
大 会 名 第31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 2021/11/5 　　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

アキバ　ナオ サワタ ツバタ　エイダイ ツナン ミヤゾノ　ケイシ トオカマチミナミ ムラタ　ヒロト オヂヤ コノマ　ヒサアキ ミヤウラ ハラ　タイキ イトイガワヒガシ
1 　10.37 秋場　夏陽 佐渡･佐和田中 1 　9.43 津端　英大 中魚･津南中 1 　10.01 宮園　京孜 十日町･南中 1 　9.55 村田　大翔 小千谷･小千谷中 1 　10.26 古野間　久明 新潟･宮浦中 1 　9.41 原　泰輝 糸魚川･糸魚川東中

シミズ　ウタ トオカマチミナミ サイトウ　ツバサ ミナミサド カクハリ　シオン カワニシ カミムラ　アスマ トオカマチミナミ ナカガワ　シュウ サワタ オカダ　リュウスケ ナカゴウ
2 　10.43 清水　詩 十日町･南中 2 　9.48 齋藤　翼 佐渡･南佐渡中 2 　10.09 角張　志音 十日町･川西中 2 　10.18 上村　明日真 十日町･南中 2 　10.27 中川　秀 佐渡･佐和田中 2 　9.50 岡田　龍介 上越･中郷中

ナカノ　コタロウ オヂヤ タカノ　リク トオカマチミナミ オカダ　コウキ ナカゴウ サトウ　ゴリン トオカマチヨシダ イガラシ　リンタロウ トオカマチ ミヤコシ　ヨウ アライ
3 　10.47 中野　琥太朗 小千谷･小千谷中 3 　9.58 高野　莉空 十日町･南中 3 　10.14 岡田　幸輝 上越･中郷中 3 　10.21 佐藤　五輪 十日町･吉田中 3 　10.32 五十嵐　綸太郎 十日町･十日町中 3 　10.10 宮腰　陽 妙高･新井中

ウメダ　ショウヘイ イトイガワ ウエキ　ユウタ ツツミオカ ユモト　ユウト ウオヌマキタ ハットリ　ユウマ トオカマチ タカハシ　ヒカル トオカマチミナミ サトウ　ダイキ サワタ
4 　10.48 梅田　翔平 糸魚川･糸魚川中 3 　9.58 植木　悠太 長岡･堤岡中 4 　10.19 湯本　悠仁 魚沼･魚沼北中 4 　10.27 服部　雄真 十日町･十日町中 4 　10.37 高橋　輝 十日町･南中 4 　10.18 佐藤　大起 佐渡･佐和田中

コカイ　ガク トオカマチヨシダ タカイ　ソウシ イトイガワ ハトリ　フウイチロウ トオカマチ ヒグチ　カンキ イトイガワヒガシ エノモト　マサタカ ウオヌマキタ オオシマ　レント トオカマチ
5 　10.48 小海　楽空 十日町･吉田中 5 　10.05 髙井　奏獅 糸魚川･糸魚川中 5 　10.21 羽鳥　楓一朗 十日町･十日町中 5 　10.30 樋口　栞希 糸魚川･糸魚川東中 5 　10.38 榎本　雅隆 魚沼･魚沼北中 5 　10.21 太島　練斗 十日町･十日町中

ホシノ　シュウ ヒロカミ ホサカ　レイヤ カワニシ ナカマチ　タクム トオカマチゲジョウ ナカマタ　アレン ムイカマチ ヤナギ　ホズミ トオカマチヨシダ ナカムラ　トウヤ ニイツダイイチ
6 　10.56 星野　愁 魚沼･広神中 6 　10.07 保坂　玲弥 十日町･川西中 6 　10.27 中町　拓夢 十日町･下条中 6 　10.41 中俣　亜蓮 南魚沼･六日町中 6 　10.42 栁　歩邑 十日町･吉田中 6 　10.27 中村　透也 新潟･新津第一中

ホンボ　ゲンキ ニイツダイイチ ゴチョウ　ユウシ ムラマツサクラ ミヤザキ　モイチ ツナン サイトウ　カエデ サワタ ホシノ　コウセイ オヂヤ ウエダ　ジュンペイ イトイガワ
7 　10.56 本保　元樹 新潟･新津第一中 7 　10.13 牛膓　友志 五泉･村松桜中 6 　10.27 宮﨑　茂市 中魚･津南中 7 　10.42 齋藤　楓 佐渡･佐和田中 7 　10.43 星野　好誠 小千谷･小千谷中 7 　10.28 上田　准平 糸魚川･糸魚川中

アイウラ　ハヤト ナカゴウ ササザキ　イクト オヂヤ タカハシ　セイヤ ムイカマチ カワクボ　リョウタ ナカゴウ サクライ　ハルト ムイカマチ コミタ　ヨシモリ オヂヤ
8 　10.57 相浦　隼人 上越･中郷中 8 　10.19 笹崎　郁人 小千谷･小千谷中 8 　10.28 髙橋　聖矢 南魚沼･六日町中 8 　10.45 川久保　遼汰 上越･中郷中 7 　10.43 桜井　遥人 南魚沼･六日町中 8 　10.29 込田　善森 小千谷･小千谷中

ナカガワ　ユウヒ サドチュウトウ イワサキ　ハルト カメダ ホソカイ　ハヤト スヨシ フクシマ　ケンソ トオカマチゲジョウ ソマキ　ケント ツバメヨシダ ヤマダ　ライキ トオカマチゲジョウ

9 　10.57 仲川　雄飛 佐渡･佐渡中等(中) 8 　10.19 岩﨑　大翔 新潟･亀田中 9 　10.32 細貝　駿斗 長岡･栖吉中 9 　10.46 福嶋　賢素 十日町･下条中 7 　10.43 杣木　健人 燕･吉田中 8 　10.29 山田　頼希 十日町･下条中

ヒラガ　ルト ムイカマチ アキヤマ　ヒロム カスガ タケイ　ユウト シオザワ マルヤマ　ケイスケ カシワザキダイサン タケイシ　ルイ トオカマチゲジョウ オミ　ユキト トオカマチヨシダ
10 　10.59 平賀　琉斗 南魚沼･六日町中 10 　10.20 秋山　広夢 上越･春日中 10 　10.33 武井　結大 南魚沼･塩沢中 10 　10.49 丸山　蛍亮 柏崎･第三中 10 　10.44 竹石　塁 十日町･下条中 10 　10.32 尾身　幸人 十日町･吉田中

カワカミ　タイケイ カワニシ ヤシロ　ダイキ カシワザキダイサン シモトリ　コウ アライ フジノキ　トム ツナン タニグチ　タクミ ジョウトウ マルヤマ　ユイト トオカマチミナミ
11 　10.59 川上　大敬 十日町･川西中 10 　10.20 矢代　大貴 柏崎･第三中 11 　10.34 霜鳥　康 妙高･新井中 10 　10.49 藤ノ木　斗夢 中魚･津南中 11 　10.47 谷口　巧 上越･城東中 11 　10.33 丸山　由利 十日町･南中

