
大 会 名 第32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 2022/11/2　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

アダチ　シュン サカエ コカイ　ガク トオカマチヨシダ イタバシ　タケル トオカマチミナミ ヤマダ　ライキ トオカマチゲジョウ タケイシ　ルイ トオカマチゲジョウ ヒゴ　イツキ ジョウトウ
1 10:29 安達　駿(3) 三条･栄中 1 9:12 小海　楽空(2) 十日町･吉田中 1 9:54 板橋　岳隆(2) 十日町･南中 1 10:06 山田　頼希(3) 十日町･下条中 1 10:16 竹石　塁(3) 十日町･下条中 1 10:02 比護　一稀(2) 上越･城東中

ツキオカ　ヨシト ミヤウラ ミヤゾノ　ケイシ トオカマチミナミ コノマ　ヒサアキ ミヤウラ ウエダ　ジュンペイ イトイガワ カタギリ　キョウスケ トオカマチ トクナガ　イブキ トオカマチミナミ
2 10:34 月岡　義人(3) 新潟･宮浦中 2 9:36 宮園　京孜(3) 十日町･南中 2 10:03 古野間　久明(3) 新潟･宮浦中 2 10:14 上田　准平(3) 糸魚川･糸魚川中 2 10:22 片桐　杏亮(2) 十日町･十日町中 2 10:13 德永　惟吹(2) 十日町･南中

マルヤマ　ノブ ツバメヨシダ タカイ　ソウシ イトイガワ ヤマザキ　レイジ ナカゴウ トミイ　リク トオカマチミナミ タカハシ　ヒカル トオカマチミナミ ナカジマ　ソウタ カワニシ
3 10:35 丸山　展(3) 燕･吉田中 3 9:44 髙井　奏獅(3) 糸魚川･糸魚川中 3 10:08 山﨑　玲士(2) 上越･中郷中 3 10:19 富井　陸(2) 十日町･南中 3 10:24 高橋　輝(3) 十日町･南中 3 10:17 中嶋　湊大(3) 十日町･川西中

タカノ　ハルト イカラシ ホサカ　レイヤ カワニシ イワタ　コウヤ トオカマチナカジョウ カブラキ　ケンタ トオカマチ シバハラ　コウ マノ イワサキ　ソウル アライ
4 10:42 髙野　陽斗(3) 新潟･五十嵐中 4 9:47 保坂　玲弥(3) 十日町･川西中 4 10:13 岩田　倖弥(3) 十日町･中条中 4 10:20 蕪木　健太(3) 十日町･十日町中 4 10:28 柴原　煌(3) 佐渡･真野中 4 10:20 岩崎　蒼琉(2) 妙高･新井中

サイトウ　ハヤト トオカマチゲジョウ ハットリ　ユウマ トオカマチ ハトリ　イツキ トオカマチ ワタナベ　コハル イカラシ カスガ　ヒロキ トオカマチヨシダ コカイ　ハル トオカマチゲジョウ

5 10:44 齊藤　颯人(3) 十日町･下条中 5 9:50 服部　雄真(3) 十日町･十日町中 5 10:14 羽鳥　樹(2) 十日町･十日町中 5 10:22 渡邉　琥晴(2) 新潟･五十嵐中 5 10:29 春日　浩輝(3) 十日町･吉田中 5 10:21 小海　晴(3) 十日町･下条中

タカノ　ユウスケ マノ オカダ　コウキ ナカゴウ シミズ　マサト ジョウエツキョウイクダイガクフゾク コバヤシ　ミナミ カワニシ ナカバヤシ　リイキ ニイツダイイチ ウチヤマ　タイキ ミヤウラ
6 10:44 髙野　佑輔(3) 佐渡･真野中 6 9:51 岡田　幸輝(2) 上越･中郷中 6 10:19 清水　雅斗(3) 上越･上教大附中 6 10:26 小林　美波(2) 十日町･川西中 6 10:32 中林　力輝(2) 新潟･新津第一中 6 10:22 内山　泰幹(3) 新潟･宮浦中

