
ビブ 名前（学年） ふりがな 学校 時間
41 齊藤　成生(1) さいとう　なるき 魚沼北中 12:15:15
42 品田　京平(1) しなだ　きょうへい 小千谷中 12:15:30
43 西脇　勘太朗(1) にしわき　かんたろう 東小千谷中 12:15:45
44 星野　悠登(1) ほしの　ゆうと 広神中 12:16:00
45 南雲　倭(2) なぐも　やまと 津南中 12:16:15
46 竹内　颯汰(1) たけうち　そうた 中郷中 12:16:30
47 桑山　尭士(1) くわやま　たかし 妙高高原中 12:16:45
48 山田　波玖(1) やまだ　はく 川西中 12:17:00
49 佐藤　快翔(1) さとう　かいと まつのやま学園 12:17:15
50 大塚　耀介(1) おおつか　ようすけ 魚沼北中 12:17:30
51 石坂　陽太(1) いしざか　ひなた 塩沢中 12:17:45
52 髙橋　桜丞(2) たかはし　おうすけ 八海中 12:18:00
53 佐藤　秀斗(1) さとう　しゅうと まつのやま学園 12:18:15
54 田中　智樹(2) たなか　ともき 塩沢中 12:18:30
55 德永　惟吹(2) とくなが　いぶき 十日町南中 12:18:45
56 野上　誓海(1) のがみ　ちかい 吉田中 12:19:00
57 野上　陽翔(1) のがみ　はると 吉田中 12:19:15
58 小林　勇之介(1) こばやし　ゆうのすけ 十日町中 12:19:30
59 南雲　歩志(1) なぐも　ほし 塩沢中 12:19:45
60 原　明優(1) はら　あきや 小千谷中 12:20:00
61 小嶋　心哉(1) こじま　しんや 新井中 12:20:15
62 関　倫太朗(1) せき　りんたろう 塩沢中 12:20:30
63 阿部　壮一朗(1) あべ　そういちろう 十日町中 12:20:45
64 仲林　快(2) なかばやし　かい 広神中 12:21:00
65 上村　哲大(2) かみむら　てった 小千谷中 12:21:15
66 佐藤　祐聡(1) さとう　ゆうと 広神中 12:21:30
67 田村　虹太(2) たむら　こうた 塩沢中 12:21:45
68 間野  晃(1) まの　あきら 千田中 12:22:00
69 山崎  光(3) やまざき　ひかる 中里中 12:22:15
70 宮下　幸大(1) みやした　こうだい 妙高高原中 12:22:30
71 若井　陸(2) わかい　りく 津南中 12:22:45
72 児玉　明謙(1) こだま　あきのり 吉田中 12:23:00
73 浅井　渓大(3) あさい　けいた 魚沼北中 12:23:15
74 富井　陸(2) とみい　りく 十日町南中 12:23:30
75 金澤　巧真(2) かなざわ　たくま 水沢中 12:23:45
76 春日　蒼生(1) かすが　あおい 吉田中 12:24:00
77 宮﨑　出(1) みやざき　いずる 津南中 12:24:15
78 小倉　希良莉(2) おぐら　きらり 八海中 12:24:30
