
No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 H5506 中澤 莉緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 魚沼市 広神中学校

H5001 阿部 忠行 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 上越市 H5507 鈴木 美保子 ｽｽﾞｷ ﾐﾎｺ 魚沼市

H5002 井川 大輔 ｲｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 長岡市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ H5508 佐藤 江梨子 ｻﾄｳ ｴﾘｺ 新潟市

H5003 鈴木 大智 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 新潟市 新潟市立新津第２中学 H5509 澤口 聡子 ｻﾜｸﾞﾁ ｻﾄｺ 燕市

H5004 加藤 清彦 ｶﾄｳ ｷﾖﾋｺ 新潟市 H5510 西村 由美子 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾐｺ 魚沼市 魚沼基幹病院

H5005 関根 幸佑 ｾｷﾈ ｺｳｽｹ 長岡市 H5511 関口 喜代美 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾐ 柏崎市

H5006 関根 尚吾 ｾｷﾈ ｼｮｳｺﾞ 長岡市 H5512 佐藤 玲子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ 魚沼市

H5007 谷崎 陽介 ﾀﾆｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 新潟市 H5513 佐藤 七夢 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 魚沼市

H5008 佐藤 唱太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 新潟市 H5514 細川 実奈 ﾎｿｶﾜ ﾐﾅ 新潟市

H5009 佐藤 琥太郎 ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 魚沼市 魚沼北中学校 H5515 野沢 香苗 ﾉｻﾞﾜ ｶﾅｴ 魚沼市

H5010 小泉 恵太 ｺｲｽﾞﾐ ｹｲﾀ 新潟市 H5516 野村 康子 ﾉﾑﾗ ﾔｽｺ 魚沼市

H5011 高橋 陸希 ﾀｶﾊｼ ﾑﾂｷ 十日町市 H5517 櫻井 乃安 ｻｸﾗｲ ﾉｱ 南魚沼市

H5012 吉田 悠基 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 長岡市 H5518 神田　良子 ｶﾝﾀﾞ ﾘｮｳｺ 新潟市

H5013 霜鳥 康 ｼﾓﾄﾘ ｺｳ 妙高市 新井中学校 H5519 阿部　美穂 ｱﾍﾞ ﾐﾎ 南魚沼市

H5014 桜井 正俊 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾄｼ 長岡市 H5520 伊藤 有実 ｲﾄｳ ﾕﾐ 新潟市 サンちゃん

H5015 桜井 椎太 ｻｸﾗｲ ｼｲﾀ 長岡市 川口中学校 H5521 佐藤 智恵 ｻﾄｳ ﾁｴ 魚沼市

H5016 高橋 勇心 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾝ 小千谷市 南中学校 H5522 佐藤 きぬい ｻﾄｳ ｷﾇｲ 魚沼市

H5017 井浦 崇 ｲｳﾗ ﾀｶｼ 五泉市 H5523 森口 百合子 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕﾘｺ 魚沼市

H5018 今井 海聖 ｲﾏｲ ｶｲ 南魚沼市 八海中学校 H5524 小幡 ともな ｵﾊﾞﾀ ﾄﾓﾅ 魚沼市 小出中学校

H5019 澤口 裕人 ｻﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 燕市 燕市立吉田中学校 H5525 須佐 朝子 ｽｻ ｱｻｺ 南魚沼市

H5020 小池 海萊 ｺｲｹ ｶｲﾘ 糸魚川市 糸魚川中学校 H5526 米山 陽菜 ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾅ 魚沼市

H5021 西村 裕介 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 魚沼市 北里大学保健衛生専門学院

H5022 川島 弘之 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 南魚沼市 ジェロニモ No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

H5023 小籏 祐輔 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 新潟市 J6001 森山 結心 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｼﾝ 魚沼市 小出小学校

H5024 米山 遼真 ﾖﾈﾔﾏ ﾊﾙﾏ 魚沼市 J6002 五十嵐 哉偉 ｲｶﾞﾗｼ ｶｲ 長岡市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

H5025 覚張 時輝 ｶﾞｸﾊﾘ ﾊﾙｷ 魚沼市 J6003 井川 玲有 ｲｶﾞﾜ ﾚｱﾙ 長岡市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

H5026 海老 一郎 ｴﾋﾞ ｲﾁﾛｳ 新潟市 J6004 原 優心 ﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

