
第31回中越地区中学校駅伝競走大会(女子) 女子総合結果
2021/10/14 　　11:20　start
 小千谷市白山運動公園　特設コース

順位 チーム名
トオカマチミナミ
十日町･南中（52）

　47.56 　12.21 4 　20.18 3 　27.58 1 　36.26 1 　47.56 1
　12.21 4 　7.57 1 　7.40 1 　8.28 3 　11.30 3

シオザワ
南魚沼･塩沢中（77）

　48.06 　12.04 2 　20.09 1 　28.23 2 　36.39 2 　48.06 2
　12.04 2 　8.05 3 　8.14 2 　8.16 2 　11.27 2

トオカマチ
十日町･十日町中（50）

　49.28 　12.47 7 　21.57 10 　30.48 8 　38.34 3 　49.28 3
　12.47 7 　9.10 18 　8.51 8 　7.46 1 　10.54 1

トオカマチナカジョウ
十日町･中条中（51）

　50.39 　12.13 3 　20.10 2 　29.25 3 　38.46 4 　50.39 4
　12.13 3 　7.57 1 　9.15 17 　9.21 9 　11.53 5

ツツミオカ
長岡･堤岡中（9）

　50.56 　12.29 5 　21.11 4 　30.01 5 　38.55 5 　50.56 5
　12.29 5 　8.42 5 　8.50 7 　8.54 5 　12.01 6

ツバメヨシダ
燕･吉田中（83）

　51.19 　12.02 1 　21.13 5 　29.40 4 　39.30 6 　51.19 6
　12.02 1 　9.11 20 　8.27 3 　9.50 24 　11.49 4

ヒロカミ
魚沼･広神中（68）

　52.02 　12.59 11 　21.35 6 　30.21 6 　39.58 9 　52.02 7
　12.59 11 　8.36 4 　8.46 5 　9.37 18 　12.04 8

ツバメ
燕･燕中（80）

　52.06 　13.04 12 　21.51 8 　30.43 7 　39.55 8 　52.06 8
　13.04 12 　8.47 6 　8.52 9 　9.12 6 　12.11 11

オヂヤ
小千谷･小千谷中（39）

　52.23 　12.38 6 　21.42 7 　30.52 9 　40.13 10 　52.23 9
　12.38 6 　9.04 13 　9.10 14 　9.21 9 　12.10 10

ハッカイ
南魚沼･八海中（73）

　52.43 　13.21 18 　22.11 11 　31.00 10 　39.52 7 　52.43 10
　13.21 18 　8.50 9 　8.49 6 　8.52 4 　12.51 17

ツナン
中魚･津南中（60）

　52.59 　13.32 21 　22.20 15 　31.05 12 　40.55 13 　52.59 11
　13.32 21 　8.48 8 　8.45 4 　9.50 24 　12.04 8

ヒガシオヂヤ
小千谷･東小千谷中（40）

　53.38 　12.51 8 　22.15 13 　31.21 13 　40.41 12 　53.38 12
　12.51 8 　9.24 25 　9.06 10 　9.20 8 　12.57 18

ミズサワ
十日町･水沢中（55）

　53.57 　13.16 16 　22.22 16 　31.39 15 　41.09 15 　53.57 13
　13.16 16 　9.06 15 　9.17 18 　9.30 15 　12.48 16

ホリノウチ
魚沼･堀之内中（71）

　53.59 　13.37 24 　22.24 17 　31.36 14 　40.59 14 　53.59 14
　13.37 24 　8.47 6 　9.12 15 　9.23 11 　13.00 20

ナガオカヒガシ
長岡･東中（1）

　54.10 　12.56 10 　21.54 9 　31.03 11 　40.29 11 　54.10 15
　12.56 10 　8.58 10 　9.09 13 　9.26 14 　13.41 30

ナガオカオオジマ
長岡･大島中（14）

　54.26 　13.13 15 　22.14 12 　31.55 17 　41.29 17 　54.26 16
　13.13 15 　9.01 12 　9.41 27 　9.34 17 　12.57 18

ムイカマチ
南魚沼･六日町中（76）

　54.35 　13.10 14 　22.18 14 　31.48 16 　41.20 16 　54.35 17
　13.10 14 　9.08 16 　9.30 21 　9.32 16 　13.15 25

ミツケ
見附･見附中（62）

　54.46 　13.44 27 　22.56 24 　32.03 18 　41.46 18 　54.46 18
　13.44 27 　9.12 21 　9.07 12 　9.43 21 　13.00 20

コイデ
魚沼･小出中（70）

　54.50 　14.26 32 　23.31 29 　32.45 25 　42.10 22 　54.50 19
　14.26 32 　9.05 14 　9.14 16 　9.25 12 　12.40 13

ミツケミナミ
見附･南中（63）

　55.00 　13.46 28 　22.46 21 　32.31 22 　42.14 23 　55.00 20
　13.46 28 　9.00 11 　9.45 28 　9.43 21 　12.46 15

トウホク
長岡･東北中（6）

　55.02 　13.56 30 　23.26 28 　32.32 23 　41.48 19 　55.02 21
　13.56 30 　9.30 29 　9.06 10 　9.16 7 　13.14 24

21
坂井　杏名 (3) 佐久間　朱花 (3) 山下　真央 (3) 木菱　あおい (3) 田中　空 (3)

20
千野　真子 (3) 南波　夏宝 (3) 藤田　みなみ (2) 目黒　暖 (3) 佐野　茉那 (3)

サカイ　アンナ サクマ　シュカ ヤマシタ　マオ キビシ　アオイ タナカ　ソラ

19
荒井　菜乃花 (3) 武藤　ゆづき (2) 佐藤　七夢 (1) 磯部　おはな (1) 佐藤　加莱 (3)

チノ　マコ ナンバ　カホ フジタ　ミナミ メグロ　ノン サノ　マナ

18
恩田　真心 (2) 武石　理歩 (2) 大谷　優妃 (2) 山本　あおい (2) 高橋　奈々 (2)

アライ　ナノカ ブトウ　ユヅキ サトウ　ナナミ イソベ　オハナ サトウ　カラ

17
勝又　悠埜 (3) 内山　花香 (3) 塩原　那奈 (1) 本多　椋 (1) 中俣　日乃 (1)

オンダ　マナミ タケイシ　リホ オオタニ　ユウヒ ヤマモト　アオイ タカハシ　ナナ

16
桑原　奈瑚 (2) 諏訪　陽向 (2) 中山　月愛 (3) 山岸　彩芽 (3) 角屋　実莉 (3)

カツマタ　ユノ ウチヤマ　カコ シオバラ　ナナ ホンダ　リョウ ナカマタ　ヒノ

15
猪俣　真央 (2) 小川　夢乃 (3) 吉田　結 (2) 長谷川　蘭 (3) 新保　美咲 (3)

クワバラ　ナコ スワ　ヒナタ ナカヤマ　ルナ ヤマギシ　アヤメ スミヤ　ミノリ

14
大久保　ららあ (3) 柏木　葉月 (3) 横山　結南 (2) 森山　優月 (2) 浅井　友那 (3)

イノマタ　マオ オガワ　ユメノ ヨシダ　ユイ ハセガワ　ラン シンボ　ミサキ

13
山田　結衣 (2) 保坂　芽依 (2) 富井　千尋 (1) 高澤　涼香 (3) 金澤　伶奈 (3)

オオクボ　ララア カシワギ　ハルナ ヨコヤマ　ユナ モリヤマ　ユヅキ アサイ　ユウナ

12
小島　ひかる (3) 佐藤　穂乃花 (3) 鷲頭　のあ (2) 西脇　希絆 (2) 五十嵐　梨音 (2)

ヤマダ　ユイ ホサカ　メイ トミイ　チヒロ タカザワ　スズカ カナザワ　レナ

11
樋口　はな (2) 桑原　由奈 (3) 山岸　明日香 (2) 大平　柑奈 (2) 久保田　美有 (2)

コジマ　ヒカル サトウ　ホノカ ワシズ　ノア ニシワキ　ノノハ イカラシ　リオ

10
内田　実紀 (2) 久川　藍 (2) 内田　明莉 (2) 井口　桃 (2) 西潟　由菜 (3)

ヒグチ　ハナ クワハラ　ユナ ヤマギシ　アスカ オオヒラ　カンナ クボタ　ミユ

9
庭野　陽子 (2) 関　未唯奈 (2) 郷　佑衣 (2) 田中　柚羽 (1) 中野　美香 (2)

ウチダ　ミノリ クガワ　ラン ウチダ　アカリ イグチ　モモ ニシカタ　ユナ

8
細貝　唯莉 (3) 増田　梨々華 (1) 小川　ひびね (2) 羽生　百花 (1) 細貝　芹莉 (1)

ニワノ　ヨウコ セキ　ミイナ ゴウ　ユイ タナカ　ユズハ ナカノ　ミカ

7
小幡　莉子 (2) 山之内　柑奈 (2) 中澤　瑠璃 (1) 勝又　香里菜 (1) 佐藤　日向子 (3)

ホソカイ　ユイリ マスダ　リリカ オガワ　ヒビネ ハニュウ　モモカ ホソカイ　セリ

6
橋本　和叶 (3) 地野　心美 (1) 諸橋　咲來 (1) 柳　あやの (1) 深澤　陽菜 (2)

オバタ　リコ ヤマノウチ　カンナ ナカザワ　ルリ カツマタ　カリナ サトウ　ヒナコ

5
山田　優花 (3) 渡辺　聖 (1) 山岸　未空 (3) 山賀　花梨奈 (2) 柿倉　七南 (3)

ハシモト　ワカナ チノ　ココミ モロハシ　サクラ ヤナギ　アヤノ フカサワ　ハルナ

4
山岸　野乃 (3) 児玉　莉夢 (2) 小林　奏 (3) 関口　凛乃 (3) 井沢　心々凪 (2)

ヤマダ　ユウカ ワタナベ　アカリ ヤマギシ　ミク ヤマガ　カリナ カキクラ　ナナン

3
髙橋　小梅 (3) 村山　碧 (3) 佐々木　心暖 (3) 阿部　和夏 (3) 髙橋　美空 (3)

ヤマギシ　ヒロノ コダマ　リム コバヤシ　カナタ セキグチ　リノ イザワ　ココナ

2
渡邉　杏菜 (3) 関　桃子 (3) 原澤　実暖 (3) 原田　來夏 (2) 渡邉　佑菜 (3)

タカハシ　コウメ ムラヤマ　ミドリ ササキ　ココロ アベ　ホノカ タカハシ　ミソラ

1
大塚　彩世 (3) 大塚　有莉 (3) 春日　未鈴 (2) 根津　美優 (2) 阿部　柑菜 (2)

ワタナベ　アンナ セキ　モモコ ハラサワ　ミハル ハラダ　コナツ ワタナベ　ユウナ

1区(3.3km) 2区(2.1km) 3区(2.1km) 4区(2.1km) 5区(3.0km)
オオツカ　アヤセ オオツカ　ユリ カスガ　ミスズ ネツ　ミユウ アベ　カンナ



第31回中越地区中学校駅伝競走大会(女子) 女子総合結果
2021/10/14 　　11:20　start
 小千谷市白山運動公園　特設コース

順位 チーム名 1区(3.3km) 2区(2.1km) 3区(2.1km) 4区(2.1km) 5区(3.0km)
マツノヤマガクエン
十日町・まつのやま学園（59）

　55.29 　13.20 17 　22.36 19 　32.06 19 　42.48 25 　55.29 22
　13.20 17 　9.16 22 　9.30 21 　10.42 35 　12.41 14

チダ
小千谷･千田中（41）

　55.30 　13.44 26 　23.10 26 　32.41 24 　42.06 21 　55.30 23
　13.44 26 　9.26 27 　9.31 23 　9.25 12 　13.24 26

ツナンチュウトウ
中魚･津南中等(中)（61）

　56.14 　13.05 13 　22.35 18 　32.30 21 　42.29 24 　56.14 24
　13.05 13 　9.30 29 　9.55 31 　9.59 27 　13.45 31

カワニシ
十日町･川西中（56）

　56.20 　13.25 19 　22.52 23 　32.23 20 　42.02 20 　56.20 25
　13.25 19 　9.27 28 　9.31 23 　9.39 19 　14.18 38

トオカマチゲジョウ
十日町･下条中（54）

　56.20 　12.53 9 　22.38 20 　33.07 27 　43.51 30 　56.20 26
　12.53 9 　9.45 35 　10.29 39 　10.44 37 　12.29 12

サンジョウダイシ
三条･第四中（33）

　56.23 　13.35 23 　23.23 27 　33.02 26 　43.22 29 　56.23 27
　13.35 23 　9.48 36 　9.39 26 　10.20 31 　13.01 22

ミヤウチ
長岡･宮内中（5）

　56.45 　13.33 22 　22.50 22 　33.16 28 　43.05 27 　56.45 28
　13.33 22 　9.17 23 　10.26 38 　9.49 23 　13.40 29

スヨシ
長岡･栖吉中（4）

　57.09 　13.47 29 　23.31 30 　33.19 30 　43.21 28 　57.09 29
　13.47 29 　9.44 34 　9.48 29 　10.02 28 　13.48 32

コウヨウ
長岡･江陽中（8）

　57.19 　14.43 35 　23.53 32 　33.17 29 　42.56 26 　57.19 30
　14.43 35 　9.10 18 　9.24 19 　9.39 19 　14.23 39

ナガオカミナミ
長岡･南中（2）

　57.20 　14.22 31 　24.13 36 　34.28 37 　45.18 37 　57.20 31
　14.22 31 　9.51 38 　10.15 33 　10.50 40 　12.02 7

ヤマト
南魚沼･大和中（72）

　58.11 　14.49 36 　23.57 34 　33.51 32 　44.22 33 　58.11 32
　14.49 36 　9.08 16 　9.54 30 　10.31 34 　13.49 33

