
第68回上越地区中学校駅伝競走大会 男子総合結果
2022/10/13 　　13:00　start
新井総合公園　周辺特設コース

順位 チーム名
アライ

妙高･新井中（34）
　52.39 　8.42 4 　17.13 2 　25.59 2 　34.54 1 　43.50 1 　52.39 1

　8.42 4 　8.31 2 　8.46 3 　8.55 2 　8.56 2 　8.49 2
ジョウトウエー

上越･城東中A（2）
　53.05 　8.33 2 　17.12 1 　25.56 1 　35.12 2 　44.06 2 　53.05 2

　8.33 2 　8.39 3 　8.44 2 　9.16 3 　8.54 1 　8.59 5
ナカゴウ

上越･中郷中（11）
　53.27 　8.52 9 　17.20 3 　26.26 4 　35.48 5 　44.55 4 　53.27 3

　8.52 9 　8.28 1 　9.06 5 　9.22 7 　9.07 4 　8.32 1
イトイガワエー

糸魚川･糸魚川中A（30）
　53.40 　8.29 1 　17.21 4 　26.08 3 　35.24 3 　44.30 3 　53.40 4

　8.29 1 　8.52 7 　8.47 4 　9.16 3 　9.06 3 　9.10 6
ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

上越･上教大附中（14）
　54.50 　8.41 3 　17.27 5 　27.04 6 　35.35 4 　45.31 5 　54.50 5

　8.41 3 　8.46 5 　9.37 15 　8.31 1 　9.56 12 　9.19 11
ミョウコウコウゲン

妙高･妙高高原中（35）
　55.39 　8.49 6 　17.40 7 　27.19 8 　37.08 8 　46.24 6 　55.39 6

　8.49 6 　8.51 6 　9.39 17 　9.49 14 　9.16 5 　9.15 9
カシワザキダイサン

柏崎･第三中（17）
　55.51 　8.51 8 　17.36 6 　27.00 5 　36.19 6 　46.24 7 　55.51 7

　8.51 8 　8.45 4 　9.24 7 　9.19 5 　10.05 15 　9.27 13
カスガ

上越･春日中（7）
　56.17 　8.58 10 　18.16 10 　28.08 13 　37.29 10 　47.03 9 　56.17 8

　8.58 10 　9.18 13 　9.52 20 　9.21 6 　9.34 8 　9.14 8
カシワザキダイニ

柏崎･第二中（16）
　56.19 　9.07 13 　18.55 20 　27.16 7 　37.03 7 　47.03 8 　56.19 9

　9.07 13 　9.48 25 　8.21 1 　9.47 13 　10.00 13 　9.16 10
クビキ

上越･頸城中（10）
　56.51 　9.17 18 　18.19 11 　27.47 11 　37.28 9 　47.41 12 　56.51 10

　9.17 18 　9.02 8 　9.28 10 　9.41 9 　10.13 17 　9.10 6
ナオエツ

上越･直江津中（5）
　56.54 　9.03 11 　18.28 12 　28.37 20 　38.18 16 　47.58 14 　56.54 11

　9.03 11 　9.25 17 　10.09 26 　9.41 9 　9.40 9 　8.56 4
カシワザキヒガシエー

柏崎･東中A（22）
　57.15 　9.22 19 　18.52 19 　28.12 14 　37.56 13 　47.29 10 　57.15 12

　9.22 19 　9.30 18 　9.20 6 　9.44 12 　9.33 6 　9.46 15
カシワザキダイイチ

柏崎･第一中（15）
　57.38 　8.50 7 　18.07 9 　27.31 10 　37.40 11 　47.52 13 　57.38 13

　8.50 7 　9.17 12 　9.24 7 　10.09 19 　10.12 16 　9.46 15
カシワザキショウヨウチュウトウ

柏崎･柏崎翔洋中等(中)（27）
　57.45 　9.09 14 　18.46 17 　28.17 15 　37.58 14 　47.38 11 　57.45 14

　9.09 14 　9.37 21 　9.31 11 　9.41 9 　9.40 9 　10.07 21
イタクラ

上越･板倉中（12）
　57.57 　8.42 5 　17.48 8 　27.23 9 　37.49 12 　48.08 15 　57.57 15

　8.42 5 　9.06 11 　9.35 14 　10.26 24 　10.19 22 　9.49 17
ジョウトウビー

上越･城東中B（3）
　58.13 　9.54 28 　18.58 21 　28.32 18 　38.39 18 　48.34 18 　58.13 16

　9.54 28 　9.04 10 　9.34 13 　10.07 18 　9.55 11 　9.39 14
ジョウセイ

上越･城西中（4）
　58.34 　9.30 23 　18.33 13 　27.59 12 　38.09 15 　48.22 16 　58.34 17

　9.30 23 　9.03 9 　9.26 9 　10.10 20 　10.13 17 　10.12 26
カリワ

刈羽･刈羽中（26）
　58.55 　9.43 26 　19.30 26 　29.26 24 　39.30 23 　50.04 23 　58.55 18

　9.43 26 　9.47 24 　9.56 22 　10.04 17 　10.34 25 　8.51 3
ナオエツヒガシ

上越･直江津東中（6）
　59.00 　9.17 17 　18.35 14 　28.24 16 　38.27 17 　48.27 17 　59.00 19

　9.17 17 　9.18 13 　9.49 18 　10.03 15 　10.00 13 　10.33 29
カガミガオキ

柏崎･鏡が沖中（18）
　59.08 　9.16 16 　18.40 15 　28.32 17 　39.28 21 　49.01 19 　59.08 20

　9.16 16 　9.24 16 　9.52 20 　10.56 29 　9.33 6 　10.07 21
サンワ

上越･三和中（13）
　59.25 　9.54 29 　19.45 28 　29.51 28 　39.30 22 　50.03 22 　59.25 21

　9.54 29 　9.51 26 　10.06 25 　9.39 8 　10.33 24 　9.22 12
ニシヤマエー

柏崎･西山中A（24）
　59.39 　9.25 21 　19.03 22 　28.34 19 　38.44 19 　49.34 20 　59.39 22

　9.25 21 　9.38 22 　9.31 11 　10.10 20 　10.50 28 　10.05 20
ミズホ

柏崎･瑞穂中（19）
　1.00.11 　9.23 20 　18.45 16 　28.58 21 　39.01 20 　50.01 21 　1.00.11 23

　9.23 20 　9.22 15 　10.13 27 　10.03 15 　11.00 30 　10.10 25
カシワザキヒガシビー

柏崎･東中B（23）
　1.00.23 　9.43 27 　19.43 27 　29.45 27 　40.00 28 　50.16 24 　1.00.23 24

　9.43 27 　10.00 28 　10.02 23 　10.15 22 　10.16 20 　10.07 21
ジョウホク

上越･城北中（1）
　1.00.40 　9.25 22 　20.01 29 　29.38 26 　39.57 26 　50.44 27 　1.00.40 25

　9.25 22 　10.36 33 　9.37 15 　10.19 23 　10.47 27 　9.56 18
イトイガワビー

糸魚川･糸魚川中B（31）
　1.00.48 　9.41 25 　19.15 24 　29.20 23 　39.53 24 　50.16 25 　1.00.48 26

　9.41 25 　9.34 19 　10.05 24 　10.33 26 　10.23 23 　10.32 28
マツハマ

柏崎･松浜中（20）
　1.01.00 　9.34 24 　19.09 23 　28.59 22 　39.54 25 　50.51 28 　1.01.00 27

　9.34 24 　9.35 20 　9.50 19 　10.55 28 　10.57 29 　10.09 24
オウミ

糸魚川･青海中（32）
　1.01.22 　10.09 30 　20.02 30 　30.18 30 　41.03 29 　51.18 29 　1.01.22 28

　10.09 30 　9.53 27 　10.16 28 　10.45 27 　10.15 19 　10.04 19
イトイガワノウチュウ

糸魚川･能生中（28）
　1.01.24 　9.06 12 　18.48 18 　29.31 25 　39.59 27 　50.39 26 　1.01.24 29

　9.06 12 　9.42 23 　10.43 31 　10.28 25 　10.40 26 　10.45 31
ウラガワラ

上越･浦川原中（8）
　1.03.11 　9.14 15 　19.29 25 　29.54 29 　41.05 30 　51.22 30 　1.03.11 30

　9.14 15 　10.15 30 　10.25 29 　11.11 31 　10.17 21 　11.49 33
オオガタマチ

上越･大潟町中（9）
　1.05.04 　10.42 32 　20.45 31 　32.08 33 　43.09 31 　54.42 31 　1.05.04 31