H5027 浅井　渓大 ｱｻｲ ｹｲﾀ 魚沼市 魚沼北中学校 J6005 塚田 貫太 ﾂｶﾀﾞ ｶﾝﾀ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

H5028 小山 達也 ｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ 魚沼市 J6006 大高 佑真 ｵｵﾀｶ ﾕｳﾏ 柏崎市 槇原小学校

H5029 江口 功真 ｴｸﾞﾁ ｺｵﾏ 上越市 J6007 笹川 陽真 ｻｻｶﾞﾜ ﾊﾙﾏ 新潟市

H5030 高橋　一嘉 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ 魚沼市 (株)カイセ工業 J6008 内田 理翔 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 妙高市 矢代Ｊｓｃ

H5031 森口 敦 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱﾂｼ 魚沼市 J6009 高橋 弦 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 小千谷市 南小ＳＣ

H5032 織田 護老 ｵﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 長岡市 J6010 平澤 博輝 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛｷ 小千谷市 和泉小学校

H5033 髙橋 祐貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 魚沼市 ラビットRC J6011 込山 環太 ｺﾐﾔﾏ ｶﾝﾀ 燕市 燕吉田小

H5034 穴沢 凪人 ｱﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞﾄ 魚沼市 魚沼北中学校 J6012 土田 懐 ﾂﾁﾀﾞ ｶｲ 長岡市 富曽亀

H5035 関  建一郎 ｾｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 南魚沼市 J6013 細川 想太 ﾎｿｶﾜ ｿｳﾀ 新潟市

H5036 山之内 奏真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｿｳﾏ 魚沼市 六日町高校 J6014 佐藤 和空 ｻﾄｳ ﾜｸ 魚沼市

J6015 佐藤 迅 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 魚沼市 湯之谷小学校

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 J6016 皆川　煌希 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｷ 魚沼市

H5501 石田 彩 ｲｼﾀﾞ ｱﾔ 南魚沼市 J6017 髙村　拓海 ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 魚沼市 伊米ヶ崎小学校

H5502 関根 尚子 ｾｷﾈ ﾅｵｺ 長岡市 J6018 小山 隼人 ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 魚沼市 湯之谷小学校

H5503 榎本 幸子 ｴﾉﾓﾄ ｻﾁｺ 新潟市 チームおいどん J6019 佐野 琉 ｻﾉ ﾘｭｳ 魚沼市 あぶるまジュニア

H5504 鈴木 頼子 ｽｽﾞｷ ﾖﾘｺ 魚沼市 J6020 湯本 一馬 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 魚沼市 あぶるまジュニア

H5505 小泉 麻衣子 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｲｺ 新潟市 J6021 森山 朋久 ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ 魚沼市 伊米ヶ崎小学校

2kmの部
一般男子中学生以上

一般女子中学生以下

小学男子低学年（1～3年生）



No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

J6022 桜井 葵 ｻｸﾗｲ ｱｵｲ 魚沼市 広神西小学校 J6536 野沢 俊介 ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 魚沼市

J6023 森口 拓海 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 魚沼市 小出小学校 J6537 角屋 愛翔 ｽﾐﾔ ﾏﾅﾄ 魚沼市

J6024 川井 仁太 ｶﾜｲ ｼﾞﾝﾀ 佐渡市 河原田小学校 J6538 本山 叶登 ﾓﾄﾔﾏ ｶﾅﾄ 長岡市 黒条小学校

J6025 田中 璃央 ﾀﾅｶ ﾘｵ 魚沼市 広神東小学校 J6539 海老 結翔 ｴﾋﾞ ﾕｳﾄ 新潟市 金津小学校

J6026 橘 諭良 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻｲ 魚沼市 湯之谷小学校 J6540 岩澤　春樹 ｲﾜｻﾜ ﾊﾙｷ 三条市

J6027 目黒 結人 ﾒｸﾞﾛ ﾕｲﾄ 魚沼市 湯之谷小学校 J6541 白井　陽太 ｼﾗｲ ﾊﾙﾀ 長岡市 長岡市

J6028 田澤 優太郎 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 魚沼市 湯之谷小学校 J6542 住安　冴汰朗 ｽﾐﾔｽ ｺﾀﾛｳ 魚沼市 小出小学校