カリヤタ
長岡･刈谷田中（25）

　58.13 　13.43 25 　23.48 31 　34.21 36 　45.06 36 　58.13 33
　13.43 25 　10.05 40 　10.33 41 　10.45 38 　13.07 23

サンジョウダイイチ
三条･第一中（30）

　58.43 　15.06 38 　24.39 37 　34.04 34 　43.57 31 　58.43 34
　15.06 38 　9.33 31 　9.25 20 　9.53 26 　14.46 41

イズモザキ
三島･出雲崎中（29）

　58.49 　14.31 33 　23.56 33 　34.01 33 　44.46 34 　58.49 35
　14.31 33 　9.25 26 　10.05 32 　10.45 38 　14.03 36

ナガオカニシ
長岡･西中（7）

　59.05 　14.56 37 　24.46 38 　35.08 39 　45.32 38 　59.05 36
　14.56 37 　9.50 37 　10.22 37 　10.24 32 　13.33 27

ナガオカキタ
長岡･北中（3）

　59.11 　14.37 34 　23.59 35 　34.14 35 　44.56 35 　59.11 37
　14.37 34 　9.22 24 　10.15 33 　10.42 35 　14.15 37

アサヒオカ
長岡･旭岡中（16）

　59.22 　15.09 39 　25.03 39 　34.39 38 　45.46 39 　59.22 38
　15.09 39 　9.54 39 　9.36 25 　11.07 42 　13.36 28

タガミ
南蒲･田上中（49）

　59.43 　13.28 20 　23.04 25 　33.33 31 　44.03 32 　59.43 39
　13.28 20 　9.36 33 　10.29 39 　10.30 33 　15.40 42

オヂヤミナミ
小千谷･南中（42）

　1.00.28 　16.12 41 　25.47 40 　36.07 40 　46.26 40 　1.00.28 40
　16.12 41 　9.35 32 　10.20 36 　10.19 30 　14.02 35

サカエ
三条･栄中（37）

　1.01.23 　15.42 40 　26.49 41 　37.29 42 　47.31 41 　1.01.23 41
　15.42 40 　11.07 42 　10.40 42 　10.02 28 　13.52 34

ユザワ
南魚･湯沢中（78）

　1.02.37 　16.29 42 　27.03 42 　37.20 41 　48.13 42 　1.02.37 42
　16.29 42 　10.34 41 　10.17 35 　10.53 41 　14.24 40

24

25

26

27

28

29

30

ダテ　ミユウ ヤノ　クルミ

オヤナギ　カスミ ツノダ　ツカサ

カワカミ　アイリ フクザキ　ユイナ

シゲヤマ　リオ シブヤ　アカネ カネコ　アキ
伊達　未優 (3) 矢野　空瑠美 (3) 重山　凛姫 (2) 澁谷　朱音 (1) 金子　晶 (1)

イケガヤ　ミサキ ナガシマ　ミヤ ヨシカワ　ミライ サカツメ　ユイ カナイ　ミワ
池谷　心咲 (1) 長島　実耶 (1) 吉川　みらい (3) 坂詰　由衣 (3) 金井　未和 (3)

タカハシ　ハルキ ハシモト　カホ ヨコヤマ　ヒナタ
小柳　夏澄 (3) 角田　司 (3) 高橋　遥姫 (3) 橋本　果歩 (3) 横山　陽春 (1)

ムラヤマ　サワ カイホツ　ミズキ コンドウ　ヒナタ ハセガワ　クララ ワタナベ　ミコト
村山　紗和 (1) 開發　みずき (2) 近藤　陽向 (1) 長谷川　くらら (2) 渡邉　美心都 (1)

ワタヌキ　メイ ヒグチ　チユキ コカイ　ミユ
川上　愛理 (2) 福崎　結南 (1) 渡貫　芽依 (1) 樋口　千倖 (1) 小海　心優 (1)

トミイ　ユナ タムラ　アオイ マルヤマ　サラ ナガツ　サクラ トダ　ミチル
富井　柚菜 (2) 田村　碧彩 (2) 丸山　さら (2) 長津　咲良 (3) 戸田　路琉 (1)

23
渡辺　みのり (1) 和田　紗空 (2) 田辺　彩代 (2) 室橋　らん (1) 佐藤　絢菜 (1)

22
保坂　風花 (3) 髙橋　恵梨花 (2) 齋木　月咲 (1) 相澤　優希 (3) 福原　悠愛 (1)

ワタナベ　ミノリ ワダ　サラ タナベ　サヨ ムロハシ　ラン サトウ　ジュナ

ホサカ　フウカ タカハシ　エリカ サイキ　ツカサ アイザワ　ユキ フクハラ　ユア

イチカワ　ミユ ヨシオカ　ヒカリ コンドウ　ユナ アサオ　マキ セキ　ユメ

オサベ　ハナ ミズサワ　ノア タカハシ　サエ フジキ　アンナ カトウ　マユ
長部　絆花 (2) 水沢　のあ (1) 高橋　沙衣 (1) 藤木　杏奈 (1) 加藤　真悠 (2)

カミムラ　マオ トヨノ　ホマレ ミカワ　サエ コマガタ　ユズ ワタナベ　カオ

31
市川　未悠 (3) 吉岡　晃莉 (2) 近藤　優和 (2) 麻王　舞紀 (2) 関　優愛 (1)

イトウ　ユウナ ナガハシ　ココナ ヤマカ　アイ スギノ　メイ ヤマイ　ココロ

32
上村　真央 (3) 豊野　歩希 (2) 三川　沙益 (3) 駒形　柚 (1) 渡邉　夏央 (1)

イカラシ　ミウ イシバシ　アミ サトウ　サナ サトウ　ミオ ホリ　ヒカリ

33
伊東　夕那 (2) 永橋　心樹 (2) 山家　愛 (1) 杉野　芽唯 (1) 山井　こころ (1)

エンドウ　マヒル ハセガワ　モモコ ミトミ　カナ アキヤマ　リノ ムラヤマ　リヅキ

34
五十嵐　実羽 (2) 石橋　杏未 (2) 佐藤　紗菜 (2) 佐藤　実音 (2) 堀　光里 (2)

タグチ　ミユウ コバヤシ　カナ エンドウ　ツグミ ムトウ　ナギサ ナガイ　ミハル

35
遠藤　まひる (2) 長谷川　桃子 (2) 三富　香奈 (2) 秋山　りの (2) 村山　莉月 (3)

ミヤウチ　アイリ オオセキ　イチカ マサオカ　コノハ アイダ　ミオ ソリマチ　ユイ

36
田口　美憂 (3) 小林　加奈 (1) 遠藤　世美 (3) 武藤　渚紗 (2) 永井　実花 (2)

サクライ　チカナ セキ　サワコ カゴシマ　ココネ タケベ　ヒナリ カトウ　アンナ

37
宮内　愛鈴 (3) 大関　いち夏 (2) 正岡　心羽 (1) 會田　水緒 (2) 反町　結 (1)

ヒグチ　ユナ ツルマキ　ソラ サトウ　フウカ オノザワ　アコ トツネ　リコ

38
櫻井　知奏 (2) 関　冴和子 (2) 鹿兒島　心寧 (1) 竹部　陽菜里 (1) 加藤　杏奈 (1)

タナカ　ミク コンドウ　ハヅキ ヒロイ　ホノカ オオフチ　マオ トミザワ　ヒヨリ

39
樋口　優奈 (1) 鶴巻　空 (2) 佐藤　楓華 (2) 小野澤　亜虹 (2) 戸恒　璃子 (1)

オオクチ　リオ ナシモト　ルコ コバヤシ　ヒミコ ナカムラ　ヒナコ コバヤシ　ミカド

40
田中　美紅 (3) 近藤　葉月 (2) 廣井　ほの花 (2) 大渕　茉緒 (2) 冨澤　日和 (1)

カトウ　マオ グンジ　クレハ アキモト　ハルカ ナグモ　ウルハ コシゴエ　ジュカ

41
大口　莉緒 (3) 梨本　るこ (3) 小林　姫心 (3) 中村　日向子 (1) 小林　美帝 (1)

42
加藤　真生 (3) 郡司　紅羽 (1) 秋元　遥翔 (1) 南雲　うるは (2) 腰越　珠花 (2)



第31回中越地区中学校駅伝競走大会(男子) 男子総合結果
2021/10/14 　　13:00　start
小千谷市白山運動公園　特設コース

順位 チーム名
トオカマチミナミ
十日町･南中（52）

　1.03.08 　11.09 10 　21.01 2 　31.08 2 　41.42 1 　52.18 1 　1.03.08 1
　11.09 10 　9.52 2 　10.07 3 　10.34 2 　10.36 2 　10.50 10

オヂヤ
小千谷･小千谷中（39）

　1.03.48 　10.42 3 　21.05 3 　30.59 1 　42.45 3 　53.05 2 　1.03.48 2
　10.42 3 　10.23 6 　9.54 2 　11.46 29 　10.20 1 　10.43 4

トオカマチヨシダ
十日町･吉田中（53）

　1.04.15 　10.40 2 　21.18 6 　31.46 4 　42.37 2 　53.36 3 　1.04.15 3
　10.40 2 　10.38 15 　10.28 5 　10.51 5 　10.59 8 　10.39 2

トオカマチ
十日町･十日町中（50）

　1.04.50 　12.04 30 　22.32 21 　33.08 16 　43.41 10 　54.19 5 　1.04.50 4
　12.04 30 　10.28 11 　10.36 8 　10.33 1 　10.38 3 　10.31 1

ムイカマチ
南魚沼･六日町中（76）

　1.05.12 　10.58 7 　21.24 7 　32.06 7 　43.07 5 　54.24 6 　1.05.12 5
　10.58 7 　10.26 8 　10.42 10 　11.01 8 　11.17 10 　10.48 8

カワニシ
十日町･川西中（56）

　1.05.42 　11.10 12 　21.15 5 　31.40 3 　42.46 4 　54.06 4 　1.05.42 6
　11.10 12 　10.05 4 　10.25 4 　11.06 9 　11.20 13 　11.36 30

スヨシ
長岡･栖吉中（4）

　1.05.56 　11.22 17 　21.55 14 　33.06 14 　43.48 11 　55.15 11 　1.05.56 7
　11.22 17 　10.33 14 　11.11 24 　10.42 3 　11.27 15 　10.41 3

シオザワ
南魚沼･塩沢中（77）

　1.05.57 　10.53 6 　21.25 8 　32.11 8 　43.48 12 　55.05 9 　1.05.57 8
　10.53 6 　10.32 12 　10.46 13 　11.37 24 　11.17 10 　10.52 12

トオカマチゲジョウ
十日町･下条中（54）

　1.06.02 　11.54 26 　22.26 20 　32.54 12 　43.41 9 　54.31 7 　1.06.02 9
　11.54 26 　10.32 12 　10.28 5 　10.47 4 　10.50 4 　11.31 27

ウオヌマキタ
魚沼･魚沼北中（66）

　1.06.19 　11.19 15 　21.45 11 　32.30 9 　43.30 8 　55.00 8 　1.06.19 10
　11.19 15 　10.26 8 　10.45 12 　11.00 7 　11.30 16 　11.19 20

ツナン
中魚･津南中（60）

　1.06.30 　11.24 19 　21.13 4 　31.57 6 　43.19 6 　55.23 13 　1.06.30 11
　11.24 19 　9.49 1 　10.44 11 　11.22 15 　12.04 27 　11.07 15

ヒロカミ
魚沼･広神中（68）

　1.06.32 　11.32 20 　22.25 19 　33.15 18 　44.27 17 　55.45 18 　1.06.32 12
　11.32 20 　10.53 20 　10.50 16 　11.12 11 　11.18 12 　10.47 7

トオカマチナカジョウ
十日町･中条中（51）

　1.06.38 　11.24 18 　21.28 9 　32.38 10 　44.04 14 　55.12 10 　1.06.38 13
　11.24 18 　10.04 3 　11.10 23 　11.26 17 　11.08 9 　11.26 23

ツツミオカ
長岡･堤岡中（9）

　1.06.53 　10.35 1 　20.56 1 　31.51 5 　43.23 7 　55.32 16 　1.06.53 14
　10.35 1 　10.21 5 　10.55 18 　11.32 21 　12.09 31 　11.21 21

コウナン
長岡･岡南中（11）

　1.06.56 　11.37 21 　22.33 22 　33.11 17 　44.26 16 　55.16 12 　1.06.56 15
　11.37 21 　10.56 21 　10.38 9 　11.15 13 　10.50 4 　11.40 33

マツノヤマガクエン
十日町・まつのやま学園（59）

　1.06.57 　11.20 16 　21.44 10 　32.53 11 　44.09 15 　55.51 19 　1.06.57 16
　11.20 16 　10.24 7 　11.09 22 　11.16 14 　11.42 21 　11.06 14

ナガオカオオジマ
長岡･大島中（14）

　1.07.03 　11.05 8 　21.52 12 　33.08 15 　44.38 19 　55.29 15 　1.07.03 17
　11.05 8 　10.47 17 　11.16 25 　11.30 19 　10.51 6 　11.34 28

ツバメ
燕･燕中（80）

　1.07.04 　12.08 35 　22.35 23 　33.21 19 　44.29 18 　55.23 14 　1.07.04 18
　12.08 35 　10.27 10 　10.46 13 　11.08 10 　10.54 7 　11.41 34

ツバメヨシダ
燕･吉田中（83）

　1.07.07 　11.17 14 　22.07 15 　33.02 13 　44.00 13 　55.32 17 　1.07.07 19
　11.17 14 　10.50 18 　10.55 18 　10.58 6 　11.32 17 　11.35 29

