
第30回新潟県中学校駅伝競走大会(男子) 男子総合結果
2020/11/6 　　12:45　start
国営越後丘陵公園　特設コース

順位 チーム名

ツナン

津南町立津南中学校（22）

　1.01.48 　10.11 2 　20.02 1 　30.27 2 　40.39 1 　51.21 1 　1.01.48 1

　10.11 2 　9.51 2 　10.25 5 　10.12 1 　10.42 3 　10.27 3

オヂヤ

小千谷市立小千谷中学校（21）

　1.02.19 　9.59 1 　20.24 2 　30.21 1 　41.17 2 　51.38 2 　1.02.19 2

　9.59 1 　10.25 14 　9.57 1 　10.56 7 　10.21 1 　10.41 6

イトイガワヒガシ

糸魚川市立糸魚川東中学校（1）

　1.02.40 　10.36 16 　20.28 3 　31.34 7 　41.48 3 　52.38 3 　1.02.40 3

　10.36 16 　9.52 3 　11.06 23 　10.14 2 　10.50 4 　10.02 1

トオカマチミナミ

十日町市立南中学校（23）

　1.04.04 　10.29 10 　20.29 4 　31.07 3 　42.06 5 　52.59 4 　1.04.04 4

　10.29 10 　10.00 4 　10.38 9 　10.59 8 　10.53 5 　11.05 15

ミツケミナミ

見附市立南中学校（26）

　1.04.25 　10.51 25 　21.11 13 　31.08 4 　41.54 4 　53.34 5 　1.04.25 5

　10.51 25 　10.20 11 　9.57 1 　10.46 3 　11.40 35 　10.51 10

シオザワ

南魚沼市立塩沢中学校（25）

　1.04.35 　11.18 44 　21.04 9 　31.18 6 　42.22 6 　53.36 6 　1.04.35 6

　11.18 44 　9.46 1 　10.14 3 　11.04 14 　11.14 16 　10.59 14

サドチュウトウ

県立佐渡中等教育学校（53）

　1.04.46 　10.46 22 　21.07 11 　31.43 9 　42.47 9 　54.27 11 　1.04.46 7

　10.46 22 　10.21 12 　10.36 8 　11.04 14 　11.40 35 　10.19 2

トオカマチ

十日町市立十日町中学校（24）

　1.04.53 　10.45 21 　20.45 6 　31.17 5 　42.27 7 　53.56 7 　1.04.53 8

　10.45 21 　10.00 4 　10.32 7 　11.10 19 　11.29 28 　10.57 11

イトイガワ

糸魚川市立糸魚川中学校（3）

　1.05.30 　11.08 39 　21.24 19 　32.30 15 　43.23 12 　54.33 12 　1.05.30 9

　11.08 39 　10.16 8 　11.06 23 　10.53 6 　11.10 12 　10.57 11

ナカゴウ

上越市立中郷中学校（2）

　1.05.37 　11.00 31 　21.12 14 　32.15 13 　43.18 11 　54.39 13 　1.05.37 10

　11.00 31 　10.12 7 　11.03 21 　11.03 13 　11.21 20 　10.58 13

ホンマル

新発田市立本丸中学校（51）

　1.05.38 　10.41 18 　21.23 17 　32.11 11 　43.10 10 　54.19 10 　1.05.38 11

　10.41 18 　10.42 22 　10.48 11 　10.59 8 　11.09 10 　11.19 25

コウヨウ

長岡市立江陽中学校（27）

　1.05.55 　11.12 42 　22.16 42 　32.40 23 　43.39 16 　54.17 9 　1.05.55 12

　11.12 42 　11.04 37 　10.24 4 　10.59 8 　10.38 2 　11.38 39

ハッカイ

南魚沼市立八海中学校（36）

　1.06.02 　10.26 7 　20.56 8 　32.10 10 　43.48 20 　54.57 15 　1.06.02 13

　10.26 7 　10.30 16 　11.14 30 　11.38 37 　11.09 10 　11.05 15

ミョウコウコウゲン

妙高市立妙高高原中学校（4）

　1.06.05 　10.22 4 　20.40 5 　31.41 8 　42.33 8 　54.13 8 　1.06.05 14

　10.22 4 　10.18 10 　11.01 16 　10.52 5 　11.40 35 　11.52 46

ヨシダ

十日町市立吉田中学校（32）

　1.06.07 　10.44 20 　21.17 15 　32.33 16 　43.42 18 　54.43 14 　1.06.07 15

　10.44 20 　10.33 19 　11.16 32 　11.09 18 　11.01 8 　11.24 30

サワタ

佐渡市立佐和田中学校（52）

　1.06.16 　10.59 29 　21.42 29 　32.39 21 　43.30 14 　54.58 16 　1.06.16 16

　10.59 29 　10.43 24 　10.57 13 　10.51 4 　11.28 27 　11.18 24

カワニシ

十日町市立川西中学校（31）

　1.06.18 　11.39 47 　21.50 31 　32.50 26 　44.01 22 　55.11 21 　1.06.18 17

　11.39 47 　10.11 6 　11.00 15 　11.11 20 　11.10 12 　11.07 17

イシヤマ

新潟市立石山中学校（73）

　1.06.24 　10.59 28 　21.46 30 　32.53 27 　44.29 29 　55.36 23 　1.06.24 18

　10.59 28 　10.47 25 　11.07 25 　11.36 35 　11.07 9 　10.48 8

ムイカマチ

南魚沼市立六日町中学校（30）

　1.06.27 　11.41 48 　22.12 41 　32.38 19 　43.53 21 　55.10 20 　1.06.27 19

　11.41 48 　10.31 17 　10.26 6 　11.15 25 　11.17 18 　11.17 20

アライ

妙高市立新井中学校（5）

　1.06.28 　11.02 32 　21.34 24 　33.16 38 　44.30 30 　55.55 27 　1.06.28 20

　11.02 32 　10.32 18 　11.42 45 　11.14 22 　11.25 23 　10.33 4

ウオヌマキタ

魚沼市立魚沼北中学校（29）

　1.06.31 　11.00 30 　21.24 18 　32.36 18 　43.41 17 　55.07 18 　1.06.31 21

　11.00 30 　10.24 13 　11.12 27 　11.05 17 　11.26 24 　11.24 30

ツツミオカ

長岡市立堤岡中学校（28）

　1.06.32 　10.34 13 　21.30 22 　32.55 28 　44.13 25 　55.43 25 　1.06.32 22

　10.34 13 　10.56 29 　11.25 39 　11.18 26 　11.30 29 　10.49 9

ミナミサド

佐渡市立南佐渡中学校（58）

　1.06.50 　10.30 11 　20.55 7 　32.12 12 　43.35 15 　55.09 19 　1.06.50 23

　10.30 11 　10.25 14 　11.17 34 　11.23 30 　11.34 32 　11.41 43

カシワザキダイサン

柏崎市立第三中学校（9）

　1.07.05 　11.11 41 　22.11 40 　33.20 39 　44.32 32 　55.43 26 　1.07.05 24

　11.11 41 　11.00 32 　11.09 26 　11.12 21 　11.11 14 　11.22 28

ジョウホク

上越市立城北中学校（6）

　1.07.07 　10.27 8 　21.05 10 　32.24 14 　43.28 13 　55.24 22 　1.07.07 25

　10.27 8 　10.38 20 　11.19 37 　11.04 14 　11.56 43 　11.43 44

ホサカ　コウヘイ ナカザワ　タクト カザマキ　ソウタ スズキ　シュア ツバタ　エイダイ ヤマギシ　ソウタ

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

山岸　颯太 (3)

イカラシ　ヨウヘイ オオイシ　ケイスケ オガワ　マナト ムラタ　ヒロト ゴウ　トラハル ササザキ　イクト

1

保坂　航平 (3) 中澤　拓斗 (3) 風巻　荘太 (3) 鈴木　珠愛 (3) 津端　英大 (2)

笹崎　郁人 (2)

マツダ　ユウキ クシハシ　ユウジロウ ヒグチ　カンキ ハラ　タイキ ヨシオカ　ルア ワタナベ　タク

2

五十嵐　洋平 (3) 大石　佳典 (3) 小川　愛斗 (3) 村田　大翔 (2) 郷　虎暖 (3)

渡辺　拓 (3)

トミイ　ダイ スドウ　ナユタ ムラヤマ　リュウト イリタ　ジョウ ミヤゾノ　ケイシ ネツ　ユウマ

3

松田　優光 (3) 串橋　祐次郎 (3) 樋口　栞希 (2) 原　泰輝 (2) 吉岡　瑠亜 (1)

根津　勇真 (3)

タブセ　ナツメ ハリト　レイジ ハリト　タイガ ハセガワ　ヒロキ アンドウ　キヨマサ オオクボ　ハヤテ

4

富井　大 (3) 須藤　那祐太 (3) 村山　琉斗 (3) 入田　晟 (3) 宮園　京孜 (1)

大久保　颯 (3)

アラカワ　ヒナタ アベ　リョウダイ ホソヤ　ジュンノスケ タカムラ　ヒロト セキ　フウヤ タケイ　ユウト

5

田伏　夏芽 (3) 張戸　怜史 (2) 張戸　大雅 (3) 長谷川　宙輝 (3) 安藤　聖将 (3)

武井　結大 (2)

ヤマダ　リュウ オギヤ　タイセイ ナカガワ　ユウヒ ワタナベ　ソウト オダ　ショウマ カイ　ヤスキ

6

荒川　陽太 (2) 阿部　涼大 (3) 細矢　淳之介 (3) 髙村　優音 (3) 関　楓弥 (1)

甲斐　康希 (3)

ハットリ　タイキ サノ　リンタ カブラキ　カズヒロ ハセガワ　コウト ハトリ　フウイチロウ ヒグマ　ユウダイ

7

山田　琉 (3) 荻谷　泰成 (3) 仲川　雄飛 (2) 渡邊　颯斗 (3) 織田　翔真 (2)

樋熊　侑大 (3)

マツシタ　ジン ウメダ　ショウヘイ ハナミズ　ジュンセイ カワハラ　ヤマト タカイ　ソウシ マツオ　エイト

8

服部　太樹 (3) 佐野　鈴太 (3) 蕪木　一優 (3) 長谷川　煌斗 (2) 羽鳥　楓一朗 (2)

松尾　瑛翔 (3)

オギタニ　アキラ オカダ　リュウスケ アイウラ　ハヤト テヅカ　リュウセイ セキハラ　エイキ トウジョウ　ソウマ

9

松下　迅 (3) 梅田　翔平 (2) 花水　潤聖 (2) 川原　大和 (3) 高井　奏獅 (1)

東城　颯真 (3)

キクチ　リョウスケ ソウマ　コハク アベ　ユウト サトウ　オトヤ ミヤムラ　タスク コンドウ　アオイ

10

荻谷　旭 (3) 岡田　龍介 (2) 相浦　隼人 (2) 手塚　琉惺 (3) 関原　永喜 (3)

近藤　蒼 (3)

オグロ　ケイ オザカ　イクト ホサカ　リョウ タカサカ　アツト ヤマザキ　クウシ フジサワ　ハルト

11

菊地　亮輔 (3) 相馬　瑚舶 (3) 阿部　由跳 (3) 佐藤　音弥 (3) 宮村　佑 (2)

藤澤　陽人 (3)

ミズオチ　ユウリ セキ　ショウエイ ヒロタ　ユウヘイ キリュウ　ルシン シモハタ　ゲンキ コマガタ　ハルキ

12

小黒　慧 (3) 尾坂　郁翔 (3) 保坂　凌宇 (3) 高坂　篤人 (3) 山崎　空獅 (2)

駒形　治紀 (3)

オカダ　ユキヤ オカダ　ヒイロ スカダ　コハク ゴトウ　リョウスケ ババ　シンペイ コマムラ　ハヤト

13

水落　悠理 (3) 関　照永 (3) 廣田　悠平 (3) 桐生　瑠心 (2) 下畑　元希 (2)

駒村　隼 (1)

ノガミ　ダイチ カスガ　ヨシユキ サトウ　ゴリン オシキ　ハルト マルヤマ　ユイト オオノ　カナト

14

岡田　幸也 (3) 岡田　陽色 (3) 須賀田　虎珀 (3) 後藤　涼祐 (2) 馬場　慎平 (3)

大野　叶翔 (3)

エンドウ　レンシ アキバ　ナオ コニシ　ジン サトウ　ダイキ ナカガワ　シュウ ワタナベ　シドウ

15

野上　大地 (3) 春日　喜行 (3) 佐藤　五輪 (2) 押木　遥音 (3) 丸山　結人 (3)

渡邊　志道 (3)

マルヤマ　イブキ コカイ　ソウタ カワカミ　タイケイ カスガ　シンタ ホサカ　レイヤ ストウ　ハヤト

16

遠藤　廉士 (3) 秋場　夏陽 (1) 小西　仁 (2) 佐藤　大起 (2) 中川　秀 (2)

須藤　隼斗 (3)

アオキ　ヒトシ イワサキ　アオイ ナカノ　ソウタ アイザ　ケイト ハセガワ　リン ヨシダ　ユウヤ

17

丸山　息吹 (3) 小海　颯太 (3) 川上　大敬 (1) 春日　心太 (3) 保坂　玲弥 (1)

吉田　優也 (3)

ヒラガ　ルト サトウ　イズキ トミザワ　ハルタ オオダイラ　ユウマ ナカマタ　アレン タカハシ　セイヤ

18

青木　仁志 (3) 岩﨑　蒼 (3) 中野　奏太 (3) 相座　圭登 (3) 長谷川　凛 (3)

髙橋　聖矢 (2)

オオミヤ　カイト タケウチ　シュウ カツヤマ　ハルト オカダ　ヒロト スズキ　ハルト ミヤコシ　ヨウ

19

平賀　琉斗 (2) 佐藤　泉起 (3) 富澤　永太 (3) 大平　優真 (2) 中俣　亜蓮 (2)

宮腰　陽 (2)

アナザワ　ナギト オオタケ　シュウ ワタナベ　レオ エノモト　マサタカ ユモト　ユウト ホシ　ユウマ

20

大宮　魁和 (2) 竹内　柊羽 (3) 勝山　遥斗 (3) 岡田　大翔 (1) 鈴木　陽翔 (2)

星　優真 (3)

ヌノカワ　アユム ウエキ　ユウタ ウエグリ　コウキ イグチ　ハヤタ サトウ　ユウキ タケヒ　ショウタ

21

穴沢　凪人 (2) 大竹　柊 (3) 渡辺　麗凰 (1) 榎本　雅隆 (2) 湯本　悠仁 (2)

竹樋　翔大 (3)

モモイ　ダン サイトウ　ツバサ ナカノ　タイチ イソベ　ヒナタ カサイ　ダイスケ カザマ　ヨウタ

22

布川　歩夢 (3) 植木　悠太 (2) 殖栗　洸希 (3) 井口　隼汰 (2) 佐藤　佑樹 (3)

