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全全日日本本大大学学駅駅伝伝対対校校選選手手権権大大会会  北北信信越越地地区区選選考考会会  
AAllll  JJaappaann  UUnniivveerrssiittyy  EEkkiiddeenn  CChhaammppiioonnsshhiipp  HHookkuusshhiinneettssuu  sseelleeccttiioonn  mmeeeettiinngg  

〔〔男男子子１１００００００００ｍｍ〕〕  
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第第 3399回回  
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全全日日本本大大学学女女子子駅駅伝伝対対校校選選手手権権大大会会  北北信信越越地地区区選選考考会会  
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   期 日 令和 3年 7月 17日（土） 
   会 場 長野市営陸上競技場 [Nagano Athletic Stadium] 
     会場コード 172070 
  
   主 催  北信越学生陸上競技連 盟 
   後 援    公益社団法人日本学生陸上競技連合 
   朝日新聞社 テレビ朝日 読売新聞社 
   運営協力 一般財団法人 長野陸上競技協会 

   協 賛  長 谷 工 グ ル ー プ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈タイムスケジュール〉 

 
 

開会式  １５：００～ 
 
 
 

競 技 日 程 
 

競技開始時刻 招集開始時刻 招集完了時刻 競技種目 出場者数 

16:00 15:30 15:45 女子対校 5000m 13 

16:00 15:30 15:45 女子オープン 5000m 2 

16:30 16:00 16:15 男子オープン 10000m 4 

17:15 16:45 17:00 男子対校 10000m 1 組 17 

18:00 17:30 17:45 男子対校 10000m 2 組 15 

18:45 18:15 18:30 男子対校 10000m 3 組 18 

 
 

  
閉会式  ２０：００～（予定） 

秩父宮賜杯 

第 53 回 

全日本大学駅伝対校選手権大会 北信越地区選考会 

第 39 回 

全日本大学女子駅伝対校選手権大会 北信越地区選考会 
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閉会式  ２０：００～（予定） 

秩父宮賜杯 

第 53 回 

全日本大学駅伝対校選手権大会 北信越地区選考会 

第 39 回 

全日本大学女子駅伝対校選手権大会 北信越地区選考会 

 



大大会会役役員員  
  

大 会 長    大森 重宜 
 
副 大 会 長  三條 俊彦  藤瀬 武彦  植田 平 
 
参   与    白澤 聖樹 直原 幹 岩田 英樹 

天野 達郎 江田 茂行 小林 志郎 

畝本紗斗子 旭吉 雅健 小川 裕樹 

内藤 景  堀向 英次 林 直人  

宮口 和義 山田 裕史 

 
 

 
委 員 長    福島 洋樹 
 
副 委 員 長  内山 響生 
 
委   員    金川 朋暉  山本 海琴  杉山 温夢 

野間 奨五  工藤 愛菜  藤本 隼那 
伊藤 悠人 
 

開会式・閉会式  

※※代代表表者者ののみみ出出席席  

開開  会会  式式    7月 17日（土）15時 00分 

  
１．開 式 の 辞 

２．開 会 宣 言    北信越学生陸上競技連盟          幹事長  内山 響生 

３．大 会 長 挨 拶   北信越学生陸上競技連盟     副会長  三條 俊彦 

４．競 技 上 の 注 意 

５．選 手 宣 誓   信州大学陸上競技部  長距離ブロック主将 石川 寛大 

６．閉 式 の 辞 

                                                                

  

閉閉  会会  式式        7月 17日（土）20時 00分（予定） 

  

１．開 式 の 辞 

２．成 績 発 表   北信越学生陸上競技連盟            幹事長  内山 響生 
３．表     彰   北信越学生陸上競技連盟 副会長  三條 俊彦 
４．講     評   北信越学生陸上競技連盟 ヘッドコーチ  福島 洋樹 
５．大 会 長 挨 拶   北信越学生陸上競技連盟 副会長  三條 俊彦 
６．閉  会  宣  言   北信越学生陸上競技連盟       幹事長  内山 響生 
７．閉 式 の 辞 
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１．主  催 北信越学生陸上競技連盟 