　10.42 32 　10.03 29 　11.23 33 　11.01 30 　11.33 32 　10.22 27
ニシヤマビー

柏崎･西山中B（25）
　1.06.02 　11.07 33 　21.24 33 　32.01 31 　44.11 33 　55.18 33 　1.06.02 32

　11.07 33 　10.17 31 　10.37 30 　12.10 33 　11.07 31 　10.44 30
イトイガワヒガシ

糸魚川･糸魚川東中（29）
　1.06.41 　10.31 31 　21.05 32 　32.07 32 　43.26 32 　55.17 32 　1.06.41 33

　10.31 31 　10.34 32 　11.02 32 　11.19 32 　11.51 33 　11.24 32

コジマ　シンヤ オカダ　ヒロト カメイ　エイト イケダ　アキヒサ シモトリ　コウ イワサキ　ソウル

1区(2.65km) 2区(2.6km) 3区(2.6km) 4区(2.6km) 5区(2.6km) 6区(2.6km)

岩崎　蒼琉 (2)

ヒゴ　イツキ ニシジョウ　アイト ナカガワ　ユウ モガキ　ソウタ タニグチ　タクミ エグチ　コオマ

1
小嶋　心哉 (1) 岡田　大翔 (3) 亀井　瑛人 (1) 池田　彬久 (2) 霜鳥　康 (2)

江口　功真 (3)

アイウラ　トモヤ オカダ　コウキ ミヤオ　ダイキ オオホリ　タクム オカダ　ケンタロウ ヤマザキ　レイジ

2
比護　一稀 (2) 西條　愛翔 (3) 中川　結生 (3) 茂垣　蒼太 (3) 谷口　巧 (3)

山﨑　玲士 (2)

タカイ　ソウシ オオセ　ユウ ウエダ　ジュンペイ シモスギ　ライト カマダ　ケンジ コイケ　カイリ

3
相浦　友哉 (1) 岡田　幸輝 (2) 宮尾　大稀 (2) 大堀　拓夢 (3) 岡田　健太郎 (3)

小池　海莱 (2)

シミズ　マサト モタイ　ハルト イザワ　コウノスケ マルタ　ケイ ヤマザキ　リュウイチ オカニワ　ユウゴ

4
髙井　奏獅 (3) 大瀬　優羽 (3) 上田　准平 (3) 下杉　徠冬 (3) 鎌田　健司 (2)

岡庭　悠吾 (3)

コマムラ　ハヤト イケダ　ヨウスケ ウチダ　ジョウタロウ オカダ　タイヨウ エイタカ　ソウ ミヤシタ　ヒナセ

5
清水　雅斗 (3) 罍　晴仁 (3) 井澤　孝之介 (3) 丸田　佳 (3) 山﨑　龍一 (3)

宮下　日生 (3)

イケダ　ナオヒロ マルヤマ　ケイスケ ヤナイ　ヒナタ フクオカ　トワ シライ　リョウガ ヨシカワ　イツタ

6
駒村　隼 (3) 池田　陽介 (3) 内田　穣太朗 (2) 岡田　太陽 (2) 永髙　蒼 (1)

吉川　逸 (3)

ニノクラ　コウセイ カネコ　リョウタ イケダ　ユウト サイトウ　チハル ハセガワ　イオリ ササガワ　ユウタ

7
池田　直大 (2) 丸山　蛍亮 (2) 矢内　陽向 (3) 福岡　翔空 (3) 白井　涼雅 (3)

笹川　祐太 (3)

ハラ　ユウスケ クラガノ　ソウ ニベ　タケヒロ コバヤシ　シュウスケ マツウラ　シュウマ マスイ　タイセイ

8
二ノ倉　弘聖 (3) 金子　諒太 (3) 池田　悠人 (3) 齊藤　千晴 (1) 長谷川　偉織 (3)

増井　大晟 (3)

オオタキ　コウキ アラカワ　ハルヒ マツウラ　ソラ イガラシ　ソウエイ イワシマ　ユメ ミズサワ　リク

9
原　佑輔 (2) 倉賀野　颯 (2) 新部　雄大 (3) 小林　柊輔 (2) 松浦　柊真 (3)

水澤　哩玖 (3)

マルヤマ　トウゴ フジモト　ルキ スズキ　コウスケ コヤマ　テルミ タキタ　ヨウスケ クボタ　ダイキ

10
大瀧　航輝 (3) 荒川　陽日 (2) 松浦　蒼空 (3) 五十嵐　聡叡 (1) 岩島　優舞 (3)

窪田　大樹 (3)

クガ　ライキ イチカワ　タクム イチカワ　リオ ヤノ　テンセイ トミタ　コウダイ ヤマダ　アイト

11
丸山　冬悟 (1) 藤本　琉希 (1) 鈴木　康介 (2) 小山　耀海 (2) 滝田　陽輔 (3)

山田　愛翔 (3)

ミヤヤマ　ユウシン カネコ　カズヤ ネダチ　アオ コグレ　ユウト コグレ　ヒロト ヌノカワ　ハヤト

12
久我　來希 (3) 市川　逞夢 (2) 市川　里桜 (1) 矢野　天晴 (3) 冨田　幸大 (1)

布川　隼人 (2)

タナカ　シュント マキグチ　ダイキ マルヤマ　ハルキ シナダ　エイト ナガシマ　キヨナオ ヒロセ　レン

13
宮山　侑真 (2) 金子　和也 (3) 根立　碧王 (3) 小暮　夢叶 (3) 小暮　大翔 (3)

廣瀨　羚人 (2)

スズキ　アラタ ヤマダ　ナツキ ヤマザキ　トモチカ ショウヤマ　レント フジマキ　ケンタ ヤスハラ　カオル

14
田中　舜人 (3) 牧口　大輝 (2) 丸山　暖貴 (1) 品田　瑛飛 (1) 長島　清尚 (1)

安原　薫 (3)

ヤマダ　ナツキ サカオ　シュンスケ ウザキ　シュン ヤマギシ　ヒロキ コヤマ　トラノスケ イノダ　バント

15
鈴木　改汰 (1) 山田　夏希 (2) 山﨑　友親 (2) 庄山　漣人 (2) 藤巻　健太 (2)

猪田　絆冬 (2)

ウエハラ　サクマ ヤナギハラ　ヨウタ エイダ　ダイスケ ハシモト　アオバ ウエキ　シンイチロウ ニシワキ　アオト

16
山田　梛月 (2) 坂尾　竣輔 (3) 宇﨑　駿 (1) 山岸　洸輝 (2) 小山　虎之介 (2)

西脇　碧人 (3)

タオカ　シュンヤ タカハシ　コウタ ツネヤマ　コウスケ ヒロカワ　リク コンドウ　ユウト カネコ　ヒカル

17
上原　咲真 (2) 柳原　遙太 (3) 永田　大祐 (2) 橋本　碧羽 (2) 植木　慎一郎 (2)

金子　晄 (1)

マツナエ　アラタ イイザワ　ルイ サトウ　リク タケダ　リヒト タキタ　トモヤ サトウ　イツキ

18
田岡　舜也 (2) 髙橋　幸汰 (1) 常山　幸佑 (1) 廣川　颯 (1) 近藤　優翔 (2)

佐藤　樹 (2)

カトウ　ショウタロウ ヤナギ　リョウスケ モタイ　ヒロト カミムラ　タクミ ヤマモト　シンタロウ ヨシムラ　シゲアキ

19
松苗　新 (3) 伊井沢　瑠偉 (3) 佐藤　凛空 (1) 竹田　璃人 (1) 瀧田　知也 (2)

吉村　維章 (3)

コマツ　ユウト ナス　ギンガ キグレ　ハルイ マルヤマ　カイセイ ノグチ　タクト ヨコオ　ラウ

20
加藤　正太郎 (3) 栁　涼介 (2) 茂田井　大翔 (3) 上村　拓未 (3) 山本　真太郎 (3)

横尾　嵐優 (3)

イビ　ハルト ササキ　ハヤト アライ　ユウヤ ミトミ　シオン タカハシ　コウキ ニワヤマ　ツカサ

21
小松　優音 (3) 奈須　銀河 (3) 木暮　悠偉 (3) 丸山　翔勢 (2) 野口　拓人 (3)

庭山　司 (3)

ワタナベ　コタロウ クガ　ハルト ヨコヤマ　アオイ マツザキ　タクミ オオタカ　クリフ シモジョウ　ソウヤ

22
伊比　暖翔 (2) 佐々木　颯 (3) 新井　裕也 (3) 三富　汐恩 (3) 髙橋　弘輝 (3)

下條　漱也 (2)