ナカノシマ
長岡･中之島中（17）

　1.08.22 　12.05 31 　23.18 32 　34.16 25 　46.01 26 　57.39 23 　1.08.22 20
　12.05 31 　11.13 31 　10.58 20 　11.45 28 　11.38 19 　10.43 4

ミツケ
見附･見附中（62）

　1.08.28 　11.12 13 　22.12 17 　33.47 23 　45.31 23 　57.45 24 　1.08.28 21
　11.12 13 　11.00 25 　11.35 32 　11.44 26 　12.14 35 　10.43 4

ホリノウチ
魚沼･堀之内中（71）

　1.08.47 　11.46 25 　22.52 26 　34.14 24 　45.28 22 　57.17 20 　1.08.47 22
　11.46 25 　11.06 27 　11.22 26 　11.14 12 　11.49 22 　11.30 25

ナガオカニシ
長岡･西中（7）

　1.09.07 　12.41 44 　23.51 37 　34.24 26 　45.52 25 　57.56 26 　1.09.07 23
　12.41 45 　11.10 29 　10.33 7 　11.28 18 　12.04 27 　11.11 19

コウヨウ
長岡･江陽中（8）

　1.09.19 　11.07 9 　22.10 16 　33.32 22 　45.07 20 　57.17 21 　1.09.19 24
　11.07 9 　11.03 26 　11.22 26 　11.35 22 　12.10 32 　12.02 35

ヤマト
南魚沼･大和中（72）

　1.09.22 　12.39 43 　23.38 34 　34.40 29 　46.04 27 　57.45 25 　1.09.22 25
　12.39 44 　10.59 23 　11.02 21 　11.24 16 　11.41 20 　11.37 31

アサヒオカ
長岡･旭岡中（16）

　1.09.25 　12.15 38 　23.13 30 　34.37 27 　46.12 28 　58.16 27 　1.09.25 26
　12.15 38 　10.58 22 　11.24 28 　11.35 22 　12.04 27 　11.09 18

サカエ
三条･栄中（37）

　1.09.44 　10.53 5 　22.46 24 　33.32 21 　45.41 24 　58.36 29 　1.09.44 27
　10.53 5 　11.53 46 　10.46 13 　12.09 37 　12.55 45 　11.08 16

シミズ　ウタ タカノ　リク ミヤゾノ　ケイシ カミムラ　アスマ タカハシ　ヒカル マルヤマ　ユイト

1

ナカノ　コタロウ ササザキ　イクト ムラタ　ヒロト ホリサワ　アサヒ コミタ　ヨシモリ オガワ　イサキ

27
安達　駿 (2) 中村　優太 (3) 倉持　楓 (3) 堤　智哉 (3) 渡邉　一加 (1) 須佐　翔太 (2)

26

アダチ　シュン ナカムラ　ユウタ クラモチ　カエデ ツツミ　トモヤ ワタナベ　イチカ スサ　ショウタ

大﨑　京一 (2) 桜井　陽斗 (2) 近藤　柊 (2) 米山　慎之介 (2) 山下　市 (2) 渡辺　琉斗 (2)

25

オオサキ　キョウイチ サクライ　ハルト コンドウ　シュウ ヨネヤマ　シンノスケ ヤマシタ　イチ ワタナベ　リュウト

駒形　涼太郎 (2) 上村　汰仁 (3) 宮内　諒好 (3) 今井　帆貴 (3) 上村　貫太 (1) 斉藤　生真 (3)

24

コマガタ　リョウタロウ カミムラ　タヒト ミヤウチ　ルイ イマイ　ホタカ カミムラ　カンタ サイトウ　ショウマ

山崎　空獅 (3) 西山　慶 (2) 飯塚　恵太 (2) 相澤　遼馬 (2) 西山　類 (2) 田口　侑汰 (3)

23

ヤマザキ　クウシ ニシヤマ　ケイ イイズカ　ケイタ アイザワ　ハルマ ニシヤマ　ルイ タグチ　ユウタ

小林　克生 (3) 小林　和輝 (3) 田村　亘之介 (3) 桑原　啓太朗 (2) 小林　昊 (3) 影山　順登 (3)

22

コバヤシ　カツキ コバヤシ　カズキ タムラ　コウノスケ クワバラ　ケイタロウ コバヤシ　ソラ カゲヤマ　カズト

松田　乙輝 (3) 小林　悠輝 (3) 下村　滉翔 (3) 田澤　尚生 (3) 岡村　常愛 (2) 橋﨑　裕斗 (3)

21

マツダ　イツキ コバヤシ　ユウキ シモムラ　ヒロト タザワ　ナオ オカムラ　ツネヨシ ハシザキ　ヒロト

佐々木　陸 (3) 川上　玲音 (2) 石黒　葵士 (2) 齊藤　凛空 (1) 山田　悠人 (2) 大竹　主真 (2)

20

ササキ　リク カワカミ　レオン イシグロ　アオト サイトウ　リク ヤマダ　ユウト オオタケ　カズマ

八木　縁 (2) 栗林　昂汰 (1) 星　慶吾 (3) 野口　壱矢 (3) 田中　琉旺 (3) 塩入　直太朗 (3)

19

ヤギ　エニシ クリバヤシ　コウタ ホシ　ケイゴ ノグチ　イチヤ タナカ　ルオウ シオイリ　ナオタロウ

丸山　展 (2) 霜鳥　結太 (3) 杣木　健人 (3) 片桐　遥久 (2) 澤口　裕人 (1) 岡田　翔太 (1)

18

マルヤマ　ノブ シモトリ　ユウタ ソマキ　ケント カタギリ　ハク サワグチ　ヒロト オカダ　ショウタ

小栁　凛 (3) 澁木　斗夢 (2) 荒澤　福太 (2) 丸山　蓮斗 (3) 星野　奏人 (3) 霜鳥　太一 (1)

17

オヤナギ　リン シブキ　トム アラサワ　フクタ マルヤマ　レント ホシノ　カナト シモトリ　タイチ

丸山　璃空 (3) 佐藤　諒平 (3) 大平　禮覇 (3) 神林　大翔 (2) 西澤　叶斗 (2) 佐藤　泰士 (3)

16

マルヤマ　リク サトウ　リョウヘイ オオダイラ　ライハ カンバヤシ　ハルト ニシザワ　カナト サトウ　タイシ

田邊　桂士 (2) 坂口　煌真 (1) 樋口　幹都 (1) 村山　颯真 (1) 福原　諒太 (2) 高澤　暁斗 (2)

15

タナベ　ケイト サカグチ　コウマ ヒグチ　ミキト ムラヤマ　ソウマ フクハラ　リョウタ タカサワ　アキト

坂詰　真吾 (2) 若井　志柚 (3) 戸田　幸城 (2) 細貝　潤 (3) 青柳　陽空 (3) 竹内　颯良 (3)

14

サカツメ　シンゴ ワカイ　シユウ トダ　コウキ ホソカイ　ジュン アオヤギ　ハルク タケウチ　ソラ

植木　悠太 (3) 井口　隼汰 (3) 郷　圭斗 (3) 五百川　蒼唯 (1) 川上　優成 (2) 山岸　聖弥 (1)

13

ウエキ　ユウタ イグチ　ハヤタ ゴウ　ケイト イモガワ　アオイ カワカミ　ユウセイ ヤマギシ　セイヤ

岩田　倖弥 (2) 高橋　柊 (2) 廣田　快 (3) 山田　優光 (3) 庭野　陽 (1) 小川　健輔 (3)

12

イワタ　コウヤ タカハシ　シュウ ヒロタ　カイ ヤマダ　マサミツ ニワノ　ヒナタ オガワ　ケンスケ

星野　愁 (2) 秋元　慈央 (2) 松田　東悟 (1) 畠山　桐依 (1) 星野　汐音 (3) 佐藤　春舞 (3)

11

ホシノ　シュウ アキモト　ジオウ マツダ　トウゴ ハタケヤマ　トウイ ホシノ　シオン サトウ　ハルマ

中島　幹太 (2) 津端　英大 (3) 宮﨑　茂市 (2) 藤ノ木　斗夢 (2) 馬場　陽大 (3) 古野　樹 (3)

10

ナカジマ　カンタ ツバタ　エイダイ ミヤザキ　モイチ フジノキ　トム ババ　タカヒロ フルノ　イツキ

渡辺　麗凰 (2) 穴沢　凪人 (3) 榎本　雅隆 (3) 浅井　渓大 (2) 関根　空斗 (2) 湯本　悠仁 (3)

9

ワタナベ　レオ アナザワ　ナギト エノモト　マサタカ アサイ　ケイタ セキネ　クウト ユモト　ユウト

山田　頼希 (2) 渡邉　悠都 (3) 齊藤　颯人 (2) 中町　拓夢 (2) 竹石　塁 (2) 福嶋　賢素 (2)

8

ヤマダ　ライキ ワタナベ　ヒサト サイトウ　ハヤト ナカマチ　タクム タケイシ　ルイ フクシマ　ケンソ

関　楓弥 (2) 荒川　陽太 (3) 武井　結大 (3) 髙村　征史 (1) 桑原　大河 (3) 笠原　康暉 (3)

7

セキ　フウヤ アラカワ　ヒナタ タケイ　ユウト タカムラ　セイジ クワハラ　タイガ カサハラ　コウキ

田村　太幹 (3) 小川　塁 (2) 室橋　大 (2) 細貝　駿斗 (3) 小川　友輝 (3) 佐藤　凜太朗 (3)

6

タムラ　タイキ オガワ　ルイ ムロハシ　タカシ ホソカイ　ハヤト オガワ　ユウキ サトウ　リンタロウ

川上　大敬 (2) 保坂　玲弥 (2) 角張　志音 (3) 田中　海晴 (3) 中嶋　湊大 (2) 戸田　優太 (2)

5

カワカミ　タイケイ ホサカ　レイヤ カクハリ　シオン タナカ　カイセイ ナカジマ　ソウタ トダ　ユウタ

平賀　琉斗 (3) 髙橋　聖矢 (3) 大平　優真 (3) 中俣　亜蓮 (3) 桜井　遥人 (3) 青木　詩汰 (2)

4

ヒラガ　ルト タカハシ　セイヤ オオダイラ　ユウマ ナカマタ　アレン サクライ　ハルト アオキ　ウタ

五十嵐　綸太郎 (3) 羽鳥　優 (3) 羽鳥　楓一朗 (3) 服部　雄真 (2) 蕪木　健太 (2) 太島　練斗 (3)

堀澤　旭 (1) 込田　善森 (3) 小川　功貴 (3)

3

イガラシ　リンタロウ ハトリ　ユウシ ハトリ　フウイチロウ ハットリ　ユウマ カブラキ　ケンタ オオシマ　レント

小海　楽空 (1) 相崎　基 (1) 佐藤　五輪 (3) 栁　歩邑 (3) 江村　龍 (3) 尾身　幸人 (3)

2

コカイ　ガク アイザキ　モトイ サトウ　ゴリン

1区(3.3km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)

清水　詩 (3) 高野　莉空 (3) 宮園　京孜 (2) 上村　明日真 (3) 高橋　輝 (2) 丸山　由利 (2)

ヤナギ　ホズミ エムラ　リュウ オミ　ユキト

中野　琥太朗 (3) 笹崎　郁人 (3) 村田　大翔 (3)



第31回中越地区中学校駅伝競走大会(男子) 男子総合結果
2021/10/14 　　13:00　start
小千谷市白山運動公園　特設コース

順位 チーム名 1区(3.3km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)
コイデ
魚沼･小出中（70）

　1.09.47 　11.09 11 　21.55 13 　33.29 20 　45.18 21 　57.26 22 　1.09.47 28
　11.09 11 　10.46 16 　11.34 30 　11.49 31 　12.08 30 　12.21 39

ミズサワ
十日町･水沢中（55）

　1.10.10 　11.42 23 　22.52 25 　34.48 31 　47.10 32 　58.31 28 　1.10.10 29
　11.42 23 　11.10 29 　11.56 35 　12.22 42 　11.21 14 　11.39 32

ハッカイ
南魚沼･八海中（73）

　1.10.13 　12.02 29 　23.10 29 　34.44 30 　46.28 29 　58.43 30 　1.10.13 30
　12.02 29 　11.08 28 　11.34 30 　11.44 26 　12.15 36 　11.30 25

ミヤウチ
長岡･宮内中（5）

　1.10.55 　12.31 42 　24.06 42 　36.03 39 　48.17 39 　59.50 34 　1.10.55 31
　12.31 42 　11.35 39 　11.57 36 　12.14 38 　11.33 18 　11.05 13

ミツケミナミ
見附･南中（63）

　1.11.11 　13.22 47 　25.20 49 　35.03 33 　46.50 30 　59.03 31 　1.11.11 32
　13.22 48 　11.58 47 　9.43 1 　11.47 30 　12.13 34 　12.08 37

トウホク
長岡･東北中（6）

　1.11.57 　12.06 34 　23.05 28 　34.40 28 　47.02 31 　59.14 32 　1.11.57 33
　12.06 34 　10.59 23 　11.35 32 　12.22 42 　12.12 33 　12.43 44

イズモザキ イワタ　ゼン タコ　リュウセイ テラオ　ユウノスケ ヤマダ　セイヤ タグチ　キラト ナカムラ　コウ
34 三島･出雲崎中（29） 岩田　然 (2) 太古　龍星 (3) 寺尾　優之介 (3) 山田　聖矢 (2) 田口　煌人 (3) 中村　心虹 (3)

　1.12.10 　12.17 40 　23.51 38 　36.27 42 　48.25 40 　1.01.02 40 　1.12.10 34
　12.17 40 　11.34 38 　12.36 47 　11.58 34 　12.37 40 　11.08 16