２．後  援 公益社団法人日本学生陸上競技連合 朝日新聞社 テレビ朝日 読売新聞社 

３．運営協力 一般財団法人長野陸上競技協会 

４．協  賛 長谷工グループ 

５．日  時 令和 3 年 7 月 17 日（土）競技開始時刻 16:00～ 

６．場  所 長野市営陸上競技場 ＜Nagano Athletic Stadium＞ （競技場コード：172070） 

 長野県長野市大字東和田 632 

７．競技種目 対 校 の 部  男子 10000m 

      女子  5000m 

       オープンの部  男子 10000m 

      女子  5000m 

※ただし、男子は対校の部とは別にオープンの部を設けるが、女子は対校の部とオープンの部を同時に

行う。 

 

８．選考方法 男子：各校上位8名の10000mの合計タイム上位１校を秩父宮賜杯第53回全日本大学駅伝

対校選手権大会の北信越地区代表校とする。 

女子：各校上位6名の5000mの合計タイム上位１校を第39回全日本大学女子駅伝対校選手

権大会の北信越地区代表校とする。 

※ただし、申込期限において、対校の部が１チームのみの申込みの場合は、申込みを行ったチームを 

 北信越地区代表校とする。 

 

９．競技方法 男子：対校の部は、１チーム８～１０名のエントリーを行い、全員の出場を認める。競

技は３組（１組３０人程度）で行う。 

※ただし、第33回出雲全日本大学選抜駅伝競走の北信越学連選抜チーム編成のため、エントリー数が８

名に満たない大学については、対校の部とは別途設けるオープンの部への参加を認める。 

 

女子：対校の部は、１チーム６～８名のエントリーを行い、全員の出場を認める。競技

はエントリー数により、１組もしくは２組にて行う。 

※ただし、エントリー数が６名に満たない大学については、オープンの部への参加を認める。対校、オ

秩秩父父宮宮賜賜杯杯 第第5533回回全全日日本本大大学学駅駅伝伝対対校校選選手手権権大大会会  北北信信越越地地区区選選考考会会 
ChichibuNomiya Cup 53rd All Japan University Ekiden Championship Hokushinetsu selection meeting 

兼兼  第第3399回回全全日日本本大大学学女女子子駅駅伝伝対対校校選選手手権権大大会会  北北信信越越地地区区選選考考会会 
AND 39th All Japan University Women's Ekiden Championship Hokushinetsu selection meeting 

要要項項 

総務 三條 俊彦
総務員 村田 修一 内山 響生(学)

技術総務 碓井 真
ジュリー (主) 浦野 義忠 伊藤 利博

審判長 有賀 大成
アナウンサー (主) 池川 葉月(信) 高橋 世莉子(信)
スターター (主) 芳川 千恵 細田 勝太(信)
風力計測員 (主) 碓井 真(兼) 東 大陽(信)

出発係 (主) 割田 雄磨 齋藤 寛人(信)
写真判定員 (主) 小川 裕樹 牧田 蒼斗(信) 吉田 江里(信)

池田 塁翔(信) 坂東 大地(信) 村田 穂鷹(信)
橋本 一樹(信) 濱田 仁介(信)

周回記録員 桶川 晃毅(信) 三林 明弥(信) 小山 和馬(信)
塩澤 昂(信) 中山 悠馬(信) 宮下 翼(信)

氷見 敬太(信) 傳田 聖弥(信) 若林 圭汰(信)
越山 遥斗(信) 佐藤 涼華(信) 高橋 和寿(信)
松本 陸(信)

記録情報処理員 渡辺 誠一 石原 龍太(信) 小林 篤夫(信)
競技者受付係 (主) 北信越学連

監察員 (主) 内田 智志 野口 大輔(信) 橘 昌希(信)
近藤 友香(信) 太田 華乃(信) 福嶋 明大(信)

荒尾 福之介(信)
用器具係 (主) 三宅 航平(信) 西倉 孝史(信)
給水係 (主) 北信越学連
医務員 伊藤 日菜子(信) 関口 陽菜(信)

鶴見 航大(信)

第53回駅伝選考会　審判編成

(信)：信州大学

＜競技役員＞
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14．申込場所 〒３８０－０８７１  長野県長野市西長野２１０－１ 