風間　陽太 (3)

ヤシロ　ダイキ エンドウ　ナツキ スギヤ　ユウヒ ヤナギ　ルイ ヤマモト　イサミ サノキ　シン

23

桃井　檀 (3) 齋藤　翼 (2) 中野　太智 (2) 磯部　陽向 (2) 笠井　大介 (2)

佐ノ木　紳 (3)

シバタ　トシキ ムラマツ　ユウリ セキハラ　カツミ ムラマツ　レンタロウ オオタ　ヒデトシ ゴトウ　セナ

24

矢代　大貴 (2) 遠藤　夏輝 (3) 杉谷　祐陽 (3) 栁　琉生 (2) 山本　勇海 (3)

後藤　聖生 (2)

25

柴田　俊輝 (2) 村松　勇里 (3) 関原　克 (3) 村松　廉汰朗 (3) 太田　俊利 (2)



第30回新潟県中学校駅伝競走大会(男子) 男子総合結果
2020/11/6 　　12:45　start
国営越後丘陵公園　特設コース

順位 チーム名 1区(3.0km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)

ササキ

新発田市立佐々木中学校（56）

　1.07.16 　11.04 35 　22.07 37 　33.04 32 　44.18 27 　55.42 24 　1.07.16 26

　11.04 35 　11.03 35 　10.57 13 　11.14 22 　11.24 22 　11.34 38

ミズサワ

十日町市立水沢中学校（39）

　1.07.17 　10.34 14 　21.41 28 　32.43 24 　43.44 19 　54.59 17 　1.07.17 27

　10.34 14 　11.07 38 　11.02 19 　11.01 11 　11.15 17 　12.18 49

ツバメ

燕市立燕中学校（33）

　1.07.18 　10.28 9 　21.55 32 　32.56 29 　44.19 28 　55.58 28 　1.07.18 28

　10.28 9 　11.27 44 　11.01 16 　11.23 30 　11.39 34 　11.20 26

トオカマチナカジョウ

十日町市立中条中学校（35）

　1.07.18 　10.35 15 　21.38 26 　32.39 22 　44.09 23 　56.01 29 　1.07.18 29

　10.35 15 　11.03 35 　11.01 16 　11.30 33 　11.52 42 　11.17 20

ナガオカオオジマ

長岡市立大島中学校（34）

　1.07.28 　10.46 23 　21.25 20 　33.08 33 　44.31 31 　56.05 30 　1.07.28 30

　10.46 23 　10.39 21 　11.43 46 　11.23 30 　11.34 32 　11.23 29

ニイツダイイチ

新潟市立新津第一中学校（72）

　1.07.31 　11.07 38 　22.24 43 　33.41 41 　45.21 41 　56.16 32 　1.07.31 31

　11.07 38 　11.17 43 　11.17 34 　11.40 41 　10.55 7 　11.15 19

ハクナン

新潟市立白南中学校（74）

　1.07.36 　10.58 27 　21.56 33 　33.12 37 　44.57 37 　56.19 33 　1.07.36 32

　10.58 27 　10.58 30 　11.16 32 　11.45 43 　11.22 21 　11.17 20

カメダ

新潟市立亀田中学校（71）

　1.07.52 　10.33 12 　21.26 21 　33.00 31 　45.28 42 　56.22 34 　1.07.52 33

　10.33 12 　10.53 27 　11.34 43 　12.28 49 　10.54 6 　11.30 34

ミヤウラ ヨシダ　ケイ コノマ　ヒサアキ ヤマグチ　ケント ホンダ　テッペイ ワタナベ　ナツキ ホカリ　ツキト

34 新潟市立宮浦中学校（76） 吉田　恵 (2) 古野間　久明 (1) 山口　顕人 (1) 本田　哲平 (2) 渡邊　夏記 (1) 帆刈　月斗 (2)

　1.07.53 　11.05 37 　22.07 36 　33.10 36 　44.48 34 　56.15 31 　1.07.53 34

　11.05 37 　11.02 34 　11.03 21 　11.38 37 　11.27 25 　11.38 39

スヨシ タムラ　タイキ オガワ　ルイ ニシヅカ　ショウタ シブヤ　コウタ イタミ　ユウ サトウ　リンタロウ

35 長岡市立栖吉中学校（91） 田村　太幹 (2) 小川　塁 (1) 西塚　祥太 (3) 澁谷　康太 (3) 伊丹　悠 (3) 佐藤　凜太朗 (2)

　1.07.54 　10.57 26 　21.57 34 　33.09 34 　44.11 24 　56.26 36 　1.07.54 35

　10.57 26 　11.00 32 　11.12 27 　11.02 12 　12.15 45 　11.28 33

イタクラ フルカワ　タケル フルカワ　セイヤ ヨシハラ　アユム イナガキ　ミツキ シモトリ　レンタ オオタ　キョウスケ

36 上越市立板倉中学校（8） 古川　丈留 (3) 古川　聖也 (3) 吉原　歩 (3) 稲垣　光希 (3) 下鳥　漣大 (1) 太田　恭佑 (2)

　1.07.58 　11.16 43 　22.28 44 　33.42 42 　45.34 43 　57.17 41 　1.07.58 36

　11.16 43 　11.12 41 　11.14 30 　11.52 44 　11.43 39 　10.41 6

ジョウトウ カサオ　リョウ ウエキ　ダイゴ カトウ　ヒロト ナカガワ　ユウ コイデ　フウガ エグチ　コオマ

37 上越市立城東中学校（11） 笠尾　梁 (3) 植木　大悟 (2) 加藤　滉人 (3) 中川　結生 (1) 小出　風芽 (2) 江口　功真 (1)

　1.08.09 　11.10 40 　22.09 38 　33.37 40 　44.56 36 　56.29 37 　1.08.09 37

　11.10 40 　10.59 31 　11.28 40 　11.19 27 　11.33 31 　11.40 42

ムラカミダイイチ

村上市立村上第一中学校（55）

　1.08.16 　11.32 46 　22.42 46 　34.05 43 　45.19 40 　56.46 39 　1.08.16 38

　11.32 46 　11.10 40 　11.23 38 　11.14 22 　11.27 25 　11.30 34

クロサキ

新潟市立黒埼中学校（79）

　1.08.22 　10.42 19 　21.37 25 　32.39 20 　44.14 26 　56.38 38 　1.08.22 39

　10.42 19 　10.55 28 　11.02 19 　11.35 34 　12.24 48 　11.44 45
ヒロカミ

魚沼市立広神中学校（37）

　1.08.23 　10.26 6 　21.08 12 　32.59 30 　44.38 33 　56.23 35 　1.08.23 40

　10.26 6 　10.42 22 　11.51 48 　11.39 39 　11.45 40 　12.00 48
ミツケ

見附市立見附中学校（38）

　1.08.28 　10.39 17 　21.31 23 　32.49 25 　45.01 38 　57.04 40 　1.08.28 41

　10.39 17 　10.52 26 　11.18 36 　12.12 47 　12.03 44 　11.24 30
カスガ

上越市立春日中学校（7）

　1.08.56 　11.03 34 　22.10 39 　34.25 46 　46.04 45 　58.21 48 　1.08.56 42

　11.03 34 　11.07 38 　12.15 50 　11.39 39 　12.17 46 　10.35 5
ムラマツサクラ

五泉市立村松桜中学校（54）

　1.08.57 　11.05 36 　23.10 47 　34.38 47 　45.58 44 　57.18 42 　1.08.57 43

　11.05 36 　12.05 50 　11.28 40 　11.20 28 　11.20 19 　11.39 41
タイナイナカジョウ

胎内市立中条中学校（57）

　1.09.02 　10.48 24 　22.38 45 　34.07 44 　46.05 46 　57.45 44 　1.09.02 44

　10.48 24 　11.50 47 　11.29 42 　11.58 45 　11.40 35 　11.17 20
ナガオカニシ

長岡市立西中学校（92）

　1.09.08 　11.03 33 　21.20 16 　33.10 35 　44.53 35 　57.36 43 　1.09.08 45

　11.03 33 　10.17 9 　11.50 47 　11.43 42 　12.43 49 　11.32 36
カミヤマ

新潟市立上山中学校（77）

　1.09.12 　11.20 45 　23.14 48 　34.50 48 　46.49 49 　58.01 45 　1.09.12 46

　11.20 45 　11.54 49 　11.36 44 　11.59 46 　11.12 15 　11.11 18
カガミガオキ

柏崎市立鏡が沖中学校（10）

　1.09.27 　12.23 49 　24.13 49 　34.55 49 　46.16 47 　58.07 46 　1.09.27 47

　12.23 49 　11.50 47 　10.42 10 　11.21 29 　11.51 41 　11.20 26
カメダニシ

新潟市立亀田西中学校（75）

　1.10.06 　10.18 3 　22.06 35 　34.18 45 　46.37 48 　58.08 47 　1.10.06 48

　10.18 3 　11.48 46 　12.12 49 　12.19 48 　11.31 30 　11.58 47
イガラシ

新潟市立五十嵐中学校（80）

　1.11.48 　10.25 5 　21.40 27 　32.35 17 　45.18 39 　1.00.15 49 　1.11.48 49

　10.25 5 　11.15 42 　10.55 12 　12.43 50 　14.57 50 　11.33 37
トヤノ

新潟市立鳥屋野中学校（78）

　1.13.39 　14.27 50 　26.06 50 　37.19 50 　48.56 50 　1.01.14 50 　1.13.39 50

　14.27 50 　11.39 45 　11.13 29 　11.37 36 　12.18 47 　12.25 50

サカイ　マサキ ヨシダ　ショウタ ツボヤ　レオト ナカノ　ユウキ マツノ　ソウタ ノモト　カイト

野本　快斗 (3)

オオタ　ハル ヒグチ　コタロウ ミヤザワ　ナギ ミヤザワ　ショウノスケ ツバタ　ライシン ウメザキ　カイリ

26

坂井　雅喜 (2) 吉田　祥太 (2) 坪谷　玲央斗 (3) 中野　有貴 (3) 松野　颯太 (3)

梅嵜　凱吏 (2)

マルヤマ　カケル オヤナギ　リン シブキ　トム アラサワ　フクタ ホシノ　カナト マルヤマ　レント

27

太田　陽 (3) 樋口　虎多朗 (3) 宮澤　凪 (3) 宮澤　昇之介 (2) 津畑　頼心 (3)

丸山　蓮斗 (2)

ニワノ　タイチ タカハシ　リュウセイ タカハシ　シュウ イワタ　コウヤ ヤマダ　ユズハ オガワ　ゲンキ

28

丸山　翔 (3) 小柳　凛 (2) 澁木　斗夢 (1) 荒澤　福太 (1) 星野　奏人 (2)

小川　元気 (3)

マルヤマ　リク シマヅ　アキラ スズキ　ユウタ ササガワ　ユズキ ニシザワ　カナト モリモト　マサタカ

29

庭野　泰一 (3) 高橋　龍生 (3) 高橋　柊 (1) 岩田　倖弥 (1) 山田　柚羽 (3)

森本　雅貴 (3)

チハラ　リク サトウ　エイタ クワバラ　フウガ コマザワ　フウタ ナカムラ　トウヤ ホンボ　ゲンキ

30

丸山　璃空 (2) 嶋津　明良 (3) 鈴木　祐太 (3) 笹川　柚稀 (3) 西澤　叶斗 (1)

本保　元樹 (2)

テラシマ　ダイチ コバヤシ　キラリ ミズシナ　タツキ ホンナ　ゲンキ タケヤマ　ギンジロウ ヤダ　ナツキ

31

千原　凌空 (3) 佐藤　瑛太 (3) 桑原　楓河 (3) 駒澤　風汰 (3) 中村　透也 (2)

矢田　夏輝 (3)

ホリ　フウガ エベ　ヒカル サカイ　トモヤ ハタノ　ヤマト イワサキ　ハルト アベ　コウジ

32

寺嶋　大智 (3) 小林　煌梨 (3) 水品　龍樹 (3) 本名　玄樹 (3) 竹山　銀次郎 (3)

阿部　晃司 (3)

スズキ　ハルト キムラ　カイラ モリタ　ナチ キムラ　キョウヤ イカラシ　ハルキ イクタ　ジン

33

堀　楓河 (2) 江部　耀加主 (3) 坂井　知也 (3) 波多野　大和 (3) 岩﨑　大翔 (2)

生田　仁 (2)

ハギノ　イツキ カタオカ　シュウト オオノ　リョウマ フジタ　シュンヤ サトウ　タク イノウエ　タツキ

38

鈴木　陽登 (3) 木村　海瑛 (2) 森田　成智 (3) 木村　恭也 (1) 五十嵐　晴生 (3)

井上　達気 (3)

サトウ　ヤマト サトウ　ユタカ ホシノ　シュウ サトウ　ハルマ ホシノ　シオン ウチヤマ　イブキ

39

萩野　一輝 (3) 片岡　秀登 (3) 大野　涼真 (3) 藤田　駿矢 (3) 佐藤　拓空 (3)

内山　伊吹 (3)

ヨシダ　ユウト ササキ　リク カワカミ　レオン タカバヤシ　ヤマト ヤマダ　ヒロト カワカミ　イツキ

40

佐藤　大和 (3) 佐藤　悠宇 (3) 星野　愁 (1) 佐藤　春舞 (2) 星野　汐音 (2)

川上　樹 (3)

アキヤマ　ヒロム オオハシ　キョウタ ヤマグチ　アオイ マチダ　ミツル オオヒナタ　アユキ タナベ　コウタロウ

41

吉田　優士 (3) 佐々木　陸 (2) 川上　玲音 (1) 髙林　大和 (3) 山田　滉人 (3)

田辺　幸大朗 (3)

イシグロ　ユウダイ サイトウ　シオン イカラシ　トウヤ クマクラ　マサカズ サイトウ　タイヨウ ワタナベ　ソウ

42

秋山　広夢 (2) 大橋　京太 (3) 山口　碧天 (3) 町田　光 (3) 大日向　歩輝 (3)

渡邉　颯 (3)

キムラ　カズマ ミヤジマ　ミキト ミナガワ　カナト スズキ　コウガ タナカ　コウヨウ スガイ　タイチ

43

石黒　雄大 (3) 齋藤　侍恩 (3) 五十嵐　斗彌 (3) 熊倉　雅和 (2) 齋藤　大耀 (2)

須貝　汰一 (3)

タムラ　コウノスケ オオカワ　フウマ ヤマモト　フウタ コバヤシ　カツキ コバヤシ　ソラ カゲヤマ　カズト

44

木村　和真 (3) 宮嶋　幹人 (3) 皆川　哉翔 (2) 鈴木　紅我 (2) 田中　康遥 (2)