J6029 浅井 敬二郎 ｱｻｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 魚沼市 湯之谷小学校 J6543 岩澤　侑樹 ｲﾜｻﾜ ﾕｳｷ 三条市

J6030 星野 煌太 ﾎｼﾉ ｺｳﾀ 魚沼市 小出小学校 J6544 佐藤 聖輝 ｻﾄｳ ｾﾅ 魚沼市 広神西小学校

J6545 桜井 彦斗 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾄ 魚沼市 小出小学校

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 J6546 井口 琥珀 ｲｸﾞﾁ ｺﾊｸ 魚沼市 小出小学校JTFC

J6501 中村 湊 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 新発田市 J6547 尾沢 櫂斗 ｵｻﾞﾜ ｶｲﾄ 魚沼市 魚沼JTFC

J6502 山崎 蓮 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚﾝ 上越市 春日小学校 J6548 坂大 日葵 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾊﾙｷ 魚沼市 伊米ヶ崎小学校

J6503 上村 洵太 ｶﾐﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ J6549 森口 広大 ﾓﾘｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 魚沼市 小出小学校

J6504 込田 泰成 ｺﾐﾀ ﾀｲｾｲ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ J6550 田中 煌真 ﾀﾅｶ ｺｳﾏ 魚沼市 東小学校

J6505 原 明優 ﾊﾗ ｱｷﾔ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ J6551 橘 颯大 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｿｳﾀ 魚沼市 湯之谷小学校

J6506 塚田 創士 ﾂｶﾀﾞ ｿｳｼ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ J6552 吉田 光佑 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 上越市 高志小学校

J6507 井川 礼玖 ｲｶﾞﾜ ﾗｲｸ 長岡市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ J6553 星 結人 ﾎｼ ﾕｲﾄ 魚沼市 須原小学校

J6508 星 友晴 ﾎｼ ﾄﾓﾊﾙ 魚沼市 J6554 今井 結斗 ｲﾏｲ ﾕｳﾄ 魚沼市 小出小学校

J6509 加藤 悠月 ｶﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 新潟市 桜が丘小学校

J6510 志太 冴希 ｼﾀﾞ ｻｴｷ 魚沼市 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

J6511 大塚 耀介 ｵｵﾂｶ ﾖｳｽｹ 魚沼市 あぶるまジュニア J7001 中村 渚咲 ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 新発田市

J6512 大塚 悠史 ｵｵﾂｶ ﾕｳｼ 魚沼市 あぶるまジュニア J7002 小池 愛結 ｺｲｹ ｱﾕ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

J6513 金子 智弥 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 加茂市 J7003 笹川 幸 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｷ 新潟市

J6514 高橋 基希 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷ 十日町市 J7004 田中 心穏 ﾀﾅｶ ｼｵﾝ 妙高市 矢代ＪＳＣ

J6515 中澤 翔 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳ 魚沼市 魚沼ＪＴＦＣ J7005 齋藤 葵衣 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 妙高市 矢代ＪＳＣ

J6516 坪内 樹希 ﾂﾎﾞｳﾁ ｲﾂｷ 妙高市 矢代ＪＳＣ J7006 佐藤 陽葵 ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 新潟市

J6517 吉田 祥太 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長岡市 J7007 細川 日菜子 ﾎｿｶﾜ ﾋﾅｺ 新潟市

J6518 田中 晟悟 ﾀﾅｶ ｾｲｺﾞ 妙高市 矢代ＪＳＣ J7008 飯酒盃 千笑 ｲｻﾊｲ ﾁｴ 南魚沼市 城内小学校

J6519 田中 瑛翔 ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 妙高市 矢代ＪＳＣ J7009 阿部　ほのか ｱﾍﾞ ﾎﾉｶ 南魚沼市

J6520 小嶋 心哉 ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 妙高市 矢代ＪＳＣ J7010 白井　優香 ｼﾗｲ ﾕｳｶ 長岡市

J6521 齊藤 天晟 ｻｲﾄｳ ﾃﾝｾｲ 妙高市 矢代ＪＳＣ J7011 田澤 花歩 ﾀｻﾞﾜ ｶﾎ 魚沼市 小出小学校

J6522 額賀 隆之介 ﾇｶｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 妙高市 矢代ＪＳＣ J7012 湯本 みのり ﾕﾓﾄ ﾐﾉﾘ 魚沼市 あぶるまジュニア