ブンスイ ミトミ　ヒロキ イトウ　シュンヤ スダ　シュウト ハセガワ　タクミ オオコシ　ヨウタ オギノ　ムツミ
35 燕･分水中（84） 三富　洋騎 (2) 伊東　俊哉 (2) 須田　秀斗 (1) 長谷川　拓海 (2) 大越　陽太 (3) 荻野　睦己 (2)

　1.12.15 　12.01 28 　23.45 36 　35.09 34 　47.28 33 　1.00.12 38 　1.12.15 35
　12.01 28 　11.44 40 　11.24 28 　12.19 39 　12.44 43 　12.03 36

サンジョウダイニ コバヤシ　イオリ ナガイ　リュウソウ ササキ　セイト タカハシ　ユイヒ ヤマモト　リュウノスケ オヤナギ　イサミ

36 三条･第二中（31） 小林　伊織 (2) 長井　隆蒼 (2) 佐々木　晟人 (2) 髙橋　唯一 (1) 山本　龍之介 (1) 小柳　勇海 (1)

　1.12.21 　12.09 36 　24.15 43 　36.18 41 　47.57 37 　59.51 35 　1.12.21 36
　12.09 36 　12.06 50 　12.03 41 　11.39 25 　11.54 25 　12.30 41

ナガオカヒガシ ニシザワ　リオン キムラ　アユキ シゲヤマ　ソラ シンザワ　ゼンキ ホシノ　コウタ ナイトウ　シュウ

37 長岡･東中（1） 西澤　俐音 (3) 木村　歩暉 (3) 重山　颯良 (3) 新澤　禅樹 (1) 星野　晄汰 (2) 内藤　柊 (3)
　1.12.31 　12.42 45 　24.30 45 　36.30 43 　48.37 41 　1.01.10 41 　1.12.31 37

　12.42 46 　11.48 44 　12.00 39 　12.07 36 　12.33 38 　11.21 21
ナガオカキタ
長岡･北中（3）

　1.12.40 　13.53 49 　25.17 48 　36.09 40 　48.03 38 　59.55 36 　1.12.40 38
　13.53 50 　11.24 33 　10.52 17 　11.54 33 　11.52 24 　12.45 45

ミツケニシ
見附･西中（65）

　1.12.58 　11.40 22 　23.03 27 　35.00 32 　47.45 35 　1.00.16 39 　1.12.58 39
　11.40 22 　11.23 32 　11.57 36 　12.45 48 　12.31 37 　12.42 43

オヂヤミナミ
小千谷･南中（42）

　1.12.58 　12.06 33 　23.52 39 　37.34 49 　50.18 49 　1.02.09 44 　1.12.58 40
　12.06 33 　11.46 42 　13.42 51 　12.44 47 　11.51 23 　10.49 9

ユザワ
南魚･湯沢中（78）

　1.13.10 　12.30 41 　24.01 41 　35.52 37 　47.45 36 　59.47 33 　1.13.10 41
　12.30 41 　11.31 36 　11.51 34 　11.53 32 　12.02 26 　13.23 48

ナガオカミナミ
長岡･南中（2）

　1.13.12 　11.57 27 　23.44 35 　35.45 36 　48.59 43 　1.02.22 46 　1.13.12 42
　11.57 27 　11.47 43 　12.01 40 　13.14 52 　13.23 49 　10.50 10

ナカサト
十日町･中里中（57）

　1.13.36 　11.43 24 　23.13 31 　35.12 35 　47.31 34 　1.00.05 37 　1.13.36 43
　11.43 24 　11.30 35 　11.59 38 　12.19 39 　12.34 39 　13.31 50

ツナンチュウトウ
中魚･津南中等(中)（61）

　1.14.12 　12.11 37 　23.36 33 　35.53 38 　49.10 45 　1.02.04 43 　1.14.12 44
　12.11 37 　11.25 34 　12.17 42 　13.17 53 　12.54 44 　12.08 37

ヒガシオヂヤ
小千谷･東小千谷中（40）

　1.14.20 　12.44 46 　24.45 46 　37.11 47 　50.16 48 　1.02.53 49 　1.14.20 45
　12.44 47 　12.01 48 　12.26 45 　13.05 49 　12.37 40 　11.27 24

サンジョウダイイチ
三条･第一中（30）

　1.14.23 　13.26 48 　25.10 47 　37.27 48 　48.57 42 　1.01.54 42 　1.14.23 46
　13.26 49 　11.44 40 　12.17 42 　11.30 19 　12.57 46 　12.29 40

カモ
加茂･加茂中（44）

　1.14.50 　10.49 4 　22.20 18 　36.43 45 　49.17 46 　1.02.17 45 　1.14.50 47
　10.49 4 　11.31 36 　14.23 53 　12.34 45 　13.00 47 　12.33 42

タガミ
南蒲･田上中（49）

　1.15.35 　12.06 32 　23.57 40 　37.07 46 　49.50 47 　1.02.29 48 　1.15.35 48
　12.06 32 　11.51 45 　13.10 48 　12.43 46 　12.39 42 　13.06 47

カリヤタ
長岡･刈谷田中（25）

　1.16.59 　12.15 39 　24.16 44 　36.41 44 　49.09 44 　1.02.24 47 　1.16.59 49
　12.15 39 　12.01 48 　12.25 44 　12.28 44 　13.15 48 　14.35 53

サンジョウダイシ
三条･第四中（33）

　1.20.11 　14.16 50 　26.52 50 　40.06 50 　53.16 50 　1.06.47 50 　1.20.11 50
　14.16 51 　12.36 51 　13.14 49 　13.10 50 　13.31 50 　13.24 49

シタダ
三条･下田中（38）

　1.21.03 　15.37 52 　29.12 52 　42.34 52 　54.38 51 　1.08.15 51 　1.21.03 51
　15.37 53 　13.35 52 　13.22 50 　12.04 35 　13.37 51 　12.48 46

ユノタニ
魚沼･湯之谷中（69）

　1.24.13 　14.39 51 　28.16 51 　42.16 51 　55.28 52 　1.10.02 52 　1.24.13 52
　14.39 52 　13.37 53 　14.00 52 　13.12 51 　14.34 52 　14.11 52

マツダイ
十日町･松代中（58）

　12.32 43 　10.52 19 　12.30 46 　12.20 41 DNF 　13.54 51
カタカイ
小千谷･片貝中（43）

ニシ　コウシロウ オオウラ　コウガ

29

シモハタ　ゲンキ ヤギ　キリヤ イマイ　カイ サイトウ　タイチ オオダイラ　タマキ

トミドコロ　コウワ マツイ　ソラ カバサワ　ソウセイ ハラデラ　ユウガ モリヤマ　ハルト

金井　莉玖 (3)

32

オガワ　ハルト セキヤ　レオン ナカガワ　タク サトウ　レイ チノ　タクマ カナイ　リク

33

上野　慧 (2) 山田　康貴 (2) 張戸　怜史 (3) 西　巧士郎 (1) 大浦　煌珂 (1) 清水　勇冴 (2)

小川　遙仁 (3) 関谷　玲音 (3) 中川　拓 (3) 佐藤　礼唯 (3) 茅野　拓馬 (2)

シミズ　ユウゴ

丸山　実輝斗 (3) 佐藤　海斗 (3) 恩田　峻成 (1) 山口　芳宗 (2) 佐藤　啓太 (1) 神林　宏匡 (2)

30

マルヤマ　ミキト サトウ　カイト オンダ　シュンセイ ヤマグチ　ヨシムネ サトウ　ケイタ カンバヤシ　ヒロマサ

下畑　元希 (3) 八木　桐哉 (3) 今井　海聖 (2) 齊藤　泰地 (3) 大平　環生 (2) 桐生　瑠心 (3)

31

ウエノ　ケイ ヤマダ　コウキ ハリト　レイジ

キリュウ　ルシン

宮澤　昇之介 (3) 瀬下　空永 (3) 山田　渓成 (3) 石澤　翔空 (3) 市村　遥斗 (2) 上村　海哩 (3)

28

ミヤザワ　ショウノスケ セシモ　クウト ヤマダ　ケイセイ イシザワ　トア イチムラ　ハルト カミムラ　カイリ

富所　晃和 (3) 松井　空 (3) 椛澤　想世 (2) 原寺　湧雅 (2) 森山　遥斗 (2) 秋元　清太 (3)
アキモト　セイタ

安達　光翼 (2)
DNS

伊藤　陽希 (2) 小林　歩夢 (2) 品田　琉汰 (2) 芝　陸斗 (2) 阿部　元道 (2)

佐藤　伊織 (3)

イトウ　ハルキ コバヤシ　アユム シナダ　リュウタ シバ　リクト アベ　モトミチ アダチ　コウスケ

DNF
市川　楓 (3) 山賀　宗司 (2) 小堺　健音 (3) 田中　誉 (1) 市川　蓮 (1)

磯部　巧 (2)

イチカワ　カエデ ヤマガ　ソウシ コザカイ　ケント タナカ　ホマレ イチカワ　レン サトウ　イオリ

52
星　日向太 (2) 米山　凛 (1) 星　成晴 (2) 本田　文哉 (1) 櫻井　優翔 (1)

大竹　陽太 (3)

ホシ　ヒナタ ヨネヤマ　リン ホシ　ナルセ ホンダ　フミヤ サクライ　ユウト イソベ　タクミ

51
大谷　連生 (3) 坂井　陽人 (2) 太田　玲央 (2) 岡田　旭陽 (2) 熊倉　悠人 (1)

竹之内　光希 (1)

オオタニ　レオ サカイ　ハルト オオタ　レオ オカダ　アサヒ クマクラ　ユウト オオタケ　ヨウタ

50
渡邉　彪我 (2) 田代　心 (2) 五十嵐　咲央 (2) 吉田　羽玖 (2) 中林　勇飛 (1)

箕輪　海皇 (3)

ワタナベ　ヒュウガ タシロ　ジン イカラシ　サクマ ヨシダ　ハク ナカバヤシ　ユウヒ タケウノチ　ミツキ

49
渡邉　夕月 (2) 矢澤　晴空 (2) 酒井　敬容 (3) 横山　凛人 (3) 小黒　慶人 (3)

三原　歩斗 (1)

ワタナベ　ユツキ ヤザワ　ハルク サカイ　タカヒロ ヨコヤマ　リヒト オグロ　ケイト ミノワ　カイオウ

48
今井　颯希 (2) 堀江　健太郎 (2) 久保　陸生 (2) 渡邊　旺禾 (1) 手島　悠心 (1)

坪谷　優音 (3)

イマイ　サツキ ホリエ　ケンタロウ クボ　レオ ワタナベ　オウカ テシマ　ユウジン ミハラ　アユト

47
亀山　翼 (3) 井口　晴空 (3) 山際　拓実 (2) 高井　聖芽 (1) 栢森　慶太 (3)

丸山　大喜 (2)

カメヤマ　ツバサ イグチ　ハルク ヤマギワ　タクミ タカイ　セイガ カヤモリ　ケイタ ツボヤ　ヒロト

46
岡﨑　佑紀 (3) 更科　諒 (3) 鈴木　龍徳 (2) 丸山　翔 (3) 関根　優 (1)

渡辺　隼史 (3)

オカザキ　ユウキ サラシナ　リョウ スズキ　リュウト マルヤマ　ショウ セキネ　ユウ マルヤマ　ダイキ

45
田中　夏琉 (2) 岩渕　陽斗 (1) 川上　健斗 (3) 廣井　健心 (3) 草野　翔 (3)

福原　弥夢 (2)

タナカ　ナル イワフチ　ハルト カワカミ　ケント ヒロイ　ケンシン クサノ　ショウ ワタナベ　ハヤチカ

44
佐藤　秀磨 (2) 山家　慶太 (2) 吉樂　遥弥 (1) 富岡　大翔 (3) 石田　蒼生 (1)

桑原　一颯 (3)

サトウ　シュウマ ヤマガ　ケイタ キチラク　ハルヤ トミオカ　ダイト イシダ　アオ フクハラ　ヒロム

43
山崎　光 (2) 服部　仁志 (3) 富井　康太朗 (3) 桒原　吾錬 (3) 樋口　中 (3)

西村　貫佑 (2)

ヤマザキ　ヒカル ハットリ　サトシ トミイ　コウタロウ クワハラ　アレン ヒグチ　アタル クワハラ　イッサ

42
高井　瑛都 (2) 鰐渕　伶眞 (2) 柳　幸輝 (3) 永吉　悠眞 (1) 吉本　壮志 (1)

上村　勇太 (1)

タカイ　エイト ワニフチ　レイマ ヤナギ　コウキ ナガヨシ　ユウマ ヨシモト　ソウシ ニシムラ　カンスケ

41
服部　修茉 (2) 川村　泰生 (3) 寺口　翔斗 (3) 南雲　慶 (2) 立山　慧 (2)

大渕　初登 (2)

ハットリ　シュウマ カワムラ　タイキ テラグチ　カナト ナグモ　ケイ タテヤマ　ケイ カミムラ　ユウタ

40
冨澤　隼 (3) 高橋　勇心 (2) 丸山　虎珀 (2) 中村　祐 (3) 阿部　瑛太 (1)

高梨　輝 (2)

トミザワ　ハヤト タカハシ　ユウシン マルヤマ　コハク ナカムラ　ユウ アベ　エイタ オオフチ　ウイト

39
比企　魁星 (2) 鈴木　蒼太 (2) 羽賀　大陽 (3) 上野　優太 (1) 佐野　颯太 (2)

相崎　掴夢 (1)

ヒキ　カイセイ スズキ　ソウタ ハガ　タイヨウ ウエノ　ユウタ サノ　ソウタ タカナシ　ヒカル

38
星野　壮真 (3) 諸橋　和弥 (2) 小林　真央 (3) 倉持　龍登 (3) 本村　啓太 (2)
ホシノ　ソウマ モロハシ　カズヤ コバヤシ　マオ クラモチ　リュウト モトムラ　ケイタ アイザキ　ツカム