影山　順登 (2)

クワバラ　ダイチ ヨシカワ　コウタ コマタ　ツバサ イマイ　カイト アラ　ヨシタカ オオシマ　リク

45

田村　亘之介 (2) 大川　風磨 (3) 山本　楓太 (3) 小林　克生 (2) 小林　昊 (2)

大島　陸 (2)

ハイノ　ネオ カトウ　ショウタロウ スナヅカ　アラタ オオズ　レオ サトウ　カイト ホシノ　シオン

46

桑原　大地 (2) 吉川　晃太 (1) 古俣　翼 (3) 今井　海斗 (1) 荒　義隆 (2)

星野　汐碧 (3)

トクゼン　リュウ カザマ　タクヤ ナガイ　ユイト ホンダ　ユウマ サトウ　エイテツ タニザワ　シュウヘイ

47

灰野　寧緒 (3) 加藤　正太郎 (1) 砂塚　新汰 (3) 大図　怜央 (3) 佐藤　海音 (3)

谷澤　秀平 (3)

フナコシ　ダイスケ フジイ　カエデ タカハシ　トラ ホンマ　ユウスケ ケンモツ　アユキ タカノ　ハルト

48

德善　龍 (3) 風間　拓也 (2) 長井　結都 (2) 本田　悠真 (3) 佐藤　英哲 (3)

髙野　陽斗 (1)

ツボヤ　コウセイ ホンマ　タイラ スズキ　オウマ ワタナベ　ユウト マツヤマ　コウタ コバヤシ　アツキ

49

船越　大輔 (3) 藤井　楓 (3) 髙橋　虎 (3) 本間　悠輔 (1) 監物　歩樹 (1)

小林　篤生 (3)

50

坪谷　皓生 (3) 本間　平羅 (3) 鈴木　桜麻 (2) 渡邉　悠翔 (3) 松山　晃汰 (2)



大 会 名 第30回新潟県中学校駅伝競走大会(男子) 男子 区間別一覧表
開催日時 2020/11/6 　　12:45　start

会　  場 国営越後丘陵公園　特設コース

1 区(3.0km) 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

イカラシ　ヨウヘイ オヂヤ アベ　リョウダイ シオザワ オガワ　マナト オヂヤ スズキ　シュア ツナン ゴウ　トラハル オヂヤ ワタナベ　タク イトイガワヒガシ

1 　9.59 五十嵐　洋平 小千谷市立小千谷中学校 1 　9.46 阿部　涼大 南魚沼市立塩沢中学校 1 　9.57 小川　愛斗 小千谷市立小千谷中学校 1 　10.12 鈴木　珠愛 津南町立津南中学校 1 　10.21 郷　虎暖 小千谷市立小千谷中学校 1 　10.02 渡辺　拓 糸魚川市立糸魚川東中学校

ホサカ　コウヘイ ツナン ナカザワ　タクト ツナン ハリト　タイガ ミツケミナミ ハラ　タイキ イトイガワヒガシ ヤマザキ　クウシ コウヨウ カイ　ヤスキ サドチュウトウ

2 　10.11 保坂　航平 津南町立津南中学校 2 　9.51 中澤　拓斗 津南町立津南中学校 1 　9.57 張戸　大雅 見附市立南中学校 2 　10.14 原　泰輝 糸魚川市立糸魚川東中学校 2 　10.38 山崎　空獅 長岡市立江陽中学校 2 　10.19 甲斐　康希 県立佐渡中等教育学校

トクゼン　リュウ カメダニシ クシハシ　ユウジロウ イトイガワヒガシ ホソヤ　ジュンノスケ シオザワ ハセガワ　ヒロキ ミツケミナミ ツバタ　エイダイ ツナン ヤマギシ　ソウタ ツナン

3 　10.18 德善　龍 新潟市立亀田西中学校 3 　9.52 串橋　祐次郎 糸魚川市立糸魚川東中学校 3 　10.14 細矢　淳之介 南魚沼市立塩沢中学校 3 　10.46 長谷川　宙輝 見附市立南中学校 3 　10.42 津端　英大 津南町立津南中学校 3 　10.27 山岸　颯太 津南町立津南中学校

オカダ　ユキヤ ミョウコウコウゲン スドウ　ナユタ トオカマチミナミ ホサカ　リョウ コウヨウ サトウ　ダイキ サワタ ヨシオカ　ルア イトイガワヒガシ ミヤコシ　ヨウ アライ

4 　10.22 岡田　幸也 妙高市立妙高高原中学校 4 　10.00 須藤　那祐太 十日町市立南中学校 4 　10.24 保坂　凌宇 長岡市立江陽中学校 4 　10.51 佐藤　大起 佐渡市立佐和田中学校 4 　10.50 吉岡　瑠亜 糸魚川市立糸魚川東中学校 4 　10.33 宮腰　陽 妙高市立新井中学校

フナコシ　ダイスケ イガラシ サノ　リンタ トオカマチ カザマキ　ソウタ ツナン ゴトウ　リョウスケ ミョウコウコウゲン ミヤゾノ　ケイシ トオカマチミナミ タナベ　コウタロウ カスガ

5 　10.25 船越　大輔 新潟市立五十嵐中学校 4 　10.00 佐野　鈴太 十日町市立十日町中学校 5 　10.25 風巻　荘太 津南町立津南中学校 5 　10.52 後藤　涼祐 妙高市立妙高高原中学校 5 　10.53 宮園　京孜 十日町市立南中学校 5 　10.35 田辺　幸大朗 上越市立春日中学校

サトウ　ヤマト ヒロカミ コカイ　ソウタ カワニシ トミザワ　ハルタ ムイカマチ カワハラ　ヤマト イトイガワ イワサキ　ハルト カメダ オオタ　キョウスケ イタクラ

6 　10.26 佐藤　大和 魚沼市立広神中学校 6 　10.11 小海　颯太 十日町市立川西中学校 6 　10.26 富澤　永太 南魚沼市立六日町中学校 6 　10.53 川原　大和 糸魚川市立糸魚川中学校 6 　10.54 岩﨑　大翔 新潟市立亀田中学校 6 　10.41 太田　恭佑 上越市立板倉中学校

ミズオチ　ユウリ ハッカイ オカダ　リュウスケ ナカゴウ カブラキ　カズヒロ トオカマチ ムラタ　ヒロト オヂヤ ナカムラ　トウヤ ニイツダイイチ ササザキ　イクト オヂヤ

7 　10.26 水落　悠理 南魚沼市立八海中学校 7 　10.12 岡田　龍介 上越市立中郷中学校 7 　10.32 蕪木　一優 十日町市立十日町中学校 7 　10.56 村田　大翔 小千谷市立小千谷中学校 7 　10.55 中村　透也 新潟市立新津第一中学校 6 　10.41 笹崎　郁人 小千谷市立小千谷中学校

シバタ　トシキ ジョウホク ウメダ　ショウヘイ イトイガワ ナカガワ　ユウヒ サドチュウトウ イリタ　ジョウ トオカマチミナミ マルヤマ　ユイト ヨシダ ヨシダ　ユウヤ イシヤマ

8 　10.27 柴田　俊輝 上越市立城北中学校 8 　10.16 梅田　翔平 糸魚川市立糸魚川中学校 8 　10.36 仲川　雄飛 県立佐渡中等教育学校 8 　10.59 入田　晟 十日町市立南中学校 8 　11.01 丸山　結人 十日町市立吉田中学校 8 　10.48 吉田　優也 新潟市立石山中学校

マルヤマ　カケル ツバメ オオカワ　フウマ ナガオカニシ ムラヤマ　リュウト トオカマチミナミ タカサカ　アツト コウヨウ ハセガワ　リン イシヤマ タケヒ　ショウタ ツツミオカ

9 　10.28 丸山　翔 燕市立燕中学校 9 　10.17 大川　風磨 長岡市立西中学校 9 　10.38 村山　琉斗 十日町市立南中学校 8 　10.59 高坂　篤人 長岡市立江陽中学校 9 　11.07 長谷川　凛 新潟市立石山中学校 9 　10.49 竹樋　翔大 長岡市立堤岡中学校

トミイ　ダイ トオカマチミナミ オカダ　ヒイロ ミョウコウコウゲン スナヅカ　アラタ カガミガオキ サトウ　オトヤ ホンマル シモハタ　ゲンキ ハッカイ オオクボ　ハヤテ ミツケミナミ

10 　10.29 富井　大 十日町市立南中学校 10 　10.18 岡田　陽色 妙高市立妙高高原中学校 10 　10.42 砂塚　新汰 柏崎市立鏡が沖中学校 8 　10.59 佐藤　音弥 新発田市立本丸中学校 10 　11.09 下畑　元希 南魚沼市立八海中学校 10 　10.51 大久保　颯 見附市立南中学校

モモイ　ダン ミナミサド ハリト　レイジ ミツケミナミ アベ　ユウト ホンマル ミヤザワ　ショウノスケ ミズサワ ミヤムラ　タスク ホンマル マツオ　エイト イトイガワ

11 　10.30 桃井　檀 佐渡市立南佐渡中学校 11 　10.20 張戸　怜史 見附市立南中学校 11 　10.48 阿部　由跳 新発田市立本丸中学校 11 　11.01 宮澤　昇之介 十日町市立水沢中学校 10 　11.09 宮村　佑 新発田市立本丸中学校 11 　10.57 松尾　瑛翔 糸魚川市立糸魚川中学校

ホリ　フウガ カメダ オギヤ　タイセイ サドチュウトウ タカハシ　トラ イガラシ シブヤ　コウタ スヨシ タカイ　ソウシ イトイガワ ヒグマ　ユウダイ トオカマチ

12 　10.33 堀　楓河 新潟市立亀田中学校 12 　10.21 荻谷　泰成 県立佐渡中等教育学校 12 　10.55 髙橋　虎 新潟市立五十嵐中学校 12 　11.02 澁谷　康太 長岡市立栖吉中学校 12 　11.10 高井　奏獅 糸魚川市立糸魚川中学校 11 　10.57 樋熊　侑大 十日町市立十日町中学校

ヌノカワ　アユム ツツミオカ オオタケ　シュウ ウオヌマキタ コニシ　ジン サワタ テヅカ　リュウセイ ナカゴウ ホサカ　レイヤ カワニシ トウジョウ　ソウマ ナカゴウ

13 　10.34 布川　歩夢 長岡市立堤岡中学校 13 　10.24 大竹　柊 魚沼市立魚沼北中学校 13 　10.57 小西　仁 佐渡市立佐和田中学校 13 　11.03 手塚　琉惺 上越市立中郷中学校 12 　11.10 保坂　玲弥 十日町市立川西中学校 13 　10.58 東城　颯真 上越市立中郷中学校

オオタ　ハル ミズサワ オオイシ　ケイスケ オヂヤ ツボヤ　レオト ササキ ムラマツ　レンタロウ ジョウホク ヤマモト　イサミ カシワザキダイサン タケイ　ユウト シオザワ

14 　10.34 太田　陽 十日町市立水沢中学校 14 　10.25 大石　佳典 小千谷市立小千谷中学校 13 　10.57 坪谷　玲央斗 新発田市立佐々木中学校 14 　11.04 村松　廉汰朗 上越市立城北中学校 14 　11.11 山本　勇海 柏崎市立第三中学校 14 　10.59 武井　結大 南魚沼市立塩沢中学校

ニワノ　タイチ トオカマチナカジョウ サイトウ　ツバサ ミナミサド カワカミ　タイケイ カワニシ タカムラ　ヒロト シオザワ アラ　ヨシタカ カミヤマ ネツ　ユウマ トオカマチミナミ

15 　10.35 庭野　泰一 十日町市立中条中学校 14 　10.25 齋藤　翼 佐渡市立南佐渡中学校 15 　11.00 川上　大敬 十日町市立川西中学校 14 　11.04 髙村　優音 南魚沼市立塩沢中学校 15 　11.12 荒　義隆 新潟市立上山中学校 15 　11.05 根津　勇真 十日町市立南中学校

マツダ　ユウキ イトイガワヒガシ セキ　ショウエイ ハッカイ スカダ　コハク ミョウコウコウゲン ワタナベ　ソウト サドチュウトウ セキ　フウヤ シオザワ コマガタ　ハルキ ハッカイ

16 　10.36 松田　優光 糸魚川市立糸魚川東中学校 16 　10.30 関　照永 南魚沼市立八海中学校 16 　11.01 須賀田　虎珀 妙高市立妙高高原中学校 14 　11.04 渡邊　颯斗 県立佐渡中等教育学校 16 　11.14 関　楓弥 南魚沼市立塩沢中学校 15 　11.05 駒形　治紀 南魚沼市立八海中学校

ヨシダ　ユウト ミツケ サトウ　イズキ ムイカマチ シブキ　トム ツバメ エノモト　マサタカ ウオヌマキタ ツバタ　ライシン ミズサワ ストウ　ハヤト カワニシ

17 　10.39 吉田　優士 見附市立見附中学校 17 　10.31 佐藤　泉起 南魚沼市立六日町中学校 16 　11.01 澁木　斗夢 燕市立燕中学校 17 　11.05 榎本　雅隆 魚沼市立魚沼北中学校 17 　11.15 津畑　頼心 十日町市立水沢中学校 17 　11.07 須藤　隼斗 十日町市立川西中学校

キクチ　リョウスケ ホンマル タケウチ　シュウ アライ タカハシ　シュウ トオカマチナカジョウ オシキ　ハルト ヨシダ ナカマタ　アレン ムイカマチ オオシマ　リク カミヤマ

18 　10.41 菊地　亮輔 新発田市立本丸中学校 18 　10.32 竹内　柊羽 妙高市立新井中学校 16 　11.01 高橋　柊 十日町市立中条中学校 18 　11.09 押木　遥音 十日町市立吉田中学校 18 　11.17 中俣　亜蓮 南魚沼市立六日町中学校 18 　11.11 大島　陸 新潟市立上山中学校

ハギノ　イツキ クロサキ カスガ　ヨシユキ ヨシダ ミヤザワ　ナギ ミズサワ ハセガワ　コウト トオカマチ サイトウ　タイヨウ ムラマツサクラ ホンボ　ゲンキ ニイツダイイチ

19 　10.42 萩野　一輝 新潟市立黒埼中学校 19 　10.33 春日　喜行 十日町市立吉田中学校 19 　11.02 宮澤　凪 十日町市立水沢中学校 19 　11.10 長谷川　煌斗 十日町市立十日町中学校 19 　11.20 齋藤　大耀 五泉市立村松桜中学校 19 　11.15 本保　元樹 新潟市立新津第一中学校

ノガミ　ダイチ ヨシダ ムラマツ　ユウリ ジョウホク オオノ　リョウマ クロサキ カスガ　シンタ カワニシ セキハラ　エイキ ナカゴウ タカハシ　セイヤ ムイカマチ