トチザワ　ライキ オガワ　コウシ ツチダ　ヒナタ ワタナベ　リュウ タムラ　カイト ホンマ　リュウセイ

23
渡邉　虎太朗 (2) 久家　晴翔 (1) 横山　蒼 (2) 末崎　拓海 (2) 大髙　空里渉 (2)

本間　龍生 (3)

コバヤシ　マサヒロ ツチヤ　ヤマト ヨシダ　セイタ イケダ　ダイキ ミヤザワ　セイタ アダチ　リュウセイ

24
栃澤　來樹 (3) 小川　幸士 (2) 土田　陽向 (2) 渡辺　竜生 (2) 田村　海翔 (2)

安達　琉惺 (2)

マツオ　ハヤテ オオシマ　ショウゴ オザワ　フウガ オンダ　カイ ナカバヤシ　ミツキ ホリグチ　タケマル

25
小林　真大 (1) 土屋　裕徳 (1) 吉田　成汰 (2) 池田　大輝 (2) 宮澤　誠太 (1)

堀口　健丸 (1)

モロハシ　セイジ ヨシダ　ユウト アンドウ　ヨシアキ オオタ　イチヨウ オガワ　リヅキ ヤナギ　セナ

26
松尾　颯 (3) 大島　彰悟 (1) 小澤　風雅 (3) 恩田　叶生 (3) 仲林　光輝 (2)

栁　瀬永 (2)

カトウ　タイガ タキザワ　ユウタ マツザワ　ユウタ シラハマ　トモキ アイヤマ　ライト ニシザワ　ムネノリ

27
諸橋　聖二 (2) 吉田　悠翔 (1) 安藤　芳晃 (3) 太田　一陽 (2) 小川　璃月 (2)

西澤　宗矩 (2)

オカモト　ヤマト タカノ　ソウタ オタケ　ハルマ ワタナベ　ハルト ミヤジ　セイハ タカハラ　ナオ

28
加藤　大河 (2) 瀧澤　祐太 (2) 松澤　侑大 (2) 白濱　和樹 (3) 相山　來斗 (2)

高原　凪生 (1)

コバヤシ　コウスケ タキザワ　ケンヤ ムラマツ　コウダイ ハラ　キョウ アオヤギ　カイト ハセガワ　キズナ

29
岡本　大和 (2) 髙野　颯汰 (3) 小竹　陽真 (1) 渡辺　陽斗 (1) 宮路　成発 (1)

長谷川　絆 (1)

サノ　ソウシ イガラシ　カズシ ワタナベ　ソラ ヤマダ　キョウスケ ナカシマ　ヒイト フジイ　ハルト

30
小林　宏輔 (3) 滝沢　健也 (3) 村松　滉大 (3) 原　恭 (3) 青柳　海音 (3)

藤井　陽斗 (2)

アラカワ　コウタ タカハシ　クルト タケモト　マナリ オシミ　ヒデトラ イワシタ　イオリ マルヤマ　ダイキ

31
佐野　奏心 (2) 五十嵐　和志 (1) 渡辺　蒼空 (1) 山田　京介 (1) 中嶋　飛翔 (1)

丸山　大輝 (3)

ミズシマ　ハルム ハラ　ヒュウガ マツダ　ケイゴ イノマタ　アキヒロ ナガサキ　ツキヤ タムラ　レオ

32
荒川　航汰 (3) 髙橋　薫翔 (3) 武本　愛李 (2) 押見　秀虎 (1) 岩下　依織 (2)

田村　怜生 (2)
33

水島　暖心 (2) 原　彪雅 (2) 松田　圭悟 (1) 猪俣　陽弘 (2) 長崎　月哉 (1)



大 会 名 第68回上越地区中学校駅伝競走大会 男子 区間別一覧表
開催日時 2022/10/13 　　13:00　start
会　  場 新井総合公園　周辺特設コース

No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム
タカイ　ソウシ イトイガワエー オカダ　コウキ ナカゴウ ニベ　タケヒロ カシワザキダイニ マルタ　ケイ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク タニグチ　タクミ ジョウトウエー ヤマザキ　レイジ ナカゴウ

30 1 　8.29 髙井　奏獅 糸魚川･糸魚川中A 11 1 　8.28 岡田　幸輝 上越･中郷中 16 1 　8.21 新部　雄大 柏崎･第二中 14 1 　8.31 丸田　佳 上越･上教大附中 2 1 　8.54 谷口　巧 上越･城東中A 11 1 　8.32 山﨑　玲士 上越･中郷中
ヒゴ　イツキ ジョウトウエー オカダ　ヒロト アライ ナカガワ　ユウ ジョウトウエー イケダ　アキヒサ アライ シモトリ　コウ アライ イワサキ　ソウル アライ

2 2 　8.33 比護　一稀 上越･城東中A 34 2 　8.31 岡田　大翔 妙高･新井中 2 2 　8.44 中川　結生 上越･城東中A 34 2 　8.55 池田　彬久 妙高･新井中 34 2 　8.56 霜鳥　康 妙高･新井中 34 2 　8.49 岩崎　蒼琉 妙高･新井中
シミズ　マサト ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ニシジョウ　アイト ジョウトウエー カメイ　エイト アライ モガキ　ソウタ ジョウトウエー カマダ　ケンジ イトイガワエー カネコ　ヒカル カリワ

14 3 　8.41 清水　雅斗 上越･上教大附中 2 3 　8.39 西條　愛翔 上越･城東中A 34 3 　8.46 亀井　瑛人 妙高･新井中 2 3 　9.16 茂垣　蒼太 上越･城東中A 30 3 　9.06 鎌田　健司 糸魚川･糸魚川中A 26 3 　8.51 金子　晄 刈羽･刈羽中
コジマ　シンヤ アライ マルヤマ　ケイスケ カシワザキダイサン ウエダ　ジュンペイ イトイガワエー シモスギ　ライト イトイガワエー オカダ　ケンタロウ ナカゴウ クボタ　ダイキ ナオエツ

34 4 　8.42 小嶋　心哉 妙高･新井中 17 4 　8.45 丸山　蛍亮 柏崎･第三中 30 4 　8.47 上田　准平 糸魚川･糸魚川中A 30 3 　9.16 下杉　徠冬 糸魚川･糸魚川中A 11 4 　9.07 岡田　健太郎 上越･中郷中 5 4 　8.56 窪田　大樹 上越･直江津中
スズキ　アラタ イタクラ モタイ　ハルト ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ミヤオ　ダイキ ナカゴウ フクオカ　トワ カシワザキダイサン エイタカ　ソウ ミョウコウコウゲン エグチ　コオマ ジョウトウエー

12 5 　8.42 鈴木　改汰 上越･板倉中 14 5 　8.46 罍　晴仁 上越･上教大附中 11 5 　9.06 宮尾　大稀 上越･中郷中 17 5 　9.19 福岡　翔空 柏崎･第三中 35 5 　9.16 永髙　蒼 妙高･妙高高原中 2 5 　8.59 江口　功真 上越･城東中A
コマムラ　ハヤト ミョウコウコウゲン イケダ　ヨウスケ ミョウコウコウゲン イチカワ　リオ カシワザキヒガシエー サイトウ　チハル カスガ ヤマモト　シンタロウ カガミガオキ ミズサワ　リク クビキ

35 6 　8.49 駒村　隼 妙高･妙高高原中 35 6 　8.51 池田　陽介 妙高･妙高高原中 22 6 　9.20 市川　里桜 柏崎･東中A 7 6 　9.21 齊藤　千晴 上越･春日中 18 6 　9.33 山本　真太郎 柏崎･鏡が沖中 10 6 　9.10 水澤　哩玖 上越･頸城中
ミヤヤマ　ユウシン カシワザキダイイチ オオセ　ユウ イトイガワエー ネダチ　アオ カシワザキダイイチ オオホリ　タクム ナカゴウ トミタ　コウダイ カシワザキヒガシエー コイケ　カイリ イトイガワエー

15 7 　8.50 宮山　侑真 柏崎･第一中 30 7 　8.52 大瀬　優羽 糸魚川･糸魚川中A 15 7 　9.24 根立　碧王 柏崎･第一中 11 7 　9.22 大堀　拓夢 上越･中郷中 22 6 　9.33 冨田　幸大 柏崎･東中A 30 6 　9.10 小池　海莱 糸魚川･糸魚川中A
イケダ　ナオヒロ カシワザキダイサン アラカワ　ハルヒ クビキ ヤナイ　ヒナタ カシワザキダイサン マルヤマ　カイセイ サンワ ハセガワ　イオリ カスガ ササガワ　ユウタ カスガ