アキバ　ナオ サワタ タカハシ　シュウ トオカマチナカジョウ マツダ　トウゴ ヒロカミ ノガミ　ヨウタ ニイツダイイチ シモトリ　コウ アライ スサ　ショウタ サカエ
7 10:45 秋場　夏陽(3) 佐渡･佐和田中 7 9:53 髙橋　柊(3) 十日町･中条中 7 10:22 松田　東悟(2) 魚沼･広神中 6 10:26 野上　遙汰(2) 新潟･新津第一中 7 10:42 霜鳥　康(2) 妙高･新井中 7 10:29 須佐　翔太(3) 三条･栄中

セキ　フウヤ シオザワ ミヤザキ　モイチ ツナン エグチ　コオマ ジョウトウ サトウ　ユウト ヒロカミ タナカ　ヒロアキ ヒガシニイガタ コバヤシ　シュウタロウ トオカマチ
8 10:45 関　楓弥(3) 南魚沼･塩沢中 8 9:56 宮﨑　茂市(3) 中魚･津南中 7 10:22 江口　功真(3) 上越･城東中 8 10:35 佐藤　祐聡(1) 魚沼･広神中 7 10:42 田中　宏明(3) 新潟･東新潟中 8 10:30 小林　周太郎(3) 十日町･十日町中

ナミカタ　タイラ トオカマチナカジョウ ホシノ　シュウ ヒロカミ セキ　アレン トオカマチゲジョウ ナカガワ　ユウ ジョウトウ コニシ　カイ サワタ バンバ　レイタ ニイツダイイチ
9 10:46 波形　泰良(2) 十日町･中条中 9 10:06 星野　愁(3) 魚沼･広神中 9 10:23 関　歩廉(3) 十日町･下条中 8 10:35 中川　結生(3) 上越･城東中 9 10:44 小西　快(1) 佐渡･佐和田中 9 10:31 番場　玲太(3) 新潟･新津第一中

サカグチ　コウマ マツノヤマガクエン ワダ　シンノスケヤシン アイカワ ササキ　タイガ ニイツダイイチ ミヤオ　ダイキ ナカゴウ コイケ　カイリ イトイガワ タナベ　ケイト マツノヤマガクエン

10 10:46 坂口　煌真(2) 十日町・まつのやま学園 9 10:06 和田　信之介ヤシン(3) 佐渡･相川中 10 10:25 佐々木　彪我(3) 新潟･新津第一中 10 10:42 宮尾　大稀(2) 上越･中郷中 10 10:52 小池　海莱(2) 糸魚川･糸魚川中 10 10:36 田邊　桂士(3) 十日町・まつのやま学園

コムラ　ジュン トウホク ナカマチ　タクム トオカマチゲジョウ アリモト　コウガ ヒガシニイガタ ミヤザキ　イズル ツナン サカオ　シュンスケ ジョウトウ ハタケヤマ　トウイ ヒロカミ
11 10:49 小村　準(3) 長岡･東北中 11 10:09 中町　拓夢(3) 十日町･下条中 11 10:28 有本　光冴(3) 新潟･東新潟中 10 10:42 宮﨑　出(1) 中魚･津南中 11 10:53 坂尾　竣輔(3) 上越･城東中 11 10:39 畠山　桐依(2) 魚沼･広神中

ハラダ　ノト カナイ カナザワ　シュウマ ミズサワ カメイ　エイト アライ エガワ　シン トオカマチナカジョウ クボタ　ハルト ツナン ムロハシ　タカシ スヨシ
12 10:50 原田　野土(3) 佐渡･金井中 12 10:11 金澤　崇眞(3) 十日町･水沢中 12 10:31 亀井　瑛人(1) 妙高･新井中 12 10:45 江川　心(3) 十日町･中条中 12 10:55 久保田　遥斗(3) 中魚･津南中 11 10:39 室橋　大(3) 長岡･栖吉中

アキモト　ジオウ ヒロカミ オガワ　ルイ スヨシ イケダ　ヨウスケ ミョウコウコウゲン ゴトウ　ハル マノ ホシナ　コウキ カワニシ アイザキ　モトイ トオカマチヨシダ
13 10:51 秋元　慈央(3) 魚沼･広神中 13 10:12 小川　塁(3) 長岡･栖吉中 13 10:33 池田　陽介(3) 妙高･妙高高原中 12 10:45 後藤　晴瑠(3) 佐渡･真野中 13 10:58 星名　康希(1) 十日町･川西中 13 10:41 相崎　基(2) 十日町･吉田中