マルヤマ　リク ナガオカオオジマ ツキオカ　ヨシト ミヤウラ イハラ　コナン トオカマチヨシダ ハタケヤマ　トウイ ヒロカミ ヤナギ　ルイ カシワザキダイサン ホンダ　テッペイ ミヤウラ
12 　10.59 丸山　璃空 長岡･大島中 10 　10.20 月岡　義人 新潟･宮浦中 12 　10.35 庵原　虎男 十日町･吉田中 10 　10.49 畠山　桐依 魚沼･広神中 12 　10.48 栁　琉生 柏崎･第三中 12 　10.34 本田　哲平 新潟･宮浦中

クワバラ　ダイチ カミヤマ ヤマザキ　レイジ ナカゴウ イグチ　ハヤタ ツツミオカ ムロハシ　タカシ スヨシ カトウ　ショウヤ ナカゴウ オガワウチ　マコト サドチュウトウ
13 　11.00 桑原　大地 新潟･上山中 13 　10.21 山﨑　玲士 上越･中郷中 13 　10.36 井口　隼汰 長岡･堤岡中 13 　10.51 室橋　大 長岡･栖吉中 13 　10.52 加藤　翔也 上越･中郷中 13 　10.37 小川内　誠 佐渡･佐渡中等(中)

タカノ　ハルト イカラシ オオダイラ　ユウマ ムイカマチ オガワ　イサキ オヂヤ モタイ　ハルト ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ホンマ　コウヘイ ハタノ アオキ　ウタ ムイカマチ
14 　11.01 髙野　陽斗 新潟･五十嵐中 13 　10.21 大平　優真 南魚沼･六日町中 14 　10.38 小川　功貴 小千谷･小千谷中 14 　10.52 罍　晴仁 上越･上教大附中 14 　10.53 本間　晃平 佐渡･畑野中 14 　10.40 青木　詩汰 南魚沼･六日町中

タカノ　ユウスケ マノ タカハシ　シュウ トオカマチナカジョウ トダ　コウキ コウナン オカダ　ヒロト アライ アオヤギ　ハルク コウナン サトウ　リンタロウ スヨシ
15 　11.02 髙野　佑輔 佐渡･真野中 13 　10.21 高橋　柊 十日町･中条中 15 　10.41 戸田　幸城 長岡･岡南中 14 　10.52 岡田　大翔 妙高･新井中 15 　10.56 青柳　陽空 長岡･岡南中 15 　10.41 佐藤　凜太朗 長岡･栖吉中

ヨシオカ　ルア イトイガワヒガシ アナザワ　ナギト ウオヌマキタ カネコ　ハヤマ カメダ ササガワ　ユウタ カスガ ホンマ　リンタロウ マノ フルノ　イツキ ツナン
16 　11.02 吉岡　瑠亜 糸魚川･糸魚川東中 16 　10.22 穴沢　凪人 魚沼･魚沼北中 16 　10.42 金子　隼磨 新潟･亀田中 16 　10.53 笹川　祐太 上越･春日中 16 　11.01 本間　琳太郎 佐渡･真野中 16 　10.42 古野　樹 中魚･津南中

ヨシダ　ケイ ミヤウラ サカシタ　ヨウ サワタ タカスギ　シュリ ウチノ タナカ　カイセイ カワニシ ミウラ　マサト サドチュウトウ シオイリ　ナオタロウ ナカノシマ
17 　11.12 吉田　恵 新潟･宮浦中 17 　10.23 坂下　陽 佐渡･佐和田中 17 　10.43 髙杉　珠吏 新潟･内野中 17 　10.55 田中　海晴 十日町･川西中 17 　11.03 三浦　優翔 佐渡･佐渡中等(中) 17 　10.50 塩入　直太朗 長岡･中之島中

セキ　フウヤ シオザワ アキモト　ジオウ ヒロカミ ナカガワ　ユウ ジョウトウ ウチヤマ　タイキ ミヤウラ ツキオカ　ヤマト ニイツダイイチ ヤマダ　マサミツ トオカマチナカジョウ

18 　11.12 関　楓弥 南魚沼･塩沢中 18 　10.25 秋元　慈央 魚沼･広神中 18 　10.45 中川　結生 上越･城東中 18 　11.01 内山　泰幹 新潟･宮浦中 17 　11.03 月岡　大和 新潟･新津第一中 18 　10.51 山田　優光 十日町･中条中

サイトウ　ハヤト トオカマチゲジョウ オンダ　ユウ イトイガワヒガシ シモスギ　ライト イトイガワ ナカジマ　キイチ コバリ オガワ　ユウキ スヨシ カサハラ　コウキ シオザワ
19 　11.12 齊藤　颯人 十日町･下条中 19 　10.26 恩田　友優 糸魚川･糸魚川東中 19 　10.46 下杉　徠冬 糸魚川･糸魚川中 18 　11.01 中島　輝一 新潟･小針中 19 　11.05 小川　友輝 長岡･栖吉中 19 　10.52 笠原　康暉 南魚沼･塩沢中

マルヤマ　ノブ ツバメヨシダ オガワ　ルイ スヨシ カンゾウ　リュウク サドチュウトウ ストウ　ケンタ サドチュウトウ ナカジマ　ソウタ カワニシ サトウ　ハルマ ヒロカミ
20 　11.13 丸山　展 燕･吉田中 20 　10.27 小川　塁 長岡･栖吉中 20 　10.48 神蔵　琉久 佐渡･佐渡中等(中) 20 　11.02 須藤　賢太 佐渡･佐渡中等(中) 20 　11.08 中嶋　湊大 十日町･川西中 20 　10.54 佐藤　春舞 魚沼･広神中

タナベ　ケイト マツノヤマガクエン サカグチ　コウマ マツノヤマガクエン ナカノ　タイチ ミナミサド エグチ　コオマ ジョウトウ イソベ　ヒナタ ミナミサド アサイ　ケイタ ウオヌマキタ
21 　11.16 田邊　桂士 十日町・まつのやま学園 21 　10.28 坂口　煌真 十日町・まつのやま学園 21 　10.49 中野　太智 佐渡･南佐渡中 21 　11.03 江口　功真 上越･城東中 21 　11.11 磯部　陽向 佐渡･南佐渡中 21 　10.57 浅井　渓大 魚沼･魚沼北中

ニノクラ　コウセイ カスガ ヨシカワ　コウタ カミヤマ マツダ　トウゴ ヒロカミ オヤナギ　リン ツバメ アベ　リンタロウ ムラマツサクラ アベ　レイジ ホンマル
22 　11.17 二ノ倉　弘聖 上越･春日中 21 　10.28 吉川　晃太 新潟･上山中 22 　10.50 松田　東悟 魚沼･広神中 21 　11.03 小栁　凛 燕･燕中 22 　11.14 阿部　稟太朗 五泉･村松桜中 21 　10.57 阿部　礼慈 新発田･本丸中