17 8 　8.51 池田　直大 柏崎･第三中 10 8 　9.02 荒川　陽日 上越･頸城中 17 7 　9.24 矢内　陽向 柏崎･第三中 13 8 　9.39 丸山　翔勢 上越･三和中 7 8 　9.34 長谷川　偉織 上越･春日中 7 8 　9.14 笹川　祐太 上越･春日中
アイウラ　トモヤ ナカゴウ ヤナギハラ　ヨウタ ジョウセイ エイダ　ダイスケ ジョウセイ コヤマ　テルミ ナオエツ タキタ　ヨウスケ ナオエツ ミヤシタ　ヒナセ ミョウコウコウゲン

11 9 　8.52 相浦　友哉 上越･中郷中 4 9 　9.03 柳原　遙太 上越･城西中 4 9 　9.26 永田　大祐 上越･城西中 5 9 　9.41 小山　耀海 上越･直江津中 5 9 　9.40 滝田　陽輔 上越･直江津中 35 9 　9.15 宮下　日生 妙高･妙高高原中
ニノクラ　コウセイ カスガ サカオ　シュンスケ ジョウトウビー マツウラ　ソラ クビキ イガラシ　ソウエイ クビキ ナガシマ　キヨナオ カシワザキショウヨウチュウトウ マスイ　タイセイ カシワザキダイニ

7 10 　8.58 二ノ倉　弘聖 上越･春日中 3 10 　9.04 坂尾　竣輔 上越･城東中B 10 10 　9.28 松浦　蒼空 上越･頸城中 10 9 　9.41 五十嵐　聡叡 上越･頸城中 27 9 　9.40 長島　清尚 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 16 10 　9.16 増井　大晟 柏崎･第二中
マルヤマ　トウゴ ナオエツ ヤマダ　ナツキ イタクラ アライ　ユウヤ ニシヤマエー シナダ　エイト カシワザキショウヨウチュウトウ コヤマ　トラノスケ ジョウトウビー オカニワ　ユウゴ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

5 11 　9.03 丸山　冬悟 上越･直江津中 12 11 　9.06 山田　夏希 上越･板倉中 24 11 　9.31 新井　裕也 柏崎･西山中A 27 9 　9.41 品田　瑛飛 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 3 11 　9.55 小山　虎之介 上越･城東中B 14 11 　9.19 岡庭　悠吾 上越･上教大附中
オカモト　ヤマト イトイガワノウチュウ カネコ　カズヤ カシワザキダイイチ マルヤマ　ハルキ カシワザキショウヨウチュウトウ ヤノ　テンセイ カシワザキヒガシエー ヤマザキ　リュウイチ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ヨコオ　ラウ サンワ

28 12 　9.06 岡本　大和 糸魚川･能生中 15 12 　9.17 金子　和也 柏崎･第一中 27 11 　9.31 丸山　暖貴 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 22 12 　9.44 矢野　天晴 柏崎･東中A 14 12 　9.56 山﨑　龍一 上越･上教大附中 13 12 　9.22 横尾　嵐優 上越･三和中
ハラ　ユウスケ カシワザキダイニ イイザワ　ルイ ナオエツヒガシ ウザキ　シュン ジョウトウビー コバヤシ　シュウスケ カシワザキダイニ タキタ　トモヤ ナオエツヒガシ ヨシカワ　イツタ カシワザキダイサン

16 13 　9.07 原　佑輔 柏崎･第二中 6 13 　9.18 伊井沢　瑠偉 上越･直江津東中 3 13 　9.34 宇﨑　駿 上越･城東中B 16 13 　9.47 小林　柊輔 柏崎･第二中 6 13 　10.00 瀧田　知也 上越･直江津東中 17 13 　9.27 吉川　逸 柏崎･第三中
タナカ　シュント カシワザキショウヨウチュウトウ カネコ　リョウタ カスガ ヤマザキ　トモチカ イタクラ オカダ　タイヨウ ミョウコウコウゲン マツウラ　シュウマ カシワザキダイニ イノダ　バント ジョウトウビー

27 14 　9.09 田中　舜人 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 7 13 　9.18 金子　諒太 上越･春日中 12 14 　9.35 山﨑　友親 上越･板倉中 35 14 　9.49 岡田　太陽 妙高･妙高高原中 16 13 　10.00 松浦　柊真 柏崎･第二中 3 14 　9.39 猪田　絆冬 上越･城東中B
コバヤシ　コウスケ ウラガワラ クガ　ハルト ミズホ ヨシダ　セイタ ジョウホク タケダ　リヒト ナオエツヒガシ シライ　リョウガ カシワザキダイサン ヌノカワ　ハヤト カシワザキダイイチ

8 15 　9.14 小林　宏輔 上越･浦川原中 19 15 　9.22 久家　晴翔 柏崎･瑞穂中 1 15 　9.37 吉田　成汰 上越･城北中 6 15 　10.03 竹田　璃人 上越･直江津東中 17 15 　10.05 白井　涼雅 柏崎･第三中 15 15 　9.46 布川　隼人 柏崎･第一中
カトウ　ショウタロウ カガミガオキ ヤナギ　リョウスケ カガミガオキ 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 マツザキ　タクミ ミズホ コグレ　ヒロト カシワザキダイイチ ヤマダ　アイト カシワザキヒガシエー

18 16 　9.16 加藤　正太郎 柏崎･鏡が沖中 18 16 　9.24 栁　涼介 柏崎･鏡が沖中 14 15 　9.37 井澤　孝之介 上越･上教大附中 19 15 　10.03 末崎　拓海 柏崎･瑞穂中 15 16 　10.12 小暮　大翔 柏崎･第一中 22 15 　9.46 山田　愛翔 柏崎･東中A
マツナエ　アラタ ナオエツヒガシ フジモト　ルキ ナオエツ ウチダ　ジョウタロウ ミョウコウコウゲン ヒロカワ　リク カリワ ウエキ　シンイチロウ ジョウセイ ヤスハラ　カオル イタクラ

6 17 　9.17 松苗　新 上越･直江津東中 5 17 　9.25 藤本　琉希 上越･直江津中 35 17 　9.39 内田　穣太朗 妙高･妙高高原中 26 17 　10.04 廣川　颯 刈羽･刈羽中 4 17 　10.13 植木　慎一郎 上越･城西中 12 17 　9.49 安原　薫 上越･板倉中
オオタキ　コウキ クビキ イチカワ　タクム カシワザキヒガシエー サトウ　リク ナオエツヒガシ ヤマギシ　ヒロキ ジョウトウビー イワシマ　ユメ クビキ アダチ　リュウセイ ジョウホク

10 18 　9.17 大瀧　航輝 上越･頸城中 22 18 　9.30 市川　逞夢 柏崎･東中A 6 18 　9.49 佐藤　凛空 上越･直江津東中 3 18 　10.07 山岸　洸輝 上越･城東中B 10 17 　10.13 岩島　優舞 上越･頸城中 1 18 　9.56 安達　琉惺 上越･城北中
クガ　ライキ カシワザキヒガシエー オオシマ　ショウゴ イトイガワビー アンドウ　ヨシアキ マツハマ コグレ　ユウト カシワザキダイイチ アイヤマ　ライト オウミ ニシザワ　ムネノリ オウミ

22 19 　9.22 久我　來希 柏崎･東中A 31 19 　9.34 大島　彰悟 糸魚川･糸魚川中B 20 19 　9.50 安藤　芳晃 柏崎･松浜中 15 19 　10.09 小暮　夢叶 柏崎･第一中 32 19 　10.15 相山　來斗 糸魚川･青海中 32 19 　10.04 西澤　宗矩 糸魚川･青海中
ワタナベ　コタロウ ミズホ ヨシダ　ユウト マツハマ イケダ　ユウト カスガ ハシモト　アオバ ジョウセイ タムラ　カイト カシワザキヒガシビー ニワヤマ　ツカサ ニシヤマエー

19 20 　9.23 渡邉　虎太朗 柏崎･瑞穂中 20 20 　9.35 吉田　悠翔 柏崎･松浜中 7 20 　9.52 池田　悠人 上越･春日中 4 20 　10.10 橋本　碧羽 上越･城西中 23 20 　10.16 田村　海翔 柏崎･東中B 24 20 　10.05 庭山　司 柏崎･西山中A
イビ　ハルト ニシヤマエー マキグチ　ダイキ カシワザキショウヨウチュウトウ モタイ　ヒロト カガミガオキ ミトミ　シオン ニシヤマエー アオヤギ　カイト ウラガワラ ヨシムラ　シゲアキ カガミガオキ