20 　10.44 野上　大地 十日町市立吉田中学校 20 　10.38 村松　勇里 上越市立城北中学校 19 　11.02 大野　涼真 新潟市立黒埼中学校 20 　11.11 春日　心太 十日町市立川西中学校 20 　11.21 関原　永喜 上越市立中郷中学校 20 　11.17 髙橋　聖矢 南魚沼市立六日町中学校

ハットリ　タイキ トオカマチ シマヅ　アキラ ナガオカオオジマ アイウラ　ハヤト ナカゴウ ヤナギ　ルイ カシワザキダイサン タケヤマ　ギンジロウ ハクナン オガワ　ゲンキ トオカマチナカジョウ

21 　10.45 服部　太樹 十日町市立十日町中学校 21 　10.39 嶋津　明良 長岡市立大島中学校 21 　11.03 相浦　隼人 上越市立中郷中学校 21 　11.12 栁　琉生 柏崎市立第三中学校 21 　11.22 竹山　銀次郎 新潟市立白南中学校 20 　11.17 小川　元気 十日町市立中条中学校

ヤマダ　リュウ サドチュウトウ サトウ　ユタカ ヒロカミ ヤマグチ　ケント ミヤウラ オカダ　ヒロト アライ マツノ　ソウタ ササキ スガイ　タイチ タイナイナカジョウ

22 　10.46 山田　琉 県立佐渡中等教育学校 22 　10.42 佐藤　悠宇 魚沼市立広神中学校 21 　11.03 山口　顕人 新潟市立宮浦中学校 22 　11.14 岡田　大翔 妙高市立新井中学校 22 　11.24 松野　颯太 新発田市立佐々木中学校 20 　11.17 須貝　汰一 胎内市立中条中学校

マルヤマ　リク ナガオカオオジマ ソウマ　コハク ホンマル ヒグチ　カンキ イトイガワヒガシ キムラ　キョウヤ ムラカミダイイチ スズキ　ハルト アライ ヤダ　ナツキ ハクナン

23 　10.46 丸山　璃空 長岡市立大島中学校 22 　10.42 相馬　瑚舶 新発田市立本丸中学校 23 　11.06 樋口　栞希 糸魚川市立糸魚川東中学校 22 　11.14 木村　恭也 村上市立村上第一中学校 23 　11.25 鈴木　陽翔 妙高市立新井中学校 20 　11.17 矢田　夏輝 新潟市立白南中学校

キムラ　カズマ タイナイナカジョウ アキバ　ナオ サワタ ハナミズ　ジュンセイ イトイガワ ナカノ　ユウキ ササキ ユモト　ユウト ウオヌマキタ ワタナベ　シドウ サワタ

24 　10.48 木村　和真 胎内市立中条中学校 24 　10.43 秋場　夏陽 佐渡市立佐和田中学校 23 　11.06 花水　潤聖 糸魚川市立糸魚川中学校 22 　11.14 中野　有貴 新発田市立佐々木中学校 24 　11.26 湯本　悠仁 魚沼市立魚沼北中学校 24 　11.18 渡邊　志道 佐渡市立佐和田中学校

タブセ　ナツメ ミツケミナミ イワサキ　アオイ イシヤマ ナカノ　ソウタ イシヤマ オオダイラ　ユウマ ムイカマチ イカラシ　ハルキ ムラカミダイイチ コンドウ　アオイ ホンマル

25 　10.51 田伏　夏芽 見附市立南中学校 25 　10.47 岩﨑　蒼 新潟市立石山中学校 25 　11.07 中野　奏太 新潟市立石山中学校 25 　11.15 大平　優真 南魚沼市立六日町中学校 25 　11.27 五十嵐　晴生 村上市立村上第一中学校 25 　11.19 近藤　蒼 新発田市立本丸中学校



大 会 名 第30回新潟県中学校駅伝競走大会(男子) 男子 区間別一覧表
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会　  場 国営越後丘陵公園　特設コース

1 区(3.0km) 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

タムラ　タイキ スヨシ ササキ　リク ミツケ スギヤ　ユウヒ カシワザキダイサン イグチ　ハヤタ ツツミオカ ワタナベ　ナツキ ミヤウラ ホシノ　シオン カガミガオキ

26 　10.57 田村　太幹 長岡市立栖吉中学校 26 　10.52 佐々木　陸 見附市立見附中学校 26 　11.09 杉谷　祐陽 柏崎市立第三中学校 26 　11.18 井口　隼汰 長岡市立堤岡中学校 25 　11.27 渡邊　夏記 新潟市立宮浦中学校 26 　11.20 星野　汐碧 柏崎市立鏡が沖中学校

テラシマ　ダイチ ハクナン エベ　ヒカル カメダ ワタナベ　レオ ウオヌマキタ ナカガワ　ユウ ジョウトウ ナカガワ　シュウ サワタ マルヤマ　レント ツバメ

27 　10.58 寺嶋　大智 新潟市立白南中学校 27 　10.53 江部　耀加主 新潟市立亀田中学校 27 　11.12 渡辺　麗凰 魚沼市立魚沼北中学校 27 　11.19 中川　結生 上越市立城東中学校 27 　11.28 中川　秀 佐渡市立佐和田中学校 26 　11.20 丸山　蓮斗 燕市立燕中学校

アオキ　ヒトシ イシヤマ カタオカ　シュウト クロサキ ニシヅカ　ショウタ スヨシ クマクラ　マサカズ ムラマツサクラ ハトリ　フウイチロウ トオカマチ サノキ　シン カシワザキダイサン

28 　10.59 青木　仁志 新潟市立石山中学校 28 　10.55 片岡　秀登 新潟市立黒埼中学校 27 　11.12 西塚　祥太 長岡市立栖吉中学校 28 　11.20 熊倉　雅和 五泉市立村松桜中学校 28 　11.29 羽鳥　楓一朗 十日町市立十日町中学校 28 　11.22 佐ノ木　紳 柏崎市立第三中学校

エンドウ　レンシ サワタ ウエキ　ユウタ ツツミオカ スズキ　オウマ トヤノ オオズ　レオ カガミガオキ サトウ　ユウキ ツツミオカ モリモト　マサタカ ナガオカオオジマ

29 　10.59 遠藤　廉士 佐渡市立佐和田中学校 29 　10.56 植木　悠太 長岡市立堤岡中学校 29 　11.13 鈴木　桜麻 新潟市立鳥屋野中学校 29 　11.21 大図　怜央 柏崎市立鏡が沖中学校 29 　11.30 佐藤　佑樹 長岡市立堤岡中学校 29 　11.23 森本　雅貴 長岡市立大島中学校

アナザワ　ナギト ウオヌマキタ コバヤシ　キラリ ハクナン ヨシハラ　アユム イタクラ アラサワ　フクタ ツバメ サトウ　エイテツ カメダニシ ホシ　ユウマ ウオヌマキタ

30 　11.00 穴沢　凪人 魚沼市立魚沼北中学校 30 　10.58 小林　煌梨 新潟市立白南中学校 30 　11.14 吉原　歩 上越市立板倉中学校 30 　11.23 荒澤　福太 燕市立燕中学校 30 　11.31 佐藤　英哲 新潟市立亀田西中学校 30 　11.24 星　優真 魚沼市立魚沼北中学校

オギタニ　アキラ ナカゴウ ウエキ　ダイゴ ジョウトウ ヒロタ　ユウヘイ ハッカイ ササガワ　ユズキ ナガオカオオジマ コイデ　フウガ ジョウトウ オオノ　カナト ヨシダ

31 　11.00 荻谷　旭 上越市立中郷中学校 31 　10.59 植木　大悟 上越市立城東中学校 30 　11.14 廣田　悠平 南魚沼市立八海中学校 30 　11.23 笹川　柚稀 長岡市立大島中学校 31 　11.33 小出　風芽 上越市立城東中学校 30 　11.24 大野　叶翔 十日町市立吉田中学校

オオミヤ　カイト アライ エンドウ　ナツキ カシワザキダイサン サトウ　ゴリン ヨシダ イソベ　ヒナタ ミナミサド ニシザワ　カナト ナガオカオオジマ カワカミ　イツキ ミツケ

32 　11.02 大宮　魁和 妙高市立新井中学校 32 　11.00 遠藤　夏輝 柏崎市立第三中学校 32 　11.16 佐藤　五輪 十日町市立吉田中学校 30 　11.23 磯部　陽向 佐渡市立南佐渡中学校 32 　11.34 西澤　叶斗 長岡市立大島中学校 30 　11.24 川上　樹 見附市立見附中学校

タムラ　コウノスケ ナガオカニシ オガワ　ルイ スヨシ ミズシナ　タツキ ハクナン イワタ　コウヤ トオカマチナカジョウ カサイ　ダイスケ ミナミサド サトウ　リンタロウ スヨシ

33 　11.03 田村　亘之介 長岡市立西中学校 32 　11.00 小川　塁 長岡市立栖吉中学校 32 　11.16 水品　龍樹 新潟市立白南中学校 33 　11.30 岩田　倖弥 十日町市立中条中学校 32 　11.34 笠井　大介 佐渡市立南佐渡中学校 33 　11.28 佐藤　凜太朗 長岡市立栖吉中学校

アキヤマ　ヒロム カスガ コノマ　ヒサアキ ミヤウラ ナカノ　タイチ ミナミサド フジタ　シュンヤ クロサキ ホシノ　カナト ツバメ イクタ　ジン ムラカミダイイチ

34 　11.03 秋山　広夢 上越市立春日中学校 34 　11.02 古野間　久明 新潟市立宮浦中学校 34 　11.17 中野　太智 佐渡市立南佐渡中学校 34 　11.35 藤田　駿矢 新潟市立黒埼中学校 34 　11.39 星野　奏人 燕市立燕中学校 34 　11.30 生田　仁 村上市立村上第一中学校

サカイ　マサキ ササキ タカハシ　リュウセイ トオカマチナカジョウ クワバラ　フウガ ニイツダイイチ アイザ　ケイト イシヤマ ババ　シンペイ ミョウコウコウゲン アベ　コウジ カメダ

35 　11.04 坂井　雅喜 新発田市立佐々木中学校 35 　11.03 高橋　龍生 十日町市立中条中学校 34 　11.17 桑原　楓河 新潟市立新津第一中学校 35 　11.36 相座　圭登 新潟市立石山中学校 35 　11.40 馬場　慎平 妙高市立妙高高原中学校 34 　11.30 阿部　晃司 新潟市立亀田中学校

イシグロ　ユウダイ ムラマツサクラ ヨシダ　ショウタ ササキ カワカミ　レオン ミツケ ワタナベ　ユウト トヤノ アンドウ　キヨマサ ミツケミナミ カゲヤマ　カズト ナガオカニシ

36 　11.05 石黒　雄大 五泉市立村松桜中学校 35 　11.03 吉田　祥太 新発田市立佐々木中学校 36 　11.18 川上　玲音 見附市立見附中学校 36 　11.37 渡邉　悠翔 新潟市立鳥屋野中学校 35 　11.40 安藤　聖将 見附市立南中学校 36 　11.32 影山　順登 長岡市立西中学校

ヨシダ　ケイ ミヤウラ オザカ　イクト コウヨウ セキハラ　カツミ ジョウホク キリュウ　ルシン ハッカイ オダ　ショウマ サドチュウトウ タカノ　ハルト イガラシ

37 　11.05 吉田　恵 新潟市立宮浦中学校 37 　11.04 尾坂　郁翔 長岡市立江陽中学校 37 　11.19 関原　克 上越市立城北中学校 37 　11.38 桐生　瑠心 南魚沼市立八海中学校 35 　11.40 織田　翔真 県立佐渡中等教育学校 37 　11.33 髙野　陽斗 新潟市立五十嵐中学校

チハラ　リク ニイツダイイチ オオハシ　キョウタ カスガ モリタ　ナチ ムラカミダイイチ ホンダ　テッペイ ミヤウラ タナカ　コウヨウ タイナイナカジョウ ノモト　カイト ササキ

38 　11.07 千原　凌空 新潟市立新津第一中学校 38 　11.07 大橋　京太 上越市立春日中学校 38 　11.23 森田　成智 村上市立村上第一中学校 37 　11.38 本田　哲平 新潟市立宮浦中学校 35 　11.40 田中　康遥 胎内市立中条中学校 38 　11.34 野本　快斗 新発田市立佐々木中学校

マツシタ　ジン イトイガワ ヒグチ　コタロウ ミズサワ ウエグリ　コウキ ツツミオカ マチダ　ミツル カスガ シモトリ　レンタ イタクラ フジサワ　ハルト コウヨウ

39 　11.08 松下　迅 糸魚川市立糸魚川中学校 38 　11.07 樋口　虎多朗 十日町市立水沢中学校 39 　11.25 殖栗　洸希 長岡市立堤岡中学校 39 　11.39 町田　光 上越市立春日中学校 39 　11.43 下鳥　漣大 上越市立板倉中学校 39 　11.38 藤澤　陽人 長岡市立江陽中学校

カサオ　リョウ ジョウトウ キムラ　カイラ ムラカミダイイチ カトウ　ヒロト ジョウトウ サトウ　ハルマ ヒロカミ ホシノ　シオン ヒロカミ ホカリ　ツキト ミヤウラ

40 　11.10 笠尾　梁 上越市立城東中学校 40 　11.10 木村　海瑛 村上市立村上第一中学校 40 　11.28 加藤　滉人 上越市立城東中学校 39 　11.39 佐藤　春舞 魚沼市立広神中学校 40 　11.45 星野　汐音 魚沼市立広神中学校 39 　11.38 帆刈　月斗 新潟市立宮浦中学校

ヤシロ　ダイキ カシワザキダイサン フルカワ　セイヤ イタクラ イカラシ　トウヤ ムラマツサクラ コマザワ　フウタ ニイツダイイチ サトウ　カイト カガミガオキ ワタナベ　ソウ ムラマツサクラ

41 　11.11 矢代　大貴 柏崎市立第三中学校 41 　11.12 古川　聖也 上越市立板倉中学校 40 　11.28 五十嵐　斗彌 五泉市立村松桜中学校 41 　11.40 駒澤　風汰 新潟市立新津第一中学校 41 　11.51 佐藤　海音 柏崎市立鏡が沖中学校 41 　11.39 渡邉　颯 五泉市立村松桜中学校

オグロ　ケイ コウヨウ フジイ　カエデ イガラシ ミナガワ　カナト タイナイナカジョウ コバヤシ　カツキ ナガオカニシ ヤマダ　ユズハ トオカマチナカジョウ エグチ　コオマ ジョウトウ

42 　11.12 小黒　慧 長岡市立江陽中学校 42 　11.15 藤井　楓 新潟市立五十嵐中学校 42 　11.29 皆川　哉翔 胎内市立中条中学校 42 　11.43 小林　克生 長岡市立西中学校 42 　11.52 山田　柚羽 十日町市立中条中学校 42 　11.40 江口　功真 上越市立城東中学校