  ブローニュ西長野１０２号室 

  北信越学生陸上競技連盟 宛 

  ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０２６-２３４-５７１０ 

  Ｅ－ｍａｉｌ  hokusinetsu-gakuren@sunny.ocn.ne.jp 
 

15．日  程 代表者会議：7月17日（土） 開始時刻 １３：００～ 

開会式  ：7月17日（土）  １５：００～ 

※代表者のみの出席とする。 

競技開始：7月17日（土） 競技開始予定時刻 １６：００ 

    (女子、男子オープンの部、男子対校の部の順に競技を行う） 

閉会式：7月17日（土） 

 

16．競技規則 令和 3 年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項による。 

 

17．注意事項 ・ナンバーカードは主催者側で用意し、当日受付時に配布する。 

・エントリーについては、男子の対校の部は、3組中1組は4人、残りの2組は3人となるよ

う各チームが自由にエントリーするものとする。（どの組が4人走るかも、各大学の意

向に任せる）ただし、チームの人数が9人のチームは、各組3人ずつ、各大学が自由に

エントリーする。チームの人数が8人のチームは、3組中1組は2人、残りの2組は3人と

なるよう各チームが自由にエントリーするものとする。（どの組が2人走るのかも、各

大学の意向に任せる） 

・計時方法については、すべて電気計時とする。 

・給水は主催者側で用意する。 

・競技中の事故に関して応急処置は行うが、その後の責任は一切負わない。ただし、令

和3年度公益社団法人日本学生陸上競技連合普通会員は、原則としてスポーツ安全保

険に加入しているので、この保険が適用される場合がある。ただし、新型コロナウィ

ルス感染症は適用外である。 

・エントリー受付後の選手変更は一切認めない。 

・男子オープンの部の組数が 2 組以上になった場合は当連盟で各組に割り振り、番組編

成を行う。 

・第 53 回全日本大学駅伝対校選手権大会の日本学連選抜チーム及び、第 33 回出雲全日

本大学選抜駅伝競走の北信越学連選抜チームの選考については、対校の部及びオープ

ンの部の個人成績にて最終選考とする。 

・競技会終了後 3 日以内の 2021 年 7 月 19 日（月）までに記録申請を行う。 
・『日本陸上競技連盟競技規則 TR5』に則り、靴底 25mm 以下のシューズを使用する

ープンの申込人数の合計が３０人以下の場合、対校の部とオープンの部を同時に行う。 

 

10．出場資格 対 校 の 部  以下の２つの条件をいずれも満たしており、最低エントリー数（男子８

名・女子６名）に達しているチーム。 

（ⅰ）令和3年度北信越学生陸上競技連盟登録者に限る。 

（ⅱ）申込期限前日迄に登録が完了している者。 

※ 各大学出場チームは男女各１チームまでとする。 

 

オープンの部 （ⅰ）、（ⅱ）に加え、以下の条件のいずれかを満たしている者はオー

プンの部への参加を認める。 

（ⅲ）対校の部にエントリーしたチームで、当日に出走者が規定数に

満たなくなったチームはオープンの部での参加となる。 

（ⅳ）出走者数が対校の部の規定数に満たない大学（男子７名以下、

女子５名以下）の女子競技者、および１１００００００００mでで３３６６分分００

００秒秒００００以以下下のの記記録録をを大大学学入入学学後後（（高高等等専専門門学学校校生生のの場場合合はは4

年年次次以以降降））にに樹樹立立ししてておおりり、、申込期限までにオープン参加を申

し込んだ男子競技者。 

（ⅴ）対校の部に出場するチームのエントリー選手以外の女子競技者、

および１１００００００００mでで３３６６分分００００秒秒００００以以下下のの記記録録をを大大学学入入

学学後後（（高高等等専専門門学学校校生生のの場場合合はは4年年次次以以降降））にに樹樹立立ししてておおりり、、

申込期限までにオープン参加を申し込んだ男子競技者。 

 

11．参 加 料 対校の部エントリー 男子：１チーム １５，０００円 

    女子：１チーム １０，０００円 

オープンの部エントリー（男女共通）：１人 １，５００円 

 