79 佐藤　青葉(3) さとう　あおば 川西中 12:24:45
80 小山　総志(2) こやま　そうし 吉田中 12:25:00
81 上村　貫太(2) かみむら　かんた 大和中 12:25:15
82 池田　陽介(3) いけだ　ようすけ 妙高高原中 12:25:30
83 庭野　航大(2) にわの　こうだい 十日町南中 12:25:45
84 山田　頼希(3) やまだ　らいき 下条中 12:26:00
85 根津　和弘(2) ねつ　かずひろ 下条中 12:26:15
86 秋元　慈央(3) あきもと　じおう 広神中 12:26:30
87 山賀  宗司(3) やまが　そうし 松代中 12:26:45
88 相浦　友哉(1) あいうら　ともや 中郷中 12:27:00
89 小池　真聖(3) こいけ　まさと 小千谷中 12:27:15
90 柳　煌世(3) やなぎ　こうせい 吉田中 12:27:30
91 髙橋　輝(3) たかはし　ひかる 十日町南中 12:27:45
92 佐藤　潤之介(3) さとう　じゅんのすけ 小千谷中 12:28:00
93 金澤　崇眞(3) かなざわ　しゅうま 水沢中 12:28:15
94 齋木　宝(2) さいき　たから 吉田中 12:28:30
95 米川　颯真(2) よねかわ　そうま 牧中 12:28:45
96 池内　大翔(3) いけうち　ひろと 十日町南中 12:29:00
97 樋口　幹都(2) ひぐち　みきと まつのやま学園 12:29:15
98 宮﨑　茂市(3) みやざき　もいち 津南中 12:29:30
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99 中島　幹太(3) なかじま　かんた 津南中 12:29:45
100 田中　晟悟(1) たなか　せいご 新井中 12:30:00
101 霜鳥　晃士朗(2) しもとり　こうしろう 妙高中 12:30:15
102 石田　翔眞(3) いしだ　しょうま 片貝中 12:30:30
103 川上　大敬(3) かわかみ　たいけい 川西中 12:30:45
104 中町　拓夢(3) なかまち　たくむ 下条中 12:31:00
105 小林　周太郎(3) こばやし　しゅうたろう 十日町中 12:31:15
106 庵原　虎男(3) いはら　こなん 吉田中 12:31:30
107 宮園　京孜(3) みやぞの　けいし 十日町南中 12:31:45
108 齊藤　颯人(3) さいとう　はやと 下条中 12:32:00
109 丸山　由利(3) まるやま　ゆいと 十日町南中 12:32:15
110 宮下　日生(3) みやした　ひなせ 妙高高原中 12:32:30
111 宮尾　大稀(2) みやお　だいき 中郷中 12:32:45
112 岡田　幸輝(2) おかだ　こうき 中郷中 12:33:00
113 駒村　隼(3) こまむら　はやと 妙高高原中 12:33:15
114 相崎 　基(2) あいざき　もとい 吉田中 12:33:30
115 坂詰　真吾(3) さかつめ　しんご 岡南中 12:33:45