フルカワ　タケル イタクラ サトウ　エイタ ニイツダイイチ サカイ　トモヤ カメダ ホンナ　ゲンキ ハクナン オオタ　ヒデトシ ジョウホク カザマ　ヨウタ ミナミサド

43 　11.16 古川　丈留 上越市立板倉中学校 43 　11.17 佐藤　瑛太 新潟市立新津第一中学校 43 　11.34 坂井　知也 新潟市立亀田中学校 43 　11.45 本名　玄樹 新潟市立白南中学校 43 　11.56 太田　俊利 上越市立城北中学校 43 　11.41 風間　陽太 佐渡市立南佐渡中学校

アラカワ　ヒナタ シオザワ オヤナギ　リン ツバメ コマタ　ツバサ カミヤマ イナガキ　ミツキ イタクラ ヤマダ　ヒロト ミツケ ゴトウ　セナ ジョウホク

44 　11.18 荒川　陽太 南魚沼市立塩沢中学校 44 　11.27 小柳　凛 燕市立燕中学校 44 　11.36 古俣　翼 新潟市立上山中学校 44 　11.52 稲垣　光希 上越市立板倉中学校 44 　12.03 山田　滉人 見附市立見附中学校 44 　11.43 後藤　聖生 上越市立城北中学校

クワバラ　ダイチ カミヤマ ホンマ　タイラ トヤノ カツヤマ　ハルト アライ スズキ　コウガ タイナイナカジョウ イタミ　ユウ スヨシ イノウエ　タツキ クロサキ

45 　11.20 桑原　大地 新潟市立上山中学校 45 　11.39 本間　平羅 新潟市立鳥屋野中学校 45 　11.42 勝山　遥斗 妙高市立新井中学校 45 　11.58 鈴木　紅我 胎内市立中条中学校 45 　12.15 伊丹　悠 長岡市立栖吉中学校 45 　11.44 井上　達気 新潟市立黒埼中学校

スズキ　ハルト ムラカミダイイチ カザマ　タクヤ カメダニシ スズキ　ユウタ ナガオカオオジマ イマイ　カイト カミヤマ オオヒナタ　アユキ カスガ コマムラ　ハヤト ミョウコウコウゲン

46 　11.32 鈴木　陽登 村上市立村上第一中学校 46 　11.48 風間　拓也 新潟市立亀田西中学校 46 　11.43 鈴木　祐太 長岡市立大島中学校 46 　11.59 今井　海斗 新潟市立上山中学校 46 　12.17 大日向　歩輝 上越市立春日中学校 46 　11.52 駒村　隼 妙高市立妙高高原中学校

マルヤマ　イブキ カワニシ カトウ　ショウタロウ カガミガオキ ヤマモト　フウタ ナガオカニシ タカバヤシ　ヤマト ミツケ マツヤマ　コウタ トヤノ タニザワ　シュウヘイ カメダニシ

47 　11.39 丸山　息吹 十日町市立川西中学校 47 　11.50 加藤　正太郎 柏崎市立鏡が沖中学校 47 　11.50 山本　楓太 長岡市立西中学校 47 　12.12 髙林　大和 見附市立見附中学校 47 　12.18 松山　晃汰 新潟市立鳥屋野中学校 47 　11.58 谷澤　秀平 新潟市立亀田西中学校

ヒラガ　ルト ムイカマチ ミヤジマ　ミキト タイナイナカジョウ ホシノ　シュウ ヒロカミ ホンダ　ユウマ カメダニシ サトウ　タク クロサキ ウチヤマ　イブキ ヒロカミ

48 　11.41 平賀　琉斗 南魚沼市立六日町中学校 47 　11.50 宮嶋　幹人 胎内市立中条中学校 48 　11.51 星野　愁 魚沼市立広神中学校 48 　12.19 本田　悠真 新潟市立亀田西中学校 48 　12.24 佐藤　拓空 新潟市立黒埼中学校 48 　12.00 内山　伊吹 魚沼市立広神中学校

ハイノ　ネオ カガミガオキ ヨシカワ　コウタ カミヤマ ナガイ　ユイト カメダニシ ハタノ　ヤマト カメダ コバヤシ　ソラ ナガオカニシ ウメザキ　カイリ ミズサワ

49 　12.23 灰野　寧緒 柏崎市立鏡が沖中学校 49 　11.54 吉川　晃太 新潟市立上山中学校 49 　12.12 長井　結都 新潟市立亀田西中学校 49 　12.28 波多野　大和 新潟市立亀田中学校 49 　12.43 小林　昊 長岡市立西中学校 49 　12.18 梅嵜　凱吏 十日町市立水沢中学校

ツボヤ　コウセイ トヤノ サイトウ　シオン ムラマツサクラ ヤマグチ　アオイ カスガ ホンマ　ユウスケ イガラシ ケンモツ　アユキ イガラシ コバヤシ　アツキ トヤノ

50 　14.27 坪谷　皓生 新潟市立鳥屋野中学校 50 　12.05 齋藤　侍恩 五泉市立村松桜中学校 50 　12.15 山口　碧天 上越市立春日中学校 50 　12.43 本間　悠輔 新潟市立五十嵐中学校 50 　14.57 監物　歩樹 新潟市立五十嵐中学校 50 　12.25 小林　篤生 新潟市立鳥屋野中学校



第30回新潟県中学校駅伝競走大会(女子) 女子総合結果
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国営越後丘陵公園　特設コース

順位 チーム名
トオカマチ

十日町市立十日町中学校（21）

　46.02 　11.44 6 　19.11 2 　26.50 2 　34.32 2 　46.02 1

　11.44 6 　7.27 1 　7.39 2 　7.42 4 　11.30 1

トオカマチミナミ

十日町市立南中学校（22）

　46.28 　11.32 2 　19.10 1 　26.48 1 　34.23 1 　46.28 2

　11.32 2 　7.38 2 　7.38 1 　7.35 2 　12.05 6

ツナン

津南町立津南中学校（23）

　46.51 　12.01 12 　19.51 7 　27.32 5 　35.05 3 　46.51 3

　12.01 12 　7.50 6 　7.41 3 　7.33 1 　11.46 3

ミョウコウコウゲン

妙高市立妙高高原中学校（1）

　47.03 　11.41 4 　19.29 3 　27.28 4 　35.08 4 　47.03 4

　11.41 4 　7.48 4 　7.59 5 　7.40 3 　11.55 5

カメダ

新潟市立亀田中学校（71）

　47.55 　11.57 9 　19.39 5 　27.57 6 　36.10 6 　47.55 5

　11.57 9 　7.42 3 　8.18 11 　8.13 6 　11.45 2

シオザワ

南魚沼市立塩沢中学校（24）

　48.09 　11.48 8 　19.38 4 　27.20 3 　35.51 5 　48.09 6

　11.48 8 　7.50 6 　7.42 4 　8.31 17 　12.18 11

オヂヤ

小千谷市立小千谷中学校（25）

　48.56 　12.08 13 　20.26 12 　28.52 13 　37.07 10 　48.56 7

　12.08 13 　8.18 19 　8.26 17 　8.15 8 　11.49 4

トオカマチナカジョウ

十日町市立中条中学校（26）

　49.02 　11.30 1 　19.44 6 　28.15 9 　36.40 8 　49.02 8

　11.30 1 　8.14 14 　8.31 21 　8.25 13 　12.22 13

ニイツダイニ

新潟市立新津第二中学校（72）

　49.07 　11.47 7 　19.52 8 　28.01 7 　36.52 9 　49.07 9

　11.47 7 　8.05 10 　8.09 7 　8.51 30 　12.15 10

カシワザキダイサン

柏崎市立第三中学校（2）

　49.22 　12.14 15 　20.05 10 　28.08 8 　36.36 7 　49.22 10

　12.14 15 　7.51 8 　8.03 6 　8.28 14 　12.46 25

ホリノウチ

魚沼市立堀之内中学校（29）

　49.45 　12.20 19 　20.37 14 　28.51 12 　37.11 11 　49.45 11

　12.20 19 　8.17 18 　8.14 10 　8.20 12 　12.34 18

サドチュウトウ

県立佐渡中等教育学校（52）

　49.48 　12.01 11 　20.38 16 　29.01 15 　37.19 12 　49.48 12

　12.01 11 　8.37 39 　8.23 16 　8.18 9 　12.29 16

ミヤウラ

新潟市立宮浦中学校（73）

　49.55 　12.22 20 　20.54 22 　29.07 16 　37.20 13 　49.55 13

　12.22 20 　8.32 34 　8.13 9 　8.13 6 　12.35 19

ヒガシオヂヤ

小千谷市立東小千谷中学校（32）

　50.00 　12.18 18 　20.37 15 　29.15 18 　37.34 15 　50.00 14

　12.18 18 　8.19 20 　8.38 25 　8.19 10 　12.26 15

ナガオカオオジマ

長岡市立大島中学校（30）

　50.12 　12.49 31 　20.52 21 　29.10 17 　37.21 14 　50.12 15

　12.49 31 　8.03 9 　8.18 11 　8.11 5 　12.51 30

イトイガワヒガシ

糸魚川市立糸魚川東中学校（5）

　50.13 　12.25 21 　20.14 11 　28.59 14 　37.49 17 　50.13 16

　12.25 21 　7.49 5 　8.45 30 　8.50 29 　12.24 14

ツツミオカ

長岡市立堤岡中学校（28）

　50.17 　12.43 28 　20.58 23 　29.16 19 　37.35 16 　50.17 17

　12.43 28 　8.15 15 　8.18 11 　8.19 10 　12.42 21

ミツケ

見附市立見附中学校（31）

　50.36 　12.00 10 　20.36 13 　28.48 10 　37.55 18 　50.36 18

　12.00 10 　8.36 37 　8.12 8 　9.07 38 　12.41 20

ミナミサド

佐渡市立南佐渡中学校（51）

　50.39 　12.15 16 　20.39 17 　29.17 20 　37.56 19 　50.39 19

　12.15 16 　8.24 25 　8.38 25 　8.39 21 　12.43 22

トウホク

長岡市立東北中学校（27）

　50.49 　11.41 5 　20.01 9 　28.50 11 　38.42 24 　50.49 20

　11.41 5 　8.20 21 　8.49 35 　9.52 50 　12.07 7

マツノヤマガクエン

十日町市立まつのやま学園（33）

　51.01 　12.38 26 　20.59 24 　29.20 21 　38.07 20 　51.01 21

　12.38 26 　8.21 22 　8.21 14 　8.47 26 　12.54 31

ジョウホク

上越市立城北中学校（4）

　51.09 　12.32 22 　21.04 27 　29.30 22 　38.10 21 　51.09 22

　12.32 22 　8.32 34 　8.26 17 　8.40 22 　12.59 32

ジョウセイ

上越市立城西中学校（3）

　51.18 　12.42 27 　21.24 35 　30.03 30 　39.10 38 　51.18 23

　12.42 27 　8.42 41 　8.39 27 　9.07 38 　12.08 8

ヒロカミ

魚沼市立広神中学校（36）

　51.20 　12.36 24 　20.48 19 　29.53 28 　38.35 22 　51.20 24

　12.36 24 　8.12 13 　9.05 43 　8.42 23 　12.45 24

ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

上越教育大学附属中学校（6）

　51.24 　13.00 36 　21.30 37 　30.24 37 　39.06 36 　51.24 25

　13.00 36 　8.30 30 　8.54 38 　8.42 23 　12.18 11

アベ　ホノカ タカハシ　ミソラ ホンマ　ハルナ マサノ　チナツ ヤマダ　スズナ

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

カスガ　ミスズ カスガ　アヤネ オオツカ　アヤセ コバヤシ　カノ ムラヤマ　アズミ

1

阿部　和夏 (2) 髙橋　美空 (2) 本間　遥菜 (3) 正野　千夏 (3) 山田　寿々菜 (3)

クボタ　ミユ スズキ　ミウ ヒグチ　ハナ クワハラ　ユナ ナカジマ　アン

2

春日　未鈴 (1) 春日　彩音 (3) 大塚　彩世 (2) 小林　華乃 (3) 村山　愛純美 (3)

エイタカ　コトハ オカダ　ナナミ ミヤシタ　ミユキ オカダ　クレア オカダ　マリア

3

久保田　美有 (1) 鈴木　未羽 (3) 樋口　はな (1) 桑原　由奈 (2) 中島　杏 (3)

テラキ　ミノリ ヒロサワ　コハナ タカヤマ　カホ ウジタ　ユア ゴトウ　ナオコ

4

永髙　こと葉 (2) 岡田　七海 (1) 宮下　美幸 (3) 岡田　紅愛 (3) 岡田　由愛 (3)

ワタナベ　アンナ ハラザワ　ミハル ハラダ　コナツ ヒラガ　コハル ワタナベ　ユウナ

5

寺木　みのり (3) 廣澤　胡花 (3) 高山　花帆 (2) 氏田　ゆあ (1) 後藤　尚子 (2)

ニワノ　ヨウコ ゴウ　ユイ クボタ　ミナミ ナカノ　ミカ ワタナベ　コトハ

6

渡邉　杏菜 (2) 原澤　実暖 (2) 原田　來夏 (1) 平賀　こはる (3) 渡邉　佑菜 (2)

ヤマギシ　ヒロノ イザワ　ココナ コダマ　リム ウエノ　カノン ミズオチ　ニコ

7

庭野　陽子 (1) 郷　佑衣 (1) 窪田　みなみ (3) 中野　美香 (1) 渡邉　琴葉 (3)

サトウ　ナナカ カワサキ　ユヅキ オオキ　サホ イワサキ　アヤネ イシクラ　ミユウ

8

山岸　野乃 (2) 井沢　心々凪 (1) 児玉　莉夢 (1) 上野　花音 (3) 水落　日子 (3)

カワノ　アユリ ヤマダ　メイ カワノ　リオ コンドウ　ヒヨリ ミヤシタ　マオ

9

佐藤　菜々香 (2) 川崎　悠月 (2) 大木　咲穂 (1) 岩﨑　郁音 (3) 石倉　心結 (3)

ミズオチ　ユメ カシワギ　ハルナ オオクボ　ララア タキザワ　シキ アサイ　ユウナ

10

川野　歩莉 (3) 山田　芽依 (2) 川野　莉央 (1) 近藤　ひより (1) 宮下　真央 (1)

ホンマ　キラリ イノウエ　ナナ タカヤマ　ミク ウメモト　ココロ カワカミ　チサト

11

水落　結愛 (3) 柏木　葉月 (2) 大久保　ららあ (2) 瀧澤　史妃 (3) 浅井　友那 (2)