12．申込方法 参加申込料の振り込み明細書を北信越学連事務局まで郵送し、アアススリリーートトラランンキキンンググにに

ててエエンントトリリーー手手続続ききををすするる。また、参加申込料は【15．振込先】記載の指定口座に振り

込むこと。 

※対校の部にエントリーする大学は、組分けをメールにて7月1日(木)までに連絡するこ

と。なお、【18．注意事項】の条件を満たして記入すること。 

 

13．申込期日 令令和和 3年年 6月月 16日日（（水水））～～令令和和 3年年 6月月 30日日（（水水）） 

※ 申込み期限に間に合わない場合は、いかなる理由でも参加を認めない。 
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競技注意事項 
 

１．競技規則について 

本大会は 2021 年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会申し合わせ事項により実

施する。 

 

２． 練習場および練習について 

本競技場での練習は、13時 00分から 15時 45 分まで許可する。ただし、開会式中の本競 

技場での練習は禁止とする。それ以降は補助競技場を使用のこと（13時～19時まで使用 

可）。補助競技場以外の競技場周辺での集団走は一切禁止とする。 

 

３．競技場使用について 

（１）本競技場は、全天候舗装である。スパイクシューズのピンの長さは 9mm 以下を使用す

ること。建物内ではスパイクで歩かないこと。 

（２）選手は競技役員の指示に従って入退場すること。 

 

４．招集について 

競技者の招集は、 メインスタンド１階、招集所（器具庫）にて競技開始１５分前に完了

とする。最終点呼のみ行う。その際にシューズ底厚さを計測するため、競技において使用

するシューズを必ず持参し、競技役員の指示に従って測定を受けること。シューズ規則に

関しては以下に示す。招集完了時刻に遅れた者は、棄権とみなす。 

 

シシュューーズズ規規則則  

・靴底の最大厚さ(TR5.5/TR5.13.3)：25mm 

・靴底計測場所 

 

こと。厚底シューズの使用は認めない。また、靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、

踵の中心点の靴底の厚さを超えてはならない。 
 
 
 

☆新型コロナウィルス感染防止に対応するお願い事項☆ 
新型コロナウィルスの感染状況により、大会の延期などの措置を行う場合もあります。 

また、感染拡大予防措置として指示事項を下記に示しますので遵守のほどお願いいたします。 

 

①  今回は無観客で実施させていただきますので、大会関係者以外の応援者はスタンドおよび補助競

技場を含め競技場には入れません。 

② 競技者，顧問，審判は別紙「新型コロナウィルス感染症についての体調管理チェックシート（以下、
健康チェックシート）」を必ず受付時に提出願います。 

③ 「健康チェックシート」は出場日の 2週間前より記入し、大会終了後も２週間は、記入をよろしく

お願いいたします。大会後のものは各大学で保存してください。 

④ 大会終了 2週間以内に発熱・風邪などの症状があった場合は、大会後の「健康チェックシート」の

提出を求めます。（日本陸連ガイドラインに従う） 

⑤ 必要に応じて、検温させていただきます。37.5度以上の方は、参加できません。 

⑥ 競技時以外の待機時や会場内ではすべてマスクの着用をお願いします。また、こまめに手洗い・手
指の消毒も行ってください。なお、熱中症に十分注意し、水分補給などの対策を行って下さい。 

⑦ 競技場内では、声を出した応援及び集団応援は禁止とします。また、大声での会話や応援、不要な
接触も慎んでください。 

⑧ ウォーミングアップは各自で行い、運動中につばや痰を吐くような行為は絶対に行わないでくださ
い。 

⑨ ３密（密閉・密集・密接）を回避するよう心がけてください。 

⑩ 関係者以外の取材による入場も認めません。 
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ある。また、競技運営に支障の出る応援、または伴走をした大学は失格とすることがあ

る。 

 

10. 対校の部の成績が同位だった場合の対処について。 

対校の部の総合結果が同タイムであった場合、各チーム上位８名の中の総合順位を比較

し上位者が多い大学を上位とする。 

 