ビブ 名前（学年） ふりがな 学校 時間
131 今成　 結菜(1) いまなり　ゆな 六日町中 13:45:15
132 村山　紗和(2) むらやま　さわ 下条中 13:45:30
133 松澤　柚葵(3) まつざわ　ゆずき 十日町南中 13:45:45
134 富所  かりな(1) とみどころ　かりな 六日町中 13:46:00
135 岡田　千穂(1) おかだ　ちほ 中郷中 13:46:15
136 大平  柑奈(3) おおひら　かんな 津南中 13:46:30
137 南雲　愛友(1) なぐも　あゆ まつのやま学園 13:46:45
138 渡貫  芽依(2) わたぬき　めい 川西中 13:47:00
139 松尾　結衣(2) まつお　ゆい 魚沼北中 13:47:15
140 渡邉　美心都(2) わたなべ　みこと 下条中 13:47:30
141 滝沢　紗知(1) たきざわ　さち まつのやま学園 13:47:45
142 水上  愛菜(1) みずかみ　まな 広神中 13:48:00
143 久保田　理彩(2) くぼた　りさ 吉田中 13:48:15
144 山岸  明日香(3) やまぎし　あすか 津南中 13:48:30
145 小池　美紅(1) こいけ　みく 小千谷中 13:48:45
146 齊木　愛音(1) さいき　まお 妙高中 13:49:00
147 金澤　由花(1) かなざわ　ゆか 水沢中 13:49:15
148 藤巻  桃佳(3) ふじまき　ももか 東小千谷中 13:49:30
149 本田  まほ(1) ほんだ　まほ 十日町中 13:49:45
150 山賀  柚夏(1) やまが　ゆずか 松代中 13:50:00
151 相浦　依莉紗(1) あいうら　えりさ 新井中 13:50:15
152 江口　椛葉(2) えぐち　もみじ 塩沢中 13:50:30
153 中澤  瑠璃(2) なかざわ　るり 広神中 13:50:45
154 小海  心優(2) こかい　みゆ 川西中 13:51:00
155 佐野  結衣(1) さの　ゆい 広神中 13:51:15
156 関　未唯奈(3) せき　みいな 小千谷中 13:51:30
157 村山　羽菜(1) むらやま　はな 吉田中 13:51:45
158 髙橋　佳歩(3) たかはし　かほ 十日町南中 13:52:00
159 我田　詩(3) わがた　うた 塩沢中 13:52:15
160 阿部　杏菜(1) あべ　あんな 十日町南中 13:52:30
161 小林　由奈(1) こばやし　ゆな 十日町南中 13:52:45
162 中野　美香(3) なかの　みか 小千谷中 13:53:00
163 後藤　ゆいか(1) ごとう　ゆいか 妙高高原中 13:53:15
164 金子　莉子(3) かねこ　りこ 十日町南中 13:53:30
165 内田　埜英留(2) うちだ　のえる 塩沢中 13:53:45
166 田村　円(3) たむら　まどか 十日町南中 13:54:00
167 根津　美優(3) ねつ　みゆう 十日町南中 13:54:15
168 山田　結衣(3) やまだ　ゆい 水沢中 13:54:30
169 岸本　和奏(3) きしもと　わかな 妙高高原中 13:54:45
170 富井　千尋(2) とみい　ちひろ 水沢中 13:55:00
171 藤巻  伶菜(1) ふじまき　れいな 附属長岡中 13:55:15
172 岡田　七海(3) おかだ　ななみ 妙高高原中 13:55:30
173 冨澤  日和(2) とみざわ　ひより 小千谷南中 13:55:45
174 久保田  美有(3) くぼた　みゆ 津南中 13:56:00
175 福原　優香(3) ふくはら　ゆうか まつのやま学園 13:56:15
176 丸山　萠衣(3) まるやま　めい 吉田中 13:56:30
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ビブ 名前（学年） ふりがな 学校 時間
221 品田　京平(1) しなだ　きょうへい 小千谷中 12:15:15
222 西脇　勘太朗(1) にしわき　かんたろう 東小千谷中 12:15:30
223 齊藤　成生(1) さいとう　なるき 魚沼北中 12:15:45
224 宮下　幸大(1) みやした　こうだい 妙高高原中 12:16:00
225 相浦　友哉(1) あいうら　ともや 中郷中 12:16:15
226 星野  悠登(1) ほしの　ゆうと 広神中 12:16:30
227 南雲　倭(2) なぐも　やまと 津南中 12:16:45
228 佐藤　快翔(1) さとう　かいと まつのやま学園 12:17:00
229 田中　智樹(2) たなか　ともき 塩沢中 12:17:15
230 石坂　陽太(1) いしざか　ひなた 塩沢中 12:17:30
231 野上　誓海(1) のがみ　ちかい 吉田中 12:17:45
232 山田　波玖(1) やまだ　はく 川西中 12:18:00
233 竹内　颯汰(1) たけうち　そうた 中郷中 12:18:15
234 南雲　歩志(1) なぐも　ほし 塩沢中 12:18:30