タナカ　アオイ ニシヤマ コイケ　ユウシ ニイツダイイチ シモトリ　ユウタ ツバメヨシダ サイトウ　カンタ ニイツダイイチ クワハラ　タイガ シオザワ イチムラ　アキヒロ ヨコゴシ
23 　11.17 田中　葵 柏崎･西山中 23 　10.29 小池　優志 新潟･新津第一中 23 　10.51 霜鳥　結太 燕･吉田中 23 　11.04 齋藤　寛太 新潟･新津第一中 23 　11.15 桑原　大河 南魚沼･塩沢中 23 　11.00 市村　晃大 新潟･横越中

サカツメ　シンゴ コウナン ヨシダ　ディラワー ウチノ ヒロタ　カイ トオカマチナカジョウ ホソカイ　ジュン コウナン ニワノ　ヒナタ トオカマチナカジョウ ヒゴ　イツキ ジョウトウ
24 　11.19 坂詰　真吾 長岡･岡南中 23 　10.29 吉田　ディラワー 新潟･内野中 24 　10.52 廣田　快 十日町･中条中 24 　11.05 細貝　潤 長岡･岡南中 23 　11.15 庭野　陽 十日町･中条中 24 　11.01 比護　一稀 上越･城東中



大 会 名 第31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 2021/11/5 　　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)
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サクマ　タツヤ ホンマル ウエキ　ダイゴ ジョウトウ イノウエ　ユウト ニイツダイイチ ヒラマ　タイセイ ムラカミダイイチ カマダ　ケンジ イトイガワ オオダイラ　ライハ ナガオカオオジマ
25 　11.19 佐久間　達哉 新発田･本丸中 25 　10.31 植木　大悟 上越･城東中 24 　10.52 井上　雄斗 新潟･新津第一中 24 　11.05 平間　泰誠 村上･村上第一中 25 　11.16 鎌田　健司 糸魚川･糸魚川中 25 　11.03 大平　禮覇 長岡･大島中

シブキ　トム ツバメ アイザキ　モトイ トオカマチヨシダ ナカムラ　アレン トヤノ ムラヤマ　ソウマ マツノヤマガクエン ホシノ　シオン ヒロカミ ワカツキ　ダイチ シバタヒガシ
26 　11.21 澁木　斗夢 燕･燕中 25 　10.31 相崎　基 十日町･吉田中 24 　10.52 中村　亜簾 新潟･鳥屋野中 26 　11.06 村山　颯真 十日町・まつのやま学園 25 　11.16 星野　汐音 魚沼･広神中 25 　11.03 若月　大知 新発田･東中

ハトリ　ユウシ トオカマチ アラカワ　ヒナタ シオザワ タカバヤシ　エイキ イカラシ サイトウ　ユウゴ ミナミサド タナカ　ルオウ ナカノシマ タケウチ　ソラ コウナン
27 　11.22 羽鳥　優 十日町･十日町中 27 　10.33 荒川　陽太 南魚沼･塩沢中 24 　10.52 髙林　瑛輝 新潟･五十嵐中 26 　11.06 齋藤　優伍 佐渡･南佐渡中 27 　11.19 田中　琉旺 長岡･中之島中 27 　11.08 竹内　颯良 長岡･岡南中

ナカジマ　カンタ ツナン カタギリ　ハク ツバメヨシダ オグマ　セナ カミヤマ イトウ　セイシロウ ニシヤマ ヒミズ　ハルヤ ホンマル サイトウ　タイヨウ ムラマツサクラ
28 　11.24 中島　幹太 中魚･津南中 27 　10.33 片桐　遥久 燕･吉田中 28 　10.53 小熊　惺己 新潟･上山中 28 　11.08 伊東　誠士郎 柏崎･西山中 27 　11.19 日水　陽也 新発田･本丸中 27 　11.08 齋藤　大耀 五泉･村松桜中

ツチダ　タカハル イワムロ ハセガワ　コウト トオカマチ ヒグチ　ミキト マツノヤマガクエン マエザワ　カズシ ムラマツサクラ トウマ　カズマ シバタヒガシ シライ　タイセイ ミナミサド
29 　11.25 土田　豪暖 新潟･岩室中 29 　10.34 長谷川　煌斗 十日町･十日町中 29 　10.54 樋口　幹都 十日町・まつのやま学園 28 　11.08 前澤　和史 五泉･村松桜中 29 　11.22 藤間　一誠 新発田･東中 29 　11.09 白井　泰誠 佐渡･南佐渡中

ヨゴ　ユウセイ ハタノ ワタナベ　ヒサト トオカマチゲジョウ ホシ　ケイゴ ナカノシマ サワグチ　ヒロト ツバメヨシダ オカニワ　ユウゴ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ユカワ　レオン カミヤマ
30 　11.27 余湖　悠星 佐渡･畑野中 30 　10.35 渡邉　悠都 十日町･下条中 30 　10.55 星　慶吾 長岡･中之島中 30 　11.10 澤口　裕人 燕･吉田中 30 　11.23 岡庭　悠吾 上越･上教大附中 30 　11.10 湯川　礼恩 新潟･上山中

オオミヤ　カイト アライ タケダ　カズハル コバリ ミズシマ　ハルキ イトイガワヒガシ タケウチ　ハルキ イワムロ ヤマダ　ショウダイ イワムロ カマダ　ハルキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

31 　11.27 大宮　魁和 妙高･新井中 31 　10.39 竹田　一遥 新潟･小針中 31 　10.57 水嶌　陽輝 糸魚川･糸魚川東中 31 　11.12 竹内　遥輝 新潟･岩室中 31 　11.24 山田　翔大 新潟･岩室中 31 　11.12 釜田　陽生 上越･上教大附中

スズキ　オウマ トヤノ ワカイ　シユウ コウナン ホカリ　ツキト ミヤウラ コウノ　キラ シオザワ ホシノ　カナト ツバメ サノ　ソウタ ウチノ
32 　11.28 鈴木　桜麻 新潟･鳥屋野中 32 　10.41 若井　志柚 長岡･岡南中 31 　10.57 帆刈　月斗 新潟･宮浦中 32 　11.13 河野　煌空 南魚沼･塩沢中 32 　11.25 星野　奏人 燕･燕中 32 　11.17 佐野　蒼太 新潟･内野中

ワタナベ　レオ ウオヌマキタ ニシザワ　カナト ナガオカオオジマ フクオカ　トワ カシワザキダイサン セキネ　クウト ウオヌマキタ ホリウチ　ヒビキ カミヤマ フエキ　ミズキ イワムロ
33 　11.28 渡辺　麗凰 魚沼･魚沼北中 33 　10.43 西澤　叶斗 長岡･大島中 33 　10.58 福岡　翔空 柏崎･第三中 33 　11.14 関根　空斗 魚沼･魚沼北中 33 　11.26 堀内　陽惹 新潟･上山中 33 　11.19 笛木　瑞希 新潟･岩室中

ゴウ　ケイト ツツミオカ カトウ　ユウシ ハタノ スギタ　ツバサ ニシヤマ オンダ　モト イトイガワ イシタカ　カズキ ヨコゴシ モリヤマ　ハルト カシワザキダイサン