大 会 名 第31回中越地区中学校駅伝競走大会(女子) 女子 区間別一覧表
開催日時 2021/10/14 　　11:20　start

会　  場  小千谷市白山運動公園　特設コース
1 区(3.3km) 2 区(2.1km) 3 区(2.1km) 4 区(2.1km) 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

1 　12.02 ハシモト　ワカナ ツバメヨシダ 1 　7.57 コダマ　リム トオカマチナカジョウ 1 　7.40 カスガ　ミスズ トオカマチミナミ 1 　7.46 アベ　ホノカ トオカマチ 1 　10.54 タカハシ　ミソラ トオカマチ

橋本　和叶 燕･吉田中 児玉　莉夢 十日町･中条中 春日　未鈴 十日町･南中 阿部　和夏 十日町･十日町中 髙橋　美空 十日町･十日町中

2 　12.04 ワタナベ　アンナ シオザワ 1 　7.57 オオツカ　ユリ トオカマチミナミ 2 　8.14 ハラサワ　ミハル シオザワ 2 　8.16 ハラダ　コナツ シオザワ 2 　11.27 ワタナベ　ユウナ シオザワ

渡邉　杏菜 南魚沼･塩沢中 大塚　有莉 十日町･南中 原澤　実暖 南魚沼･塩沢中 原田　來夏 南魚沼･塩沢中 渡邉　佑菜 南魚沼･塩沢中

3 　12.13 ヤマギシ　ヒロノ トオカマチナカジョウ 3 　8.05 セキ　モモコ シオザワ 3 　8.27 モロハシ　サクラ ツバメヨシダ 3 　8.28 ネツ　ミユウ トオカマチミナミ 3 　11.30 アベ　カンナ トオカマチミナミ

山岸　野乃 十日町･中条中 関　桃子 南魚沼･塩沢中 諸橋　咲來 燕･吉田中 根津　美優 十日町･南中 阿部　柑菜 十日町･南中

4 　12.21 オオツカ　アヤセ トオカマチミナミ 4 　8.36 ヤマノウチ　カンナ ヒロカミ 4 　8.45 ヤマギシ　アスカ ツナン 4 　8.52 イグチ　モモ ハッカイ 4 　11.49 フカサワ　ハルナ ツバメヨシダ

大塚　彩世 十日町･南中 山之内　柑奈 魚沼･広神中 山岸　明日香 中魚･津南中 井口　桃 南魚沼･八海中 深澤　陽菜 燕･吉田中

5 　12.29 ヤマダ　ユウカ ツツミオカ 5 　8.42 ワタナベ　アカリ ツツミオカ 5 　8.46 ナカザワ　ルリ ヒロカミ 5 　8.54 ヤマガ　カリナ ツツミオカ 5 　11.53 イザワ　ココナ トオカマチナカジョウ

山田　優花 長岡･堤岡中 渡辺　聖 長岡･堤岡中 中澤　瑠璃 魚沼･広神中 山賀　花梨奈 長岡･堤岡中 井沢　心々凪 十日町･中条中

6 　12.38 ニワノ　ヨウコ オヂヤ 6 　8.47 カシワギ　ハルナ ホリノウチ 6 　8.49 ウチダ　アカリ ハッカイ 6 　9.12 ハニュウ　モモカ ツバメ 6 　12.01 カキクラ　ナナン ツツミオカ

庭野　陽子 小千谷･小千谷中 柏木　葉月 魚沼･堀之内中 内田　明莉 南魚沼･八海中 羽生　百花 燕･燕中 柿倉　七南 長岡･堤岡中

7 　12.47 タカハシ　コウメ トオカマチ 6 　8.47 マスダ　リリカ ツバメ 7 　8.50 ヤマギシ　ミク ツツミオカ 7 　9.16 キビシ　アオイ トウホク 7 　12.02 セキ　ユメ ナガオカミナミ

髙橋　小梅 十日町･十日町中 増田　梨々華 燕･燕中 山岸　未空 長岡･堤岡中 木菱　あおい 長岡･東北中 関　優愛 長岡･南中

8 　12.51 コジマ　ヒカル ヒガシオヂヤ 8 　8.48 クワハラ　ユナ ツナン 8 　8.51 ササキ　ココロ トオカマチ 8 　9.20 ニシワキ　ノノハ ヒガシオヂヤ 8 　12.04 クボタ　ミユ ツナン

小島　ひかる 小千谷･東小千谷中 桑原　由奈 中魚･津南中 佐々木　心暖 十日町･十日町中 西脇　希絆 小千谷･東小千谷中 久保田　美有 中魚･津南中

9 　12.53 ムラヤマ　サワ トオカマチゲジョウ 9 　8.50 クガワ　ラン ハッカイ 9 　8.52 オガワ　ヒビネ ツバメ 9 　9.21 タナカ　ユズハ オヂヤ 8 　12.04 サトウ　ヒナコ ヒロカミ

村山　紗和 十日町･下条中 久川　藍 南魚沼･八海中 小川　ひびね 燕･燕中 田中　柚羽 小千谷･小千谷中 佐藤　日向子 魚沼･広神中

10 　12.56 イノマタ　マオ ナガオカヒガシ 10 　8.58 オガワ　ユメノ ナガオカヒガシ 10 　9.06 ヤマシタ　マオ トウホク 9 　9.21 セキグチ　リノ トオカマチナカジョウ 10 　12.10 ナカノ　ミカ オヂヤ

猪俣　真央 長岡･東中 小川　夢乃 長岡･東中 山下　真央 長岡･東北中 関口　凛乃 十日町･中条中 中野　美香 小千谷･小千谷中

11 　12.59 オバタ　リコ ヒロカミ 11 　9.00 ナンバ　カホ ミツケミナミ 10 　9.06 ワシズ　ノア ヒガシオヂヤ 11 　9.23 モリヤマ　ユヅキ ホリノウチ 11 　12.11 ホソカイ　セリ ツバメ

小幡　莉子 魚沼･広神中 南波　夏宝 見附･南中 鷲頭　のあ 小千谷･東小千谷中 森山　優月 魚沼･堀之内中 細貝　芹莉 燕･燕中

12 　13.04 ホソカイ　ユイリ ツバメ 12 　9.01 スワ　ヒナタ ナガオカオオジマ 12 　9.07 オオタニ　ユウヒ ミツケ 12 　9.25 ムロハシ　ラン チダ 12 　12.29 ワタナベ　ミコト トオカマチゲジョウ

細貝　唯莉 燕･燕中 諏訪　陽向 長岡･大島中 大谷　優妃 見附･見附中 室橋　らん 小千谷･千田中 渡邉　美心都 十日町･下条中

13 　13.05 トミイ　ユナ ツナンチュウトウ 13 　9.04 セキ　ミイナ オヂヤ 13 　9.09 ヨシダ　ユイ ナガオカヒガシ 12 　9.25 イソベ　オハナ コイデ 13 　12.40 サトウ　カラ コイデ

富井　柚菜 中魚･津南中等(中) 関　未唯奈 小千谷･小千谷中 吉田　結 長岡･東中 磯部　おはな 魚沼･小出中 佐藤　加莱 魚沼･小出中

14 　13.10 カツマタ　ユノ ムイカマチ 14 　9.05 ブトウ　ユヅキ コイデ 14 　9.10 ゴウ　ユイ オヂヤ 14 　9.26 ハセガワ　ラン ナガオカヒガシ 14 　12.41 フクハラ　ユア マツノヤマガクエン

勝又　悠埜 南魚沼･六日町中 武藤　ゆづき 魚沼･小出中 郷　佑衣 小千谷･小千谷中 長谷川　蘭 長岡･東中 福原　悠愛 十日町・まつのやま学園

15 　13.13 クワバラ　ナコ ナガオカオオジマ 15 　9.06 ホサカ　メイ ミズサワ 15 　9.12 ヨコヤマ　ユナ ホリノウチ 15 　9.30 タカザワ　スズカ ミズサワ 15 　12.46 サノ　マナ ミツケミナミ

桑原　奈瑚 長岡･大島中 保坂　芽依 十日町･水沢中 横山　結南 魚沼･堀之内中 高澤　涼香 十日町･水沢中 佐野　茉那 見附･南中

16 　13.16 ヤマダ　ユイ ミズサワ 16 　9.08 トヨノ　ホマレ ヤマト 16 　9.14 サトウ　ナナミ コイデ 16 　9.32 ホンダ　リョウ ムイカマチ 16 　12.48 カナザワ　レナ ミズサワ

山田　結衣 十日町･水沢中 豊野　歩希 南魚沼･大和中 佐藤　七夢 魚沼･小出中 本多　椋 南魚沼･六日町中 金澤　伶奈 十日町･水沢中

17 　13.20 ホサカ　フウカ マツノヤマガクエン 16 　9.08 ウチヤマ　カコ ムイカマチ 17 　9.15 コバヤシ　カナタ トオカマチナカジョウ 17 　9.34 ヤマギシ　アヤメ ナガオカオオジマ 17 　12.51 ニシカタ　ユナ ハッカイ

保坂　風花 十日町・まつのやま学園 内山　花香 南魚沼･六日町中 小林　奏 十日町･中条中 山岸　彩芽 長岡･大島中 西潟　由菜 南魚沼･八海中

18 　13.21 ウチダ　ミノリ ハッカイ 18 　9.10 ミズサワ　ノア コウヨウ 18 　9.17 トミイ　チヒロ ミズサワ 18 　9.37 カツマタ　カリナ ヒロカミ 18 　12.57 スミヤ　ミノリ ナガオカオオジマ

内田　実紀 南魚沼･八海中 水沢　のあ 長岡･江陽中 富井　千尋 十日町･水沢中 勝又　香里菜 魚沼･広神中 角屋　実莉 長岡･大島中

19 　13.25 カワカミ　アイリ カワニシ 18 　9.10 ムラヤマ　ミドリ トオカマチ 19 　9.24 タカハシ　サエ コウヨウ 19 　9.39 フジキ　アンナ コウヨウ 18 　12.57 イカラシ　リオ ヒガシオヂヤ

川上　愛理 十日町･川西中 村山　碧 十日町･十日町中 高橋　沙衣 長岡･江陽中 藤木　杏奈 長岡･江陽中 五十嵐　梨音 小千谷･東小千谷中

20 　13.28 ヒグチ　ユナ タガミ 20 　9.11 チノ　ココミ ツバメヨシダ 20 　9.25 サトウ　サナ サンジョウダイイチ 19 　9.39 ヒグチ　チユキ カワニシ 20 　13.00 タカハシ　ナナ ミツケ

樋口　優奈 南蒲･田上中 地野　心美 燕･吉田中 佐藤　紗菜 三条･第一中 樋口　千倖 十日町･川西中 高橋　奈々 見附･見附中

21 　13.32 ヒグチ　ハナ ツナン 21 　9.12 タケイシ　リホ ミツケ 21 　9.30 サイキ　ツカサ マツノヤマガクエン 21 　9.43 ヤマモト　アオイ ミツケ 20 　13.00 アサイ　ユウナ ホリノウチ

樋口　はな 中魚･津南中 武石　理歩 見附･見附中 齋木　月咲 十日町・まつのやま学園 山本　あおい 見附･見附中 浅井　友那 魚沼･堀之内中



大 会 名 第31回中越地区中学校駅伝競走大会(女子) 女子 区間別一覧表
開催日時 2021/10/14 　　11:20　start

会　  場  小千谷市白山運動公園　特設コース
1 区(3.3km) 2 区(2.1km) 3 区(2.1km) 4 区(2.1km) 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

22 　13.33 イケガヤ　ミサキ ミヤウチ 22 　9.16 タカハシ　エリカ マツノヤマガクエン 21 　9.30 シオバラ　ナナ ムイカマチ 21 　9.43 メグロ　ノン ミツケミナミ 22 　13.01 ヨコヤマ　ヒナタ サンジョウダイシ

池谷　心咲 長岡･宮内中 髙橋　恵梨花 十日町・まつのやま学園 塩原　那奈 南魚沼･六日町中 目黒　暖 見附･南中 横山　陽春 三条･第四中

23 　13.35 オヤナギ　カスミ サンジョウダイシ 23 　9.17 ナガシマ　ミヤ ミヤウチ 23 　9.31 タナベ　サヨ チダ 23 　9.49 サカツメ　ユイ ミヤウチ 23 　13.07 ヤマイ　ココロ カリヤタ

小柳　夏澄 三条･第四中 長島　実耶 長岡･宮内中 田辺　彩代 小千谷･千田中 坂詰　由衣 長岡･宮内中 山井　こころ 長岡･刈谷田中

24 　13.37 オオクボ　ララア ホリノウチ 24 　9.22 オオセキ　イチカ ナガオカキタ 23 　9.31 ワタヌキ　メイ カワニシ 24 　9.50 オオヒラ　カンナ ツナン 24 　13.14 タナカ　ソラ トウホク

大久保　ららあ 魚沼･堀之内中 大関　いち夏 長岡･北中 渡貫　芽依 十日町･川西中 大平　柑奈 中魚･津南中 田中　空 長岡･東北中

25 　13.43 イトウ　ユウナ カリヤタ 25 　9.24 サトウ　ホノカ ヒガシオヂヤ 25 　9.36 カゴシマ　ココネ アサヒオカ 24 　9.50 ヤナギ　アヤノ ツバメヨシダ 25 　13.15 ナカマタ　ヒノ ムイカマチ