24 21 　9.25 伊比　暖翔 柏崎･西山中A 27 21 　9.37 牧口　大輝 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 18 20 　9.52 茂田井　大翔 柏崎･鏡が沖中 24 20 　10.10 三富　汐恩 柏崎･西山中A 8 21 　10.17 青柳　海音 上越･浦川原中 18 21 　10.07 吉村　維章 柏崎･鏡が沖中
コバヤシ　マサヒロ ジョウホク ササキ　ハヤト ニシヤマエー ツネヤマ　コウスケ カリワ ワタナベ　リュウ カシワザキヒガシビー フジマキ　ケンタ イタクラ ホンマ　リュウセイ カシワザキヒガシビー

1 22 　9.25 小林　真大 上越･城北中 24 22 　9.38 佐々木　颯 柏崎･西山中A 26 22 　9.56 常山　幸佑 刈羽･刈羽中 23 22 　10.15 渡辺　竜生 柏崎･東中B 12 22 　10.19 藤巻　健太 上越･板倉中 23 21 　10.07 本間　龍生 柏崎･東中B
ウエハラ　サクマ ジョウセイ タカノ　ソウタ イトイガワノウチュウ ツチダ　ヒナタ カシワザキヒガシビー イケダ　ダイキ ジョウホク ナカバヤシ　ミツキ イトイガワビー ヒロセ　レン カシワザキショウヨウチュウトウ

4 23 　9.30 上原　咲真 上越･城西中 28 23 　9.42 髙野　颯汰 糸魚川･能生中 23 23 　10.02 土田　陽向 柏崎･東中B 1 23 　10.19 池田　大輝 上越･城北中 31 23 　10.23 仲林　光輝 糸魚川･糸魚川中B 27 21 　10.07 廣瀨　羚人 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

モロハシ　セイジ マツハマ タカハシ　コウタ カリワ オザワ　フウガ イトイガワビー ショウヤマ　レント イタクラ ノグチ　タクト サンワ ヤナギ　セナ マツハマ

20 24 　9.34 諸橋　聖二 柏崎･松浜中 26 24 　9.47 髙橋　幸汰 刈羽･刈羽中 31 24 　10.05 小澤　風雅 糸魚川･糸魚川中B 12 24 　10.26 庄山　漣人 上越･板倉中 13 24 　10.33 野口　拓人 上越･三和中 20 24 　10.09 栁　瀬永 柏崎･松浜中
マツオ　ハヤテ イトイガワビー クラガノ　ソウ カシワザキダイニ キグレ　ハルイ サンワ ワタナベ　ハルト イトイガワノウチュウ コンドウ　ユウト カリワ シモジョウ　ソウヤ ミズホ

31 25 　9.41 松尾　颯 糸魚川･糸魚川中B 16 25 　9.48 倉賀野　颯 柏崎･第二中 13 25 　10.06 木暮　悠偉 上越･三和中 28 25 　10.28 渡辺　陽斗 糸魚川･能生中 26 25 　10.34 近藤　優翔 刈羽･刈羽中 19 25 　10.10 下條　漱也 柏崎･瑞穂中
タオカ　シュンヤ カリワ ナス　ギンガ サンワ スズキ　コウスケ ナオエツ オンダ　カイ イトイガワビー ミヤジ　セイハ イトイガワノウチュウ ニシワキ　アオト ジョウセイ

26 26 　9.43 田岡　舜也 刈羽･刈羽中 13 26 　9.51 奈須　銀河 上越･三和中 5 26 　10.09 鈴木　康介 上越･直江津中 31 26 　10.33 恩田　叶生 糸魚川･糸魚川中B 28 26 　10.40 宮路　成発 糸魚川･能生中 4 26 　10.12 西脇　碧人 上越･城西中
トチザワ　ライキ カシワザキヒガシビー タキザワ　ユウタ オウミ ヨコヤマ　アオイ ミズホ シラハマ　トモキ オウミ ミヤザワ　セイタ ジョウホク フジイ　ハルト オオガタマチ

23 27 　9.43 栃澤　來樹 柏崎･東中B 32 27 　9.53 瀧澤　祐太 糸魚川･青海中 19 27 　10.13 横山　蒼 柏崎･瑞穂中 32 27 　10.45 白濱　和樹 糸魚川･青海中 1 27 　10.47 宮澤　誠太 上越･城北中 9 27 　10.22 藤井　陽斗 上越･大潟町中
ヤマダ　ナツキ ジョウトウビー オガワ　コウシ カシワザキヒガシビー マツザワ　ユウタ オウミ オオタ　イチヨウ マツハマ タカハシ　コウキ ニシヤマエー ホリグチ　タケマル イトイガワビー

3 28 　9.54 山田　梛月 上越･城東中B 23 28 　10.00 小川　幸士 柏崎･東中B 32 28 　10.16 松澤　侑大 糸魚川･青海中 20 28 　10.55 太田　一陽 柏崎･松浜中 24 28 　10.50 髙橋　弘輝 柏崎･西山中A 31 28 　10.32 堀口　健丸 糸魚川･糸魚川中B
コマツ　ユウト サンワ イガラシ　カズシ オオガタマチ ムラマツ　コウダイ ウラガワラ カミムラ　タクミ カガミガオキ オガワ　リヅキ マツハマ サトウ　イツキ ナオエツヒガシ

13 29 　9.54 小松　優音 上越･三和中 9 29 　10.03 五十嵐　和志 上越･大潟町中 8 29 　10.25 村松　滉大 上越･浦川原中 18 29 　10.56 上村　拓未 柏崎･鏡が沖中 20 29 　10.57 小川　璃月 柏崎･松浜中 6 29 　10.33 佐藤　樹 上越･直江津東中
カトウ　タイガ オウミ タキザワ　ケンヤ ウラガワラ タケモト　マナリ ニシヤマビー ヤマダ　キョウスケ オオガタマチ オオタカ　クリフ ミズホ マルヤマ　ダイキ ニシヤマビー

32 30 　10.09 加藤　大河 糸魚川･青海中 8 30 　10.15 滝沢　健也 上越･浦川原中 25 30 　10.37 武本　愛李 柏崎･西山中B 9 30 　11.01 山田　京介 上越･大潟町中 19 30 　11.00 大髙　空里渉 柏崎･瑞穂中 25 30 　10.44 丸山　大輝 柏崎･西山中B
ミズシマ　ハルム イトイガワヒガシ タカハシ　クルト ニシヤマビー オタケ　ハルマ イトイガワノウチュウ ハラ　キョウ ウラガワラ イワシタ　イオリ ニシヤマビー タカハラ　ナオ イトイガワノウチュウ

29 31 　10.31 水島　暖心 糸魚川･糸魚川東中 25 31 　10.17 髙橋　薫翔 柏崎･西山中B 28 31 　10.43 小竹　陽真 糸魚川･能生中 8 31 　11.11 原　恭 上越･浦川原中 25 31 　11.07 岩下　依織 柏崎･西山中B 28 31 　10.45 高原　凪生 糸魚川･能生中
サノ　ソウシ オオガタマチ ハラ　ヒュウガ イトイガワヒガシ マツダ　ケイゴ イトイガワヒガシ イノマタ　アキヒロ イトイガワヒガシ ナカシマ　ヒイト オオガタマチ タムラ　レオ イトイガワヒガシ

9 32 　10.42 佐野　奏心 上越･大潟町中 29 32 　10.34 原　彪雅 糸魚川･糸魚川東中 29 32 　11.02 松田　圭悟 糸魚川･糸魚川東中 29 32 　11.19 猪俣　陽弘 糸魚川･糸魚川東中 9 32 　11.33 中嶋　飛翔 上越･大潟町中 29 32 　11.24 田村　怜生 糸魚川･糸魚川東中
アラカワ　コウタ ニシヤマビー ツチヤ　ヤマト ジョウホク ワタナベ　ソラ オオガタマチ オシミ　ヒデトラ ニシヤマビー ナガサキ　ツキヤ イトイガワヒガシ ハセガワ　キズナ ウラガワラ

25 33 　11.07 荒川　航汰 柏崎･西山中B 1 33 　10.36 土屋　裕徳 上越･城北中 9 33 　11.23 渡辺　蒼空 上越･大潟町中 25 33 　12.10 押見　秀虎 柏崎･西山中B 29 33 　11.51 長崎　月哉 糸魚川･糸魚川東中 8 33 　11.49 長谷川　絆 上越･浦川原中

6 区(2.6km)1 区(2.65km) 2 区(2.6km) 3 区(2.6km) 4 区(2.6km) 5 区(2.6km)



