山口 奨太 上越･大潟町中 26 　12.03 田中 希咲良 刈羽･刈羽中 27 　12.08 岡田 陽斗 上越･城北中 27 　12.25 大瀧 巧輝 上越・直江津東中B 27 　12.01 七原 航矢 糸魚川･能生中

ワタナベ クウガ カリワ ウチヤマ ハルキ ウラガワラ ミヤシタ ヨウ アライ ウチヤマ ヒナタ カリワ ナカムラ タカト ミナミ オダケ マサト ミズホ

28 　12.48 渡邊 空我 刈羽･刈羽中 28 　11.46 内山 陽輝 上越･浦川原中 28 　12.04 宮下 鷹 妙高･新井中B 28 　12.11 内山 陽向 刈羽･刈羽中 28 　12.34 中村 天翔 柏崎･南中 28 　12.03 小竹 優人 柏崎･瑞穂中

アオキ ヤマト イトイガワ カワセ シンタ ナオエツ カザマ アオイ カキザキ タナカ コウキ ミナミ ヨコオ イブキ ジョウホク タカハシ ケンヤ ヒガシ

29 　12.49 青木 大和 糸魚川･糸魚川中B 29 　12.18 川瀬 心太 上越･直江津中 29 　12.07 風間 蒼生 上越･柿崎中 29 　12.22 田中 幸来 柏崎･南中 29 　12.37 横尾 伊吹 上越･城北中 29 　12.08 髙橋 健也 柏崎･東中

タケウチ シュウキ ウラガワラ アイザワ リュウキ ナオエツヒガシ イシダ シュン ミナミ ハセガワ アラシ ウラガワラ モトイ タカト カリワ タカハシ ミドウ カリワ

30 　13.02 竹内 脩稀 上越･浦川原中 30 　12.35 相澤 琉貴 上越・直江津東中B 29 　12.07 石田 駿 柏崎･南中 30 　12.24 長谷川 嵐 上越･浦川原中 30 　12.41 元井 貴斗 刈羽･刈羽中 30 　12.18 高橋 海道 刈羽･刈羽中

サトウ ユウキ ミズホ ナカムラ リクト ヒガシ タケウチ キラ ナオエツヒガシ ウチヤマ センキ ジョウセイ サカマキ トム ジョウセイ オカダ ハルキ ウラガワラ

31 　13.03 佐藤 優希 柏崎･瑞穂中 31 　12.43 中村 陸隼 柏崎･東中 31 　12.33 竹内 輝空 上越・直江津東中B 31 　12.33 内山 閃希 上越･城西中B 31 　12.55 酒巻 斗夢 上越･城西中B 31 　12.30 岡田 遥稀 上越･浦川原中

イワサキ ケンタ ナオエツヒガシ オカニワ カズキ ジョウセイ イシガキ ミノル ナオエツ ハセガワ カズヨシ ナオエツヒガシ ウノ リオ カキザキ シモトリ コウタ ジョウセイ

32 　13.12 岩崎 健太 上越・直江津東中B 32 　12.45 岡庭 和輝 上越･城西中B 32 　12.56 石垣 実 上越･直江津中 32 　13.14 長谷川 宗儀 上越・直江津東中B 32 　12.57 宇野 璃大 上越･柿崎中 32 　12.43 霜鳥 煌太 上越･城西中B

ノダ シュンタロウ ジョウセイ イガラシ ケンセイ カリワ オオクチ アイト ジョウセイ コセキ イチト カキザキ ナカタ アオイ アライ スダ リュウト ミナミ

33 　14.38 野田 駿太郎 上越･城西中B 33 　12.56 五十嵐 健成 刈羽･刈羽中 33 　13.20 大口 愛徒 上越･城西中B 33 　13.24 小関 壱斗 上越･柿崎中 33 　13.09 中田 葵 妙高･新井中B 33 　12.46 須田 琉翔 柏崎･南中
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新井総合公園　周辺特設コース