34 　11.30 郷　圭斗 長岡･堤岡中 34 　10.44 加藤　優志 佐渡･畑野中 33 　10.58 杉田　翼 柏崎･西山中 34 　11.18 恩田　望人 糸魚川･糸魚川中 34 　11.27 石高　一樹 新潟･横越中 34 　11.21 森山　遥斗 柏崎･第三中

キムラ　キョウヤ ムラカミダイイチ スズキ　ハルト アライ サトウ　リョウヘイ ナガオカオオジマ ノグチ　イチヤ ナカノシマ キムラ　カイラ ムラカミダイイチ イノウエ　ハルト ハタノ
35 　11.30 木村　恭也 村上･村上第一中 35 　10.46 鈴木　陽翔 妙高･新井中 35 　11.00 佐藤　諒平 長岡･大島中 35 　11.21 野口　壱矢 長岡･中之島中 35 　11.31 木村　海瑛 村上･村上第一中 35 　11.23 井上　栄龍音 佐渡･畑野中

シミズ　マサト ジョウエツキョウイクダイガクフゾク アラサワ　フクタ ツバメ マルヤマ　レント ツバメ スギサキ　タイガ ヨコゴシ ヤマダ　ユズ カスガ トダ　ユウタ カワニシ
36 　11.33 清水　雅斗 上越･上教大附中 35 　10.46 荒澤　福太 燕･燕中 36 　11.03 丸山　蓮斗 燕･燕中 36 　11.23 杉崎　大芽 新潟･横越中 36 　11.36 山田　悠珠 上越･春日中 36 　11.24 戸田　優太 十日町･川西中

イワタ　コウヤ トオカマチナカジョウ タケウチ　ケンシン ホンマル ワタナベ　ケンタ サワタ セキ　タクミ ウチノ ババ　タカヒロ ツナン ヌマナミ　ケイゴ トヤノ
37 　11.33 岩田　倖弥 十日町･中条中 35 　10.46 竹内　剣心 新発田･本丸中 37 　11.05 渡辺　健太 佐渡･佐和田中 37 　11.24 関　拓海 新潟･内野中 36 　11.36 馬場　陽大 中魚･津南中 37 　11.25 沼波　啓悟 新潟･鳥屋野中

コイワ　ケイ ウチノ ヨコノ　マサト ヨコゴシ シバハラ　コウ マノ サトウ　タイシ ナガオカオオジマ コダマ　ヒロト ニシヤマ ヤマギシ　セイヤ ツツミオカ
38 　11.34 小岩　圭 新潟･内野中 38 　10.53 横野　真翔 新潟･横越中 38 　11.13 柴原　煌 佐渡･真野中 38 　11.25 佐藤　泰士 長岡･大島中 38 　11.37 小玉　大空翔 柏崎･西山中 38 　11.28 山岸　聖弥 長岡･堤岡中

ヨシダ　カイト カメダ ワタナベ　コハル イカラシ コフナト　ヨシカゲ ヨコゴシ タキタ　ハルト トヤノ イケダ　アキヒサ アライ ニシムラ　シュウ ニシヤマ
39 　11.36 吉田　海渡 新潟･亀田中 39 　10.54 渡邉　琥晴 新潟･五十嵐中 38 　11.13 小船戸　克景 新潟･横越中 39 　11.33 瀧田　遥都 新潟･鳥屋野中 39 　11.38 池田　彬久 妙高･新井中 39 　11.29 西村　朱生 柏崎･西山中

タムラ　タイキ スヨシ イシダ　タイガ ニシヤマ 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 オガワ　ケンスケ トオカマチナカジョウ フクハラ　リョウタ マツノヤマガクエン オカダ　ショウタ ツバメヨシダ
40 　11.38 田村　太幹 長岡･栖吉中 40 　10.55 石田　大河 柏崎･西山中 40 　11.21 井澤　孝之介 上越･上教大附中 40 　11.35 小川　健輔 十日町･中条中 39 　11.38 福原　諒太 十日町・まつのやま学園 40 　11.30 岡田　翔太 燕･吉田中

カネコ　ジン ミナミサド オダ　ショウマ サドチュウトウ ワタナベ　コウキ カスガ イモガワ　アオイ ツツミオカ クマクラ　トモヒロ トヤノ ゴトウ　ハル マノ
41 　11.42 金子　仁 佐渡･南佐渡中 41 　10.59 織田　翔真 佐渡･佐渡中等(中) 41 　11.23 渡邊　光輝 上越･春日中 41 　11.36 五百川　蒼唯 長岡･堤岡中 39 　11.38 熊倉　友大 新潟･鳥屋野中 40 　11.30 後藤　晴瑠 佐渡･真野中

クラシマ　ソウノスケ コバリ ムラカワ　リュウ マノ ナイトウ　ナオユキ イワムロ アベ　ダイキ カミヤマ シモダ　シンタロウ ナガオカオオジマ イノウエ　チサト ムラカミダイイチ

42 　11.44 倉島　颯之介 新潟･小針中 42 　11.02 村川　龍 佐渡･真野中 42 　11.26 内藤　直幸 新潟･岩室中 41 　11.36 阿部　大樹 新潟･上山中 42 　11.39 霜田　新太郎 長岡･大島中 42 　11.32 井上　千聖 村上･村上第一中

イケダ　ナオヒロ カシワザキダイサン ソデヤマ　アサヒ イワムロ ホンマ　ショウタ ハタノ カネタ　アユム マノ オカダ　ムツキ ツツミオカ サイトウ　ソラ イカラシ
43 　11.44 池田　直大 柏崎･第三中 43 　11.04 袖山　朝日 新潟･岩室中 43 　11.30 本間　翔太 佐渡･畑野中 43 　11.42 金田　歩夢 佐渡･真野中 43 　11.45 岡田　睦生 長岡･堤岡中 43 　11.33 齊藤　蒼空 新潟･五十嵐中

クマクラ　マサカズ ムラマツサクラ マルタ　ケイ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク テラサワ　ハルキヨ ムラカミダイイチ ハタノ　リュウダイ ホンマル ミズシマ　ハルム イトイガワヒガシ タカサワ　アキト マツノヤマガクエン

44 　11.50 熊倉　雅和 五泉･村松桜中 44 　11.14 丸田　佳 上越･上教大附中 44 　11.35 寺澤　暖心 村上･村上第一中 44 　11.55 波多野　龍大 新発田･本丸中 44 　11.47 水島　暖心 糸魚川･糸魚川東中 44 　11.34 高澤　暁斗 十日町・まつのやま学園

コヤマ　カイセイ ジョウトウ クリバヤシ　コウタ ナカノシマ ツジカワ　カイリ ムラマツサクラ イマイ　モトハル カメダ タカスギ　シュンスケ ウチノ ワタヌキ　シンヤ カスガ
45 　11.52 小山　快晴 上越･城東中 44 　11.14 栗林　昂汰 長岡･中之島中 45 　11.36 辻川　快吏 五泉･村松桜中 44 　11.55 今井　基陽 新潟･亀田中 44 　11.47 高杉　駿佑 新潟･内野中 45 　11.35 綿貫　真矢 上越･春日中