第32回上越地区中学校女子駅伝競走大会 女子総合結果
2022/10/13 　　11:10　start
新井総合公園　周辺特設コース

順位 チーム名
ミョウコウコウゲン

妙高･妙高高原中（24）
　37.19 　10.05 3 　15.47 2 　21.27 1 　27.13 1 　37.19 1

　10.05 3 　5.42 2 　5.40 1 　5.46 1 　10.06 1
ジョウセイエイ

上越･城西中A（2）
　37.35 　9.57 1 　15.41 1 　21.27 2 　27.22 2 　37.35 2

　9.57 1 　5.44 3 　5.46 2 　5.55 2 　10.13 3
カシワザキダイサン

柏崎･第三中（13）
　38.19 　10.30 6 　16.11 3 　22.04 3 　28.09 3 　38.19 3

　10.30 6 　5.41 1 　5.53 4 　6.05 4 　10.10 2
ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

上越･上教大附中（11）
　38.52 　10.26 4 　16.16 4 　22.23 4 　28.39 5 　38.52 4

　10.26 4 　5.50 4 　6.07 9 　6.16 6 　10.13 3
ジョウトウ

上越･城東中（1）
　39.11 　10.28 5 　16.24 6 　22.27 5 　28.34 4 　39.11 5

　10.28 5 　5.56 6 　6.03 7 　6.07 5 　10.37 7
イトイガワエー

糸魚川･糸魚川中A（20）
　39.34 　11.02 16 　16.57 9 　22.57 8 　28.59 6 　39.34 6

　11.02 16 　5.55 5 　6.00 5 　6.02 3 　10.35 6
カリワ

刈羽･刈羽中（16）
　39.56 　10.37 9 　16.47 8 　23.13 9 　29.32 9 　39.56 7

　10.37 9 　6.10 9 　6.26 14 　6.19 8 　10.24 5
カシワザキショウヨウチュウトウエー

柏崎･柏崎翔洋中等(中)A（17）
　40.03 　10.30 7 　16.37 7 　22.53 7 　29.25 7 　40.03 8

　10.30 7 　6.07 8 　6.16 10 　6.32 10 　10.38 8
カシワザキヒガシ

柏崎･東中（14）
　40.57 　11.12 17 　17.45 18 　23.47 13 　30.05 11 　40.57 9

　11.12 17 　6.33 17 　6.02 6 　6.18 7 　10.52 10
イタクラ

上越･板倉中（10）
　41.04 　10.55 14 　17.14 12 　23.31 11 　30.07 12 　41.04 10

　10.55 14 　6.19 12 　6.17 11 　6.36 12 　10.57 11
ナカゴウ

上越･中郷中（9）
　41.10 　10.43 10 　17.04 11 　22.52 6 　29.30 8 　41.10 11

　10.43 10 　6.21 13 　5.48 3 　6.38 13 　11.40 17
ジョウビイビイ

上越･城西中B（3）
　41.25 　10.53 13 　16.58 10 　23.19 10 　29.57 10 　41.25 12

　10.53 13 　6.05 7 　6.21 13 　6.38 13 　11.28 14
オオガタマチ

上越･大潟町中（7）
　41.44 　10.47 11 　17.29 15 　24.10 16 　30.57 17 　41.44 13

　10.47 11 　6.42 20 　6.41 18 　6.47 16 　10.47 9
クビキ

上越･頸城中（8）
　41.50 　10.50 12 　17.26 14 　23.58 15 　30.25 13 　41.50 14

　10.50 12 　6.36 18 　6.32 16 　6.27 9 　11.25 13
アライ

妙高･新井中（23）
　42.11 　10.01 2 　16.24 5 　23.39 12 　30.36 14 　42.11 15

　10.01 2 　6.23 14 　7.15 22 　6.57 19 　11.35 16
ナオエツ

上越･直江津中（4）
　42.25 　10.55 15 　17.21 13 　24.23 19 　30.55 16 　42.25 16

　10.55 15 　6.26 16 　7.02 21 　6.32 10 　11.30 15
イトイガワビー

糸魚川･糸魚川中B（21）
　42.36 　11.45 21 　17.55 19 　23.58 14 　30.46 15 　42.36 17

　11.45 21 　6.10 9 　6.03 7 　6.48 18 　11.50 20
カスガ

上越･春日中（6）
　43.02 　11.29 19 　17.40 17 　24.16 17 　31.03 18 　43.02 18

　11.29 19 　6.11 11 　6.36 17 　6.47 16 　11.59 21
カシワザキショウヨウチュウトウビー

柏崎･柏崎翔洋中等(中)B（18）
　43.22 　11.44 20 　18.07 20 　24.27 20 　31.06 19 　43.22 19

　11.44 20 　6.23 14 　6.20 12 　6.39 15 　12.16 22
オウミ

糸魚川･青海中（22）
　43.46 　11.50 22 　18.28 22 　24.54 21 　32.26 22 　43.46 20

　11.50 22 　6.38 19 　6.26 14 　7.32 22 　11.20 12
ニシヤマ

柏崎･西山中（15）
　44.02 　11.28 18 　18.11 21 　24.59 22 　32.18 20 　44.02 21

　11.28 18 　6.43 21 　6.48 19 　7.19 21 　11.44 18
カシワザキダイニ

柏崎･第二中（12）
　44.12 　10.32 8 　17.34 16 　24.22 18 　32.25 21 　44.12 22

　10.32 8 　7.02 22 　6.48 19 　8.03 23 　11.47 19
イトイガワノウチュウ

糸魚川･能生中（19）
　47.42 　12.32 23 　19.42 23 　27.41 23 　34.57 23 　47.42 23

　12.32 23 　7.10 23 　7.59 23 　7.16 20 　12.45 23

シイバ　マリエ キシモト　ワカナ ノロ　リオナ ゴトウ　ユイカ オカダ　ナナミ

1区(2.65km) 2区(1.6km) 3区(1.6km) 4区(1.6km) 5区(2.6km)

フジタ　リサ クサマ　チサコ オオノ　マヤ キシダ　ハルカ カガ　ハルカ

1
椎葉　海絵 (2) 岸本　和奏 (3) 野呂　梨渚奈 (2) 後藤　ゆいか (1) 岡田　七海 (3)

ミヤシタ　マオ コンドウ　ヒヨリ ミトミ　イロハ ササキ　アイナ カワノ　リオ

2
藤田　里彩 (3) 草間　千咲子 (2) 大野　真優 (2) 岸田　悠花 (3) 加賀　春佳 (2)

ナカムラ　ワカナ タダ　アンナ アキヤマ　キコ イケダ　カンナ ヤマダ　サキ

3
宮下　真央 (3) 近藤　ひより (3) 三富　彩葉 (1) 佐々木　愛菜 (1) 川野　莉央 (3)

ナカガワ　ミオ ナカシマ　リセ マツノ　リンカ オオシマ　リン ツノ　ミク

4
中村　若菜 (3) 多田　あんな (2) 秋山　綺子 (1) 池田　寛菜 (1) 山田　咲希 (2)

タガミ　ルカ ヤマギシ　カホ マツザワ　ホノカ ミヤタ　スミレ イトウ　シオリ

5
中川　実音 (1) 中嶋　りせ (2) 松野　凛花 (1) 大嶋　りん (3) 津野　美来 (3)

アダチ　ソヨ ハタケヤマ　ヒナタ イトウ　サツキ アベ　ヒロナ エンドウ　ミアイ

6
田上　瑠花 (1) 山岸　花穂 (1) 松澤　帆花 (2) 宮田　すみれ (3) 伊藤　史織 (3)

タナカ　ユウナ マルヤマ　メイサ イトウ　シオリ シナダ　ワカナ オノヅカ　リン

7
安達　爽良 (3) 畠山　陽菜 (2) 伊藤　皐月 (2) 阿部　光那 (1) 遠藤　碧愛 (2)

シミズ　サクラ コヤマ　ユメ ムラヤマ　サヤ モチダ　ココナ ハルカワ　サキナ

8
田中　優奈 (2) 丸山　芽育咲 (1) 伊藤　栞 (3) 品田　和奏 (2) 小野塚　凜 (3)

ウメキタ　メブキ イノマタ　ユナ ミヤコシ　サラ カサトリ　ホノカ スザキ　ユア

9
清水　さくら (1) 小山　夢芽 (1) 村山　紗彩 (2) 持田　心愛 (3) 春川　幸那 (1)

ウチダ　オトハ オカダ　チホ マルヤマ　ルナ テヅカ　エナ ワタナベ　ユイ

10
梅北　芽吹 (1) 猪俣　由菜 (2) 宮腰　桜空 (2) 笠鳥　穂乃佳 (2) 須崎　夢彩 (2)