ニワノ　ヒユウ トオカマチ ワタナベ　ケンタ サワタ ヒグチ　ミキト マツノヤマガクエン マルヤマ　ワタル トオカマチヨシダ サノ　シュウト ミヤウラ ニノクラ　コウセイ カスガ
14 10:52 庭野　日裕(3) 十日町･十日町中 14 10:17 渡辺　健太(3) 佐渡･佐和田中 14 10:35 樋口　幹都(2) 十日町・まつのやま学園 14 10:47 丸山　航(3) 十日町･吉田中 13 10:58 佐野　蹴斗(3) 新潟･宮浦中 13 10:41 二ノ倉　弘聖(3) 上越･春日中

カワカミ　タイケイ カワニシ ホンマ　タイセイ トウホク ムラカワ　リュウ マノ イケダ　アキヒサ アライ サイトウ　レオ トオカマチナカジョウ オガワ　イク トオカマチナカジョウ

15 10:56 川上　大敬(3) 十日町･川西中 14 10:17 本間　泰成(3) 長岡･東北中 15 10:39 村川　龍(3) 佐渡･真野中 14 10:47 池田　彬久(2) 妙高･新井中 15 10:59 斎藤　怜央(3) 十日町･中条中 15 10:44 小川　郁(3) 十日町･中条中

マルタ　ケイ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク モタイ　ハルト ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ワタナベ　ライヤ サワタ ワタナベ　ナツキ ミヤウラ オカダ　ケンタロウ ナカゴウ サイトウ　カエデ サワタ
16 11:01 丸田　佳(3) 上越･上教大附中 16 10:19 罍　晴仁(3) 上越･上教大附中 16 10:40 渡部　禮哉(3) 佐渡･佐和田中 16 10:50 渡邊　夏記(3) 新潟･宮浦中 16 11:02 岡田　健太郎(3) 上越･中郷中 15 10:44 齋藤　楓(3) 佐渡･佐和田中

コマムラ　ハヤト ミョウコウコウゲン マルヤマ　ケイスケ カシワザキダイサン イチムラ　ハルト ミズサワ オガワ　ツバサ カミヤマ イシザカ　イブキ オヂヤ オノ　レオ ヒガシニイガタ
17 11:03 駒村　隼(3) 妙高･妙高高原中 16 10:19 丸山　蛍亮(2) 柏崎･第三中 16 10:40 市村　遥斗(3) 十日町･水沢中 17 10:52 小川　翼(2) 新潟･上山中 17 11:03 石坂　生吹(2) 小千谷･小千谷中 15 10:44 小野　玲央(3) 新潟･東新潟中

オカダ　ヒロト アライ サカツメ　シンゴ コウナン シモスギ　ライト イトイガワ ナカノ　カンタ ソノキ ミズサワ　イツキ スヨシ ヒラマ　タイセイ ムラカミダイイチ
18 11:04 岡田　大翔(3) 妙高･新井中 18 10:20 坂詰　真吾(3) 長岡･岡南中 18 10:42 下杉　徠冬(3) 糸魚川･糸魚川中 17 10:52 中野　寛太(3) 新潟･曽野木中 18 11:10 水澤　一樹(1) 長岡･栖吉中 18 10:47 平間　泰誠(3) 村上･村上第一中

キムラ　キョウヤ ムラカミダイイチ オグマ　セナ カミヤマ ナガヌマ　カイセイ イワムロ ナカノ　ヒロキ サワタ マルヤマ　ワタル ツバメ フジノキ　トム ツナン
19 11:05 木村　恭也(3) 村上･村上第一中 18 10:20 小熊　惺己(2) 新潟･上山中 18 10:42 長沼　快晟(3) 新潟･岩室中 19 10:53 中野　裕樹(2) 佐渡･佐和田中 18 11:10 丸山　航(1) 燕･燕中 19 10:49 藤ノ木　斗夢(3) 中魚･津南中

ツチダ　タカハル イワムロ ムラヤマ　ソウマ マツノヤマガクエン アサツマ　サクト ソノキ ツノ　センジ ヒガシニイガタ ムシャ　アツキ ホンマル イシセ　ユイト アイカワ
20 11:07 土田　豪暖(2) 新潟･岩室中 20 10:23 村山　颯真(2) 十日町・まつのやま学園 18 10:42 朝妻　咲人(3) 新潟･曽野木中 20 10:56 津野　扇士(2) 新潟･東新潟中 20 11:12 武者　篤樹(1) 新発田･本丸中 20 10:51 石瀬　結斗(2) 佐渡･相川中