J6523 桜井 天馬 ｻｸﾗｲ ﾃﾝﾏ 長岡市 川口小学校 J7013 山之内 凜音 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾘﾉ 魚沼市 魚沼JTFC

J6524 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 魚沼市 湯之谷小学校

J6525 鈴木 海翔 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 魚沼市 湯之谷小学校 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

J6526 佐藤 光平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 五泉市 五泉南小 J7501 品田 友佳 ｼﾅﾀﾞ ﾄﾓｶ 魚沼市 湯之谷小学校

J6527 佐藤 陽太 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 新潟市 J7502 小池 美紅 ｺｲｹ ﾐｸ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

J6528 平澤 友理 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾘ 小千谷市 和泉小学校 J7503 荻野 璃子 ｵｷﾞﾉ ﾘｺ 小千谷市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

J6529 岡田 綾汰 ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾀ 妙高市 矢代ＪＳＣ J7504 五十嵐 葉月 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾂﾞｷ 長岡市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

J6530 小池 梓颯 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 糸魚川市 糸魚川東小学校 J7505 井川 りあな ｲｶﾞﾜ ﾘｱﾅ 長岡市 おぢやﾌｧｲﾄｸﾗﾌﾞ

J6531 橘 勇斗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾔﾄ 魚沼市 魚沼ＪＴＦＣ J7506 関根 幸花 ｾｷﾈ ﾕｶ 長岡市

J6532 佐藤 広陸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 十日町市 まつのやま学園 J7507 目黒 珠音 ﾒｸﾞﾛ ﾀﾏﾈ 十日町市

J6533 込山 結人 ｺﾐﾔﾏ ﾕｳﾄ 燕市 燕吉田小 J7508 笹川 結 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｲ 新潟市

J6534 長谷部 慶 ﾊｾﾍﾞ ｹｲ 新発田市 新発田東小学校 J7509 目黒 奏 ﾒｸﾞﾛ ｶﾅﾃﾞ 魚沼市

J6535 玉田 海里 ﾀﾏﾀﾞ ｶｲﾘ 魚沼市 J7510 小泉 菜々美 ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾅﾐ 新潟市

小学男子高学年（4～6年生）

小学女子低学年（1～3年生）

小学女子高学年（4～6年生）



No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

J7511 永井 そら ﾅｶﾞｲ ｿﾗ 妙高市 矢代ＪＳＣ

J7512 長沼 花凜 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾘﾝ 魚沼市 魚沼ＪＴＦＣ

J7513 高橋 うた ﾀｶﾊｼ ｳﾀ 小千谷市 南小ＳＣ

J7514 相浦 依莉紗 ｱｲｳﾗ ｴﾘｻ 妙高市 矢代ＪＳＣ

J7515 今井 里友 ｲﾏｲ ﾘﾕ 南魚沼市 城内小学校

J7516 小林 由奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 十日町市 川治小学校

J7517 増子 夢叶 ﾏｽｺ ﾉｱ 村上市 瀬波小学校

J7518 川島 音 ｶﾜｼﾏ ｵﾝ 南魚沼市 ジェロニモ

J7519 佐藤 陽愛 ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 魚沼市

J7520 米山 こころ ﾖﾈﾔﾏ ｺｺﾛ 魚沼市 魚沼ＪＴＦＣ

J7521 重野 粟 ｼｹﾞﾉ ｱﾜ 魚沼市 魚沼ＪＴＦＣ

J7522 佐野 結衣 ｻﾉ ﾕｲ 魚沼市 あぶるまジュニア

J7523 佐野 世那 ｻﾉ ｾﾅ 魚沼市 あぶるまジュニア

J7524 星 琴梨 ﾎｼ ｺﾄﾘ 魚沼市 湯之谷小学校

J7525 関 陽菜乃 ｾｷ ﾋﾅﾉ 魚沼市 小出小学校

J7526 坂大 萌胡 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾓｺ 魚沼市 伊米ヶ崎小学校

J7527 川井 仁香 ｶﾜｲ ﾆｺ 佐渡市 河原田小学校

J7528 和久井 彩葵 ﾜｸｲ ｻｷ 上越市 高志小学校

J7529 水上 愛菜 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾅ 魚沼市 あぶるまジュニア

J7530 長谷川 詩穂 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 新発田市 猿橋小学校