マルヤマ　ミオ サカマキ　ヒナ カガ　マユ イマイ　ネネ ノダ　アツキ

11
内田　桜葉 (2) 岡田　千穂 (1) 丸山　瑠那 (2) 手塚　絵菜 (3) 渡辺　由衣 (2)

コセキ　メイ オオシオ　フウカ ヤナギサワ　マリカ カサハラ　ユウナ マツオカ　サクラ

12
丸山　実桜 (1) 酒巻　雛奈 (2) 加賀　万結 (1) 今井　寧々 (2) 野田　篤希 (2)

オオタキ　ホノカ アベ　コトネ セキカワ　シオン クリバヤシ　ユイ ウチヤマ　マナカ

13
小関　芽衣 (1) 大塩　風香 (2) 栁澤　茉莉華 (1) 笠原　ゆうな (2) 松岡　咲愛 (2)

アイウラ　エリサ キタガワ　ヒマナ タナカ　チマ トウジョウ　ミユ アイウラ　アリス

14
大瀧　ほの香 (2) 阿部　琴音 (3) 関川　汐音 (2) 栗林　佑衣 (2) 内山　愛果 (3)

ナカヤ　ミソラ ヒラサワ　コハル ナカムラ　ココ アイザワ　マリン コバヤシ　ミヒロ

15
相浦　依莉紗 (1) 北川　姫愛 (3) 田中　千真 (3) 東條　心優 (3) 相浦　亜璃朱 (3)

ワタナベ　ナナミ イノマタ　コトナ タカイ　チョウナ オバタ　リコ ワタナベ　キラリ

16
中谷　美そら (2) 平澤　心陽 (1) 中村　心湖 (1) 相澤　真凜 (2) 小林　未尋 (2)

アベ　コユキ コセキ　アイカ イワサキ　ユウ カトウ　ミユ タニグチ　ユイ

17
渡邉　虹美 (1) 猪又　ことな (1) 髙井　蝶奈 (1) 小畑　璃来 (3) 渡邉　綺星 (3)

フクハラ　アヤノ テラオ　マドカ ウメハラ　アン モトイ　サナ ウラサワ　リア

18
阿部　小雪 (1) 小関　愛花 (2) 岩崎　ゆう (3) 加藤　未唯 (3) 谷口　優衣 (2)

シミズ　ハツネ サイトウ　ノノカ シラヤマ　ミウ ワタナベ　ハヅキ マツザワ　ウタ

19
福原　綾乃 (3) 寺尾　まどか (2) 梅原　杏 (3) 元井　咲菜 (3) 浦沢　莉有 (3)

ホシノ　ナナ ヨシダ　シュア ヒロカワ　カエラ ムロホシ　ユイ タナカ　ライア

20
清水　初音 (2) 齊藤　希香 (1) 白山　未愛 (1) 渡邉　葉月 (2) 松澤　詩 (2)

ナツメ　アスカ アマノ　シオン カトウ　ユヅキ マエザワ　ミチル カワシマ　サツキ

21
星野　七菜 (2) 吉田　舜彩 (1) 廣川　佳笑愛 (1) 室星　優衣 (2) 田中　徠愛 (2)

ミヤジ　メイ イトウ　ナナ サイトウ　アオバ イダ　ユイナ コジマ　サエ

22
夏目　明日香 (2) 天野　詩音 (3) 加藤　友月 (2) 前澤　美知瑠 (2) 川島　沙月 (2)

23
宮路　萌愛 (2) 伊藤　菜那 (3) 齋藤　碧波 (2) 井田　結依菜 (3) 小島　彩絵 (3)



大 会 名 第32回上越地区中学校女子駅伝競走大会 女子 区間別一覧表
開催日時 2022/10/13 　　11:10　start
会　  場 新井総合公園　周辺特設コース

No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム No. 順位 記録 選手名 チーム

フジタ　リサ ジョウセイエイ コンドウ　ヒヨリ カシワザキダイサン ノロ　リオナ ミョウコウコウゲン ゴトウ　ユイカ ミョウコウコウゲン オカダ　ナナミ ミョウコウコウゲン

2 1 　9.57 藤田　里彩 上越･城西中A 13 1 　5.41 近藤　ひより 柏崎･第三中 24 1 　5.40 野呂　梨渚奈 妙高･妙高高原中 24 1 　5.46 後藤　ゆいか 妙高･妙高高原中 24 1 　10.06 岡田　七海 妙高･妙高高原中

アイウラ　エリサ アライ キシモト　ワカナ ミョウコウコウゲン オオノ　マヤ ジョウセイエイ キシダ　ハルカ ジョウセイエイ カワノ　リオ カシワザキダイサン

23 2 　10.01 相浦　依莉紗 妙高･新井中 24 2 　5.42 岸本　和奏 妙高･妙高高原中 2 2 　5.46 大野　真優 上越･城西中A 2 2 　5.55 岸田　悠花 上越･城西中A 13 2 　10.10 川野　莉央 柏崎･第三中

シイバ　マリエ ミョウコウコウゲン クサマ　チサコ ジョウセイエイ マルヤマ　ルナ ナカゴウ ミヤタ　スミレ イトイガワエー カガ　ハルカ ジョウセイエイ

24 3 　10.05 椎葉　海絵 妙高･妙高高原中 2 3 　5.44 草間　千咲子 上越･城西中A 9 3 　5.48 丸山　瑠那 上越･中郷中 20 3 　6.02 宮田　すみれ 糸魚川･糸魚川中A 2 3 　10.13 加賀　春佳 上越･城西中A

ナカムラ　ワカナ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク タダ　アンナ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク ミトミ　イロハ カシワザキダイサン ササキ　アイナ カシワザキダイサン ヤマダ　サキ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク

11 4 　10.26 中村　若菜 上越･上教大附中 11 4 　5.50 多田　あんな 上越･上教大附中 13 4 　5.53 三富　彩葉 柏崎･第三中 13 4 　6.05 佐々木　愛菜 柏崎･第三中 11 3 　10.13 山田　咲希 上越･上教大附中

ナカガワ　ミオ ジョウトウ ヤマギシ　カホ イトイガワエー マツザワ　ホノカ イトイガワエー オオシマ　リン ジョウトウ エンドウ　ミアイ カリワ

1 5 　10.28 中川　実音 上越･城東中 20 5 　5.55 山岸　花穂 糸魚川･糸魚川中A 20 5 　6.00 松澤　帆花 糸魚川･糸魚川中A 1 5 　6.07 大嶋　りん 上越･城東中 16 5 　10.24 遠藤　碧愛 刈羽･刈羽中

ミヤシタ　マオ カシワザキダイサン ナカシマ　リセ ジョウトウ ムラヤマ　サヤ カシワザキヒガシ イケダ　カンナ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク イトウ　シオリ イトイガワエー

13 6 　10.30 宮下　真央 柏崎･第三中 1 6 　5.56 中嶋　りせ 上越･城東中 14 6 　6.02 村山　紗彩 柏崎･東中 11 6 　6.16 池田　寛菜 上越･上教大附中 20 6 　10.35 伊藤　史織 糸魚川･糸魚川中A

タナカ　ユウナ カシワザキショウヨウチュウトウエー サカマキ　ヒナ ジョウビイビイ マツノ　リンカ ジョウトウ モチダ　ココナ カシワザキヒガシ ツノ　ミク ジョウトウ

17 7 　10.30 田中　優奈 柏崎･柏崎翔洋中等(中)A 3 7 　6.05 酒巻　雛奈 上越･城西中B 1 7 　6.03 松野　凛花 上越･城東中 14 7 　6.18 持田　心愛 柏崎･東中 1 7 　10.37 津野　美来 上越･城東中

ナツメ　アスカ カシワザキダイニ マルヤマ　メイサ カシワザキショウヨウチュウトウエー タカイ　チョウナ イトイガワビー アベ　ヒロナ カリワ オノヅカ　リン カシワザキショウヨウチュウトウエー

12 8 　10.32 夏目　明日香 柏崎･第二中 17 8 　6.07 丸山　芽育咲 柏崎･柏崎翔洋中等(中)A 21 7 　6.03 髙井　蝶奈 糸魚川･糸魚川中B 16 8 　6.19 阿部　光那 刈羽･刈羽中 17 8 　10.38 小野塚　凜 柏崎･柏崎翔洋中等(中)A