11. その他    

○主催者は、競技中の発病・負傷に対しては、応急処置以外の責任は負わない。 

○トラックの芝生内は立ち入り禁止である。    

○開閉式は当日の天候によって、実施方法が変更されることがある。 

○選手は保険証のコピーを持参すること。    

○ゴミは各自で持ち帰ること。   

○閉会式終了後は、競技場内でミーティングは行わず、すみやかに撤収すること。 

 

・承認シューズリストに関しては、日本陸上競技連盟公式サイトを参照すること。日本陸

上競技連盟公式サイト＞委員会情報＞競技運営委員会＞シューズ規則に関して 

 サイト：競技運営委員会：日本陸上競技連盟公式サイト (jaaf.or.jp) 
 

５．棄権及び途中棄権について 

（１） 選手の棄権は、予め代表者会議で届け出ること。 

（２） 故障等で出走者が男子８名、女子６名に満たなくなった場合、そのチームは対校の 

部棄権となり、オープン扱いとなる。 

（３） 対校の部として当日走った競技者の中で途中棄権者が出て、完走した競技者が男子８

名、女子６名に満たなくなった時点でその学校はオープン扱いとなる。 

 

６．アスリートビブスについて 

アスリートビブスは主催者側が用意した通しアスリートビブスを使用すること。 男女と 

もに、受付にて配布された通しアスリートビブス、及び招集場所にて配布する腰アスリ 

ートビブスを使用すること。また、腰アスリートビブスはパンツの右横やや後方に取り 

付けること。 

 

７．競技について 

①レーン順はプログラム記載通りとする。 

②スタートの合図は英語で行う。 

③各競技には時間制限を設ける。それぞれ以下に示した時間までに残り一周に到達しな 

い場合はレースを打ち切ることとする。 

 

5000m 女子 25分 

10000m 男子 40分 

 

８．抗議・上訴について 

競技進行中に起きた競技者あるいはチームの行為、または順位に関する抗議は、その種 

目の結果の正式発表（アナウンス）後 30分以内に、その競技者あるいはチームの監督に 

より、北信越学生陸上競技連盟に申し出ること。その後、担当総務員を通して口頭で審 

判長に行う。その間、抗議者は学連本部で待機すること。 

 

９．応援について 

本大会は無観客で行う。トラック面で応援することを禁止し、スタンド及び芝生スタン

ドからの応援のみとする。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、密状態を避け

るために、メインスタンド含む競技場全体で集団応援禁止とする。発声の応援は禁止で



 

ある。また、競技運営に支障の出る応援、または伴走をした大学は失格とすることがあ

る。 

 

10. 対校の部の成績が同位だった場合の対処について。 

対校の部の総合結果が同タイムであった場合、各チーム上位８名の中の総合順位を比較

し上位者が多い大学を上位とする。 

 

11. その他    

○主催者は、競技中の発病・負傷に対しては、応急処置以外の責任は負わない。 

○トラックの芝生内は立ち入り禁止である。    

○開閉式は当日の天候によって、実施方法が変更されることがある。 

○選手は保険証のコピーを持参すること。    

○ゴミは各自で持ち帰ること。   

○閉会式終了後は、競技場内でミーティングは行わず、すみやかに撤収すること。 

 

・承認シューズリストに関しては、日本陸上競技連盟公式サイトを参照すること。日本陸

上競技連盟公式サイト＞委員会情報＞競技運営委員会＞シューズ規則に関して 

 サイト：競技運営委員会：日本陸上競技連盟公式サイト (jaaf.or.jp) 
 

５．棄権及び途中棄権について 

（１） 選手の棄権は、予め代表者会議で届け出ること。 

（２） 故障等で出走者が男子８名、女子６名に満たなくなった場合、そのチームは対校の 

部棄権となり、オープン扱いとなる。 

（３） 対校の部として当日走った競技者の中で途中棄権者が出て、完走した競技者が男子８

名、女子６名に満たなくなった時点でその学校はオープン扱いとなる。 

 

６．アスリートビブスについて 

アスリートビブスは主催者側が用意した通しアスリートビブスを使用すること。 男女と 

もに、受付にて配布された通しアスリートビブス、及び招集場所にて配布する腰アスリ 

ートビブスを使用すること。また、腰アスリートビブスはパンツの右横やや後方に取り 

付けること。 

 