235 佐藤　秀斗(1) さとう　しゅうと まつのやま学園 12:18:45
236 大塚　耀介(1) おおつか　ようすけ 魚沼北中 12:19:00
237 髙橋　桜丞(2) たかはし　おうすけ 八海中 12:19:15
238 関　倫太朗(1) せき　りんたろう 塩沢中 12:19:30
239 野上　陽翔(1) のがみ　はると 吉田中 12:19:45
240 小林　勇之介(1) こばやし　ゆうのすけ 十日町中 12:20:00
241 上村　哲大(2) かみむら　てった 小千谷中 12:20:15
242 佐藤  祐聡(1) さとう　ゆうと 広神中 12:20:30
243 原　明優(1) はら　あきや 小千谷中 12:20:45
244 仲林  快(2) なかばやし　かい 広神中 12:21:00
245 阿部　壮一朗(1) あべ　そういちろう 十日町中 12:21:15
246 田村　虹太(2) たむら　こうた 塩沢中 12:21:30
247 若井　陸(2) わかい　りく 津南中 12:21:45
248 間野  晃(1) まの　あきら 千田中 12:22:00
249 宮﨑　出(1) みやざき　いずる 津南中 12:22:15
250 桑山　尭士(1) くわやま　たかし 妙高高原中 12:22:30
251 小山　総志(2) こやま　そうし 吉田中 12:22:45
252 上村　貫太(2) かみむら　かんた 大和中 12:23:00
253 齋木　宝(2) さいき　たから 吉田中 12:23:15
254 小嶋　心哉(1) こじま　しんや 新井中 12:23:30
255 小倉　希良莉(2) おぐら　きらり 八海中 12:23:45
256 金澤　巧真(2) かなざわ　たくま 水沢中 12:24:00
257 宮﨑　茂市(3) みやざき　もいち 津南中 12:24:15
258 田中　晟悟(1) たなか　せいご 新井中 12:24:30
259 浅井　渓大(3) あさい　けいた 魚沼北中 12:24:45
260 山崎  光(3) やまざき　ひかる 中里中 12:25:00
261 山賀  宗司(3) やまが　そうし 松代中 12:25:15
262 小池　真聖(3) こいけ　まさと 小千谷中 12:25:30
263 庭野　航大(2) にわの　こうだい 十日町南中 12:25:45
264 児玉　明謙(1) こだま　あきのり 吉田中 12:26:00
265 富井　陸(2) とみい　りく 十日町南中 12:26:15
266 德永　惟吹(2) とくなが　いぶき 十日町南中 12:26:30
267 髙橋　輝(3) たかはし　ひかる 十日町南中 12:26:45
268 佐藤  潤之介(3) さとう　じゅんのすけ 小千谷中 12:27:00
269 柳　煌世(3) やなぎ　こうせい 吉田中 12:27:15
270 霜鳥　晃士朗(2) しもとり　こうしろう 妙高中 12:27:30
271 秋元  慈央(3) あきもと　じおう 広神中 12:27:45
272 春日　蒼生(1) かすが　あおい 吉田中 12:28:00
273 金澤　崇眞(3) かなざわ　しゅうま 水沢中 12:28:15
274 樋口　幹都(2) ひぐち　みきと まつのやま学園 12:28:30
275 山田　頼希(3) やまだ　らいき 下条中 12:28:45
276 佐藤  青葉(3) さとう　あおば 川西中 12:29:00
277 米川　颯真(2) よねかわ　そうま 牧中 12:29:15
278 石田　翔眞(3) いしだ　しょうま 片貝中 12:29:30
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279 池内　大翔(3) いけうち　ひろと 十日町南中 12:29:45
280 庵原　虎男(3) いはら　こなん 吉田中 12:30:00
281 小林　周太郎(3) こばやし　しゅうたろう 十日町中 12:30:15
282 丸山　由利(3) まるやま　ゆいと 十日町南中 12:30:30
283 宮園　京孜(3) みやぞの　けいし 十日町南中 12:30:45
284 根津　和弘(2) ねつ　かずひろ 下条中 12:31:00
285 中島　幹太(3) なかじま　かんた 津南中 12:31:15
286 中町　拓夢(3) なかまち　たくむ 下条中 12:31:30
287 齊藤　颯人(3) さいとう　はやと 下条中 12:31:45
288 池田　陽介(3) いけだ　ようすけ 妙高高原中 12:32:00
289 宮下　日生(3) みやした　ひなせ 妙高高原中 12:32:15
290 宮尾　大稀(2) みやお　だいき 中郷中 12:32:30
291 駒村　隼(3) こまむら　はやと 妙高高原中 12:32:45
292 川上  大敬(3) かわかみ　たいけい 川西中 12:33:00
293 相崎 　基(2) あいざき　もとい 吉田中 12:33:15
294 坂詰　真吾(3) さかつめ　しんご 岡南中 12:33:30
295 岡田　幸輝(2) おかだ　こうき 中郷中 12:33:45