ヤギ　エニシ ナカノシマ エベ　リュウノスケ シバタヒガシ ワタナベ　シュント ホンマル ミヤジマ　レンショウ イカラシ カツヤマ　ミト カメダ ササキ　ヨウ コバリ

46 　11.52 八木　縁 長岡･中之島中 46 　11.20 江部　龍之介 新発田･東中 46 　11.41 渡辺　俊人 新発田･本丸中 46 　12.02 宮島　蓮翔 新潟･五十嵐中 46 　11.58 勝山　心翔 新潟･亀田中 46 　12.02 佐々木　陽生 新潟･小針中

サイトウ　ジン シバタヒガシ ワキカワ　コウキ トヤノ ハタ　ケント コバリ エノキ　カズキ ハタノ トウノ　ハルト コバリ ワタナベ　カズキ カメダ

47 　12.17 齋藤　仁 新発田･東中 47 　11.36 脇川　光貴 新潟･鳥屋野中 46 　11.41 畑　絢翔 新潟･小針中 47 　12.30 榎　一紀 佐渡･畑野中 47 　12.01 當野　陽斗 新潟･小針中 47 　12.22 渡辺　一響 新潟･亀田中

カワサキ　ユウト ヨコゴシ イケエ　トキオ ムラカミダイイチ ハセガワ　アグリ シバタヒガシ アベ　タイガ シバタヒガシ マチヤ　テッタ イカラシ テラダ　ユウマ ツバメ

48 　12.25 川崎　悠斗 新潟･横越中 48 　11.47 池江　都生央 村上･村上第一中 48 　12.13 長谷川　亜久里 新発田･東中 48 　12.44 阿部　大雅 新発田･東中 48 　12.03 町屋　哲多 新潟･五十嵐中 48 　12.28 寺田　悠真 燕･燕中



第31回新潟県中学校駅伝競走大会(男子) 男子総合結果
2021/11/5 　　13:00　start
小千谷市白山運動公園　特設コース 天候：曇り時々雨

順位 チーム名
トオカマチミナミ
十日町･南中（21）

　1.02.10 　10.43 2 　20.41 1 　30.42 1 　41.00 1 　51.37 1 　1.02.10 1
　10.43 2 　9.58 3 　10.01 1 　10.18 2 　10.37 4 　10.33 11

オヂヤ
小千谷･小千谷中（22）

　1.02.51 　10.47 3 　21.06 4 　31.44 6 　41.39 2 　52.22 2 　1.02.51 2
　10.47 3 　10.19 8 　10.38 14 　9.55 1 　10.43 7 　10.29 8

ナカゴウ
上越･中郷中（1）

　1.02.59 　10.57 8 　21.18 7 　31.32 3 　42.17 5 　53.09 4 　1.02.59 3
　10.57 8 　10.21 13 　10.14 3 　10.45 8 　10.52 13 　9.50 2

トオカマチヨシダ
十日町･吉田中（23）

　1.03.29 　10.48 5 　21.19 8 　31.54 8 　42.15 4 　52.57 3 　1.03.29 4
　10.48 5 　10.31 25 　10.35 12 　10.21 3 　10.42 6 　10.32 10

サワタ
佐渡･佐和田中（51）

　1.03.32 　10.37 1 　21.00 3 　32.05 10 　42.47 9 　53.14 6 　1.03.32 5
　10.37 1 　10.23 17 　11.05 37 　10.42 7 　10.27 2 　10.18 4

トオカマチ
十日町･十日町中（24）

　1.03.37 　11.22 27 　21.56 27 　32.17 14 　42.44 8 　53.16 7 　1.03.37 6
　11.22 27 　10.34 29 　10.21 5 　10.27 4 　10.32 3 　10.21 5

ムイカマチ
南魚沼･六日町中（25）

　1.03.52 　10.59 10 　21.20 9 　31.48 7 　42.29 7 　53.12 5 　1.03.52 7
　10.59 10 　10.21 13 　10.28 8 　10.41 6 　10.43 7 　10.40 14

トオカマチゲジョウ
十日町･下条中（29）

　1.04.13 　11.12 19 　21.47 22 　32.14 13 　43.00 13 　53.44 9 　1.04.13 8
　11.12 19 　10.35 30 　10.27 6 　10.46 9 　10.44 10 　10.29 8

イトイガワヒガシ
糸魚川･糸魚川東中（2）

　1.04.23 　11.02 16 　21.28 13 　32.25 19 　42.55 10 　54.42 21 　1.04.23 9
　11.02 16 　10.26 19 　10.57 31 　10.30 5 　11.47 44 　9.41 1

ミヤウラ
新潟･宮浦中（71）

　1.04.30 　11.12 17 　21.32 16 　32.29 20 　43.30 18 　53.56 10 　1.04.30 10
　11.12 17 　10.20 10 　10.57 31 　11.01 18 　10.26 1 　10.34 12

イトイガワ
糸魚川･糸魚川中（3）

　1.04.41 　10.48 4 　20.53 2 　31.39 5 　42.57 11 　54.13 13 　1.04.41 11
　10.48 4 　10.05 5 　10.46 19 　11.18 34 　11.16 25 　10.28 7

ツナン
中魚･津南中（31）

　1.04.41 　11.24 28 　21.07 6 　31.34 4 　42.23 6 　53.59 11 　1.04.41 12
　11.24 28 　9.43 1 　10.27 6 　10.49 10 　11.36 36 　10.42 16

カワニシ
十日町･川西中（26）

　1.04.42 　10.59 11 　21.06 5 　31.15 2 　42.10 3 　53.18 8 　1.04.42 13
　10.59 11 　10.07 6 　10.09 2 　10.55 17 　11.08 20 　11.24 36

ニイツダイイチ
新潟･新津第一中（72）

　1.04.51 　10.56 7 　21.25 11 　32.17 15 　43.21 14 　54.24 15 　1.04.51 14
　10.56 7 　10.29 23 　10.52 24 　11.04 23 　11.03 17 　10.27 6

ウオヌマキタ
魚沼･魚沼北中（30）

　1.04.58 　11.28 33 　21.50 23 　32.09 11 　43.23 15 　54.01 12 　1.04.58 15
　11.28 33 　10.22 16 　10.19 4 　11.14 33 　10.38 5 　10.57 21

ヒロカミ
魚沼･広神中（32）

　1.05.10 　10.56 6 　21.21 10 　32.11 12 　43.00 12 　54.16 14 　1.05.10 16
　10.56 6 　10.25 18 　10.50 22 　10.49 10 　11.16 25 　10.54 20

スヨシ
長岡･栖吉中（27）

　1.05.14 　11.38 40 　22.05 35 　32.37 22 　43.28 17 　54.33 17 　1.05.14 17
　11.38 40 　10.27 20 　10.32 9 　10.51 13 　11.05 19 　10.41 15

サドチュウトウ
佐渡･佐渡中等(中)（53）

　1.05.26 　10.57 9 　21.56 28 　32.44 27 　43.46 24 　54.49 23 　1.05.26 18
　10.57 9 　10.59 41 　10.48 20 　11.02 20 　11.03 17 　10.37 13