７．競技について 

①レーン順はプログラム記載通りとする。 

②スタートの合図は英語で行う。 

③各競技には時間制限を設ける。それぞれ以下に示した時間までに残り一周に到達しな 

い場合はレースを打ち切ることとする。 

 

5000m 女子 25分 

10000m 男子 40分 

 

８．抗議・上訴について 

競技進行中に起きた競技者あるいはチームの行為、または順位に関する抗議は、その種 

目の結果の正式発表（アナウンス）後 30分以内に、その競技者あるいはチームの監督に 

より、北信越学生陸上競技連盟に申し出ること。その後、担当総務員を通して口頭で審 

判長に行う。その間、抗議者は学連本部で待機すること。 

 

９．応援について 

本大会は無観客で行う。トラック面で応援することを禁止し、スタンド及び芝生スタン

ドからの応援のみとする。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、密状態を避け

るために、メインスタンド含む競技場全体で集団応援禁止とする。発声の応援は禁止で
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男 子 の 部 
  

記録 大学 年月日 会場
男子 4:11:45.99 信州大 2020/9/19 長野市営
女子 1:48:18.09 新潟医福大 2016/7/23 ビッグスワン

記録 名前 大学 年月日 会場
男子 30:33.28 坪井　響己 信州大 2020/9/19 長野市営
女子 17:12.85 保科　琴音 新潟医福大 2019/7/17 長野市営

駅伝選考会記録

駅伝選考会記録（チーム記録）

駅伝選考会記録（個人記録）



男 子 の 部 
  



11組組
Ord. No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

OGATA Katsuma トヤマダイガク

1  188 小縣　克眞 (99) ( 4 )  富山大  30:24.43 (　　)
HASHINO Kotaro カナザワダイガク

2  514 橋野　虎太郎 (01) ( 2 )  金沢大  36:00.00 (　　)
MURAKOSHI Daichi ニイガタイリョウフクシダイガク

3  162 村越　大知 (99) ( 4 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
SEKI Kaito シンシュウダイガク

4  12 關　凱人 (99) ( 4 )  信州大  31:12.95 (　　)
SHIGA Futa ニイガタダイガク

5  75 志賀　風太 (01) ( 2 )  新潟大  31:51.05 (　　)
SHINYA Yuto トヤマダイガク

6  224 新谷　悠斗 (01) ( 2 )  富山大  30:24.43 (　　)
MUKAI Kamu カナザワダイガク

7  506 向井　神武 (01) ( 3 )  金沢大  36:00.00 (　　)
INOUE Yoshihiko ニイガタイリョウフクシダイガク

8  166 井上　慶彦 (99) ( 4 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
HASEGAWA Koki シンシュウダイガク

9  635 長谷川　昂輝 (02) ( 1 )  信州大  33:04.79 (　　)
HATORI Hirofumi ニイガタダイガク

10  614 羽鳥　紘文 (02) ( 1 )  新潟大 (　　)
SANO Tenshun トヤマダイガク

11  219 佐野　天駿 (01) ( 2 )  富山大  30:24.43 (　　)
NAKANO Masaki カナザワダイガク

12  509 中野　聖樹 (00) ( 3 )  金沢大  36:00.00 (　　)
TSUCHIDA Hinata ニイガタイリョウフクシダイガク

13  130 土田　陽大 (01) ( 3 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
JOKO Kazuki シンシュウダイガク

14  639 上甲　和樹 (02) ( 1 )  信州大  32:51.79 (　　)
KIHARA Tomoya ニイガタダイガク

15  579 木原　朋哉 (03) ( 1 )  新潟大 (　　)
IMAI Takayasu トヤマダイガク

16  692 今井　誉康 (02) ( 1 )  富山大 (　　)
SUGIURA Takahiko カナザワダイガク

17  515 杉浦　太彦 (01) ( 2 )  金沢大  36:00.00 (　　)

対対校校  男男子子  1100000000mm
MMEEMM--1100000000mm

21/7/17 　17:15　( 3組 ) 