順位 チーム名
ミョウコウコウゲン

妙高･妙高高原中（22）
　47.53 　12.54 1 　20.37 1 　27.58 1 　35.55 1 　47.53 1

　12.54 1 　7.43 4 　7.21 2 　7.57 5 　11.58 2
アライ

妙高･新井中（21）
　48.53 　13.25 4 　21.05 3 　28.56 5 　36.49 3 　48.53 2

　13.25 4 　7.40 3 　7.51 7 　7.53 2 　12.04 3
ダイニ

柏崎･第二中（11）
　48.53 　13.27 5 　21.11 5 　28.59 6 　37.04 6 　48.53 3

　13.27 5 　7.44 6 　7.48 6 　8.05 7 　11.49 1
ジョウキョウダイフ

上越･上教大附中（10）
　49.03 　13.17 3 　21.10 4 　28.54 4 　36.50 4 　49.03 4

　13.17 3 　7.53 7 　7.44 5 　7.56 3 　12.13 5
ジョウホク

上越･城北中（1）
　49.20 　13.59 11 　21.42 8 　28.59 7 　36.56 5 　49.20 5

　13.59 11 　7.43 4 　7.17 1 　7.57 5 　12.24 7
ミズホ

柏崎･瑞穂中（13）
　49.29 　13.13 2 　20.45 2 　28.37 2 　36.45 2 　49.29 6

　13.13 2 　7.32 2 　7.52 8 　8.08 10 　12.44 10
カスガ

上越･春日中（4）
　49.41 　13.52 10 　21.15 6 　28.50 3 　37.21 7 　49.41 7

　13.52 10 　7.23 1 　7.35 4 　8.31 12 　12.20 6
ウラガワラ

上越･浦川原中（5）
　50.20 　13.47 9 　21.56 9 　30.03 8 　37.47 8 　50.20 8

　13.47 9 　8.09 12 　8.07 9 　7.44 1 　12.33 9
ダイサン

柏崎･第三中（12）
　50.23 　13.44 8 　21.39 7 　30.11 9 　38.18 9 　50.23 9

　13.44 8 　7.55 8 　8.32 13 　8.07 8 　12.05 4
ナオエツ

上越･直江津中（3）
　50.55 　14.06 14 　22.02 11 　30.34 12 　38.30 10 　50.55 10

　14.06 14 　7.56 9 　8.32 13 　7.56 3 　12.25 8
ナカゴウ

上越･中郷中（8）
　51.23 　14.12 16 　22.15 14 　30.25 11 　38.32 11 　51.23 11

　14.12 16 　8.03 10 　8.10 11 　8.07 8 　12.51 13
ミョウコウ

妙高･妙高中（23）
　51.44 　14.28 17 　22.50 17 　30.22 10 　38.57 12 　51.44 12

　14.28 17 　8.22 19 　7.32 3 　8.35 16 　12.47 12
ジョウセイ

上越･城西中（2）
　52.12 　14.03 12 　22.18 15 　30.57 16 　39.28 14 　52.12 13

　14.03 12 　8.15 14 　8.39 18 　8.31 12 　12.44 10
イタクラ

上越･板倉中（9）
　52.54 　13.34 7 　22.01 10 　30.45 14 　39.16 13 　52.54 14

　13.34 7 　8.27 20 　8.44 19 　8.31 12 　13.38 18
オオガタマチ

上越･大潟町中（7）
　53.12 　15.08 20 　23.23 20 　31.32 19 　39.59 16 　53.12 15

　15.08 20 　8.15 14 　8.09 10 　8.27 11 　13.13 15
カリワ

刈羽･刈羽中（15）
　53.21 　13.28 6 　22.03 12 　30.51 15 　39.34 15 　53.21 16