ビブ 名前（学年） ふりがな 学校 時間
311 村山　紗和(2) むらやま　さわ 下条中 13:45:15
312 今成　 結菜(1) いまなり　ゆな 六日町中 13:45:30
313 松澤　柚葵(3) まつざわ　ゆずき 十日町南中 13:45:45
314 南雲　愛友(1) なぐも　あゆ まつのやま学園 13:46:00
315 松尾　結衣(2) まつお　ゆい 魚沼北中 13:46:15
316 渡貫  芽依(2) わたぬき　めい 川西中 13:46:30
317 岡田　千穂(1) おかだ　ちほ 中郷中 13:46:45
318 大平  柑奈(3) おおひら　かんな 津南中 13:47:00
319 齊木　愛音(1) さいき　まお 妙高中 13:47:15
320 富所  かりな(1) とみどころ　かりな 六日町中 13:47:30
321 滝沢　紗知(1) たきざわ　さち まつのやま学園 13:47:45
322 渡邉　美心都(2) わたなべ　みこと 下条中 13:48:00
323 藤巻  桃佳(3) ふじまき　ももか 東小千谷中 13:48:15
324 中澤  瑠璃(2) なかざわ　るり 広神中 13:48:30
325 山賀  柚夏(1) やまが　ゆずか 松代中 13:48:45
326 水上  愛菜(1) みずかみ　まな 広神中 13:49:00
327 山岸  明日香(3) やまぎし　あすか 津南中 13:49:15
328 久保田　理彩(2) くぼた　りさ 吉田中 13:49:30
329 金澤　由花(1) かなざわ　ゆか 水沢中 13:49:45
330 相浦　依莉紗(1) あいうら　えりさ 新井中 13:50:00
331 本田  まほ(1) ほんだ　まほ 十日町中 13:50:15
332 小池　美紅(1) こいけ　みく 小千谷中 13:50:30
333 富井　千尋(2) とみい　ちひろ 水沢中 13:50:45
334 小海  心優(2) こかい　みゆ 川西中 13:51:00
335 江口　椛葉(2) えぐち　もみじ 塩沢中 13:51:15
336 佐野  結衣(1) さの　ゆい 広神中 13:51:30
337 村山　羽菜(1) むらやま　はな 吉田中 13:51:45
338 関　未唯奈(3) せき　みいな 小千谷中 13:52:00
339 岸本　和奏(3) きしもと　わかな 妙高高原中 13:52:15
340 冨澤  日和(2) とみざわ　ひより 小千谷南中 13:52:30
341 内田　埜英留(2) うちだ　のえる 塩沢中 13:52:45
342 我田　詩(3) わがた　うた 塩沢中 13:53:00
343 山田　結衣(3) やまだ　ゆい 水沢中 13:53:15
344 根津　美優(3) ねつ　みゆう 十日町南中 13:53:30
345 金子　莉子(3) かねこ　りこ 十日町南中 13:53:45
346 髙橋　佳歩(3) たかはし　かほ 十日町南中 13:54:00
347 中野　美香(3) なかの　みか 小千谷中 13:54:15
348 阿部　杏菜(1) あべ　あんな 十日町南中 13:54:30
349 小林　由奈(1) こばやし　ゆな 十日町南中 13:54:45
350 田村　円(3) たむら　まどか 十日町南中 13:55:00
351 藤巻  伶菜(1) ふじまき　れいな 附属長岡中 13:55:15
352 福原　優香(3) ふくはら　ゆうか まつのやま学園 13:55:30
353 丸山　萠衣(3) まるやま　めい 吉田中 13:55:45
354 後藤　ゆいか(1) ごとう　ゆいか 妙高高原中 13:56:00
355 岡田　七海(3) おかだ　ななみ 妙高高原中 13:56:15
356 久保田  美有(3) くぼた　みゆ 津南中 13:56:30

