
☆一般男子

順位 No. チーム １　区 ２　区 ３　区 ４　区 タイム

1 111 大口れんこん愛好会 小野　智久 滝沢　進 橘　慎一 古寺　達也 27：22

2 125 長岡西 原　悠輔 計良　優輝 五十嵐　晋 櫻井　誠 27：56

3 119 三条市陸協 小海　誠斗 吉川　優也 山岸　義実 高井　滋 28：03

4 106 長岡市駅伝部東チーム 藤森 　裕 根立 友樹 金城 　良一 大谷　 一也 28：39

5 122 teams 島岡　駿 前田　魁人 宮澤　元 志賀　達哉 28：56

6 101 長岡カープ 龍池　雄人 山後　隼人 丸山　敦史 岩内　貴寛 32：29

7 116 ㈱山﨑組 佐藤　佑耶 山﨑　卓郎 長谷川　梨緒 柄澤　遥希 32：59

8 107 いろは会計 八木　廉太郎 西方　彩花 西方　太地 長谷川　学 33：40

9 103 長岡雑走団＆スリムチャンス合同チーム 岩内　陽 栗林　優樹 吉岡　文明 斉藤　正隆 34：03

10 128 SAKIKO 田中　雅也 内山　幸司 折笠　裕紀 山下　直人 34：25

11 121 目指せ　素敵な社会人 佐藤　祐輔 小島　祐貴 秋山　佳夕 金子　清彦 36：46

12 108 おはよう196 節田 　晃一 行田 　道知 池田 　克己 稲田 　安幸 37：58

13 113 NTC男爵ディーノ 後藤　友之 嶋田　俊介 矢野　武史 宮島　雄樹 38：29

14 114 NTC卍丸 小野　塚光 中村　太一 渡邊　航也 丸山　智史 38：55

15 124 チーム犬派 江畑　郁也 桐生　岳 澁谷　拓人 内藤　悠史 39：47

16 112 楽しくRUN！素晴らしいRUN！最高のRUN！ 島田　圭介 石崎　裕一 竹内　明 杉本　渉 40：21

17 120 多賀谷研 柴亜　東 中島 　凛 多賀谷　基博  劉 　自振 41：38

18 117 エンジョイSC魚沼・山﨑組 本田　勲 星　俊寛 山田　駿介 中島　佑輝 41：54

19 129 栃尾スローランナーズ 藤崎　輝雄 矢沢　明広 棚村　育夫 中村　富雄 41：55

20 123 Team オンヨネ 佐藤 　大輝 松原 　哲史 坂田 　壮 竹之内 　英祐 41：58

21 115 スポーツチャンバラ宮内支部 反り目　可奈 小林　裕菜 晨原　伸 大﨑　英樹 42：51

22 126 スウィープ 長谷川　貴広 杉本　千紘 佐々木　喜彦 新飯田　匡史 43：23

23 102 チーム稲田 栗林　新馬 井開　美加子 籠橋　景子 稲田　勝 43：36

24 118 走って2021 中林　昴也 岡山　せい子 服部　優美 渡辺　香織 44：15

25 127 宮内卍會 渡辺　春翔 尾坂　彰 竹内　健人 山口　鉱 44：54

26 105 桃李の湯 大久保 　峻 井口 　真一朗 町村 　宙晃 高橋 　隆俊 45：41

27 110 おはよう298 高野　 征雄 磨田 光雄 志田　 信男 内山 　正人 46：42

28 109 おはよう246 金泉　春雄 山田　修 五十嵐　 力 平片　 信次 48：35

29 104 長岡雑走団　その１　 岡村　二三男 熊倉　宏 丸山　研司 板屋　雅巳 49：55

☆一般女子

順位 Ｎｏ． チーム １　区 ２　区 ３　区 ４　区 タイム

1 141 おはよう美人A 長部　 祐子 伊丹　 敬子 松尾　 由香 小野 　千衣子 39：18

2 143 長岡雑走団「ほほえみクラブ」 川邊　友貴 八木　香織 西沢　里美 栗林　友子 41：46

3 142 おはよう美人B 島津 　淑惠 佐山 　千夏子 上村　 桂子 山﨑 　浩美 44：47

4 144 ヨニングミ 羽取　未憂 田村　梨乃 本田　彩夏 反町　彩来 57：49

☆高校男子

順位 Ｎｏ． チーム １　区 ２　区 ３　区 ４　区 タイム

1 151 柏崎総合高校 竹田　依央奈 武田　尚斗 上杉　歩叶 橋本　暖太 31：52

長岡まつり共催第74回駅伝競走大会　兼非核平和都市宣言記念大会　結果

1 / 2 ページ



長岡まつり共催第74回駅伝競走大会　兼非核平和都市宣言記念大会　結果

☆中学生

順位 Ｎｏ． チーム １　区 ２　区 ３　区 ４　区 タイム

1 162 郷！つつみ！ 井口　隼汰 郷　圭斗 植木　悠太 岡田　睦生 28：28

2 170 大島中学校C 西澤　叶斗 丸山　瑠空 神林　大翔 佐藤　諒平 28：29

3 165 長岡西中学校３ 田村　亘之介 小林　昊 小林　克生 影山　順登 29：59

4 161 岡南中陸上部(仮)FIRE 青柳　晴空 坂詰　真吾 竹内　颯良 若井　志柚 31：10

5 171 大島中学校D 佐藤　脩馬 飯濱　旬 佐藤　泰士 霜田　新太郎 32：51

6 172 大島中学校E 榎　悠真 田村　柊朱 上野　雅文 金子　浩也 33：09

7 166 長岡西中学校２ 桑原　啓太郎 水澤　遥哉 江口　比翼 岩田　漣 33：09

8 163 郷！つつみ２！ 山田　優花 島　あみり 山岸　未空 柿倉　七南 33：35

9 164 がまんがんばり堤岡 五百川　蒼唯 山岸　聖弥 川上　優成 薄田　橙哉 34：19

10 168 大島中学校A 桑原　奈瑚 諏訪　陽向 中山　月愛 角屋　実莉 35：42

11 174 郷！つつみ３！ 郷　ななみ 渡辺　聖 桑原　倖望 金子　明日香 38：28

12 167 長岡西中学校１ 永井　実花 小林　加奈 田口　美憂 小林　未風 38：32

13 173 大島中学校F 櫻井　歩人 安立　惺栄 今崎　慶梧 御法川　蒼史 40：04

14 169 大島中学校B 池田　萌花 須賀　和 山岸　彩芽 山井　柚乃 43：38

☆小学生

順位 Ｎｏ． チーム １　区 ２　区 ３　区 ４　区 タイム

1 182 ながおかT&F 小林　源史 菊池　修吾 田中　快樹 岡田　愛生 39：49

2 181 トラ☆チャン 反り目　唯乃 竹内　あさひ 今井　敦耀 大﨑　紬 41：47
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