アダチ　ソヨ カリワ ハタケヤマ　ヒナタ カリワ アキヤマ　キコ ジョウエツキョウイクダイガクフゾク クリバヤシ　ユイ クビキ マツオカ　サクラ オオガタマチ

16 9 　10.37 安達　爽良 刈羽･刈羽中 16 9 　6.10 畠山　陽菜 刈羽･刈羽中 11 9 　6.07 秋山　綺子 上越･上教大附中 8 9 　6.27 栗林　佑衣 上越･頸城中 7 9 　10.47 松岡　咲愛 上越･大潟町中

ウチダ　オトハ ナカゴウ イノマタ　コトナ イトイガワビー イトウ　シオリ カシワザキショウヨウチュウトウエー アイザワ　マリン ナオエツ ハルカワ　サキナ カシワザキヒガシ

9 10 　10.43 内田　桜葉 上越･中郷中 21 9 　6.10 猪又　ことな 糸魚川･糸魚川中B 17 10 　6.16 伊藤　栞 柏崎･柏崎翔洋中等(中)A 4 10 　6.32 相澤　真凜 上越･直江津中 14 10 　10.52 春川　幸那 柏崎･東中

コセキ　メイ オオガタマチ コセキ　アイカ カスガ ミヤコシ　サラ イタクラ シナダ　ワカナ カシワザキショウヨウチュウトウエー スザキ　ユア イタクラ

7 11 　10.47 小関　芽衣 上越･大潟町中 6 11 　6.11 小関　愛花 上越･春日中 10 11 　6.17 宮腰　桜空 上越･板倉中 17 10 　6.32 品田　和奏 柏崎･柏崎翔洋中等(中)A 10 11 　10.57 須崎　夢彩 上越･板倉中

オオタキ　ホノカ クビキ イノマタ　ユナ イタクラ ウメハラ　アン カシワザキショウヨウチュウトウビー カサトリ　ホノカ イタクラ マツザワ　ウタ オウミ

8 12 　10.50 大瀧　ほの香 上越･頸城中 10 12 　6.19 猪俣　由菜 上越･板倉中 18 12 　6.20 梅原　杏 柏崎･柏崎翔洋中等(中)B 10 12 　6.36 笠鳥　穂乃佳 上越･板倉中 22 12 　11.20 松澤　詩 糸魚川･青海中

マルヤマ　ミオ ジョウビイビイ オカダ　チホ ナカゴウ カガ　マユ ジョウビイビイ イマイ　ネネ ジョウビイビイ ウチヤマ　マナカ クビキ

3 13 　10.53 丸山　実桜 上越･城西中B 9 13 　6.21 岡田　千穂 上越･中郷中 3 13 　6.21 加賀　万結 上越･城西中B 3 13 　6.38 今井　寧々 上越･城西中B 8 13 　11.25 内山　愛果 上越･頸城中

ウメキタ　メブキ イタクラ テラオ　マドカ カシワザキショウヨウチュウトウビー イトウ　サツキ カリワ テヅカ　エナ ナカゴウ ノダ　アツキ ジョウビイビイ

10 14 　10.55 梅北　芽吹 上越･板倉中 18 14 　6.23 寺尾　まどか 柏崎･柏崎翔洋中等(中)B 16 14 　6.26 伊藤　皐月 刈羽･刈羽中 9 13 　6.38 手塚　絵菜 上越･中郷中 3 14 　11.28 野田　篤希 上越･城西中B

ナカヤ　ミソラ ナオエツ キタガワ　ヒマナ アライ シラヤマ　ミウ オウミ モトイ　サナ カシワザキショウヨウチュウトウビー コバヤシ　ミヒロ ナオエツ

4 15 　10.55 中谷　美そら 上越･直江津中 23 14 　6.23 北川　姫愛 妙高･新井中 22 14 　6.26 白山　未愛 糸魚川･青海中 18 15 　6.39 元井　咲菜 柏崎･柏崎翔洋中等(中)B 4 15 　11.30 小林　未尋 上越･直江津中

タガミ　ルカ イトイガワエー ヒラサワ　コハル ナオエツ セキカワ　シオン クビキ カトウ　ミユ カスガ アイウラ　アリス アライ

20 16 　11.02 田上　瑠花 糸魚川･糸魚川中A 4 16 　6.26 平澤　心陽 上越･直江津中 8 16 　6.32 関川　汐音 上越･頸城中 6 16 　6.47 加藤　未唯 上越･春日中 23 16 　11.35 相浦　亜璃朱 妙高･新井中

シミズ　サクラ カシワザキヒガシ コヤマ　ユメ カシワザキヒガシ イワサキ　ユウ カスガ カサハラ　ユウナ オオガタマチ ワタナベ　ユイ ナカゴウ

14 17 　11.12 清水　さくら 柏崎･東中 14 17 　6.33 小山　夢芽 柏崎･東中 6 17 　6.36 岩崎　ゆう 上越･春日中 7 16 　6.47 笠原　ゆうな 上越･大潟町中 9 17 　11.40 渡辺　由衣 上越･中郷中

ホシノ　ナナ ニシヤマ アベ　コトネ クビキ ヤナギサワ　マリカ オオガタマチ オバタ　リコ イトイガワビー タナカ　ライア ニシヤマ

15 18 　11.28 星野　七菜 柏崎･西山中 8 18 　6.36 阿部　琴音 上越･頸城中 7 18 　6.41 栁澤　茉莉華 上越･大潟町中 21 18 　6.48 小畑　璃来 糸魚川･糸魚川中B 15 18 　11.44 田中　徠愛 柏崎･西山中

アベ　コユキ カスガ サイトウ　ノノカ オウミ カトウ　ユヅキ カシワザキダイニ トウジョウ　ミユ アライ カワシマ　サツキ カシワザキダイニ

6 19 　11.29 阿部　小雪 上越･春日中 22 19 　6.38 齊藤　希香 糸魚川･青海中 12 19 　6.48 加藤　友月 柏崎･第二中 23 19 　6.57 東條　心優 妙高･新井中 12 19 　11.47 川島　沙月 柏崎･第二中

フクハラ　アヤノ カシワザキショウヨウチュウトウビー オオシオ　フウカ オオガタマチ ヒロカワ　カエラ ニシヤマ イダ　ユイナ イトイガワノウチュウ ワタナベ　キラリ イトイガワビー

18 20 　11.44 福原　綾乃 柏崎･柏崎翔洋中等(中)B 7 20 　6.42 大塩　風香 上越･大潟町中 15 19 　6.48 廣川　佳笑愛 柏崎･西山中 19 20 　7.16 井田　結依菜 糸魚川･能生中 21 20 　11.50 渡邉　綺星 糸魚川･糸魚川中B

ワタナベ　ナナミ イトイガワビー ヨシダ　シュア ニシヤマ ナカムラ　ココ ナオエツ ムロホシ　ユイ ニシヤマ タニグチ　ユイ カスガ

21 21 　11.45 渡邉　虹美 糸魚川･糸魚川中B 15 21 　6.43 吉田　舜彩 柏崎･西山中 4 21 　7.02 中村　心湖 上越･直江津中 15 21 　7.19 室星　優衣 柏崎･西山中 6 21 　11.59 谷口　優衣 上越･春日中

シミズ　ハツネ オウミ アマノ　シオン カシワザキダイニ タナカ　チマ アライ ワタナベ　ハヅキ オウミ ウラサワ　リア カシワザキショウヨウチュウトウビー

22 22 　11.50 清水　初音 糸魚川･青海中 12 22 　7.02 天野　詩音 柏崎･第二中 23 22 　7.15 田中　千真 妙高･新井中 22 22 　7.32 渡邉　葉月 糸魚川･青海中 18 22 　12.16 浦沢　莉有 柏崎･柏崎翔洋中等(中)B

ミヤジ　メイ イトイガワノウチュウ イトウ　ナナ イトイガワノウチュウ サイトウ　アオバ イトイガワノウチュウ マエザワ　ミチル カシワザキダイニ コジマ　サエ イトイガワノウチュウ

19 23 　12.32 宮路　萌愛 糸魚川･能生中 19 23 　7.10 伊藤　菜那 糸魚川･能生中 19 23 　7.59 齋藤　碧波 糸魚川･能生中 12 23 　8.03 前澤　美知瑠 柏崎･第二中 19 23 　12.45 小島　彩絵 糸魚川･能生中

ナオエツヒガシ ナオエツヒガシ ナオエツヒガシ ナオエツヒガシ ナオエツヒガシ

5 DNS 上越･直江津東中 5 DNS 上越･直江津東中 5 DNS 上越･直江津東中 5 DNS 上越･直江津東中 5 DNS 上越･直江津東中

4 区(1.6km)3 区(1.6km)2 区(1.6km)1 区(2.65km) 5 区(2.6km)


