
☆総合成績表

順位 No. チーム １　区 ２　区 ３　区 ４　区 タイム

1 21 三条市Aチーム 山岸義実 吉川優也 土田頼 岡田瑞生 26：48

2 8 長岡市陸上競技会駅伝部　東 泉田湧哉 島岡駿 藤森裕 大谷一也 27：04

3 15 team　小千谷白山 小柳周也 中野雅敏 田中北人 高橋宏輔 27：09

4 3 大口れんこん愛好会 長谷川聡一 小野智久 橘慎一 古寺達也 27：33

5 311 ＧＯ！！つつみ４ 川上優成 長戸清隆 山岸星弥 五百川蒼唯 30：25

6 307 栖吉中学校Aチーム 室橋大 山﨑晴太 佐野蒼太 吉田悠基 30：51

7 5 いろは会計 西方太地 西方愛恵 長谷川学 八木廉太郎 31：28

8 315 長岡大島中学校 今崎慶梧 上野雅文 榎悠真 田原慶人 31：29

9 301 長岡西A 江口比翼 桑原啓太朗 岩田漣 水澤遥哉 31：43

10 304 しっぷぅ刈谷田 林タクミ 高野塁 渡邉夕月 杵渕晴紀 31：52

11 9 特攻野郎パパチーム 高野淳 五十嵐和也 五十嵐浩太郎 河上岳人 32：56

12 22 三条市混成Qチーム 皆川敬子 小林杏実 佐藤美教 髙井滋 33：14

13 309 栖吉中学校Cチーム 野口慎悟 篠田諒真 水澤一樹 春田蒼翔 34：03

14 2 長岡カープ 岩内貴寛 石井智也 丸山敦史 渡邉輝 34：17

15 316 長岡大島中学校 櫻井歩人 御法川蒼史 髙野航輔 田村柊朱 34：30

16 303 かりやたあーん 目黒桐也 髙山恵翔 矢澤晴空 西川空輝 34：34

17 12 Team飲んだくれ（呑） 森山学 小林寛樹 加藤悟 和田昌明 35：23

18 6 MJS長岡CSCG　うさぎさんチーム 桜井 俊介 阪田 大輔 森田 宗佑 髙橋 由樹 35：44

19 312 ＧＯ！！つつみ５ 島あみり 長戸伽俐伽 山賀花梨奈 金子明日香 36：11

20 23 ＩＨＩ回転機械製造ランニングクラブＡ 林奏汰 小柳功 五十嵐望 内山智 36：38

21 28 オンヨネnew 古賀匠 粟生田樹宏 中出玲響 高野浩行 36：57

22 308 栖吉中学校Bチーム 金子晶 渋谷朱音 保科芽亜 反り目唯乃 36：57

23 317 トラ♂チャン♀ 大﨑紬 白井陽太 竹内あさひ 今井敦耀 36：58

24 105 長岡雑走団〜くびれ美人 島津淑恵 廣瀬晴美 原智美 栗林友子 36：59

25 35 篤紀は出ない！ 澁谷拓人 神林健太 長部陽太 横山力 37：10

26 26 長岡アルペンジュニア 平澤力 金井煌哉 橋本朋弥 大塚真緒 37：21

27 313 長岡大島中学校 山岸瑞姫 片桐倖 諏訪陽向 桑原奈瑚 37：33

28 310 栖吉中学校Dチーム 清田悠陸斗 モウルド琉空 五十嵐洸生 鈴木遥飛 37：40

29 305 刈谷田ラブ♡ 伊東夕那 星凛優 山井こころ 永橋心樹 37：50

30 502 T&F疾風 小林羽愛叶 河上結太 吉田悠真 岡田愛生 37：54

31 18 NTC teem2 後藤友之 嶋田俊介 渡邊航也 丸山智史 38：40

32 306 江陽 藤木杏奈 児玉唯渚 吉川美玖 高橋紗衣 38：43

33 302 長岡市西中学校 新保岳流 若月ｸｳﾀ 小林未風 小林加奈 38：52

34 17 走るが〜？フレッシュ 高橋聖人 久保洋人 片桐真生 阿部智輝 39：05

35 14 （株）山﨑組 長谷川梨緒 小笠原信人 橋本翼 山田駿介 40：10

36 103 おはよう美人A 長部祐子 伊丹敬子 松尾由香 小野千衣子 40：11

37 13 おはよう231 稲田安幸 金泉春雄 池田克己 栗林優樹 40：14

38 29 長岡雑走団〜雑草魂で走り続け33年 横山克己 熊倉宏 板屋雅巳 岩内陽 40：18

39 16 走るが〜？ベテラン 中林昂也 大竹憲 榎本康佑 有坂森 40：50

40 27 オンヨネold 佐藤大輝 松原哲史 竹之内英祐 小林大 41：04

長岡まつり 共催第75回駅伝競走大会　 兼非核平和都市宣言記念大会　 結果
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長岡まつり 共催第75回駅伝競走大会　 兼非核平和都市宣言記念大会　 結果

41 314 長岡大島中学校 須賀和 梶山芽愛 下田楓 山井柚乃 41：07

42 30 ※米区愛 長谷川貴宏 酒井佑介 内山大地 高木陽菜 41：12

43 24 ＩＨＩ回転機械製造ランニングクラブＢ 土田未来 金子功 石野伸也 佐藤洋光 42：14

44 501 最強！のAMRM 岡田杏 小林真優 小林莉央 早川美南 42：32

45 503 T&F迅雷 棚橋寛太 佐藤和真 向井蓮 大橋賢生 43：02

46 20 NTC teem1 小野塚光 岩島太洋 矢野武史 中村太一 43：33

47 1 ハーフ センチュリー 小野塚孝 山本健太郎 山本努 長谷川徹 43：37

48 7 MJS長岡CSCG　かめさんチーム 栗林諒 村田慧 小林将大 柏木茂雄 44：40

49 34 山本組 江畑郁也 桐生岳 山本舞華 杉本千紘 44：58

50 10 桃李の湯 大久保峻 佐野共章 井口真一朗 高橋隆俊 45：33

51 19 栃尾スローランナーズ 棚村育夫 矢沢明広 中村富雄 藤崎輝雄 46：37

52 107 走るが〜?女子 渡辺香織 杵渕美加 服部優美 岡山せい子 46：41

53 4 おはよう３１１ 磨田光雄 志田信男 杉本昌夫 高野征雄 47：08

54 101 MJS長岡CSCG　ねこさんチーム 渡辺真実 室岡萌 星名亜紀 長谷川香奈 47：32

55 106 長岡雑走団〜さこつ美人 川邊友貴 葛綿真知子 西沢里美 八木香織 47：36

56 32 朝まづめ 丸山大樹 稲川千裕 長谷川彩 川瀬雅也 48：03

57 102 MJS長岡CSCG　ひつじさんチーム 鷲尾花奈 加藤雛 高橋美帆 小林亜希 48：50

58 104 おはよう美人B 上村桂子 笠井恵 佐山千夏子 韮沢晶子 49：22

59 31 爆　釣 内藤隆 小島幸也 星安子 多田一貴 52：23

60 11 長岡陸上競技協会駅伝部　西 原悠輔 計良優輝 五十嵐晋 志賀達哉 DNF

61 25 ナノバイオ材料研究室 斉藤将貴 中島凜 多賀谷基博 劉自振 DNS

62 33 ＪＡ組織広報課 山下直人 角屋健太 田中雅也 吉田奏人 DNS

2 / 2 ページ


	総合成績表