マルヤマ　ユイト トオカマチミナミ コジマ　シンヤ アライ キノシタ　ハルト ミナミサド サトウ　ヒビキ ミツケミナミ ミウラ　ナルセ イワムロ コイケ　マサト オヂヤ
21 11:08 丸山　由利(3) 十日町･南中 21 10:24 小嶋　心哉(1) 妙高･新井中 21 10:43 木下　遥斗(2) 佐渡･南佐渡中 20 10:56 佐藤　響(3) 見附･南中 21 11:14 三浦　凪琉瀬(3) 新潟･岩室中 20 10:51 小池　真聖(3) 小千谷･小千谷中

トダ　コウキ コウナン シブキ　トム ツバメ フクオカ　トワ カシワザキダイサン ヨシカワ　イツタ カシワザキダイサン イチハシ　ユウスケ カミヤマ ヒラタ　シズル カナイ
22 11:09 戸田　幸城(3) 長岡･岡南中 21 10:24 澁木　斗夢(3) 燕･燕中 22 10:44 福岡　翔空(3) 柏崎･第三中 22 11:01 吉川　逸(3) 柏崎･第三中 22 11:17 市橋　悠佑(2) 新潟･上山中 22 10:52 平田　雫龍(2) 佐渡･金井中

アイウラ　トモヤ ナカゴウ タニグチ　タクミ ジョウトウ カネコ　ナオ カナイ ミヤザワ　アラタ ミズサワ アオノ　ユウスケ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク カマダ　ケンジ イトイガワ
23 11:10 相浦　友哉(1) 上越･中郷中 23 10:25 谷口　巧(3) 上越･城東中 22 10:44 金子　直生(3) 佐渡･金井中 23 11:03 宮澤　新(3) 十日町･水沢中 23 11:19 青野　悠佑(1) 上越･上教大附中 23 10:54 鎌田　健司(2) 糸魚川･糸魚川中

ヨシカワ　コウタ カミヤマ ナガシマ　ルイ マキヒガシ サトウ　アオバ カワニシ ウエグリ　タイキ ツツミオカ サイトウ　トモヤ アイカワ オオホリ　タクム ナカゴウ
24 11:11 吉川　晃太(3) 新潟･上山中 23 10:25 長嶋　琉唯(3) 新潟･巻東中 24 10:47 佐藤　青葉(3) 十日町･川西中 24 11:04 殖栗　大希(3) 長岡･堤岡中 24 11:20 齋藤　智也(2) 佐渡･相川中 24 10:56 大堀　拓夢(3) 上越･中郷中



大 会 名 第32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 2022/11/2　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

イハラ　コナン トオカマチヨシダ ホンマ　リンタロウ マノ クワハラ　ソウタ ツナン サイトウ　リョウ イワムロ タカスギ　ミナセ ウチノ コンドウ　アラシ マキヒガシ
25 11:11 庵原　虎男(3) 十日町･吉田中 25 10:30 本間　琳太郎(2) 佐渡･真野中 25 10:50 桑原　想大(3) 中魚･津南中 25 11:06 斎藤　遼(2) 新潟･岩室中 25 11:22 高杉　汎聖(2) 新潟･内野中 24 10:56 近藤　嵐(3) 新潟･巻東中

イケダ　ナオヒロ カシワザキダイサン コバヤシ　シンマ ミツケミナミ ソハラ　ミナト ウチノ タナカ　ダイチ タイナイナカジョウ モリグチ　リク ツバメヨシダ ナカムラ　ユヅキ ミナミサド
26 11:12 池田　直大(2) 柏崎･第三中 26 10:31 小林　真磨(3) 見附･南中 26 10:51 曽原　湊(2) 新潟･内野中 25 11:06 田中　大智(3) 胎内･中条中 26 11:23 森口　凛生(1) 燕･吉田中 26 10:59 中村　悠月(3) 佐渡･南佐渡中