伊東　夕那 長岡･刈谷田中 佐藤　穂乃花 小千谷･東小千谷中 鹿兒島　心寧 長岡･旭岡中 柳　あやの 燕･吉田中 中俣　日乃 南魚沼･六日町中

26 　13.44 ワタナベ　ミノリ チダ 26 　9.25 ハセガワ　モモコ イズモザキ 26 　9.39 タカハシ　ハルキ サンジョウダイシ 26 　9.53 サトウ　ミオ サンジョウダイイチ 26 　13.24 サトウ　ジュナ チダ

渡辺　みのり 小千谷･千田中 長谷川　桃子 三島･出雲崎中 高橋　遥姫 三条･第四中 佐藤　実音 三条･第一中 佐藤　絢菜 小千谷･千田中

27 　13.44 オンダ　マナミ ミツケ 27 　9.26 ワダ　サラ チダ 27 　9.41 ナカヤマ　ルナ ナガオカオオジマ 27 　9.59 ナガツ　サクラ ツナンチュウトウ 27 　13.33 ナガイ　ミハル ナガオカニシ

恩田　真心 見附･見附中 和田　紗空 小千谷･千田中 中山　月愛 長岡･大島中 長津　咲良 中魚･津南中等(中) 永井　実花 長岡･西中

28 　13.46 チノ　マコ ミツケミナミ 28 　9.27 フクザキ　ユイナ カワニシ 28 　9.45 フジタ　ミナミ ミツケミナミ 28 　10.02 シブヤ　アカネ スヨシ 28 　13.36 カトウ　アンナ アサヒオカ

千野　真子 見附･南中 福崎　結南 十日町･川西中 藤田　みなみ 見附･南中 澁谷　朱音 長岡･栖吉中 加藤　杏奈 長岡･旭岡中

29 　13.47 ダテ　ミユウ スヨシ 29 　9.30 サクマ　シュカ トウホク 29 　9.48 シゲヤマ　リオ スヨシ 28 　10.02 ナカムラ　ヒナコ サカエ 29 　13.40 カナイ　ミワ ミヤウチ

伊達　未優 長岡･栖吉中 佐久間　朱花 長岡･東北中 重山　凛姫 長岡･栖吉中 中村　日向子 三条･栄中 金井　未和 長岡･宮内中

30 　13.56 サカイ　アンナ トウホク 29 　9.30 タムラ　アオイ ツナンチュウトウ 30 　9.54 ミカワ　サエ ヤマト 30 　10.19 オオフチ　マオ オヂヤミナミ 30 　13.41 シンボ　ミサキ ナガオカヒガシ

坂井　杏名 長岡･東北中 田村　碧彩 中魚･津南中等(中) 三川　沙益 南魚沼･大和中 大渕　茉緒 小千谷･南中 新保　美咲 長岡･東中

31 　14.22 イチカワ　ミユ ナガオカミナミ 31 　9.33 イシバシ　アミ サンジョウダイイチ 31 　9.55 マルヤマ　サラ ツナンチュウトウ 31 　10.20 ハシモト　カホ サンジョウダイシ 31 　13.45 トダ　ミチル ツナンチュウトウ

市川　未悠 長岡･南中 石橋　杏未 三条･第一中 丸山　さら 中魚･津南中等(中) 橋本　果歩 三条･第四中 戸田　路琉 中魚･津南中等(中)

32 　14.26 アライ　ナノカ コイデ 32 　9.35 コンドウ　ハヅキ オヂヤミナミ 32 　10.05 ミトミ　カナ イズモザキ 32 　10.24 ムトウ　ナギサ ナガオカニシ 32 　13.48 カネコ　アキ スヨシ

荒井　菜乃花 魚沼･小出中 近藤　葉月 小千谷･南中 三富　香奈 三島･出雲崎中 武藤　渚紗 長岡･西中 金子　晶 長岡･栖吉中

33 　14.31 エンドウ　マヒル イズモザキ 33 　9.36 ツルマキ　ソラ タガミ 33 　10.15 コンドウ　ユナ ナガオカミナミ 33 　10.30 オノザワ　アコ タガミ 33 　13.49 ワタナベ　カオ ヤマト

遠藤　まひる 三島･出雲崎中 鶴巻　空 南蒲･田上中 近藤　優和 長岡･南中 小野澤　亜虹 南蒲･田上中 渡邉　夏央 南魚沼･大和中

34 　14.37 ミヤウチ　アイリ ナガオカキタ 34 　9.44 ヤノ　クルミ スヨシ 33 　10.15 マサオカ　コノハ ナガオカキタ 34 　10.31 コマガタ　ユズ ヤマト 34 　13.52 コバヤシ　ミカド サカエ

宮内　愛鈴 長岡･北中 矢野　空瑠美 長岡･栖吉中 正岡　心羽 長岡･北中 駒形　柚 南魚沼･大和中 小林　美帝 三条･栄中

35 　14.43 オサベ　ハナ コウヨウ 35 　9.45 カイホツ　ミズキ トオカマチゲジョウ 35 　10.17 アキモト　ハルカ ユザワ 35 　10.42 アイダ　ミオ ナガオカキタ 35 　14.02 トミザワ　ヒヨリ オヂヤミナミ

長部　絆花 長岡･江陽中 開發　みずき 十日町･下条中 秋元　遥翔 南魚･湯沢中 會田　水緒 長岡･北中 冨澤　日和 小千谷･南中

36 　14.49 カミムラ　マオ ヤマト 36 　9.48 ツノダ　ツカサ サンジョウダイシ 36 　10.20 ヒロイ　ホノカ オヂヤミナミ 35 　10.42 アイザワ　ユキ マツノヤマガクエン 36 　14.03 ムラヤマ　リヅキ イズモザキ

上村　真央 南魚沼･大和中 角田　司 三条･第四中 廣井　ほの花 小千谷･南中 相澤　優希 十日町・まつのやま学園 村山　莉月 三島･出雲崎中

37 　14.56 タグチ　ミユウ ナガオカニシ 37 　9.50 コバヤシ　カナ ナガオカニシ 37 　10.22 エンドウ　ツグミ ナガオカニシ 37 　10.44 ハセガワ　クララ トオカマチゲジョウ 37 　14.15 ソリマチ　ユイ ナガオカキタ

田口　美憂 長岡･西中 小林　加奈 長岡･西中 遠藤　世美 長岡･西中 長谷川　くらら 十日町･下条中 反町　結 長岡･北中

38 　15.06 イカラシ　ミウ サンジョウダイイチ 38 　9.51 ヨシオカ　ヒカリ ナガオカミナミ 38 　10.26 ヨシカワ　ミライ ミヤウチ 38 　10.45 スギノ　メイ カリヤタ 38 　14.18 コカイ　ミユ カワニシ

五十嵐　実羽 三条･第一中 吉岡　晃莉 長岡･南中 吉川　みらい 長岡･宮内中 杉野　芽唯 長岡･刈谷田中 小海　心優 十日町･川西中

39 　15.09 サクライ　チカナ アサヒオカ 39 　9.54 セキ　サワコ アサヒオカ 39 　10.29 サトウ　フウカ タガミ 38 　10.45 アキヤマ　リノ イズモザキ 39 　14.23 カトウ　マユ コウヨウ

櫻井　知奏 長岡･旭岡中 関　冴和子 長岡･旭岡中 佐藤　楓華 南蒲･田上中 秋山　りの 三島･出雲崎中 加藤　真悠 長岡･江陽中

40 　15.42 オオクチ　リオ サカエ 40 　10.05 ナガハシ　ココナ カリヤタ 39 　10.29 コンドウ　ヒナタ トオカマチゲジョウ 40 　10.50 アサオ　マキ ナガオカミナミ 40 　14.24 コシゴエ　ジュカ ユザワ

大口　莉緒 三条･栄中 永橋　心樹 長岡･刈谷田中 近藤　陽向 十日町･下条中 麻王　舞紀 長岡･南中 腰越　珠花 南魚･湯沢中

41 　16.12 タナカ　ミク オヂヤミナミ 41 　10.34 グンジ　クレハ ユザワ 41 　10.33 ヤマカ　アイ カリヤタ 41 　10.53 ナグモ　ウルハ ユザワ 41 　14.46 ホリ　ヒカリ サンジョウダイイチ

田中　美紅 小千谷･南中 郡司　紅羽 南魚･湯沢中 山家　愛 長岡･刈谷田中 南雲　うるは 南魚･湯沢中 堀　光里 三条･第一中

42 　16.29 カトウ　マオ ユザワ 42 　11.07 ナシモト　ルコ サカエ 42 　10.40 コバヤシ　ヒミコ サカエ 42 　11.07 タケベ　ヒナリ アサヒオカ 42 　15.40 トツネ　リコ タガミ

加藤　真生 南魚･湯沢中 梨本　るこ 三条･栄中 小林　姫心 三条･栄中 竹部　陽菜里 長岡･旭岡中 戸恒　璃子 南蒲･田上中



大 会 名 第31回中越地区中学校駅伝競走大会(男子) 男子 区間別一覧表
開催日時 2021/10/14 　　13:00　start

会　  場 小千谷市白山運動公園　特設コース
1 区(3.3km) 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

ウエキ　ユウタ ツツミオカ ツバタ　エイダイ ツナン ハリト　レイジ ミツケミナミ ハットリ　ユウマ トオカマチ コミタ　ヨシモリ オヂヤ オオシマ　レント トオカマチ

1 　10.35 植木　悠太 長岡･堤岡中 1 　9.49 津端　英大 中魚･津南中 1 　9.43 張戸　怜史 見附･南中 1 　10.33 服部　雄真 十日町･十日町中 1 　10.20 込田　善森 小千谷･小千谷中 1 　10.31 太島　練斗 十日町･十日町中

コカイ　ガク トオカマチヨシダ タカノ　リク トオカマチミナミ ムラタ　ヒロト オヂヤ カミムラ　アスマ トオカマチミナミ タカハシ　ヒカル トオカマチミナミ オミ　ユキト トオカマチヨシダ

2 　10.40 小海　楽空 十日町･吉田中 2 　9.52 高野　莉空 十日町･南中 2 　9.54 村田　大翔 小千谷･小千谷中 2 　10.34 上村　明日真 十日町･南中 2 　10.36 高橋　輝 十日町･南中 2 　10.39 尾身　幸人 十日町･吉田中

ナカノ　コタロウ オヂヤ タカハシ　シュウ トオカマチナカジョウ ミヤゾノ　ケイシ トオカマチミナミ ホソカイ　ハヤト スヨシ カブラキ　ケンタ トオカマチ サトウ　リンタロウ スヨシ

3 　10.42 中野　琥太朗 小千谷･小千谷中 3 　10.04 高橋　柊 十日町･中条中 3 　10.07 宮園　京孜 十日町･南中 3 　10.42 細貝　駿斗 長岡･栖吉中 3 　10.38 蕪木　健太 十日町･十日町中 3 　10.41 佐藤　凜太朗 長岡･栖吉中

カメヤマ　ツバサ カモ ホサカ　レイヤ カワニシ カクハリ　シオン カワニシ ナカマチ　タクム トオカマチゲジョウ アオヤギ　ハルク コウナン シオイリ　ナオタロウ ナカノシマ

4 　10.49 亀山　翼 加茂･加茂中 4 　10.05 保坂　玲弥 十日町･川西中 4 　10.25 角張　志音 十日町･川西中 4 　10.47 中町　拓夢 十日町･下条中 4 　10.50 青柳　陽空 長岡･岡南中 4 　10.43 塩入　直太朗 長岡･中之島中

アダチ　シュン サカエ イグチ　ハヤタ ツツミオカ サトウ　ゴリン トオカマチヨシダ ヤナギ　ホズミ トオカマチヨシダ タケイシ　ルイ トオカマチゲジョウ オガワ　イサキ オヂヤ

5 　10.53 安達　駿 三条･栄中 5 　10.21 井口　隼汰 長岡･堤岡中 5 　10.28 佐藤　五輪 十日町･吉田中 5 　10.51 栁　歩邑 十日町･吉田中 4 　10.50 竹石　塁 十日町･下条中 4 　10.43 小川　功貴 小千谷･小千谷中

セキ　フウヤ シオザワ ササザキ　イクト オヂヤ サイトウ　ハヤト トオカマチゲジョウ カタギリ　ハク ツバメヨシダ ニシザワ　カナト ナガオカオオジマ オオタケ　カズマ ミツケ

6 　10.53 関　楓弥 南魚沼･塩沢中 6 　10.23 笹崎　郁人 小千谷･小千谷中 5 　10.28 齊藤　颯人 十日町･下条中 6 　10.58 片桐　遥久 燕･吉田中 6 　10.51 西澤　叶斗 長岡･大島中 4 　10.43 大竹　主真 見附･見附中

ヒラガ　ルト ムイカマチ サカグチ　コウマ マツノヤマガクエン タムラ　コウノスケ ナガオカニシ アサイ　ケイタ ウオヌマキタ ホシノ　カナト ツバメ サトウ　ハルマ ヒロカミ

7 　10.58 平賀　琉斗 南魚沼･六日町中 7 　10.24 坂口　煌真 十日町・まつのやま学園 7 　10.33 田村　亘之介 長岡･西中 7 　11.00 浅井　渓大 魚沼･魚沼北中 7 　10.54 星野　奏人 燕･燕中 7 　10.47 佐藤　春舞 魚沼･広神中

マルヤマ　リク ナガオカオオジマ アナザワ　ナギト ウオヌマキタ ハトリ　フウイチロウ トオカマチ ナカマタ　アレン ムイカマチ エムラ　リュウ トオカマチヨシダ アオキ　ウタ ムイカマチ

8 　11.05 丸山　璃空 長岡･大島中 8 　10.26 穴沢　凪人 魚沼･魚沼北中 8 　10.36 羽鳥　楓一朗 十日町･十日町中 8 　11.01 中俣　亜蓮 南魚沼･六日町中 8 　10.59 江村　龍 十日町･吉田中 8 　10.48 青木　詩汰 南魚沼･六日町中