　13.28 6 　8.35 21 　8.48 20 　8.43 17 　13.47 21
オウミ

糸魚川･青海中（20）
　54.00 　14.04 13 　22.10 13 　30.42 13 　40.18 17 　54.00 17

　14.04 13 　8.06 11 　8.32 13 　9.36 22 　13.42 20
カシワザキショウヨウチュウトウ

柏崎･翔洋中等（16）
　54.04 　14.51 19 　23.11 19 　31.46 20 　40.41 19 　54.04 18

　14.51 19 　8.20 17 　8.35 17 　8.55 20 　13.23 16
ノウ

糸魚川･能生中（17）
　54.05 　14.46 18 　23.00 18 　31.29 18 　40.27 18 　54.05 19

　14.46 18 　8.14 13 　8.29 12 　8.58 21 　13.38 18
マキ

上越･牧中（6）
　54.32 　14.06 15 　22.26 16 　31.16 17 　41.08 20 　54.32 20

　14.06 15 　8.20 17 　8.50 21 　9.52 23 　13.24 17
イトイガワ

糸魚川･糸魚川中（19）
　55.05 　15.56 21 　24.15 21 　33.26 21 　42.00 21 　55.05 21

　15.56 21 　8.19 16 　9.11 23 　8.34 15 　13.05 14
イトイガワヒガシ

糸魚川･糸魚川東中（18）
　57.19 　16.36 22 　25.36 22 　34.32 23 　43.20 23 　57.19 22

　16.36 22 　9.00 23 　8.56 22 　8.48 19 　13.59 22
ミナミ

柏崎･南中（14）
　58.00 　16.59 23 　25.56 23 　34.29 22 　43.15 22 　58.00 23

　16.59 23 　8.57 22 　8.33 16 　8.46 18 　14.45 23

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

1
岡田　紅愛 (2) 滝澤　柊衣 (2) 永髙　こと葉 (1) 宮下　美幸 (2) 岡田　由愛 (2)

オカダ　クレア タキザワ　シュイ エイタカ　コトハ ミヤシタ　ミユキ オカダ　マリア

2
相浦　小姫 (2) 古川　凛 (3) 丸山　朱音 (3) 森田　結菜 (2) 田中　綾 (2)

アイウラ　コヒメ フルカワ　リン マルヤマ　アカネ モリタ　ユイナ タナカ　リョウ

3
天野　琴美 (3) 近藤　真彩 (3) 竹田　乃琉 (2) 布施　杏奈 (3) 小黒　陽菜 (3)

アマノ　コトミ コンドウ　マアヤ タケダ　ナイル フセ　アンナ オグロ　ヒナ

4
地割　萌々子 (3) 丸田　あかり (2) 塩嶋　優羽 (3) 山田　美輝 (1) 三上　心晴 (2)

ジワリ　モモコ マルタ　アカリ シオジマ　ユウ ヤマダ　ミキ ミカミ　コハル

5
ベシナ　モニカ (1) 加藤　静奈 (2) 吉田　さくら (2) 安田　優愛 (2) 嶋田　ほのか (1)

ベシナ　モニカ カトウ　シズナ ヨシダ　サクラ ヤスダ　ユウア シマダ　ホノカ

6
村松　華来 (3) 須貝　心美 (3) 渡邊　萌日 (3) 末崎　ひまり (2) 植田　幸音 (1)

ムラマツ　ハク スガイ　ココミ ワタナベ　モエカ マツザキ　ヒマリ ウエダ　ユキネ

7
吉水　ゆりか (3) 樋口　あかり (3) 水口　美咲 (2) 奥村　梨乃 (3) 木之内　絵里 (3)

ヨシミズ　ユリカ ヒグチ　アカリ ミズグチ　ミサキ オクムラ　リノ キノウチ　エリ

8
青柳　あい (2) 竹内　理子 (2) 大久保　花菜 (1) 山本　遥日 (1) 丸田　莉子 (1)

アオヤギ　アイ タケウチ　リコ オオクボ　カナ ヤマモト　ハルカ マルタ　リコ

9
川野　歩莉 (2) 渡邉　宇海 (3) 熊木　舞子 (3) 藤澤　菜々美 (3) 山田　芽依 (1)