アライ
妙高･新井中（8）

　1.05.27 　11.27 31 　22.13 39 　32.47 30 　43.39 20 　55.17 25 　1.05.27 19
　11.27 31 　10.46 35 　10.34 11 　10.52 14 　11.38 39 　10.10 3

シオザワ
南魚沼･塩沢中（28）

　1.05.38 　11.12 18 　21.45 20 　32.18 16 　43.31 19 　54.46 22 　1.05.38 20
　11.12 18 　10.33 27 　10.33 10 　11.13 32 　11.15 23 　10.52 19

ミナミサド
佐渡･南佐渡中（52）

　1.05.45 　11.42 41 　21.30 15 　32.19 17 　43.25 16 　54.36 18 　1.05.45 21
　11.42 41 　9.48 2 　10.49 21 　11.06 26 　11.11 21 　11.09 29

コウナン
長岡･岡南中（35）

　1.05.50 　11.19 24 　22.00 29 　32.41 25 　43.46 23 　54.42 20 　1.05.50 22
　11.19 24 　10.41 32 　10.41 15 　11.05 24 　10.56 15 　11.08 27

ジョウトウ
上越･城東中（4）

　1.05.59 　11.52 45 　22.23 41 　33.08 34 　44.11 31 　54.58 24 　1.05.59 23
　11.52 45 　10.31 25 　10.45 18 　11.03 21 　10.47 11 　11.01 24

ツバメヨシダ
燕･吉田中（39）

　1.06.00 　11.13 20 　21.46 21 　32.37 21 　43.47 25 　54.30 16 　1.06.00 24
　11.13 20 　10.33 27 　10.51 23 　11.10 30 　10.43 7 　11.30 40

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)

カワクボ　リョウタ カトウ　ショウヤ オカダ　リュウスケ

中野　琥太朗 (3) 笹崎　郁人 (3) 小川　功貴 (3) 村田　大翔 (3) 星野　好誠 (3) 込田　善森 (3)

3

コカイ　ガク アイザキ　モトイ イハラ　コナン サトウ　ゴリン ヤナギ　ホズミ オミ　ユキト

相浦　隼人 (3) 山﨑　玲士 (1) 岡田　幸輝 (1) 川久保　遼汰 (3) 加藤　翔也 (3) 岡田　龍介 (3)

2

アイウラ　ハヤト ヤマザキ　レイジ オカダ　コウキ

4

アキバ　ナオ サカシタ　ヨウ ワタナベ　ケンタ サイトウ　カエデ ナカガワ　シュウ サトウ　ダイキ

小海　楽空 (1) 相崎　基 (1) 庵原　虎男 (2) 佐藤　五輪 (3) 栁　歩邑 (3) 尾身　幸人 (3)

5

ハトリ　ユウシ ハセガワ　コウト ハトリ　フウイチロウ ハットリ　ユウマ イガラシ　リンタロウ オオシマ　レント

秋場　夏陽 (2) 坂下　陽 (3) 渡辺　健太 (2) 齋藤　楓 (2) 中川　秀 (3) 佐藤　大起 (3)

6

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

羽鳥　優 (3) 長谷川　煌斗 (3) 羽鳥　楓一朗 (3) 服部　雄真 (2) 五十嵐　綸太郎 (3) 太島　練斗 (3)

7

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

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

8

ヨシオカ　ルア オンダ　ユウ ミズシマ　ハルキ ヒグチ　カンキ ミズシマ　ハルム ハラ　タイキ

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

9

ヨシダ　ケイ ツキオカ　ヨシト ホカリ　ツキト ウチヤマ　タイキ コノマ　ヒサアキ ホンダ　テッペイ

吉岡　瑠亜 (3) 恩田　友優 (3) 水嶌　陽輝 (3) 樋口　栞希 (3) 水島　暖心 (1) 原　泰輝 (3)

10

ウメダ　ショウヘイ タカイ　ソウシ シモスギ　ライト オンダ　モト カマダ　ケンジ ウエダ　ジュンペイ

吉田　恵 (3) 月岡　義人 (2) 帆刈　月斗 (3) 内山　泰幹 (2) 古野間　久明 (2) 本田　哲平 (3)

11

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

梅田　翔平 (3) 髙井　奏獅 (2) 下杉　徠冬 (2) 恩田　望人 (3) 鎌田　健司 (1) 上田　准平 (2)

12

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

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)

13

ホンボ　ゲンキ コイケ　ユウシ イノウエ　ユウト サイトウ　カンタ ツキオカ　ヤマト ナカムラ　トウヤ

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)

14

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

本保　元樹 (3) 小池　優志 (2) 井上　雄斗 (3) 齋藤　寛太 (3) 月岡　大和 (3) 中村　透也 (3)

15

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

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

16

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

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)

17

ナカガワ　ユウヒ オダ　ショウマ カンゾウ　リュウク ストウ　ケンタ ミウラ　マサト オガワウチ　マコト

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

18

オオミヤ　カイト スズキ　ハルト シモトリ　コウ オカダ　ヒロト イケダ　アキヒサ ミヤコシ　ヨウ

仲川　雄飛 (3) 織田　翔真 (3) 神蔵　琉久 (1) 須藤　賢太 (1) 三浦　優翔 (1) 小川内　誠 (1)

19

セキ　フウヤ アラカワ　ヒナタ タケイ　ユウト コウノ　キラ クワハラ　タイガ カサハラ　コウキ

大宮　魁和 (3) 鈴木　陽翔 (3) 霜鳥　康 (1) 岡田　大翔 (2) 池田　彬久 (1) 宮腰　陽 (3)

20

カネコ　ジン サイトウ　ツバサ ナカノ　タイチ サイトウ　ユウゴ イソベ　ヒナタ シライ　タイセイ

関　楓弥 (2) 荒川　陽太 (3) 武井　結大 (3) 河野　煌空 (1) 桑原　大河 (3) 笠原　康暉 (3)

21

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

金子　仁 (2) 齋藤　翼 (3) 中野　太智 (3) 齋藤　優伍 (1) 磯部　陽向 (3) 白井　泰誠 (3)

22

コヤマ　カイセイ ウエキ　ダイゴ ナカガワ　ユウ エグチ　コオマ タニグチ　タクミ ヒゴ　イツキ

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)

23

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

小山　快晴 (3) 植木　大悟 (3) 中川　結生 (2) 江口　功真 (2) 谷口　巧 (2) 比護　一稀 (1)

24
丸山　展 (2) 片桐　遥久 (2) 霜鳥　結太 (3) 澤口　裕人 (1) 杣木　健人 (3) 岡田　翔太 (1)

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 オガワ　イサキ ムラタ　ヒロト ホシノ　コウセイ コミタ　ヨシモリ