ヤマザキ　マシロ ヤナギ　ハルカ ワカツキ　リノ ツノ　ミユウ コマムラ　サユリ

12

本間　光 (3) 井上　菜々 (3) 髙山　真來 (2) 梅本　こころ (2) 川上　千怜 (3)

コジマ　ヒカル イカラシ　リオ サトウ　ホノカ ニシワキ　ノノハ イシガミ　スズ

13

山崎　茉白 (2) 柳　春花 (2) 若月　梨乃 (2) 津野　心結 (1) 駒村　紗由里 (1)

クワバラ　ナコ ワダ　ユズキ カサハラ　メイ キヨヅカ　ナツミ スミヤ　ミノリ

14

小島　ひかる (2) 五十嵐　梨音 (1) 佐藤　穂乃花 (2) 西脇　希絆 (1) 石上　すず (3)

ハラ　セリナ オガワ　サナ カトウ　コナツ カトウ　コハル マツダ　ミナ

15

桑原　奈瑚 (1) 和田　柚希 (3) 笠原　芽依 (3) 清塚　奈津美 (3) 角屋　実莉 (2)

ヤマダ　ユウカ ヤマギシ　ミク カキクラ　ナナン ワタナベ　アオイ ニイダ　ミサキ

16

原　惺里奈 (1) 小川　沙奈 (2) 加藤　小夏 (3) 加藤　小春 (1) 松田　珠奈 (2)

ミナガワ　スズコ オンダ　マナミ ワタナベ　ナナコ タケイシ　マナ ナカジマ　リナ

17

山田　優花 (2) 山岸　未空 (2) 柿倉　七南 (2) 渡辺　葵 (3) 新飯田　実咲 (3)

ヒガシノ　ミオ ヒガシノ　メミ ホンマ　ヒヨリ ナカムラ　アイキ アキバ　ミオ

18

皆川　寿々子 (3) 恩田　真心 (1) 渡邊　菜々子 (3) 竹石　愛 (3) 中島　莉奈 (2)

コンドウ　ユイ サクマ　シュカ ノグチ　コトミ ゴトウ　ハルカ スズキ　マコ

19

東野　海和 (1) 東野　芽海 (3) 本間　日和 (3) 中村　愛希 (2) 秋場　心桜 (2)

フクハラ　ユウカ タカハシ　ルナ ナガサワ　カナ オノヅカ　ココミ ホサカ　フウカ

20

近藤　結衣 (3) 佐久間　朱花 (2) 野口　琴美 (3) 後藤　遥 (3) 鈴木　まこ (3)

シマダ　ホノカ カトウ　シズナ フジサワ　リオ マツイ　メイ マル　ミヒロ

21

福原　優香 (1) 髙橋　瑠那 (3) 長澤　佳奈 (3) 小野塚　心美 (3) 保坂　風花 (2)

トチザワ　ユリ テヅカ　リリア キシダ　ハルカ シミズ　カナ フジタ　リサ

22

嶋田　ほのか (2) 加藤　静奈 (3) 藤澤　莉緒 (2) 松井　芽生 (1) 丸　心優 (2)

オバタ　リコ ヤマノウチ　カンナ サカモト　ココロ ヤマノウチ　セナ サトウ　ヒナコ

23

栃澤　優里 (2) 手塚　りりあ (1) 岸田　悠花 (1) 清水　香那 (2) 藤田　里彩 (1)

ミカミ　コハル マルタ　アカリ ナカムラ　ワカナ ヤマザキ　サエ ヤマダ　ミキ

24

小幡　莉子 (1) 山之内　柑奈 (1) 坂本　こころ (1) 山之内　聖奈 (2) 佐藤　日向子 (2)

25

三上　心晴 (3) 丸田　あかり (3) 中村　若菜 (1) 山崎　紗英 (3) 山田　美輝 (2)



第30回新潟県中学校駅伝競走大会(女子) 女子総合結果
2020/11/6 　　11:15　start
国営越後丘陵公園　特設コース

順位 チーム名 1区(3.0km) 2区(2.0km) 3区(2.0km) 4区(2.0km) 5区(3.0km)
コバリ

新潟市立小針中学校（76）

　51.43 　13.03 38 　21.18 33 　29.53 27 　38.41 23 　51.43 26

　13.03 38 　8.15 15 　8.35 22 　8.48 27 　13.02 38

カガミガオキ

柏崎市立鏡が沖中学校（9）

　51.44 　13.01 37 　21.47 42 　30.23 35 　38.54 30 　51.44 27

　13.01 37 　8.46 45 　8.36 23 　8.31 17 　12.50 29

アライ

妙高市立新井中学校（7）

　51.46 　12.09 14 　20.51 20 　30.10 32 　39.03 33 　51.46 28

　12.09 14 　8.42 41 　9.19 45 　8.53 32 　12.43 22

カミヤマ

新潟市立上山中学校（75）

　51.51 　12.59 35 　21.15 30 　30.16 34 　39.05 35 　51.51 29

　12.59 35 　8.16 17 　9.01 41 　8.49 28 　12.46 25

ウラガワラ

上越市立浦川原中学校（8）

　51.54 　12.37 25 　20.59 25 　29.35 23 　38.53 29 　51.54 30

　12.37 25 　8.22 23 　8.36 23 　9.18 43 　13.01 36

シウンジ

新発田市立紫雲寺中学校（56）

　51.58 　13.04 39 　21.14 29 　29.36 24 　38.43 25 　51.58 31

　13.04 39 　8.10 12 　8.22 15 　9.07 38 　13.15 41

ムイカマチ

南魚沼市立六日町中学校（40）

　52.05 　13.28 47 　21.59 45 　30.27 39 　39.04 34 　52.05 32

　13.28 47 　8.31 32 　8.28 19 　8.37 20 　13.01 36

カワニシ

十日町市立川西中学校（35）

　52.09 　13.12 44 　21.43 40 　30.28 40 　39.23 40 　52.09 33

　13.12 44 　8.31 32 　8.45 30 　8.55 33 　12.46 25

ナガオカヒガシ

長岡市立東中学校（38）

　52.13 　12.49 32 　21.13 28 　29.52 26 　39.08 37 　52.13 34

　12.49 32 　8.24 25 　8.39 27 　9.16 42 　13.05 39

サンジョウダイシ

三条市立第四中学校（34）

　52.24 　13.06 40 　21.47 43 　31.15 48 　40.10 43 　52.24 35

　13.06 40 　8.41 40 　9.28 48 　8.55 33 　12.14 9

カメダニシ

新潟市立亀田西中学校（77）

　52.25 　11.40 3 　21.00 26 　30.08 31 　39.12 39 　52.25 36

　11.40 3 　9.20 48 　9.08 44 　9.04 36 　13.13 40

ヨシダ

十日町市立吉田中学校（37）

　52.26 　12.17 17 　20.47 18 　30.15 33 　39.26 41 　52.26 37

　12.17 17 　8.30 30 　9.28 48 　9.11 41 　13.00 34

サワタ

佐渡市立佐和田中学校（55）

　52.32 　13.08 42 　21.36 38 　30.24 36 　38.52 28 　52.32 38

　13.08 42 　8.28 29 　8.48 33 　8.28 14 　13.40 45

ソノキ

新潟市立曽野木中学校（80）

　52.38 　13.19 46 　21.46 41 　30.33 41 　39.02 32 　52.38 39

　13.19 46 　8.27 28 　8.47 32 　8.29 16 　13.36 44

ホンマル

新発田市立本丸中学校（54）

　52.43 　13.36 48 　22.12 47 　31.06 46 　39.57 42 　52.43 40

　13.36 48 　8.36 37 　8.54 38 　8.51 30 　12.46 25

アサヒオカ

長岡市立旭岡中学校（41）

　52.52 　13.14 45 　21.56 44 　30.48 43 　40.21 46 　52.52 41

　13.14 45 　8.42 41 　8.52 36 　9.33 47 　12.31 17

ゴセンキタ

五泉市立五泉北中学校（53）

　52.58 　12.51 33 　21.17 32 　29.46 25 　38.48 27 　52.58 42

　12.51 33 　8.26 27 　8.29 20 　9.02 35 　14.10 48

クズツカ

新潟市立葛塚中学校（74）

　53.02 　13.10 43 　21.16 31 　29.59 29 　38.45 26 　53.02 43

　13.10 43 　8.06 11 　8.43 29 　8.46 25 　14.17 49

ムラマツサクラ

五泉市立村松桜中学校（57）

　53.05 　12.45 29 　21.37 39 　30.25 38 　38.59 31 　53.05 44

　12.45 29 　8.52 47 　8.48 33 　8.34 19 　14.06 47

サルハシ

新発田市立猿橋中学校（58）

　53.20 　13.56 50 　22.19 48 　31.14 47 　40.20 45 　53.20 45

　13.56 50 　8.23 24 　8.55 40 　9.06 37 　13.00 34

ニイツダイゴ

新潟市立新津第五中学校（78）

　53.29 　12.55 34 　21.28 36 　30.53 44 　40.30 48 　53.29 46

　12.55 34 　8.33 36 　9.25 46 　9.37 49 　12.59 32

ツバメ

燕市立燕中学校（39）

　53.35 　12.35 23 　21.20 34 　30.46 42 　40.11 44 　53.35 47

　12.35 23 　8.45 44 　9.26 47 　9.25 44 　13.24 43

コウナン

長岡市立岡南中学校（91）

　53.48 　12.48 30 　22.08 46 　31.00 45 　40.29 47 　53.48 48

　12.48 30 　9.20 48 　8.52 36 　9.29 46 　13.19 42

セキヤ

新潟市立関屋中学校（79）

　54.50 　13.38 49 　22.29 49 　31.33 49 　41.06 49 　54.50 49

　13.38 49 　8.51 46 　9.04 42 　9.33 47 　13.44 46

ミヤウチ

長岡市立宮内中学校（92）

　56.53 　13.07 41 　22.45 50 　33.06 50 　42.33 50 　56.53 50

　13.07 41 　9.38 50 　10.21 50 　9.27 45 　14.20 50

スズキ　マオ タカハシ　オトハ オオガキ　カンナ ブロード　エリナ カタオカ　ユナ

カネダ　キハル サイス　ココミ サカイ　リノ ムラタ　ミサキ セキヤ　サユキ

26

鈴木　真桜 (1) 高橋　乙羽 (1) 大柿　かんな (1) ブロード　恵里菜 (1) 片岡　結菜 (3)

アイウラ　コヒメ コジマ　ミホシ アイウラ　アリス トウジョウ　ミユ タナカ　リョウ

27

金田　妃暖 (3) 西須　心美 (2) 酒井　梨乃 (2) 村田　実咲 (1) 関谷　紗雪 (1)

イチハシ　トモカ アサイ　ナナ イタガキ　ハナ ニシカワ　サクラ ワタナベ　ミヅキ

28

相浦　小姫 (3) 小島　弥星 (2) 相浦　亜璃朱 (1) 東條　心優 (1) 田中　綾 (3)

アオヤギ　アイ ヤマモト　ハルカ ハセガワ　ユメ オオクボ　カナ マルタ　リコ

29

市橋　朋佳 (2) 浅井　菜那 (2) 板垣　はな (1) 西川　さくら (2) 渡邊　美月 (2)

ナシモト　ミヅキ ハセガワ　ミウ アベ　アイサ シダ　リリカ アサヌマ　レイラ

30

青柳　あい (3) 山本　遥日 (2) 長谷川　結夢 (2) 大久保　花菜 (2) 丸田　莉子 (2)

トミドコロ　ミイナ カツマタ　ユノ コマガタ　アスミ サトウ　ルミ ニシカタ　アイリ

31

梨本　瑞月 (1) 長谷川　美羽 (3) 阿部　愛紗 (3) 信田　莉々佳 (3) 浅沼　怜良 (2)

ナカムラ　ヒロミ カワカミ　アイリ ワクイ　ユキ ホサカ　サラ タカハシ　ユウナ

32

富所　みいな (3) 勝又　悠埜 (2) 駒形　明寿美 (2) 佐藤　瑠海 (3) 西潟　娃里 (3)

イノマタ　マオ ワタナベ　ヒロナ ヨシダ　ユイ ハセガワ　ラン オオクラ　ニコ

33

中村　弘美 (3) 川上　愛理 (1) 和久井　有希 (3) 保坂　紗良 (3) 高橋　由奈 (3)

ジョウショウ　ナホ サトウ　ルカ ハシモト　カホ ササガワ　ミハル オヤナギ　カスミ

34

猪俣　真央 (1) 渡辺　紘奈 (3) 吉田　結 (1) 長谷川　蘭 (2) 大倉　日胡 (3)

ヨシイ　ミズキ ヨコイ　リノア シブヤ　マオ タカトリ　ココノ クマクラ　シオリ

35

条生　菜帆 (3) 佐藤　瑠花 (3) 橋本　果歩 (2) 笹川　美晴 (3) 小柳　夏澄 (2)

ヤナギ　リンカ ミズオチ　モモネ ヤナギ　アム マルヤマ　メイ タカザワ　トモカ

36

吉井　瑞葵 (1) 横井　莉乃愛 (3) 渋谷　茉桜 (1) 高取　胡々乃 (3) 熊倉　史織 (3)

ササキ　セイカ ナカハラ　スピカ スミタ　キララ タカノ　リオ カトウ　フミカ

37

柳　凜花 (2) 水落　萌々音 (2) 柳　愛侑 (3) 丸山　萠衣 (1) 高澤　友花 (3)

タナベ　カナ タカハシ　ミラ サイトウ　ミチカ シライ　セイナ サイトウ　ミウ

38

佐々木　惺迦 (3) 中原　すぴか (2) 隅田　綺良々 (2) 高野　莉乙 (2) 加藤　史佳 (3)

サトウ　ユリ ハセガワ　リカ ミヤノ　カヨコ セキグチ　キョウカ イトウ　ヒヨリ

39

田邉　夏菜 (2) 高橋　未來 (1) 齋藤　美京 (3) 白井　晴菜 (1) 斎藤　未羽 (2)

サクライ　チカナ シンボ　アスカ セキ　サワコ タケベ　トワコ ミズタニ　アヤナ

40

佐藤　友梨 (3) 長谷川　璃佳 (2) 宮野　佳世子 (3) 関口　恭佳 (3) 伊藤　ひより (1)

イトウ　ミオ イシヅカ　ハルナ オチアイ　アンズ マジマ　ユナ アケマ　ハルナ

41

櫻井　知奏 (1) 新保　明日香 (1) 関　冴和子 (1) 竹部　杜和子 (3) 水谷　彩奈 (3)

ツチダ　リョウカ シノザワ　ヨウ ハガ　チヒロ ナカハラ　リオ イイノ　リコナ

42

伊藤　未桜 (2) 石塚　春菜 (1) 落合　杏 (1) 間嶋　柚奈 (2) 明間　遥菜 (3)