カワノ　アユリ ワタナベ　ウミ クマキ　マイコ フジサワ　ナナミ ヤマダ　メイ

10
小林　未来 (3) 久野　心鈴 (2) 河野　結月 (2) 北嶌　萌衣 (3) 丸山　彩澄 (2)

コバヤシ　ミク クノ　ミレイ コウノ　ユヅキ キタジマ　メイ マルヤマ　アズミ

11
陸川　恵麻 (2) 中田　穂乃香 (3) 坂田　菜々美 (3) 竹内　未衣 (3) 丸山　莉那 (1)

リクカワ　エマ ナカダ　ホノカ サカタ　ナナミ タケウチ　ミイ マルヤマ　リナ

12
古川　純恋 (2) 内田　美華子 (2) 森山　美海 (3) 霜鳥　葉純 (3) 山田　杏奈 (3)

フルカワ　スミレ ウチダ　ミカコ モリヤマ　ミウミ シモトリ　ハズミ ヤマダ　アンナ

13
栃澤　優里 (1) 清水　香那 (1) 古木　綾乃 (2) 園原　涼心 (1) 大島　未汐 (2)

トチザワ　ユリ シミズ　カナ フルキ　アヤノ ソノハラ　スズミ オオシマ　ミウ

14
関原　梨乃 (1) 中村　望愛 (2) 清水　はな (1) 乗木　萌花 (3) 清水　かな (1)

セキハラ　リノ ナカムラ　ノア シミズ　ハナ ノリキ　モエカ シミズ　カナ

15
瀧本　琴音 (2) 大嶋　利奈 (1) 岩佐　舞音 (3) 浅原　依那 (1) 村山　真穂 (3)

タキモト　コトネ オオシマ　リナ イワサ　マイネ アサハラ　エナ ムラヤマ　マホ

16
竹田　依央奈 (2) 荒木　叶羽 (3) 佐々木　陽菜 (3) 佐藤　美月 (1) 近藤　愛加 (3)

タケダ　イオナ アラキ　カノハ ササキ　ハルナ サトウ　ミツキ コンドウ　マナカ

17
加藤　絢帆 (1) 青山　のあ (2) 卜部　杏樹 (2) 山﨑　麻耶 (2) 富岡　莉羽 (1)

カトウ　アヤホ アオヤマ　ノア ウラベ　アンジュ ヤマザキ　マヤ トミオカ　リハ

18
長島　和季 (2) 中村　穂希 (3) 三井田　萌愛 (2) 樋口　更紗 (1) 黒﨑　慶 (2)

ナガシマ　カズキ ナカムラ　ホマレ ミイダ　モア ヒグチ　サラサ クロサキ　ケイ

19
池島　杏奈 (2) 寳剱　ひかる (1) 桜井　陽菜 (3) 塚田　愛里 (3) 土肥　知代 (1)

イケシマ　アンナ ホウケン　ヒカル サクライ　ヒナ ツカダ　アイリ ドヒ　トモヨ

20
渡辺　莉那 (2) 近藤　きよら (1) 金井　歩 (3) 横尾　妃菜 (1) 羽深　沙彩 (1)

ワタナベ　リナ コンドウ　キヨラ カナイ　アユム ヨコオ　ヒナ ハフカ　サアヤ

21
伊藤　楓 (3) 田上　桃花 (1) 北西　美喜 (2) 恩田　麻央 (1) 齋藤　あやめ (2)

イトウ　カエデ タガミ　モカ キタニシ　ミキ オンダ　マオ サイトウ　アヤメ

22
加藤　小夏 (2) 見辺　菜緒 (2) 小山　梓亜 (1) 松田　珠奈 (1) 田代　萌花菜 (2)

カトウ　コナツ ミナベ　ナオ コヤマ　シア マツダ　ミナ タシロ　モカナ

23
小池　真歩 (2) 吉田　穂乃花 (2) 横田　遥羽 (1) 髙宮　彩生 (1) 髙野　怜奈 (3)