《《  決決勝勝  》》



22組組
Ord. No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

DOI Takaki トヤマダイガク

1  199 土肥　嵩己 (00) ( 3 )  富山大  30:24.43 (　　)
GOTO So カナザワダイガク

2  661 後藤　爽生 (02) ( 1 )  金沢大  35:00.00 (　　)
SUZUKI Kenta ニイガタイリョウフクシダイガク

3  131 鈴木　健太 (00) ( 3 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
TSUBOI Hibiki シンシュウダイガク

4  2 坪井　響己 (96) 信州大  29:12.42 (　　)
FUNAYAMA Toshiki ニイガタダイガク

5  72 舟山　俊希 (00) ( 3 )  新潟大  33:11.64 (　　)
TAKIZAWA Sota トヤマダイガク

6  201 瀧澤　蒼太 (99) ( 3 )  富山大  30:24.43 (　　)
KOMADA Kotaro カナザワダイガク

7  524 駒田　光太朗 (98) 金沢大  34:00.00 (　　)
SAITO Kenya ニイガタイリョウフクシダイガク

8  132 斎藤　健也 (00) ( 3 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
ISHIKAWA Kanta シンシュウダイガク

9  41 石川　寛大 (99) ( 3 )  信州大  31:47.58 (　　)
SATO Tatsuki ニイガタダイガク

10  80 佐藤　樹 (01) ( 2 )  新潟大  33:06.87 (　　)
SAITO Ren トヤマダイガク

11  212 斉藤　廉 (01) ( 2 )  富山大  30:24.43 (　　)
MOTOFUJI Taiyo カナザワダイガク

12  510 元藤　大耀 (01) ( 2 )  金沢大  35:00.00 (　　)
TANAKA Kei ニイガタイリョウフクシダイガク

13  275 田中　圭 (01) ( 2 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
MATSUBAYASHI Naoaki シンシュウダイガク

14  53 松林　直亮 (01) ( 2 )  信州大  30:19.62 (　　)
HIRUTA Syota ニイガタダイガク

15  82 蛭田　翔太 (00) ( 3 )  新潟大  31:36.71 (　　)



33組組
Ord. No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

KOYAMA Tomoki ニイガタイリョウフクシダイガク

1  133 小山　友輝 (00) ( 3 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
NOBE Yuki シンシュウダイガク

2  1 野部　勇貴 (97) 信州大  30:49.16 (　　)
YOKOYAMA Syotaro ニイガタダイガク

3  71 横山　昇太郎 (00) ( 3 )  新潟大  31:24.92 (　　)
NINOMIYA Suguru トヤマダイガク

4  185 二宮　秀 (99) ( 4 )  富山大  30:24.43 (　　)
ISHISAKI Hajime カナザワダイガク

5  505 石崎　孟 (00) ( 3 )  金沢大  33:00.00 (　　)
IKARASHI Soshi ニイガタイリョウフクシダイガク

6  148 五十嵐　颯新 (00) ( 3 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
OSHIMA Koki シンシュウダイガク

7  5 大島　宏輝 (97) 信州大  30:48.39 (　　)
NOZAKI Motoki ニイガタダイガク

8  73 野崎　元貴 (97) ( 5 )  新潟大  31:18.48 (　　)
FUJITA Kenta トヤマダイガク

9  186 藤田　研太 (99) ( 4 )  富山大  30:24.43 (　　)
KINOSHITA Shion カナザワダイガク

10  596 木下　詩音 (01) ( 1 )  金沢大  33:00.00 (　　)
KOBAYASHI Hiroto ニイガタイリョウフクシダイガク

11  274 小林　弘人 (01) ( 2 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
YOSHIOKA Atsushi シンシュウダイガク