中学女子３ｋｍクラシカル　１月１２日（木）



　　　　　天候（　　　　　　）　　気温（　　　　　　）　　雪温（　　　　　　）

Bib 学校名 氏名 学年 走順 ラップ 所要時間 順位

岡田　幸輝 2

宮尾　大稀 2

相浦　友哉 1

竹内　颯汰 1

池田　陽介 3

駒村　隼 3

宮下　日生 3

宮下　幸大 1

桑山　尭士 1

庵原　虎男 3

柳　煌世 3

相崎　基 2

齋木　宝 2

春日　蒼生 1

小山　総志 2

宮園　京孜 3

丸山　由利 3

池内　大翔 3

髙橋　輝 3

庭野　航大 2

富井　陸 2

齊藤　颯人 3

中町　拓夢 3

山田　頼希 3

根津　和弘 2

小池　真聖 3

佐藤　潤之介 3

上村　哲大 2

品田　京平 1

原　明優 1

中島　幹太 3

宮﨑　茂市 3

若井　陸 2

南雲　倭 2

宮﨑　出 1

田村　虹太 2

田中　智樹 2

石坂　陽太 1

関　倫太朗 1

南雲　歩志 1

秋元　慈央 3

仲林　快 2

佐藤　祐聡 1

星野　悠登 1

十日町下条

小千谷

津南

塩沢

広神

5

6

7

8

9

　令和４年度　新潟県中学校スキー大会　クロスカントリー　

男子リレー　５ｋｍ×４人　１２：００スタート

1

2

3

4

中郷

妙高高原

十日町吉田

十日町南



Bib 学校名 氏名 学年 走順 ラップ 所要時間 順位

松澤　柚葵 3

田村　円 3

根津　美優 3

金子　莉子 3

小林　由奈 1

中澤　瑠璃 2

佐野　結衣 1

水上　愛菜 1

岡田　七海 3

岸本　和奏 3

後藤　ゆいか 1

野呂　梨渚奈 2

久保田　美有 3

山岸　明日香 3

大平　柑奈 3

丸山　萠衣 3

久保田　理彩 2

村山　羽菜 1

我田　詩 3

内田　埜英留 2

江口　椛葉 2

山田　結衣 3

富井　千尋 2

金澤　由花 1

福原　優香 3

滝沢　紗知 1

南雲　愛友 1

関　未唯奈 3

中野　美香 3

小池　美紅 1

荻野　璃子 1

　令和４年度　新潟県中学校スキー大会　クロスカントリー　
女子リレー　2.5ｋｍ×３人　１３：４５スタート

　　　　　天候（　　　　　　）　　気温（　　　　　　）　　雪温（　　　　　　）

11

12

13

十日町南

広神

妙高高原

14

15

16

17

18

19

津南

十日町吉田

塩沢

十日町水沢

まつのやま学園

小千谷



 

 

 

 

 

 

 

 

 

高体連 

高体連 

高体連 

高体連 

高体連 

魚沼 魚沼 小千谷 小千谷 岡南 片貝 

妙高連合 妙高連合 妙高連合 妙高連合 牧 南魚 南魚 自衛隊 

吉田 

吉田 

十日町南 

十日町南 

十日町南 

津南 

津南 

川西 

川西 

下条 

下条 

中里 

松代 

十日町 

水沢 

松之山 

松之山 

受付２F 

会場図、テント村（小雪対応）、受付場所 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚沼 川西 吉田 高体連 

魚沼 川西 吉田 高体連 

小千谷 下条 十日町

南 

高体連 

小千谷 下条 十日町

南 

高体連 

岡南 中里 十日町

南 

高体連 

片貝 十日町 津南 自衛隊 

南魚 水沢 津南 牧 

南魚 松之山 妙高連

合 

妙高連

合 

松代 松之山 妙高連

合 

妙高連

合 

受付２F 

会場図、テント村、受付場所 

 
