クロタニ　ノゾミ タキザワ　マオ ヨシハラ　ユイコ ハセガワ　ユキカ ツカノ　ミイナ

43

土田　涼楓 (1) 篠澤　葉 (1) 羽賀　千紘 (2) 中原　理葵 (3) 飯野　莉心和 (3)

イトウ　リオン ワタナベ　カンナ カワシマ　チノ ヒダノ　エミ ヒラヤマ　ユナ

44

黒谷　望美 (3) 瀧澤　舞桜 (1) 吉原　柚日子 (1) 長谷川　雪香 (1) 塚野　未衣那 (2)

コジマ　ユリナ イシカワ　リコ コジマ　ナツコ ホシカワ　ヒナ ヤマザキ　アイ

45

伊藤　凛音 (3) 渡邊　栞名 (1) 川島　智乃 (2) 肥田野　詠己 (3) 平山　悠那 (3)

ホソカイ　ユイリ カワイ　マイカ カシロ　ミライ カワサキ　チハネ オガワ　ヒビネ

46

小島　優里奈 (2) 石川　莉瑚 (3) 小島　菜津子 (2) 星川　ひな (2) 山﨑　藍 (2)

ホソカイ　ナナミ オガワ　ヒナ タナカ　ユア ナカムラ　シズク フルカワ　モモコ

47

細貝　唯莉 (2) 河合　苺香 (2) 神代　未来 (1) 川崎　千羽 (1) 小川　ひびね (1)

シマダ　アヤノ トガシ　ミナミ ナカノ　ウタコ フナオカ　アカリ ササキ　ユウ

48

細貝　菜々美 (3) 小川　妃菜 (2) 田中　結愛 (1) 中村　雫 (2) 古川　桃子 (2)

カナイ　ミワ ニシヤマ　カレン ヨシカワ　ミライ アンドウ　ユマ サカツメ　ユイ

49

島田　彩乃 (2) 冨樫　美波 (1) 中野　詩子 (2) 船岡　あかり (2) 佐々木　優 (1)

50

金井　未和 (2) 西山　果恋 (2) 吉川　みらい (2) 安藤　由真 (2) 坂詰　由衣 (2)



大 会 名 第30回新潟県中学校駅伝競走大会(女子) 女子 区間別一覧表

開催日時 2020/11/6 　　11:15　start

会　  場 国営越後丘陵公園　特設コース

1 区(3.0km) 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

ヤマギシ　ヒロノ トオカマチナカジョウ タカハシ　ミソラ トオカマチ オオツカ　アヤセ トオカマチミナミ クワハラ　ユナ ツナン ヤマダ　スズナ トオカマチ

1 　11.30 山岸　野乃 十日町市立中条中学校 1 　7.27 髙橋　美空 十日町市立十日町中学校 1 　7.38 大塚　彩世 十日町市立南中学校 1 　7.33 桑原　由奈 津南町立津南中学校 1 　11.30 山田　寿々菜 十日町市立十日町中学校

カスガ　ミスズ トオカマチミナミ カスガ　アヤネ トオカマチミナミ ホンマ　ハルナ トオカマチ コバヤシ　カノ トオカマチミナミ ゴトウ　ナオコ カメダ

2 　11.32 春日　未鈴 十日町市立南中学校 2 　7.38 春日　彩音 十日町市立南中学校 2 　7.39 本間　遥菜 十日町市立十日町中学校 2 　7.35 小林　華乃 十日町市立南中学校 2 　11.45 後藤　尚子 新潟市立亀田中学校

ヨシイ　ミズキ カメダニシ ヒロサワ　コハナ カメダ ヒグチ　ハナ ツナン オカダ　クレア ミョウコウコウゲン ナカジマ　アン ツナン

3 　11.40 吉井　瑞葵 新潟市立亀田西中学校 3 　7.42 廣澤　胡花 新潟市立亀田中学校 3 　7.41 樋口　はな 津南町立津南中学校 3 　7.40 岡田　紅愛 妙高市立妙高高原中学校 3 　11.46 中島　杏 津南町立津南中学校

エイタカ　コトハ ミョウコウコウゲン オカダ　ナナミ ミョウコウコウゲン ハラダ　コナツ シオザワ マサノ　チナツ トオカマチ ワタナベ　コトハ オヂヤ

4 　11.41 永髙　こと葉 妙高市立妙高高原中学校 4 　7.48 岡田　七海 妙高市立妙高高原中学校 4 　7.42 原田　來夏 南魚沼市立塩沢中学校 4 　7.42 正野　千夏 十日町市立十日町中学校 4 　11.49 渡邉　琴葉 小千谷市立小千谷中学校

コンドウ　ユイ トウホク オガワ　サナ イトイガワヒガシ ミヤシタ　ミユキ ミョウコウコウゲン キヨヅカ　ナツミ ナガオカオオジマ オカダ　マリア ミョウコウコウゲン

4 　11.41 近藤　結衣 長岡市立東北中学校 5 　7.49 小川　沙奈 糸魚川市立糸魚川東中学校 5 　7.59 宮下　美幸 妙高市立妙高高原中学校 5 　8.11 清塚　奈津美 長岡市立大島中学校 5 　11.55 岡田　由愛 妙高市立妙高高原中学校

アベ　ホノカ トオカマチ スズキ　ミウ ツナン カワノ　リオ カシワザキダイサン ウジタ　ユア カメダ ムラヤマ　アズミ トオカマチミナミ

6 　11.44 阿部　和夏 十日町市立十日町中学校 6 　7.50 鈴木　未羽 津南町立津南中学校 6 　8.03 川野　莉央 柏崎市立第三中学校 6 　8.13 氏田　ゆあ 新潟市立亀田中学校 6 　12.05 村山　愛純美 十日町市立南中学校

サトウ　ナナカ ニイツダイニ ハラザワ　ミハル シオザワ オオキ　サホ ニイツダイニ ツノ　ミユウ ミヤウラ スズキ　マコ トウホク

7 　11.47 佐藤　菜々香 新潟市立新津第二中学校 6 　7.50 原澤　実暖 南魚沼市立塩沢中学校 7 　8.09 大木　咲穂 新潟市立新津第二中学校 6 　8.13 津野　心結 新潟市立宮浦中学校 7 　12.07 鈴木　まこ 長岡市立東北中学校

ワタナベ　アンナ シオザワ ヤマダ　メイ カシワザキダイサン ワタナベ　ナナコ ミツケ ナカノ　ミカ オヂヤ フジタ　リサ ジョウセイ

8 　11.48 渡邉　杏菜 南魚沼市立塩沢中学校 8 　7.51 山田　芽依 柏崎市立第三中学校 8 　8.12 渡邊　菜々子 見附市立見附中学校 8 　8.15 中野　美香 小千谷市立小千谷中学校 8 　12.08 藤田　里彩 上越市立城西中学校

テラキ　ミノリ カメダ ワダ　ユズキ ナガオカオオジマ ワカツキ　リノ ミヤウラ ウメモト　ココロ サドチュウトウ オヤナギ　カスミ サンジョウダイシ

9 　11.57 寺木　みのり 新潟市立亀田中学校 9 　8.03 和田　柚希 長岡市立大島中学校 9 　8.13 若月　梨乃 新潟市立宮浦中学校 9 　8.18 梅本　こころ 県立佐渡中等教育学校 9 　12.14 小柳　夏澄 三条市立第四中学校

ミナガワ　スズコ ミツケ カワサキ　ユヅキ ニイツダイニ オオクボ　ララア ホリノウチ ワタナベ　アオイ ツツミオカ イシクラ　ミユウ ニイツダイニ

10 　12.00 皆川　寿々子 見附市立見附中学校 10 　8.05 川崎　悠月 新潟市立新津第二中学校 10 　8.14 大久保　ららあ 魚沼市立堀之内中学校 10 　8.19 渡辺　葵 長岡市立堤岡中学校 10 　12.15 石倉　心結 新潟市立新津第二中学校

ホンマ　キラリ サドチュウトウ シノザワ　ヨウ クズツカ カキクラ　ナナン ツツミオカ ニシワキ　ノノハ ヒガシオヂヤ ヤマダ　ミキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

11 　12.01 本間　光 県立佐渡中等教育学校 10 　8.06 篠澤　葉 新潟市立葛塚中学校 11 　8.18 柿倉　七南 長岡市立堤岡中学校 10 　8.19 西脇　希絆 小千谷市立東小千谷中学校 11 　12.18 山田　美輝 上越教育大学附属中学校

クボタ　ミユ ツナン ハセガワ　ミウ シウンジ カサハラ　メイ ナガオカオオジマ タキザワ　シキ ホリノウチ ワタナベ　ユウナ シオザワ

11 　12.01 久保田　美有 津南町立津南中学校 12 　8.10 長谷川　美羽 新発田市立紫雲寺中学校 11 　8.18 笠原　芽依 長岡市立大島中学校 12 　8.20 瀧澤　史妃 魚沼市立堀之内中学校 11 　12.18 渡邉　佑菜 南魚沼市立塩沢中学校

ニワノ　ヨウコ オヂヤ ヤマノウチ　カンナ ヒロカミ タカヤマ　カホ カメダ ウエノ　カノン トオカマチナカジョウ ミズオチ　ニコ トオカマチナカジョウ

13 　12.08 庭野　陽子 小千谷市立小千谷中学校 13 　8.12 山之内　柑奈 魚沼市立広神中学校 11 　8.18 高山　花帆 新潟市立亀田中学校 13 　8.25 上野　花音 十日町市立中条中学校 13 　12.22 水落　日子 十日町市立中条中学校

アイウラ　コヒメ アライ イザワ　ココナ トオカマチナカジョウ ナガサワ　カナ マツノヤマガクエン コンドウ　ヒヨリ カシワザキダイサン マツダ　ミナ イトイガワヒガシ

14 　12.09 相浦　小姫 妙高市立新井中学校 14 　8.14 井沢　心々凪 十日町市立中条中学校 14 　8.21 長澤　佳奈 十日町市立まつのやま学園 14 　8.28 近藤　ひより 柏崎市立第三中学校 14 　12.24 松田　珠奈 糸魚川市立糸魚川東中学校

カワノ　アユリ カシワザキダイサン ヤマギシ　ミク ツツミオカ アベ　アイサ シウンジ タカノ　リオ サワタ イシガミ　スズ ヒガシオヂヤ

15 　12.14 川野　歩莉 柏崎市立第三中学校 15 　8.15 山岸　未空 長岡市立堤岡中学校 15 　8.22 阿部　愛紗 新発田市立紫雲寺中学校 14 　8.28 高野　莉乙 佐渡市立佐和田中学校 15 　12.26 石上　すず 小千谷市立東小千谷中学校

ヒガシノ　ミオ ミナミサド タカハシ　オトハ コバリ タカヤマ　ミク サドチュウトウ シライ　セイナ ソノキ カワカミ　チサト サドチュウトウ

16 　12.15 東野　海和 佐渡市立南佐渡中学校 15 　8.15 高橋　乙羽 新潟市立小針中学校 16 　8.23 髙山　真來 県立佐渡中等教育学校 16 　8.29 白井　晴菜 新潟市立曽野木中学校 16 　12.29 川上　千怜 県立佐渡中等教育学校

ヤナギ　リンカ ヨシダ アサイ　ナナ カミヤマ フジサワ　リオ ジョウホク ムラタ　ミサキ カガミガオキ ミズタニ　アヤナ アサヒオカ

17 　12.17 柳　凜花 十日町市立吉田中学校 17 　8.16 浅井　菜那 新潟市立上山中学校 17 　8.26 藤澤　莉緒 上越市立城北中学校 17 　8.31 村田　実咲 柏崎市立鏡が沖中学校 17 　12.31 水谷　彩奈 長岡市立旭岡中学校

コジマ　ヒカル ヒガシオヂヤ カシワギ　ハルナ ホリノウチ クボタ　ミナミ オヂヤ ヒラガ　コハル シオザワ アサイ　ユウナ ホリノウチ

18 　12.18 小島　ひかる 小千谷市立東小千谷中学校 18 　8.17 柏木　葉月 魚沼市立堀之内中学校 17 　8.26 窪田　みなみ 小千谷市立小千谷中学校 17 　8.31 平賀　こはる 南魚沼市立塩沢中学校 18 　12.34 浅井　友那 魚沼市立堀之内中学校

ミズオチ　ユメ ホリノウチ ゴウ　ユイ オヂヤ コマガタ　アスミ ムイカマチ ハセガワ　ユキカ ムラマツサクラ コマムラ　サユリ ミヤウラ

19 　12.20 水落　結愛 魚沼市立堀之内中学校 19 　8.18 郷　佑衣 小千谷市立小千谷中学校 19 　8.28 駒形　明寿美 南魚沼市立六日町中学校 19 　8.34 長谷川　雪香 五泉市立村松桜中学校 19 　12.35 駒村　紗由里 新潟市立宮浦中学校

ヤマザキ　マシロ ミヤウラ イカラシ　リオ ヒガシオヂヤ オチアイ　アンズ ゴセンキタ サトウ　ルミ ムイカマチ ナカジマ　リナ ミツケ

20 　12.22 山崎　茉白 新潟市立宮浦中学校 20 　8.19 五十嵐　梨音 小千谷市立東小千谷中学校 20 　8.29 落合　杏 五泉市立五泉北中学校 20 　8.37 佐藤　瑠海 南魚沼市立六日町中学校 20 　12.41 中島　莉奈 見附市立見附中学校

ハラ　セリナ イトイガワヒガシ サクマ　シュカ トウホク コダマ　リム トオカマチナカジョウ ナカムラ　アイキ ミナミサド ニイダ　ミサキ ツツミオカ

21 　12.25 原　惺里奈 糸魚川市立糸魚川東中学校 21 　8.20 佐久間　朱花 長岡市立東北中学校 21 　8.31 児玉　莉夢 十日町市立中条中学校 21 　8.39 中村　愛希 佐渡市立南佐渡中学校 21 　12.42 新飯田　実咲 長岡市立堤岡中学校

シマダ　ホノカ ジョウホク タカハシ　ルナ マツノヤマガクエン オオガキ　カンナ コバリ マツイ　メイ ジョウホク タナカ　リョウ アライ

22 　12.32 嶋田　ほのか 上越市立城北中学校 22 　8.21 髙橋　瑠那 十日町市立まつのやま学園 22 　8.35 大柿　かんな 新潟市立小針中学校 22 　8.40 松井　芽生 上越市立城北中学校 22 　12.43 田中　綾 妙高市立新井中学校

ホソカイ　ユイリ ツバメ ヤマモト　ハルカ ウラガワラ ハセガワ　ユメ ウラガワラ ヤマザキ　サエ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク
アキバ　ミオ ミナミサド