ヤマザキ　クウシ コウヨウ タカハシ　セイヤ ムイカマチ トダ　コウキ コウナン タナカ　カイセイ カワニシ ニワノ　ヒナタ トオカマチナカジョウ オオフチ　ウイト オヂヤミナミ

9 　11.07 山崎　空獅 長岡･江陽中 8 　10.26 髙橋　聖矢 南魚沼･六日町中 9 　10.38 戸田　幸城 長岡･岡南中 9 　11.06 田中　海晴 十日町･川西中 9 　11.08 庭野　陽 十日町･中条中 9 　10.49 大渕　初登 小千谷･南中

シミズ　ウタ トオカマチミナミ シブキ　トム ツバメ オオダイラ　ユウマ ムイカマチ マルヤマ　レント ツバメ サクライ　ハルト ムイカマチ ニシムラ　カンスケ ナガオカミナミ

10 　11.09 清水　詩 十日町･南中 10 　10.27 澁木　斗夢 燕･燕中 10 　10.42 大平　優真 南魚沼･六日町中 10 　11.08 丸山　蓮斗 燕･燕中 10 　11.17 桜井　遥人 南魚沼･六日町中 10 　10.50 西村　貫佑 長岡･南中

トミドコロ　コウワ コイデ ハトリ　ユウシ トオカマチ ミヤザキ　モイチ ツナン ハタケヤマ　トウイ ヒロカミ クワハラ　タイガ シオザワ マルヤマ　ユイト トオカマチミナミ

11 　11.09 富所　晃和 魚沼･小出中 11 　10.28 羽鳥　優 十日町･十日町中 11 　10.44 宮﨑　茂市 中魚･津南中 11 　11.12 畠山　桐依 魚沼･広神中 10 　11.17 桑原　大河 南魚沼･塩沢中 10 　10.50 丸山　由利 十日町･南中

カワカミ　タイケイ カワニシ ワタナベ　ヒサト トオカマチゲジョウ エノモト　マサタカ ウオヌマキタ タザワ　ナオ ホリノウチ ホシノ　シオン ヒロカミ カサハラ　コウキ シオザワ

12 　11.10 川上　大敬 十日町･川西中 12 　10.32 渡邉　悠都 十日町･下条中 12 　10.45 榎本　雅隆 魚沼･魚沼北中 12 　11.14 田澤　尚生 魚沼･堀之内中 12 　11.18 星野　汐音 魚沼･広神中 12 　10.52 笠原　康暉 南魚沼･塩沢中

ササキ　リク ミツケ アラカワ　ヒナタ シオザワ クラモチ　カエデ サカエ ホソカイ　ジュン コウナン ナカジマ　ソウタ カワニシ カンバヤシ　ヒロマサ ミヤウチ

13 　11.12 佐々木　陸 見附･見附中 12 　10.32 荒川　陽太 南魚沼･塩沢中 13 　10.46 倉持　楓 三条･栄中 13 　11.15 細貝　潤 長岡･岡南中 13 　11.20 中嶋　湊大 十日町･川西中 13 　11.05 神林　宏匡 長岡･宮内中

マルヤマ　ノブ ツバメヨシダ オガワ　ルイ スヨシ タケイ　ユウト シオザワ ムラヤマ　ソウマ マツノヤマガクエン イチムラ　ハルト ミズサワ タカサワ　アキト マツノヤマガクエン

14 　11.17 丸山　展 燕･吉田中 14 　10.33 小川　塁 長岡･栖吉中 13 　10.46 武井　結大 南魚沼･塩沢中 14 　11.16 村山　颯真 十日町・まつのやま学園 14 　11.21 市村　遥斗 十日町･水沢中 14 　11.06 高澤　暁斗 十日町・まつのやま学園

ワタナベ　レオ ウオヌマキタ アイザキ　モトイ トオカマチヨシダ アラサワ　フクタ ツバメ フジノキ　トム ツナン オガワ　ユウキ スヨシ フルノ　イツキ ツナン

15 　11.19 渡辺　麗凰 魚沼･魚沼北中 15 　10.38 相崎　基 十日町･吉田中 13 　10.46 荒澤　福太 燕･燕中 15 　11.22 藤ノ木　斗夢 中魚･津南中 15 　11.27 小川　友輝 長岡･栖吉中 15 　11.07 古野　樹 中魚･津南中

タナベ　ケイト マツノヤマガクエン マツイ　ソラ コイデ マツダ　トウゴ ヒロカミ イマイ　ホタカ ヤマト セキネ　クウト ウオヌマキタ ナカムラ　コウ イズモザキ

16 　11.20 田邊　桂士 十日町・まつのやま学園 16 　10.46 松井　空 魚沼･小出中 16 　10.50 松田　東悟 魚沼･広神中 16 　11.24 今井　帆貴 南魚沼･大和中 16 　11.30 関根　空斗 魚沼･魚沼北中 16 　11.08 中村　心虹 三島･出雲崎中

タムラ　タイキ スヨシ サトウ　リョウヘイ ナガオカオオジマ コバヤシ　マオ ナガオカキタ ヤマダ　マサミツ トオカマチナカジョウ サワグチ　ヒロト ツバメヨシダ スサ　ショウタ サカエ

17 　11.22 田村　太幹 長岡･栖吉中 17 　10.47 佐藤　諒平 長岡･大島中 17 　10.52 小林　真央 長岡･北中 17 　11.26 山田　優光 十日町･中条中 17 　11.32 澤口　裕人 燕･吉田中 16 　11.08 須佐　翔太 三条･栄中

イワタ　コウヤ トオカマチナカジョウ シモトリ　ユウタ ツバメヨシダ ゴウ　ケイト ツツミオカ クワバラ　ケイタロウ ナガオカニシ サトウ　ケイタ ミヤウチ ワタナベ　リュウト アサヒオカ

18 　11.24 岩田　倖弥 十日町･中条中 18 　10.50 霜鳥　結太 燕･吉田中 18 　10.55 郷　圭斗 長岡･堤岡中 18 　11.28 桑原　啓太朗 長岡･西中 18 　11.33 佐藤　啓太 長岡･宮内中 18 　11.09 渡辺　琉斗 長岡･旭岡中

ナカジマ　カンタ ツナン ヤマガ　ソウシ マツダイ ソマキ　ケント ツバメヨシダ カンバヤシ　ハルト ナガオカオオジマ タナカ　ルオウ ナカノシマ カゲヤマ　カズト ナガオカニシ

19 　11.24 中島　幹太 中魚･津南中 19 　10.52 山賀　宗司 十日町･松代中 18 　10.55 杣木　健人 燕･吉田中 19 　11.30 神林　大翔 長岡･大島中 19 　11.38 田中　琉旺 長岡･中之島中 19 　11.11 影山　順登 長岡･西中

ホシノ　シュウ ヒロカミ アキモト　ジオウ ヒロカミ ホシ　ケイゴ ナカノシマ マルヤマ　ショウ サンジョウダイイチ カミムラ　カンタ ヤマト ユモト　ユウト ウオヌマキタ

20 　11.32 星野　愁 魚沼･広神中 20 　10.53 秋元　慈央 魚沼･広神中 20 　10.58 星　慶吾 長岡･中之島中 19 　11.30 丸山　翔 三条･第一中 20 　11.41 上村　貫太 南魚沼･大和中 20 　11.19 湯本　悠仁 魚沼･魚沼北中

サカツメ　シンゴ コウナン ワカイ　シユウ コウナン ミヤウチ　ルイ ヤマト イモガワ　アオイ ツツミオカ フクハラ　リョウタ マツノヤマガクエン ナイトウ　シュウ ナガオカヒガシ

21 　11.37 坂詰　真吾 長岡･岡南中 21 　10.56 若井　志柚 長岡･岡南中 21 　11.02 宮内　諒好 南魚沼･大和中 21 　11.32 五百川　蒼唯 長岡･堤岡中 21 　11.42 福原　諒太 十日町・まつのやま学園 21 　11.21 内藤　柊 長岡･東中

ヒキ　カイセイ ミツケニシ サクライ　ハルト アサヒオカ ヒグチ　ミキト マツノヤマガクエン アイザワ　ハルマ コウヨウ オカムラ　ツネヨシ ホリノウチ ヤマギシ　セイヤ ツツミオカ

22 　11.40 比企　魁星 見附･西中 22 　10.58 桜井　陽斗 長岡･旭岡中 22 　11.09 樋口　幹都 十日町・まつのやま学園 22 　11.35 相澤　遼馬 長岡･江陽中 22 　11.49 岡村　常愛 魚沼･堀之内中 21 　11.21 山岸　聖弥 長岡･堤岡中

ミヤザワ　ショウノスケ ミズサワ セキヤ　レオン トウホク ヒロタ　カイ トオカマチナカジョウ ヨネヤマ　シンノスケ アサヒオカ アベ　エイタ オヂヤミナミ オガワ　ケンスケ トオカマチナカジョウ

23 　11.42 宮澤　昇之介 十日町･水沢中 23 　10.59 関谷　玲音 長岡･東北中 23 　11.10 廣田　快 十日町･中条中 22 　11.35 米山　慎之介 長岡･旭岡中 23 　11.51 阿部　瑛太 小千谷･南中 23 　11.26 小川　健輔 十日町･中条中

ヤマザキ　ヒカル ナカサト カミムラ　タヒト ヤマト ムロハシ　タカシ スヨシ タカムラ　セイジ シオザワ モトムラ　ケイタ ナガオカキタ ワタナベ　ハヤチカ ヒガシオヂヤ

24 　11.43 山崎　光 十日町･中里中 23 　10.59 上村　汰仁 南魚沼･大和中 24 　11.11 室橋　大 長岡･栖吉中 24 　11.37 髙村　征史 南魚沼･塩沢中 24 　11.52 本村　啓太 長岡･北中 24 　11.27 渡辺　隼史 小千谷･東小千谷中

マツダ　イツキ ホリノウチ カワカミ　レオン ミツケ オオダイラ　ライハ ナガオカオオジマ タカハシ　ユイヒ サンジョウダイニ ヤマモト　リュウノスケ サンジョウダイニ ハシザキ　ヒロト ホリノウチ

25 　11.46 松田　乙輝 魚沼･堀之内中 25 　11.00 川上　玲音 見附･見附中 25 　11.16 大平　禮覇 長岡･大島中 25 　11.39 髙橋　唯一 三条･第二中 25 　11.54 山本　龍之介 三条･第二中 25 　11.30 橋﨑　裕斗 魚沼･堀之内中

ヤマダ　ライキ トオカマチゲジョウ ニシヤマ　ケイ コウヨウ イイズカ　ケイタ コウヨウ サイトウ　リク ミツケ タテヤマ　ケイ ユザワ キリュウ　ルシン ハッカイ

26 　11.54 山田　頼希 十日町･下条中 26 　11.03 西山　慶 長岡･江陽中 26 　11.22 飯塚　恵太 長岡･江陽中 26 　11.44 齊藤　凛空 見附･見附中 26 　12.02 立山　慧 南魚･湯沢中 25 　11.30 桐生　瑠心 南魚沼･八海中

タカイ　エイト ナガオカミナミ コバヤシ　ユウキ ホリノウチ シモムラ　ヒロト ホリノウチ サイトウ　タイチ ハッカイ コバヤシ　ソラ ナガオカニシ フクシマ　ケンソ トオカマチゲジョウ

27 　11.57 高井　瑛都 長岡･南中 27 　11.06 小林　悠輝 魚沼･堀之内中 26 　11.22 下村　滉翔 魚沼･堀之内中 26 　11.44 齊藤　泰地 南魚沼･八海中 27 　12.04 小林　昊 長岡･西中 27 　11.31 福嶋　賢素 十日町･下条中



大 会 名 第31回中越地区中学校駅伝競走大会(男子) 男子 区間別一覧表
開催日時 2021/10/14 　　13:00　start

会　  場 小千谷市白山運動公園　特設コース
1 区(3.3km) 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

ミトミ　ヒロキ ブンスイ ヤギ　キリヤ ハッカイ コンドウ　シュウ アサヒオカ ノグチ　イチヤ ナカノシマ ヤマシタ　イチ アサヒオカ サトウ　タイシ ナガオカオオジマ

28 　12.01 三富　洋騎 燕･分水中 28 　11.08 八木　桐哉 南魚沼･八海中 28 　11.24 近藤　柊 長岡･旭岡中 28 　11.45 野口　壱矢 長岡･中之島中 27 　12.04 山下　市 長岡･旭岡中 28 　11.34 佐藤　泰士 長岡･大島中

シモハタ　ゲンキ ハッカイ コバヤシ　カズキ ナガオカニシ スダ　シュウト ブンスイ ホリサワ　アサヒ オヂヤ ババ　タカヒロ ツナン オカダ　ショウタ ツバメヨシダ

29 　12.02 下畑　元希 南魚沼･八海中 29 　11.10 小林　和輝 長岡･西中 28 　11.24 須田　秀斗 燕･分水中 29 　11.46 堀澤　旭 小千谷･小千谷中 27 　12.04 馬場　陽大 中魚･津南中 29 　11.35 岡田　翔太 燕･吉田中

イガラシ　リンタロウ トオカマチ セシモ　クウト ミズサワ カバサワ　ソウセイ コイデ ニシ　コウシロウ ミツケミナミ モリヤマ　ハルト コイデ トダ　ユウタ カワニシ

30 　12.04 五十嵐　綸太郎 十日町･十日町中 29 　11.10 瀬下　空永 十日町･水沢中 30 　11.34 椛澤　想世 魚沼･小出中 30 　11.47 西　巧士郎 見附･南中 30 　12.08 森山　遥斗 魚沼･小出中 30 　11.36 戸田　優太 十日町･川西中