コイケ　ユウシ ニイツダイイチ コバヤシ　ミオト イワムロ セキ　リンタロウ シオザワ カタギリ　ユイト トウホク フクハラ　リョウタ マツノヤマガクエン コバヤシ　アツキ ツツミオカ
27 11:15 小池　優志(3) 新潟･新津第一中 27 10:32 小林　澪斗(3) 新潟･岩室中 27 10:54 関　倫太朗(1) 南魚沼･塩沢中 27 11:07 片桐　唯翔(3) 長岡･東北中 27 11:25 福原　諒太(3) 十日町・まつのやま学園 27 11:02 小林　篤生(2) 長岡･堤岡中

ツバタ　コウシン ミズサワ オヤナギ　ハシル ムラカミダイイチ マツダ　コウタ ホンマル オカニワ　ユウゴ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク イタガキ　ユウト ソノキ カナザワ　タクマ ミズサワ
28 11:15 津畑　虹心(3) 十日町･水沢中 28 10:34 小柳　走(3) 村上･村上第一中 27 10:54 松田　虎宇太(3) 新発田･本丸中 28 11:10 岡庭　悠吾(3) 上越･上教大附中 27 11:25 板垣　裕大(3) 新潟･曽野木中 28 11:05 金澤　巧真(2) 十日町･水沢中

オガワウチ　マコト サドチュウトウ カタギリ　ハク ツバメヨシダ コヤマ　ソウシ トオカマチヨシダ スズキ　カンタ ウチノ アンドウ　コウダイ ツツミオカ ミズサワ　トオマ マノ
29 11:16 小川内　誠(2) 佐渡･佐渡中等(中) 29 10:35 片桐　遥久(3) 燕･吉田中 29 10:56 小山　総志(2) 十日町･吉田中 28 11:10 鈴木　寛大(2) 新潟･内野中 29 11:26 安藤　煌大(3) 長岡･堤岡中 29 11:06 水澤　昊優(3) 佐渡･真野中

オオセ　ユウ イトイガワ コウノ　キラ シオザワ ナルミ　ハヤト カミヤマ シナダ　キョウヘイ オヂヤ タナカ　トモキ シオザワ タカヤマ　サク サドチュウトウ
30 11:16 大瀬　優羽(3) 糸魚川･糸魚川中 29 10:35 河野　煌空(2) 南魚沼･塩沢中 30 10:58 鳴海　勇斗(2) 新潟･上山中 30 11:12 品田　京平(1) 小千谷･小千谷中 30 11:30 田中　智樹(2) 南魚沼･塩沢中 30 11:09 高山　朔來(2) 佐渡･佐渡中等(中)

ニシジョウ　アイト ジョウトウ セキ　タクミ ウチノ タカバヤシ　エイキ イカラシ サトウ　コウキ サカエ カワカミ　リュウキ サドチュウトウ タカムラ　カズト シオザワ
31 11:18 西條　愛翔(3) 上越･城東中 31 10:37 関　拓海(3) 新潟･内野中 31 10:59 髙林　瑛輝(2) 新潟･五十嵐中 31 11:14 佐藤　光起(3) 三条･栄中 31 11:32 川上　竜生(1) 佐渡･佐渡中等(中) 31 11:15 髙村　和音(3) 南魚沼･塩沢中

カワサキ　マサト ヒガシニイガタ ヒグチ　カケル サカエ シナダ　ユウゴ オヂヤ タカサワ　アキト マツノヤマガクエン オカダ　タイヨウ ミョウコウコウゲン カサイ　ヒカル ミツケミナミ
32 11:25 川﨑　真聖(2) 新潟･東新潟中 32 10:38 樋口　駆流(2) 三条･栄中 32 11:00 品田　悠吾(3) 小千谷･小千谷中 32 11:16 高澤　暁斗(3) 十日町・まつのやま学園 32 11:33 岡田　太陽(2) 妙高･妙高高原中 32 11:20 笠井　洸(3) 見附･南中

アラサワ　フクタ ツバメ マルヤマ　カント ニイツダイイチ カタオカ　フジ コウナン コスギ　チヒロ アイカワ サノ　シン サカエ チノ　タクマ トウホク
33 11:27 荒澤　福太(3) 燕･燕中 32 10:38 圓山　寛人(2) 新潟･新津第一中 33 11:01 片岡　歩慈(3) 長岡･岡南中 32 11:16 小杉　智大(3) 佐渡･相川中 32 11:33 佐野　心(3) 三条･栄中 33 11:22 茅野　拓馬(3) 長岡･東北中