コイケ　マホ ヨシダ　ホノカ ヨコタ　ノワ タカミヤ　アオイ タカノ　レイナ



大 会 名 第29回上越地区中学校女子駅伝競走大会 区間別一覧表
開催日時 令和元年10月９日（水）
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

オカダ クレア ミョウコウコウゲン ヒグチ アカリ カスガ ヨシダ サクラ ジョウホク ヤマモト ハルカ ウラガワラ オグロ ヒナ ダイニ

1 　12.54 岡田 紅愛 妙高･妙高高原中 1 　7.23 樋口 あかり 上越･春日中 1 　7.17 吉田 さくら 上越･城北中 1 　7.44 山本 遥日 上越･浦川原中 1 　11.49 小黒 陽菜 柏崎･第二中

ムラマツ ハク ミズホ スガイ ココミ ミズホ エイタカ コトハ ミョウコウコウゲン モリタ ユイナ アライ オカダ マリア ミョウコウコウゲン

2 　13.13 村松 華来 柏崎･瑞穂中 2 　7.32 須貝 心美 柏崎･瑞穂中 2 　7.21 永髙 こと葉 妙高･妙高高原中 2 　7.53 森田 結菜 妙高･新井中 2 　11.58 岡田 由愛 妙高･妙高高原中

ジワリ モモコ ジョウキョウダイフ フルカワ リン アライ モリヤマ ミウミ ミョウコウ キタジマ メイ ナオエツ タナカ リョウ アライ

3 　13.17 地割 萌々子 上越･上教大附中 3 　7.40 古川 凛 妙高･新井中 3 　7.32 森山 美海 妙高･妙高中 3 　7.56 北嶌 萌衣 上越･直江津中 3 　12.04 田中 綾 妙高･新井中

アイウラ コヒメ アライ カトウ シズナ ジョウホク ミズグチ ミサキ カスガ ヤマダ ミキ ジョウキョウダイフ ヤマダ メイ ダイサン

4 　13.25 相浦 小姫 妙高･新井中 4 　7.43 加藤 静奈 上越･城北中 4 　7.35 水口 美咲 上越･春日中 3 　7.56 山田 美輝 上越･上教大附中 4 　12.05 山田 芽依 柏崎･第三中

アマノ コトミ ダイニ タキザワ シュイ ミョウコウコウゲン シオジマ ユウ ジョウキョウダイフ ヤスダ ユウア ジョウホク ミカミ コハル ジョウキョウダイフ

5 　13.27 天野 琴美 柏崎･第二中 4 　7.43 滝澤 柊衣 妙高･妙高高原中 5 　7.44 塩嶋 優羽 上越･上教大附中 5 　7.57 安田 優愛 上越･城北中 5 　12.13 三上 心晴 上越･上教大附中

タケダ イオナ カリワ コンドウ マアヤ ダイニ タケダ ナイル ダイニ ミヤシタ ミユキ ミョウコウコウゲン キノウチ エリ カスガ

6 　13.28 竹田 依央奈 刈羽･刈羽中 6 　7.44 近藤 真彩 柏崎･第二中 6 　7.48 竹田 乃琉 柏崎･第二中 5 　7.57 宮下 美幸 妙高･妙高高原中 6 　12.20 木之内 絵里 上越･春日中

セキハラ リノ イタクラ マルタ アカリ ジョウキョウダイフ マルヤマ アカネ アライ フセ アンナ ダイニ シマダ ホノカ ジョウホク

7 　13.34 関原 梨乃 上越･板倉中 7 　7.53 丸田 あかり 上越･上教大附中 7 　7.51 丸山 朱音 妙高･新井中 7 　8.05 布施 杏奈 柏崎･第二中 7 　12.24 嶋田 ほのか 上越･城北中