12  38 吉岡　篤史 (01) ( 3 )  信州大  31:40.17 (　　)
KUBOTA Yuya ニイガタダイガク

13  79 久保田　雄也 (00) ( 3 )  新潟大  31:26.84 (　　)
SUZUKI Seiya トヤマダイガク

14  207 鈴木　聖矢 (02) ( 2 )  富山大  30:24.43 (　　)
KIMURA Koki カナザワダイガク

15  522 木村　昂暉 (96) 金沢大  34:00.00 (　　)
WATABE Ryotaro ニイガタイリョウフクシダイガク

16  391 渡部　遼太郎 (02) ( 1 )  新潟医福大  30:24.43 (　　)
SUGANUMA Naohiro シンシュウダイガク

17  52 菅沼　直紘 (00) ( 2 )  信州大  31:52.46 (　　)
SUZUKI Syuntaro ニイガタダイガク

18  397 鈴木　駿太郎 (00) ( 4 )  新潟大  30:49.29 (　　)



Ord. No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考
KONAKA Ryunosuke シンシュウダイガク

1  20 小中　龍之介 (99) ( 4 )  信州大  32:51.69 (　　)
IKEDA Chikashi マツモトダイガク

2  362 池田　悠司 (00) ( 3 )  松本大  30:49.94 (　　)
YABUNAKA Masaya シンシュウダイガク

3  626 籔中　雅也 (02) ( 1 )  信州大  33:47.61 (　　)
OCHIAI Ryota シンシュウダイガク

4  45 落合　亮太 (00) ( 3 )  信州大  33:19.80 (　　)

オオーーププンン  男男子子  1100000000mm
OOPP　　MMEENN--1100000000mm

2021/7/17 15:30

《《  決決勝勝  》》
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大学名 記録 順位
新潟大学

新潟医療福祉大学
富山大学
金沢大学
信州大学

対校成績(男子)

女 子 の 部 



女 子 の 部 



Ord. No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考
MIZUTANI Reina トヤマダイガク

1  37 水谷　玲那 (98) ( 4 )  富山大  14:44.55 (　　)
TANAKA Yuma ニイガタイリョウフクシダイガク

2  82 田中　優麻 (00) ( 3 )  新潟医福大  14:44.55 (　　)
TAYA Marumi トヤマダイガク

3  39 田谷　まる美 (00) ( 3 )  富山大  14:44.55 (　　)
HIRAYASU Momoka ニイガタイリョウフクシダイガク

4  127 平安　桃香 (02) ( 1 )  新潟医福大  14:44.55 (　　)
ORITA Risako トヤマダイガク

5  42 折田　梨紗子 (01) ( 2 )  富山大  14:44.55 (　　)
SATO Haruna ニイガタイリョウフクシダイガク

6  97 佐藤　晴奈 (01) ( 2 )  新潟医福大  14:44.55 (　　)
NISHIZAWA Mayu トヤマダイガク

7  171 西澤　真由 (02) ( 1 )  富山大 (　　)
SUZUKI Konatsu ニイガタイリョウフクシダイガク

8  80 鈴木　こなつ (00) ( 3 )  新潟医福大  14:44.55 (　　)
MORIUCHI Miyu トヤマダイガク

9  38 守内　美結 (99) ( 3 )  富山大  14:44.55 (　　)
HOSHINA Kotone ニイガタイリョウフクシダイガク

10  81 保科　琴音 (00) ( 3 )  新潟医福大  14:44.55 (　　)
ARASHI Yuina トヤマダイガク

11  34 嵐　結菜 (01) ( 2 )  富山大  14:44.55 (　　)
YOSHIDA Chihiro ニイガタイリョウフクシダイガク

12  73 吉田　千紘 (00) ( 4 )  新潟医福大  14:44.55 (　　)
MARUYAMA Misaki ニイガタイリョウフクシダイガク

13  101 丸山　美幸 (01) ( 2 )  新潟医福大  14:44.55 (　　)

対対校校  女女子子  55000000mm
WWOOMMEENN--1100000000mm

2021/7/17 16:00

《《  決決勝勝  》》



Ord. No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考
KUDO Mana シンシュウダイガク

21  6 工藤　愛菜 (01) ( 2 )  信州大  19:04.94 (　　)
IKEO Yui シンシュウダイガク

22  13 池尾　優衣 (01) ( 2 )  信州大  19:04.94 (　　)

オオーーププンン  女女子子  55000000mm
OOPP  WWOOMMEENN--1100000000mm

2021/7/17 16:00

《《  決決勝勝  》》



大学名 記録 順位
新潟医療福祉大学

富山大学

対校成績(女子)