イワサキ　タモン アイカワ イソニシ　コウキ カナイ タチカワ　ヨウシン マキヒガシ エイタカ　ソウ ミョウコウコウゲン ワタナベ　ユウキ マキヒガシ ヒミズ　ハルヤ ホンマル
34 11:27 岩﨑　大門(2) 佐渡･相川中 34 10:42 磯西　洸希(3) 佐渡･金井中 34 11:02 立川　陽心(3) 新潟･巻東中 34 11:18 永髙　蒼(1) 妙高･妙高高原中 34 11:40 渡邊　友喜(2) 新潟･巻東中 34 11:26 日水　陽也(3) 新発田･本丸中

アベ　レイジ ホンマル ワダ　ソウタロウ ソノキ ヨシカワ　アキト トウホク イシザカ　ヒナタ シオザワ ヤマカワ　コウヘイ カナイ オオヌマ　カズシ ソノキ
35 11:29 阿部　礼慈(2) 新発田･本丸中 35 10:45 和田　壮太朗(3) 新潟･曽野木中 35 11:06 吉川　葵騎人(3) 長岡･東北中 35 11:21 石坂　陽太(1) 南魚沼･塩沢中 35 11:42 山川　耕平(3) 佐渡･金井中 35 11:27 大沼　一志(3) 新潟･曽野木中

キョウヅカ　アキラ タイナイナカジョウ ホリサワ　アサヒ オヂヤ ヤマザキ　セイタ スヨシ キクチ　コウイチ ミナミサド フジワラ　ユキト ミズサワ アベ　ダイキ カミヤマ
36 11:30 経塚　彬(3) 胎内･中条中 35 10:45 堀澤　旭(2) 小千谷･小千谷中 36 11:07 山﨑　晴太(2) 長岡･栖吉中 36 11:23 菊地　幸一(3) 佐渡･南佐渡中 36 11:44 藤原　倖音(3) 十日町･水沢中 36 11:30 阿部　大樹(2) 新潟･上山中

ナカジマ　カンタ ツナン モリヤマ　ライ ミヤウラ オカダ　ショウタ ツバメヨシダ ウエノ　リョウタロウ スヨシ ヤマダ　コウキ ミツケミナミ サトウ　トモキ タイナイナカジョウ

37 11:32 中島　幹太(3) 中魚･津南中 37 10:47 森山　蕾(2) 新潟･宮浦中 37 11:12 岡田　翔太(2) 燕･吉田中 37 11:24 上野　凌太郎(3) 長岡･栖吉中 37 11:46 山田　康貴(3) 見附･南中 36 11:30 佐藤　智己(2) 胎内･中条中

サイトウ　ユウゴ ミナミサド ワタナベ　マサキ ホンマル イケエ　トキオ ムラカミダイイチ カタノ　タイチ ホンマル アスペル　ビクター イカラシ ウチダ　ジョウタロウ ミョウコウコウゲン
38 11:36 齋藤　優伍(2) 佐渡･南佐渡中 38 10:53 渡辺　昌紀(3) 新発田･本丸中 38 11:13 池江　都生央(2) 村上･村上第一中 37 11:24 片野　太一(3) 新発田･本丸中 38 11:48 アスペル　ビクター(1) 新潟･五十嵐中 38 11:32 内田　穣太朗(2) 妙高･妙高高原中

サイトウ　ユウジン ソノキ イモガワ　アオイ ツツミオカ カワカミ　ユウセイ ツツミオカ ゴトウ　コウセイ カナイ サトウ　シュウヘイ コウナン タナカ　カイリ イワムロ
39 11:36 齋藤　優仁(3) 新潟･曽野木中 39 10:57 五百川　蒼唯(2) 長岡･堤岡中 38 11:13 川上　優成(3) 長岡･堤岡中 39 11:26 後藤　幸成(2) 佐渡･金井中 39 11:49 佐藤　柊平(3) 長岡･岡南中 39 11:33 田中　櫂吏(1) 新潟･岩室中

ヨシダ　ユウキ スヨシ カンゾウ　リュウク サドチュウトウ サイトウ　ユウ ツバメ オオミヤ　ノゾミ コウナン ホシノ　ハヤテ ヒロカミ ミズオチ　ハル コウナン
40 11:37 吉田　悠基(2) 長岡･栖吉中 40 11:01 神蔵　琉久(2) 佐渡･佐渡中等(中) 40 11:16 齋藤　優(2) 燕･燕中 39 11:26 大宮　望(3) 長岡･岡南中 40 11:52 星野　颯(1) 魚沼･広神中 40 11:35 水落　晴琉(3) 長岡･岡南中