カワノ アユリ ダイサン ワタナベ ウミ ダイサン ワタナベ モエカ ミズホ タケウチ ミイ ナカゴウ マルヤマ アズミ ナオエツ

8 　13.44 川野 歩莉 柏崎･第三中 8 　7.55 渡邉 宇海 柏崎･第三中 8 　7.52 渡邊 萌日 柏崎･瑞穂中 8 　8.07 竹内 未衣 上越･中郷中 8 　12.25 丸山 彩澄 上越･直江津中

アオヤギ アイ ウラガワラ クノ ミレイ ナオエツ オオクボ カナ ウラガワラ フジサワ ナナミ ダイサン マルタ リコ ウラガワラ

9 　13.47 青柳 あい 上越･浦川原中 9 　7.56 久野 心鈴 上越･直江津中 9 　8.07 大久保 花菜 上越･浦川原中 8 　8.07 藤澤 菜々美 柏崎･第三中 9 　12.33 丸田 莉子 上越･浦川原中

ヨシミズ ユリカ カスガ ナカダ ホノカ ナカゴウ イワサ マイネ オオガタマチ マツザキ ヒマリ ミズホ オオシマ ミウ ジョウセイ

10 　13.52 吉水 ゆりか 上越･春日中 10 　8.03 中田 穂乃香 上越･中郷中 10 　8.09 岩佐 舞音 上越･大潟町中 10 　8.08 末崎 ひまり 柏崎･瑞穂中 10 　12.44 大島 未汐 上越･城西中

ベシナ モニカ ジョウホク アオヤマ ノア オウミ サカタ ナナミ ナカゴウ アサハラ エナ オオガタマチ ウエダ ユキネ ミズホ

11 　13.59 ベシナ モニカ 上越･城北中 11 　8.06 青山 のあ 糸魚川･青海中 11 　8.10 坂田 菜々美 上越･中郷中 11 　8.27 浅原 依那 上越･大潟町中 10 　12.44 植田 幸音 柏崎･瑞穂中

トチザワ ユリ ジョウセイ タケウチ リコ ウラガワラ サクライ ヒナ ノウ ソノハラ スズミ ジョウセイ ヤマダ アンナ ミョウコウ

12 　14.03 栃澤 優里 上越･城西中 12 　8.09 竹内 理子 上越･浦川原中 12 　8.29 桜井 陽菜 糸魚川･能生中 12 　8.31 園原 涼心 上越･城西中 12 　12.47 山田 杏奈 妙高･妙高中

カトウ アヤホ オウミ ホウケン ヒカル ノウ コウノ ユヅキ ナオエツ オクムラ リノ カスガ マルヤマ リナ ナカゴウ

13 　14.04 加藤 絢帆 糸魚川･青海中 13 　8.14 寳剱 ひかる 糸魚川･能生中 13 　8.32 河野 結月 上越･直江津中 12 　8.31 奥村 梨乃 上越･春日中 13 　12.51 丸山 莉那 上越･中郷中

コバヤシ ミク ナオエツ シミズ カナ ジョウセイ クマキ マイコ ダイサン ノリキ モエカ イタクラ サイトウ アヤメ イトイガワ

14 　14.06 小林 未来 上越･直江津中 14 　8.15 清水 香那 上越･城西中 13 　8.32 熊木 舞子 柏崎･第三中 12 　8.31 乗木 萌花 上越･板倉中 14 　13.05 齋藤 あやめ 糸魚川･糸魚川中

ワタナベ リナ マキ オオシマ リナ オオガタマチ ウラベ アンジュ オウミ オンダ マオ イトイガワ ムラヤマ マホ オオガタマチ

15 　14.06 渡辺 莉那 上越･牧中 14 　8.15 大嶋 利奈 上越･大潟町中 13 　8.32 卜部 杏樹 糸魚川･青海中 15 　8.34 恩田 麻央 糸魚川･糸魚川中 15 　13.13 村山 真穂 上越･大潟町中