第31回新潟県中学校駅伝競走大会(男子) 男子総合結果
2021/11/5 　　13:00　start
小千谷市白山運動公園　特設コース 天候：曇り時々雨

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)
カシワザキダイサン
柏崎･第三中（7）

　1.06.00 　11.44 43 　22.04 33 　33.02 33 　43.51 26 　54.39 19 　1.06.00 25
　11.44 43 　10.20 10 　10.58 33 　10.49 10 　10.48 12 　11.21 34

トオカマチナカジョウ
十日町･中条中（33）

　1.06.27 　11.33 37 　21.54 24 　32.46 28 　44.21 34 　55.36 30 　1.06.27 26
　11.33 37 　10.21 13 　10.52 24 　11.35 40 　11.15 23 　10.51 18

カミヤマ
新潟･上山中（73）

　1.06.33 　11.00 13 　21.28 12 　32.21 18 　43.57 28 　55.23 27 　1.06.33 27
　11.00 13 　10.28 21 　10.53 28 　11.36 41 　11.26 33 　11.10 30

ナガオカオオジマ
長岡･大島中（37）

　1.06.49 　10.59 12 　21.42 18 　32.42 26 　44.07 29 　55.46 32 　1.06.49 28
　10.59 12 　10.43 33 　11.00 35 　11.25 38 　11.39 42 　11.03 25

ツツミオカ
長岡･堤岡中（34）

　1.06.53 　11.30 34 　21.28 14 　32.04 9 　43.40 21 　55.25 28 　1.06.53 29
　11.30 34 　9.58 3 　10.36 13 　11.36 41 　11.45 43 　11.28 38

マツノヤマガクエン
十日町・まつのやま学園（36）

　1.06.56 　11.16 21 　21.44 19 　32.38 24 　43.44 22 　55.22 26 　1.06.56 30
　11.16 21 　10.28 21 　10.54 29 　11.06 26 　11.38 39 　11.34 44

カスガ
上越･春日中（5）

　1.07.04 　11.17 22 　21.37 17 　33.00 32 　43.53 27 　55.29 29 　1.07.04 31
　11.17 22 　10.20 10 　11.23 41 　10.53 16 　11.36 36 　11.35 45

ムラマツサクラ
五泉･村松桜中（57）

　1.07.09 　11.50 44 　22.03 31 　33.39 38 　44.47 36 　56.01 36 　1.07.09 32
　11.50 44 　10.13 7 　11.36 45 　11.08 28 　11.14 22 　11.08 27

ウチノ
新潟･内野中（74）

　1.07.14 　11.34 38 　22.03 30 　32.46 29 　44.10 30 　55.57 34 　1.07.14 33
　11.34 38 　10.29 23 　10.43 17 　11.24 37 　11.47 44 　11.17 32

ニシヤマ タナカ　アオイ イシダ　タイガ スギタ　ツバサ イトウ　セイシロウ コダマ　ヒロト ニシムラ　シュウ

34 柏崎･西山中（9） 田中　葵 (3) 石田　大河 (3) 杉田　翼 (3) 伊東　誠士郎 (3) 小玉　大空翔 (3) 西村　朱生 (3)
　1.07.24 　11.17 23 　22.12 38 　33.10 36 　44.18 33 　55.55 33 　1.07.24 34

　11.17 23 　10.55 40 　10.58 33 　11.08 28 　11.37 38 　11.29 39
マノ タカノ　ユウスケ ムラカワ　リュウ シバハラ　コウ カネタ　アユム ホンマ　リンタロウ ゴトウ　ハル

35 佐渡･真野中（56） 髙野　佑輔 (2) 村川　龍 (2) 柴原　煌 (2) 金田　歩夢 (3) 本間　琳太郎 (1) 後藤　晴瑠 (2)
　1.07.30 　11.02 15 　22.04 32 　33.17 37 　44.59 38 　56.00 35 　1.07.30 35

　11.02 15 　11.02 42 　11.13 38 　11.42 43 　11.01 16 　11.30 40
ナカノシマ 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

36 長岡･中之島中（40） 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)

　1.07.31 　11.52 46 　23.06 45 　34.01 43 　45.22 42 　56.41 40 　1.07.31 36
　11.52 46 　11.14 44 　10.55 30 　11.21 35 　11.19 27 　10.50 17

ジョウエツキョウイクダイガクフゾク シミズ　マサト マルタ　ケイ イザワ　コウノスケ モタイ　ハルト オカニワ　ユウゴ カマダ　ハルキ

37 上越･上教大附中（6） 清水　雅斗 (2) 丸田　佳 (2) 井澤　孝之介 (2) 罍　晴仁 (2) 岡庭　悠吾 (2) 釜田　陽生 (3)
　1.07.35 　11.33 36 　22.47 43 　34.08 45 　45.00 39 　56.23 37 　1.07.35 37

　11.33 36 　11.14 44 　11.21 40 　10.52 14 　11.23 30 　11.12 31
イワムロ
新潟･岩室中（80）

　1.07.50 　11.25 29 　22.29 42 　33.55 41 　45.07 41 　56.31 39 　1.07.50 38
　11.25 29 　11.04 43 　11.26 42 　11.12 31 　11.24 31 　11.19 33

ホンマル
新発田･本丸中（55）

　1.07.57 　11.19 25 　22.05 34 　33.46 40 　45.41 44 　57.00 42 　1.07.57 39
　11.19 25 　10.46 35 　11.41 46 　11.55 44 　11.19 27 　10.57 21

ツバメ
燕･燕中（38）

　1.08.06 　11.21 26 　22.07 36 　33.10 35 　44.13 32 　55.38 31 　1.08.06 40
　11.21 26 　10.46 35 　11.03 36 　11.03 21 　11.25 32 　12.28 48

ヨコゴシ
新潟･横越中（76）

　1.08.21 　12.25 48 　23.18 47 　34.31 46 　45.54 45 　57.21 46 　1.08.21 41
　12.25 48 　10.53 38 　11.13 38 　11.23 36 　11.27 34 　11.00 23

イカラシ
新潟･五十嵐中（79）

　1.08.25 　11.01 14 　21.55 25 　32.47 31 　44.49 37 　56.52 41 　1.08.25 42
　11.01 14 　10.54 39 　10.52 24 　12.02 46 　12.03 48 　11.33 43

ハタノ
佐渡･畑野中（59）

　1.08.27 　11.27 30 　22.11 37 　33.41 39 　46.11 47 　57.04 43 　1.08.27 43
　11.27 30 　10.44 34 　11.30 43 　12.30 47 　10.53 14 　11.23 35

トヤノ
新潟･鳥屋野中（75）

　1.08.32 　11.28 32 　23.04 44 　33.56 42 　45.29 43 　57.07 45 　1.08.32 44
　11.28 32 　11.36 47 　10.52 24 　11.33 39 　11.38 39 　11.25 37

カメダ
新潟･亀田中（78）

　1.08.52 　11.36 39 　21.55 26 　32.37 23 　44.32 35 　56.30 38 　1.08.52 45
　11.36 39 　10.19 8 　10.42 16 　11.55 44 　11.58 46 　12.22 47