23 　12.35 細貝　唯莉 燕市立燕中学校 23 　8.22 山本　遥日 上越市立浦川原中学校 23 　8.36 長谷川　結夢 上越市立浦川原中学校 23 　8.42 山崎　紗英 上越教育大学附属中学校 22 　12.43 秋場　心桜 佐渡市立南佐渡中学校

オバタ　リコ ヒロカミ ワタナベ　カンナ サルハシ サカイ　リノ カガミガオキ ヤマノウチ　セナ ヒロカミ サトウ　ヒナコ ヒロカミ

24 　12.36 小幡　莉子 魚沼市立広神中学校 24 　8.23 渡邊　栞名 新発田市立猿橋中学校 23 　8.36 酒井　梨乃 柏崎市立鏡が沖中学校 23 　8.42 山之内　聖奈 魚沼市立広神中学校 24 　12.45 佐藤　日向子 魚沼市立広神中学校

アオヤギ　アイ ウラガワラ ワタナベ　ヒロナ ナガオカヒガシ サトウ　ホノカ ヒガシオヂヤ ナカハラ　リオ クズツカ ミヤシタ　マオ カシワザキダイサン

25 　12.37 青柳　あい 上越市立浦川原中学校 25 　8.24 渡辺　紘奈 長岡市立東中学校 25 　8.38 佐藤　穂乃花 小千谷市立東小千谷中学校 25 　8.46 中原　理葵 新潟市立葛塚中学校 25 　12.46 宮下　真央 柏崎市立第三中学校
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フクハラ　ユウカ マツノヤマガクエン ヒガシノ　メミ ミナミサド ホンマ　ヒヨリ ミナミサド オノヅカ　ココミ マツノヤマガクエン タカハシ　ユウナ カワニシ

26 　12.38 福原　優香 十日町市立まつのやま学園 25 　8.24 東野　芽海 佐渡市立南佐渡中学校 25 　8.38 本間　日和 佐渡市立南佐渡中学校 26 　8.47 小野塚　心美 十日町市立まつのやま学園 25 　12.46 高橋　由奈 十日町市立川西中学校

トチザワ　ユリ ジョウセイ イシヅカ　ハルナ ゴセンキタ キシダ　ハルカ ジョウセイ ブロード　エリナ コバリ イトウ　ヒヨリ ホンマル

27 　12.42 栃澤　優里 上越市立城西中学校 27 　8.26 石塚　春菜 五泉市立五泉北中学校 27 　8.39 岸田　悠花 上越市立城西中学校 27 　8.48 ブロード　恵里菜 新潟市立小針中学校 25 　12.46 伊藤　ひより 新発田市立本丸中学校

ヤマダ　ユウカ ツツミオカ タカハシ　ミラ ソノキ ヨシダ　ユイ ナガオカヒガシ ニシカワ　サクラ カミヤマ ワタナベ　ミヅキ カミヤマ

28 　12.43 山田　優花 長岡市立堤岡中学校 28 　8.27 高橋　未來 新潟市立曽野木中学校 27 　8.39 吉田　結 長岡市立東中学校 28 　8.49 西川　さくら 新潟市立上山中学校 25 　12.46 渡邊　美月 新潟市立上山中学校

クロタニ　ノゾミ ムラマツサクラ ナカハラ　スピカ サワタ ハガ　チヒロ クズツカ カトウ　コハル イトイガワヒガシ セキヤ　サユキ カガミガオキ

29 　12.45 黒谷　望美 五泉市立村松桜中学校 29 　8.28 中原　すぴか 佐渡市立佐和田中学校 29 　8.43 羽賀　千紘 新潟市立葛塚中学校 29 　8.50 加藤　小春 糸魚川市立糸魚川東中学校 29 　12.50 関谷　紗雪 柏崎市立鏡が沖中学校

ホソカイ　ナナミ コウナン マルタ　アカリ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク カトウ　コナツ イトイガワヒガシ セキグチ　キョウカ ホンマル スミヤ　ミノリ ナガオカオオジマ

30 　12.48 細貝　菜々美 長岡市立岡南中学校 30 　8.30 丸田　あかり 上越教育大学附属中学校 30 　8.45 加藤　小夏 糸魚川市立糸魚川東中学校 30 　8.51 関口　恭佳 新発田市立本丸中学校 30 　12.51 角屋　実莉 長岡市立大島中学校

クワバラ　ナコ ナガオカオオジマ ミズオチ　モモネ ヨシダ ワクイ　ユキ カワニシ イワサキ　アヤネ ニイツダイニ ホサカ　フウカ マツノヤマガクエン

31 　12.49 桑原　奈瑚 長岡市立大島中学校 30 　8.30 水落　萌々音 十日町市立吉田中学校 30 　8.45 和久井　有希 十日町市立川西中学校 30 　8.51 岩﨑　郁音 新潟市立新津第二中学校 31 　12.54 保坂　風花 十日町市立まつのやま学園

イノマタ　マオ ナガオカヒガシ カワカミ　アイリ カワニシ サイトウ　ミチカ ソノキ トウジョウ　ミユ アライ マル　ミヒロ ジョウホク

31 　12.49 猪俣　真央 長岡市立東中学校 32 　8.31 川上　愛理 十日町市立川西中学校 32 　8.47 齋藤　美京 新潟市立曽野木中学校 32 　8.53 東條　心優 妙高市立新井中学校 32 　12.59 丸　心優 上越市立城北中学校

イトウ　ミオ ゴセンキタ カツマタ　ユノ ムイカマチ スミタ　キララ サワタ ササガワ　ミハル サンジョウダイシ ヤマザキ　アイ ニイツダイゴ

33 　12.51 伊藤　未桜 五泉市立五泉北中学校 32 　8.31 勝又　悠埜 南魚沼市立六日町中学校 33 　8.48 隅田　綺良々 佐渡市立佐和田中学校 33 　8.55 笹川　美晴 三条市立第四中学校 32 　12.59 山﨑　藍 新潟市立新津第五中学校

コジマ　ユリナ ニイツダイゴ カトウ　シズナ ジョウホク ヨシハラ　ユイコ ムラマツサクラ ホサカ　サラ カワニシ タカザワ　トモカ ヨシダ

34 　12.55 小島　優里奈 新潟市立新津第五中学校 34 　8.32 加藤　静奈 上越市立城北中学校 33 　8.48 吉原　柚日子 五泉市立村松桜中学校 33 　8.55 保坂　紗良 十日町市立川西中学校 34 　13.00 高澤　友花 十日町市立吉田中学校

イチハシ　トモカ カミヤマ ヤナギ　ハルカ ミヤウラ ノグチ　コトミ トウホク マジマ　ユナ ゴセンキタ ヒラヤマ　ユナ サルハシ

35 　12.59 市橋　朋佳 新潟市立上山中学校 34 　8.32 柳　春花 新潟市立宮浦中学校 35 　8.49 野口　琴美 長岡市立東北中学校 35 　9.02 間嶋　柚奈 五泉市立五泉北中学校 34 　13.00 平山　悠那 新発田市立猿橋中学校

ミカミ　コハル ジョウエツキョウイクダイガクフゾク イシカワ　リコ ニイツダイゴ セキ　サワコ アサヒオカ タカトリ　ココノ カメダニシ マルタ　リコ ウラガワラ

36 　13.00 三上　心晴 上越教育大学附属中学校 36 　8.33 石川　莉瑚 新潟市立新津第五中学校 36 　8.52 関　冴和子 長岡市立旭岡中学校 36 　9.04 高取　胡々乃 新潟市立亀田西中学校 36 　13.01 丸田　莉子 上越市立浦川原中学校

カネダ　キハル カガミガオキ オンダ　マナミ ミツケ タナカ　ユア コウナン ヒダノ　エミ サルハシ ニシカタ　アイリ ムイカマチ

37 　13.01 金田　妃暖 柏崎市立鏡が沖中学校 37 　8.36 恩田　真心 見附市立見附中学校 36 　8.52 田中　結愛 長岡市立岡南中学校 37 　9.06 肥田野　詠己 新発田市立猿橋中学校 36 　13.01 西潟　娃里 南魚沼市立六日町中学校

スズキ　マオ コバリ ハセガワ　リカ ホンマル ナカムラ　ワカナ 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 カタオカ　ユナ コバリ

38 　13.03 鈴木　真桜 新潟市立小針中学校 37 　8.36 長谷川　璃佳 新発田市立本丸中学校 38 　8.54 中村　若菜 上越教育大学附属中学校 38 　9.07 清水　香那 上越市立城西中学校 38 　13.02 片岡　結菜 新潟市立小針中学校

ナシモト　ミヅキ シウンジ イノウエ　ナナ サドチュウトウ ミヤノ　カヨコ ホンマル タケイシ　マナ ミツケ オオクラ　ニコ ナガオカヒガシ

39 　13.04 梨本　瑞月 新発田市立紫雲寺中学校 39 　8.37 井上　菜々 県立佐渡中等教育学校 38 　8.54 宮野　佳世子 新発田市立本丸中学校 38 　9.07 竹石　愛 見附市立見附中学校 39 　13.05 大倉　日胡 長岡市立東中学校

ジョウショウ　ナホ サンジョウダイシ サトウ　ルカ サンジョウダイシ カワシマ　チノ サルハシ シダ　リリカ シウンジ クマクラ　シオリ カメダニシ

40 　13.06 条生　菜帆 三条市立第四中学校 40 　8.41 佐藤　瑠花 三条市立第四中学校 40 　8.55 川島　智乃 新発田市立猿橋中学校 38 　9.07 信田　莉々佳 新発田市立紫雲寺中学校 40 　13.13 熊倉　史織 新潟市立亀田西中学校

カナイ　ミワ ミヤウチ テヅカ　リリア ジョウセイ イタガキ　ハナ カミヤマ マルヤマ　メイ ヨシダ アサヌマ　レイラ シウンジ

41 　13.07 金井　未和 長岡市立宮内中学校 41 　8.42 手塚　りりあ 上越市立城西中学校 41 　9.01 板垣　はな 新潟市立上山中学校 41 　9.11 丸山　萠衣 十日町市立吉田中学校 41 　13.15 浅沼　怜良 新発田市立紫雲寺中学校

ササキ　セイカ サワタ コジマ　ミホシ アライ ナカノ　ウタコ セキヤ ハセガワ　ラン ナガオカヒガシ フルカワ　モモコ コウナン

42 　13.08 佐々木　惺迦 佐渡市立佐和田中学校 41 　8.42 小島　弥星 妙高市立新井中学校 42 　9.04 中野　詩子 新潟市立関屋中学校 42 　9.16 長谷川　蘭 長岡市立東中学校 42 　13.19 古川　桃子 長岡市立岡南中学校

ツチダ　リョウカ クズツカ シンボ　アスカ アサヒオカ サカモト　ココロ ヒロカミ オオクボ　カナ ウラガワラ オガワ　ヒビネ ツバメ

43 　13.10 土田　涼楓 新潟市立葛塚中学校 41 　8.42 新保　明日香 長岡市立旭岡中学校 43 　9.05 坂本　こころ 魚沼市立広神中学校 43 　9.18 大久保　花菜 上越市立浦川原中学校 43 　13.24 小川　ひびね 燕市立燕中学校

ナカムラ　ヒロミ カワニシ カワイ　マイカ ツバメ シブヤ　マオ カメダニシ カワサキ　チハネ ツバメ サイトウ　ミウ ソノキ

44 　13.12 中村　弘美 十日町市立川西中学校 44 　8.45 河合　苺香 燕市立燕中学校 44 　9.08 渋谷　茉桜 新潟市立亀田西中学校 44 　9.25 川崎　千羽 燕市立燕中学校 44 　13.36 斎藤　未羽 新潟市立曽野木中学校

サクライ　チカナ アサヒオカ サイス　ココミ カガミガオキ アイウラ　アリス アライ アンドウ　ユマ ミヤウチ カトウ　フミカ サワタ

45 　13.14 櫻井　知奏 長岡市立旭岡中学校 45 　8.46 西須　心美 柏崎市立鏡が沖中学校 45 　9.19 相浦　亜璃朱 妙高市立新井中学校 45 　9.27 安藤　由真 長岡市立宮内中学校 45 　13.40 加藤　史佳 佐渡市立佐和田中学校

タナベ　カナ ソノキ トガシ　ミナミ セキヤ コジマ　ナツコ ニイツダイゴ ナカムラ　シズク コウナン ササキ　ユウ セキヤ

46 　13.19 田邉　夏菜 新潟市立曽野木中学校 46 　8.51 冨樫　美波 新潟市立関屋中学校 46 　9.25 小島　菜津子 新潟市立新津第五中学校 46 　9.29 中村　雫 長岡市立岡南中学校 46 　13.44 佐々木　優 新潟市立関屋中学校

トミドコロ　ミイナ ムイカマチ タキザワ　マオ ムラマツサクラ カシロ　ミライ ツバメ タケベ　トワコ アサヒオカ ツカノ　ミイナ ムラマツサクラ

47 　13.28 富所　みいな 南魚沼市立六日町中学校 47 　8.52 瀧澤　舞桜 五泉市立村松桜中学校 47 　9.26 神代　未来 燕市立燕中学校 47 　9.33 竹部　杜和子 長岡市立旭岡中学校 47 　14.06 塚野　未衣那 五泉市立村松桜中学校

サトウ　ユリ ホンマル ヨコイ　リノア カメダニシ ハシモト　カホ サンジョウダイシ フナオカ　アカリ セキヤ アケマ　ハルナ ゴセンキタ

48 　13.36 佐藤　友梨 新発田市立本丸中学校 48 　9.20 横井　莉乃愛 新潟市立亀田西中学校 48 　9.28 橋本　果歩 三条市立第四中学校 47 　9.33 船岡　あかり 新潟市立関屋中学校 48 　14.10 明間　遥菜 五泉市立五泉北中学校

シマダ　アヤノ セキヤ オガワ　ヒナ コウナン ヤナギ　アム ヨシダ ホシカワ　ヒナ ニイツダイゴ イイノ　リコナ クズツカ

49 　13.38 島田　彩乃 新潟市立関屋中学校 48 　9.20 小川　妃菜 長岡市立岡南中学校 48 　9.28 柳　愛侑 十日町市立吉田中学校 49 　9.37 星川　ひな 新潟市立新津第五中学校 49 　14.17 飯野　莉心和 新潟市立葛塚中学校

イトウ　リオン サルハシ ニシヤマ　カレン ミヤウチ ヨシカワ　ミライ ミヤウチ ゴトウ　ハルカ トウホク サカツメ　ユイ ミヤウチ

50 　13.56 伊藤　凛音 新発田市立猿橋中学校 50 　9.38 西山　果恋 長岡市立宮内中学校 50 　10.21 吉川　みらい 長岡市立宮内中学校 50 　9.52 後藤　遥 長岡市立東北中学校 50 　14.20 坂詰　由衣 長岡市立宮内中学校