リクカワ エマ ナカゴウ タガミ モカ イトイガワ ヨコタ ノワ ミナミ シモトリ ハズミ ミョウコウ クロサキ ケイ カシワザキショウヨウチュウトウ

16 　14.12 陸川 恵麻 上越･中郷中 16 　8.19 田上 桃花 糸魚川･糸魚川中 16 　8.33 横田 遥羽 柏崎･南中 16 　8.35 霜鳥 葉純 妙高･妙高中 16 　13.23 黒﨑 慶 柏崎･翔洋中等

フルカワ スミレ ミョウコウ コンドウ キヨラ マキ ミイダ モア カシワザキショウヨウチュウトウ サトウ ミツキ カリワ ハフカ サアヤ マキ

17 　14.28 古川 純恋 妙高･妙高中 17 　8.20 近藤 きよら 上越･牧中 17 　8.35 三井田 萌愛 柏崎･翔洋中等 17 　8.43 佐藤 美月 刈羽･刈羽中 17 　13.24 羽深 沙彩 上越･牧中

イケシマ アンナ ノウ ナカムラ ホマレ カシワザキショウヨウチュウトウ フルキ アヤノ ジョウセイ タカミヤ アオイ ミナミ シミズ カナ イタクラ

18 　14.46 池島 杏奈 糸魚川･能生中 17 　8.20 中村 穂希 柏崎･翔洋中等 18 　8.39 古木 綾乃 上越･城西中 18 　8.46 髙宮 彩生 柏崎･南中 18 　13.38 清水 かな 上越･板倉中

ナガシマ カズキ カシワザキショウヨウチュウトウ ウチダ ミカコ ミョウコウ シミズ ハナ イタクラ マツダ ミナ イトイガワヒガシ ドヒ トモヨ ノウ

19 　14.51 長島 和季 柏崎･翔洋中等 19 　8.22 内田 美華子 妙高･妙高中 19 　8.44 清水 はな 上越･板倉中 19 　8.48 松田 珠奈 糸魚川･糸魚川東中 18 　13.38 土肥 知代 糸魚川･能生中

タキモト コトネ オオガタマチ ナカムラ ノア イタクラ ササキ ハルナ カリワ ヒグチ サラサ カシワザキショウヨウチュウトウ トミオカ リハ オウミ

20 　15.08 瀧本 琴音 上越･大潟町中 20 　8.27 中村 望愛 上越･板倉中 20 　8.48 佐々木 陽菜 刈羽･刈羽中 20 　8.55 樋口 更紗 柏崎･翔洋中等 20 　13.42 富岡 莉羽 糸魚川･青海中

イトウ カエデ イトイガワ アラキ カノハ カリワ カナイ アユム マキ ツカダ アイリ ノウ コンドウ マナカ カリワ

21 　15.56 伊藤 楓 糸魚川･糸魚川中 21 　8.35 荒木 叶羽 刈羽･刈羽中 21 　8.50 金井 歩 上越･牧中 21 　8.58 塚田 愛里 糸魚川･能生中 21 　13.47 近藤 愛加 刈羽･刈羽中

カトウ コナツ イトイガワヒガシ ヨシダ ホノカ ミナミ コヤマ シア イトイガワヒガシ ヤマザキ マヤ オウミ タシロ モカナ イトイガワヒガシ

22 　16.36 加藤 小夏 糸魚川･糸魚川東中 22 　8.57 吉田 穂乃花 柏崎･南中 22 　8.56 小山 梓亜 糸魚川･糸魚川東中 22 　9.36 山﨑 麻耶 糸魚川･青海中 22 　13.59 田代 萌花菜 糸魚川･糸魚川東中

コイケ マホ ミナミ ミナベ ナオ イトイガワヒガシ キタニシ ミキ イトイガワ ヨコオ ヒナ マキ タカノ レイナ ミナミ

23 　16.59 小池 真歩 柏崎･南中 23 　9.00 見辺 菜緒 糸魚川･糸魚川東中 23 　9.11 北西 美喜 糸魚川･糸魚川中 23 　9.52 横尾 妃菜 上越･牧中 23 　14.45 髙野 怜奈 柏崎･南中