ムラカミダイイチ
村上･村上第一中（54）

　1.09.00 　11.30 35 　23.17 46 　34.52 47 　45.57 46 　57.28 47 　1.09.00 46
　11.30 35 　11.47 48 　11.35 44 　11.05 24 　11.31 35 　11.32 42

コバリ
新潟･小針中（77）

　1.09.08 　11.44 42 　22.23 40 　34.04 44 　45.05 40 　57.06 44 　1.09.08 47
　11.44 42 　10.39 31 　11.41 46 　11.01 18 　12.01 47 　12.02 46

シバタヒガシ
新発田･東中（58）

　1.10.59 　12.17 47 　23.37 48 　35.50 48 　48.34 48 　59.56 48 　1.10.59 48
　12.17 47 　11.20 46 　12.13 48 　12.44 48 　11.22 29 　11.03 25

ツチダ　タカハル ソデヤマ　アサヒ ナイトウ　ナオユキ タケウチ　ハルキ ヤマダ　ショウダイ フエキ　ミズキ
笛木　瑞希 (3)

サクマ　タツヤ タケウチ　ケンシン ワタナベ　シュント ハタノ　リュウダイ ヒミズ　ハルヤ アベ　レイジ

38
土田　豪暖 (1) 袖山　朝日 (3) 内藤　直幸 (3) 竹内　遥輝 (3) 山田　翔大 (3)

阿部　礼慈 (1)

シブキ　トム アラサワ　フクタ マルヤマ　レント オヤナギ　リン ホシノ　カナト テラダ　ユウマ

39
佐久間　達哉 (3) 竹内　剣心 (1) 渡辺　俊人 (3) 波多野　龍大 (3) 日水　陽也 (2)

寺田　悠真 (3)

カワサキ　ユウト ヨコノ　マサト コフナト　ヨシカゲ スギサキ　タイガ イシタカ　カズキ イチムラ　アキヒロ

40
澁木　斗夢 (2) 荒澤　福太 (2) 丸山　蓮斗 (3) 小栁　凛 (3) 星野　奏人 (3)

市村　晃大 (3)

タカノ　ハルト ワタナベ　コハル タカバヤシ　エイキ ミヤジマ　レンショウ マチヤ　テッタ サイトウ　ソラ

41
川崎　悠斗 (3) 横野　真翔 (3) 小船戸　克景 (3) 杉崎　大芽 (3) 石高　一樹 (3)

齊藤　蒼空 (2)

ヨゴ　ユウセイ カトウ　ユウシ ホンマ　ショウタ エノキ　カズキ ホンマ　コウヘイ イノウエ　ハルト

42
髙野　陽斗 (2) 渡邉　琥晴 (1) 髙林　瑛輝 (1) 宮島　蓮翔 (1) 町屋　哲多 (2)

井上　栄龍音 (3)

スズキ　オウマ ワキカワ　コウキ ナカムラ　アレン タキタ　ハルト クマクラ　トモヒロ ヌマナミ　ケイゴ

43
余湖　悠星 (2) 加藤　優志 (2) 本間　翔太 (3) 榎　一紀 (3) 本間　晃平 (3)

沼波　啓悟 (2)

ヨシダ　カイト イワサキ　ハルト カネコ　ハヤマ イマイ　モトハル カツヤマ　ミト ワタナベ　カズキ

44
鈴木　桜麻 (3) 脇川　光貴 (2) 中村　亜簾 (1) 瀧田　遥都 (2) 熊倉　友大 (2)

渡辺　一響 (2)

キムラ　キョウヤ イケエ　トキオ テラサワ　ハルキヨ ヒラマ　タイセイ キムラ　カイラ イノウエ　チサト

45
吉田　海渡 (3) 岩﨑　大翔 (3) 金子　隼磨 (2) 今井　基陽 (3) 勝山　心翔 (1)

井上　千聖 (3)

クラシマ　ソウノスケ タケダ　カズハル ハタ　ケント ナカジマ　キイチ トウノ　ハルト ササキ　ヨウ

46
木村　恭也 (2) 池江　都生央 (1) 寺澤　暖心 (2) 平間　泰誠 (2) 木村　海瑛 (3)

佐々木　陽生 (2)

サイトウ　ジン エベ　リュウノスケ ハセガワ　アグリ アベ　タイガ トウマ　カズマ ワカツキ　ダイチ

47
倉島　颯之介 (1) 竹田　一遥 (3) 畑　絢翔 (2) 中島　輝一 (3) 當野　陽斗 (2)

若月　大知 (3)
48

齋藤　仁 (3) 江部　龍之介 (2) 長谷川　亜久里 (3) 阿部　大雅 (3) 藤間　一誠 (1)

イケダ　ナオヒロ ヤシロ　ダイキ フクオカ　トワ マルヤマ　ケイスケ ヤナギ　ルイ モリヤマ　ハルト

25

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

池田　直大 (1) 矢代　大貴 (3) 福岡　翔空 (2) 丸山　蛍亮 (1) 栁　琉生 (3) 森山　遥斗 (3)

オオダイラ　ライハ

桑原　大地 (3) 吉川　晃太 (2) 小熊　惺己 (1) 阿部　大樹 (1) 堀内　陽惹 (2) 湯川　礼恩 (2)

26

クワバラ　ダイチ ヨシカワ　コウタ オグマ　セナ アベ　ダイキ ホリウチ　ヒビキ ユカワ　レオン

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

タカサワ　アキト

郷　圭斗 (3) 植木　悠太 (3) 井口　隼汰 (3) 五百川　蒼唯 (1) 岡田　睦生 (3) 山岸　聖弥 (1)

28

ゴウ　ケイト ウエキ　ユウタ イグチ　ハヤタ イモガワ　アオイ オカダ　ムツキ ヤマギシ　セイヤ

丸山　璃空 (3) 西澤　叶斗 (2) 佐藤　諒平 (3) 佐藤　泰士 (3) 霜田　新太郎 (3) 大平　禮覇 (3)

サイトウ　タイヨウ

二ノ倉　弘聖 (2) 秋山　広夢 (3) 渡邊　光輝 (3) 笹川　祐太 (2) 山田　悠珠 (3) 綿貫　真矢 (3)

30

ニノクラ　コウセイ アキヤマ　ヒロム ワタナベ　コウキ ササガワ　ユウタ ヤマダ　ユズ ワタヌキ　シンヤ

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)

31

クマクラ　マサカズ ゴチョウ　ユウシ ツジカワ　カイリ

佐野　蒼太 (2)

32

コイワ　ケイ ヨシダ　ディラワー タカスギ　シュリ セキ　タクミ タカスギ　シュンスケ サノ　ソウタ

33

熊倉　雅和 (3) 牛膓　友志 (3) 辻川　快吏 (1) 前澤　和史 (3) 阿部　稟太朗 (3) 齋藤　大耀 (3)

小岩　圭 (3) 吉田　ディラワー (3) 髙杉　珠吏 (3) 関　拓海 (2) 高杉　駿佑 (3)

マエザワ　カズシ アベ　リンタロウ

29

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

27

マルヤマ　リク ニシザワ　カナト サトウ　リョウヘイ サトウ　タイシ シモダ　シンタロウ