ヤギ　エニシ ナカノシマ クリバヤシ　コウタ ナカノシマ イマイ　カイ ハッカイ ハラデラ　ユウガ コイデ カワカミ　ユウセイ ツツミオカ サイトウ　ショウマ ヤマト

31 　12.05 八木　縁 長岡･中之島中 31 　11.13 栗林　昂汰 長岡･中之島中 30 　11.34 今井　海聖 南魚沼･八海中 31 　11.49 原寺　湧雅 魚沼･小出中 31 　12.09 川上　優成 長岡･堤岡中 31 　11.37 斉藤　生真 南魚沼･大和中

イマイ　サツキ タガミ スズキ　ソウタ ミツケニシ ナカガワ　タク トウホク ナグモ　ケイ ユザワ ニシヤマ　ルイ コウヨウ カミムラ　カイリ ミズサワ

32 　12.06 今井　颯希 南蒲･田上中 32 　11.23 鈴木　蒼太 見附･西中 32 　11.35 中川　拓 長岡･東北中 32 　11.53 南雲　慶 南魚･湯沢中 32 　12.10 西山　類 長岡･江陽中 32 　11.39 上村　海哩 十日町･水沢中

トミザワ　ハヤト オヂヤミナミ モロハシ　カズヤ ナガオカキタ イシグロ　アオト ミツケ クラモチ　リュウト ナガオカキタ チノ　タクマ トウホク タケウチ　ソラ コウナン

33 　12.06 冨澤　隼 小千谷･南中 33 　11.24 諸橋　和弥 長岡･北中 32 　11.35 石黒　葵士 見附･見附中 33 　11.54 倉持　龍登 長岡･北中 33 　12.12 茅野　拓馬 長岡･東北中 33 　11.40 竹内　颯良 長岡･岡南中

オガワ　ハルト トウホク ヤマガ　ケイタ ツナンチュウトウ テラグチ　カナト ユザワ ヤマダ　セイヤ イズモザキ オオウラ　コウガ ミツケミナミ シモトリ　タイチ ツバメ

34 　12.06 小川　遙仁 長岡･東北中 34 　11.25 山家　慶太 中魚･津南中等(中) 34 　11.51 寺口　翔斗 南魚･湯沢中 34 　11.58 山田　聖矢 三島･出雲崎中 34 　12.13 大浦　煌珂 見附･南中 34 　11.41 霜鳥　太一 燕･燕中

オヤナギ　リン ツバメ ハットリ　サトシ ナカサト ヤマダ　ケイセイ ミズサワ オカダ　アサヒ シタダ ヤマダ　ユウト ミツケ タグチ　ユウタ コウヨウ

35 　12.08 小栁　凛 燕･燕中 35 　11.30 服部　仁志 十日町･中里中 35 　11.56 山田　渓成 十日町･水沢中 35 　12.04 岡田　旭陽 三条･下田中 35 　12.14 山田　悠人 見附･見附中 35 　12.02 田口　侑汰 長岡･江陽中

コバヤシ　イオリ サンジョウダイニ イグチ　ハルク カモ オンダ　シュンセイ ミヤウチ シンザワ　ゼンキ ナガオカヒガシ オオダイラ　タマキ ハッカイ オギノ　ムツミ ブンスイ

36 　12.09 小林　伊織 三条･第二中 36 　11.31 井口　晴空 加茂･加茂中 36 　11.57 恩田　峻成 長岡･宮内中 36 　12.07 新澤　禅樹 長岡･東中 36 　12.15 大平　環生 南魚沼･八海中 36 　12.03 荻野　睦己 燕･分水中

サトウ　シュウマ ツナンチュウトウ カワムラ　タイキ ユザワ ハガ　タイヨウ ミツケニシ ツツミ　トモヤ サカエ サノ　ソウタ ミツケニシ フクハラ　ヒロム ツナンチュウトウ

37 　12.11 佐藤　秀磨 中魚･津南中等(中) 36 　11.31 川村　泰生 南魚･湯沢中 36 　11.57 羽賀　大陽 見附･西中 37 　12.09 堤　智哉 三条･栄中 37 　12.31 佐野　颯太 見附･西中 37 　12.08 福原　弥夢 中魚･津南中等(中)

オオサキ　キョウイチ アサヒオカ タコ　リュウセイ イズモザキ トミイ　コウタロウ ナカサト ヤマグチ　ヨシムネ ミヤウチ ホシノ　コウタ ナガオカヒガシ シミズ　ユウゴ ミツケミナミ

38 　12.15 大﨑　京一 長岡･旭岡中 38 　11.34 太古　龍星 三島･出雲崎中 38 　11.59 富井　康太朗 十日町･中里中 38 　12.14 山口　芳宗 長岡･宮内中 38 　12.33 星野　晄汰 長岡･東中 37 　12.08 清水　勇冴 見附･南中

ワタナベ　ユツキ カリヤタ サトウ　カイト ミヤウチ シゲヤマ　ソラ ナガオカヒガシ クワハラ　アレン ナカサト ヒグチ　アタル ナカサト アキモト　セイタ コイデ

39 　12.15 渡邉　夕月 長岡･刈谷田中 39 　11.35 佐藤　海斗 長岡･宮内中 39 　12.00 重山　颯良 長岡･東中 39 　12.19 桒原　吾錬 十日町･中里中 39 　12.34 樋口　中 十日町･中里中 39 　12.21 秋元　清太 魚沼･小出中

イワタ　ゼン イズモザキ サラシナ　リョウ サンジョウダイイチ ヤナギ　コウキ ナガオカミナミ ハセガワ　タクミ ブンスイ タグチ　キラト イズモザキ マルヤマ　ダイキ サンジョウダイイチ

40 　12.17 岩田　然 三島･出雲崎中 40 　11.44 更科　諒 三条･第一中 40 　12.01 柳　幸輝 長岡･南中 39 　12.19 長谷川　拓海 燕･分水中 40 　12.37 田口　煌人 三島･出雲崎中 40 　12.29 丸山　大喜 三条･第一中

ハットリ　シュウマ ユザワ イトウ　シュンヤ ブンスイ ササキ　セイト サンジョウダイニ タナカ　ホマレ マツダイ クサノ　ショウ ヒガシオヂヤ オヤナギ　イサミ サンジョウダイニ

41 　12.30 服部　修茉 南魚･湯沢中 40 　11.44 伊東　俊哉 燕･分水中 41 　12.03 佐々木　晟人 三条･第二中 41 　12.20 田中　誉 十日町･松代中 40 　12.37 草野　翔 小千谷･東小千谷中 41 　12.30 小柳　勇海 三条･第二中

マルヤマ　ミキト ミヤウチ タカハシ　ユウシン オヂヤミナミ スズキ　リュウト サンジョウダイイチ サトウ　レイ トウホク テシマ　ユウジン タガミ ツボヤ　ヒロト カモ

42 　12.31 丸山　実輝斗 長岡･宮内中 42 　11.46 高橋　勇心 小千谷･南中 42 　12.17 鈴木　龍徳 三条･第一中 42 　12.22 佐藤　礼唯 長岡･東北中 42 　12.39 手島　悠心 南蒲･田上中 42 　12.33 坪谷　優音 加茂･加茂中

イチカワ　カエデ マツダイ ワニフチ　レイマ ナガオカミナミ キチラク　ハルヤ ツナンチュウトウ イシザワ　トア ミズサワ オオコシ　ヨウタ ブンスイ タカナシ　ヒカル ミツケニシ

43 　12.32 市川　楓 十日町･松代中 43 　11.47 鰐渕　伶眞 長岡･南中 42 　12.17 吉樂　遥弥 中魚･津南中等(中) 42 　12.22 石澤　翔空 十日町･水沢中 43 　12.44 大越　陽太 燕･分水中 43 　12.42 高梨　輝 見附･西中

コマガタ　リョウタロウ ヤマト キムラ　アユキ ナガオカヒガシ サカイ　タカヒロ カリヤタ ヨコヤマ　リヒト カリヤタ イシダ　アオ ツナンチュウトウ カナイ　リク トウホク

44 　12.39 駒形　涼太郎 南魚沼･大和中 44 　11.48 木村　歩暉 長岡･東中 44 　12.25 酒井　敬容 長岡･刈谷田中 44 　12.28 横山　凛人 長岡･刈谷田中 44 　12.54 石田　蒼生 中魚･津南中等(中) 44 　12.43 金井　莉玖 長岡･東北中

コバヤシ　カツキ ナガオカニシ ホリエ　ケンタロウ タガミ カワカミ　ケント ヒガシオヂヤ タカイ　セイガ カモ ワタナベ　イチカ サカエ アイザキ　ツカム ナガオカキタ

45 　12.41 小林　克生 長岡･西中 45 　11.51 堀江　健太郎 南蒲･田上中 45 　12.26 川上　健斗 小千谷･東小千谷中 45 　12.34 高井　聖芽 加茂･加茂中 45 　12.55 渡邉　一加 三条･栄中 45 　12.45 相崎　掴夢 長岡･北中

ニシザワ　リオン ナガオカヒガシ ナカムラ　ユウタ サカエ コザカイ　ケント マツダイ ワタナベ　オウカ タガミ セキネ　ユウ サンジョウダイイチ オオタケ　ヨウタ シタダ

46 　12.42 西澤　俐音 長岡･東中 46 　11.53 中村　優太 三条･栄中 46 　12.30 小堺　健音 十日町･松代中 46 　12.43 渡邊　旺禾 南蒲･田上中 46 　12.57 関根　優 三条･第一中 46 　12.48 大竹　陽太 三条･下田中

タナカ　ナル ヒガシオヂヤ ヤマダ　コウキ ミツケミナミ テラオ　ユウノスケ イズモザキ ナカムラ　ユウ オヂヤミナミ カヤモリ　ケイタ カモ ミハラ　アユト タガミ

47 　12.44 田中　夏琉 小千谷･東小千谷中 47 　11.58 山田　康貴 見附･南中 47 　12.36 寺尾　優之介 三島･出雲崎中 47 　12.44 中村　祐 小千谷･南中 47 　13.00 栢森　慶太 加茂･加茂中 47 　13.06 三原　歩斗 南蒲･田上中

ウエノ　ケイ ミツケミナミ ヤザワ　ハルク カリヤタ クボ　レオ タガミ ウエノ　ユウタ ミツケニシ オグロ　ケイト カリヤタ カミムラ　ユウタ ユザワ

48 　13.22 上野　慧 見附･南中 48 　12.01 矢澤　晴空 長岡･刈谷田中 48 　13.10 久保　陸生 南蒲･田上中 48 　12.45 上野　優太 見附･西中 48 　13.15 小黒　慶人 長岡･刈谷田中 48 　13.23 上村　勇太 南魚･湯沢中

オカザキ　ユウキ サンジョウダイイチ イワフチ　ハルト ヒガシオヂヤ イカラシ　サクマ サンジョウダイシ ヒロイ　ケンシン ヒガシオヂヤ ヨシモト　ソウシ ナガオカミナミ タケウノチ　ミツキ サンジョウダイシ

49 　13.26 岡﨑　佑紀 三条･第一中 48 　12.01 岩渕　陽斗 小千谷･東小千谷中 49 　13.14 五十嵐　咲央 三条･第四中 49 　13.05 廣井　健心 小千谷･東小千谷中 49 　13.23 吉本　壮志 長岡･南中 49 　13.24 竹之内　光希 三条･第四中

ホシノ　ソウマ ナガオカキタ ナガイ　リュウソウ サンジョウダイニ オオタ　レオ シタダ ヨシダ　ハク サンジョウダイシ ナカバヤシ　ユウヒ サンジョウダイシ クワハラ　イッサ ナカサト

50 　13.53 星野　壮真 長岡･北中 50 　12.06 長井　隆蒼 三条･第二中 50 　13.22 太田　玲央 三条･下田中 50 　13.10 吉田　羽玖 三条･第四中 50 　13.31 中林　勇飛 三条･第四中 50 　13.31 桑原　一颯 十日町･中里中

ワタナベ　ヒュウガ サンジョウダイシ タシロ　ジン サンジョウダイシ マルヤマ　コハク オヂヤミナミ ホンダ　フミヤ ユノタニ クマクラ　ユウト シタダ サトウ　イオリ マツダイ

51 　14.16 渡邉　彪我 三条･第四中 51 　12.36 田代　心 三条･第四中 51 　13.42 丸山　虎珀 小千谷･南中 51 　13.12 本田　文哉 魚沼･湯之谷中 51 　13.37 熊倉　悠人 三条･下田中 51 　13.54 佐藤　伊織 十日町･松代中

ホシ　ヒナタ ユノタニ サカイ　ハルト シタダ ホシ　ナルセ ユノタニ ナガヨシ　ユウマ ナガオカミナミ サクライ　ユウト ユノタニ イソベ　タクミ ユノタニ

52 　14.39 星　日向太 魚沼･湯之谷中 52 　13.35 坂井　陽人 三条･下田中 52 　14.00 星　成晴 魚沼･湯之谷中 52 　13.14 永吉　悠眞 長岡･南中 52 　14.34 櫻井　優翔 魚沼･湯之谷中 52 　14.11 磯部　巧 魚沼･湯之谷中

オオタニ　レオ シタダ ヨネヤマ　リン ユノタニ ヤマギワ　タクミ カモ トミオカ　ダイト ツナンチュウトウ イチカワ　レン マツダイ ミノワ　カイオウ カリヤタ

53 　15.37 大谷　連生 三条･下田中 53 　13.37 米山　凛 魚沼･湯之谷中 53 　14.23 山際　拓実 加茂･加茂中 53 　13.17 富岡　大翔 中魚･津南中等(中) DNF 市川　蓮 十日町･松代中 53 　14.35 箕輪　海皇 長岡･刈谷田中