コバヤシ　セイヤ マキヒガシ ミヤシタ　ヒナセ ミョウコウコウゲン オオウラ　コウガ ミツケミナミ ミウラ　マサト サドチュウトウ ヤナギ　ケイト カシワザキダイサン シライ　リョウガ カシワザキダイサン

41 11:39 小林　晟也(3) 新潟･巻東中 41 11:03 宮下　日生(3) 妙高･妙高高原中 40 11:16 大浦　煌珂(2) 見附･南中 41 11:30 三浦　優翔(2) 佐渡･佐渡中等(中) 41 12:00 栁　敬隼(1) 柏崎･第三中 41 11:41 白井　涼雅(3) 柏崎･第三中

サノ　ソウタ ウチノ サイトウ　ソラ イカラシ ストウ　ケンタ サドチュウトウ イリクラ　カイト マキヒガシ ハヤカワ　アキト カスガ ヨシダ　コタロウ ツバメ

42 11:42 佐野　蒼太(3) 新潟･内野中 42 11:06 齊藤　蒼空(3) 新潟･五十嵐中 42 11:22 須藤　賢太(2) 佐渡･佐渡中等(中) 42 11:34 入倉　快斗(2) 新潟･巻東中 42 12:15 早川　耀人(3) 上越･春日中 42 11:45 吉田　虎太郎(3) 燕･燕中

ニシ　コウシロウ ミツケミナミ セガ　ヨシト ヒガシニイガタ タケウチ　キセキ アイカワ シモトリ　タイチ ツバメ タカノ　ヒサノリ ミナミサド コバヤシ　アトム イカラシ
43 11:49 西　巧士郎(2) 見附･南中 43 11:10 瀬賀　義斗(2) 新潟･東新潟中 43 11:30 竹内　綺瀬輝(3) 佐渡･相川中 42 11:34 霜鳥　太一(2) 燕･燕中 43 12:18 髙野　尚智(3) 佐渡･南佐渡中 43 11:48 小林　亜斗夢(2) 新潟･五十嵐中

ササガワ　ユウタ カスガ イイヌマ　コウキ タイナイナカジョウ イカラシ　ノゾム サカエ テラサワ　ハルキヨ ムラカミダイイチ マルヤマ　キラ トウホク サワグチ　ヒロト ツバメヨシダ
44 11:57 笹川　祐太(3) 上越･春日中 44 11:12 飯沼　煌貴(3) 胎内･中条中 44 11:43 五十嵐　希夢(2) 三条･栄中 44 11:35 寺澤　暖心(3) 村上･村上第一中 44 12:19 丸山　季煌(3) 長岡･東北中 44 11:55 澤口　裕人(2) 燕･吉田中

ヤマギシ　セイヤ ツツミオカ カネコ　ジン ミナミサド イケダ　ユウト カスガ サイトウ　エイショウ ツバメヨシダ アヒコ　ヒビキ タイナイナカジョウ イザワ　コウノスケ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

45 12:23 山岸　聖弥(2) 長岡･堤岡中 44 11:12 金子　仁(3) 佐渡･南佐渡中 45 11:44 池田　悠人(3) 上越･春日中 45 11:41 齋藤　英翔(1) 燕･吉田中 45 12:31 阿彦　響(2) 胎内･中条中 45 12:28 井澤　孝之介(3) 上越･上教大附中

サトウ　ジュンノスケ オヂヤ サイトウ　チハル カスガ イイダ　リョウタ タイナイナカジョウ ハセガワ　イオリ カスガ クラマツ　リョウタ ムラカミダイイチ コスギ　シュウガ ウチノ

46 12:26 佐藤　潤之介(3) 小千谷･小千谷中 46 11:29 齊藤　千晴(1) 上越･春日中 46 12:06 飯田　椋大(2) 胎内･中条中 46 11:45 長谷川　偉織(3) 上越･春日中 46 13:06 倉松　亮太(1) 村上･村上第一中 46 12:35 小杉　秀芽(3) 新潟･内野中


