
日付 種目

眞柄　幸季  1:58.58 田村　爽哉  2:01.72 石山　智也  2:01.79 下鳥　颯大  2:01.97 岩見　遼太郎  2:02.18 中村　天嶺  2:02.91 小林　蒼生  2:03.48

FREERUN 帝京長岡高 新潟･大江山中 高田農業高 上越教育大 帝京長岡高 新潟商

小海　迅  2:01.97

新潟県央工

西山　諒哉  4:07.90 竹石　優  4:08.68 櫻井　光  4:09.56 村山　健  4:16.42 五十嵐　浩輔  4:18.42 町野　隼斗  4:20.17 寺澤　優人  4:21.24 宮澤　元  4:21.85

三条 三条･大崎学園（中） チームT&M 十日町 小千谷 新潟市秋葉陸協 長岡大手高 ＮＰＲＣ

山崎　丞  8:37.77 丸山　真孝  8:41.97 長橋　悠真  8:43.29 藤ノ木　丈  8:47.53 荒木　祐哉  8:48.30 小倉　竜路  8:49.37 長谷川　直輝  8:49.47 小林　史弥  8:52.11

中越 中越 小千谷 十日町 FREERUN 新潟商 セキノ興産 新潟医療福祉大

渡邉　勇和  15:03.09 荒木　祐哉  15:12.39 岡田　瑞生  15:14.23 渡部　遼太郎  15:23.71 櫻井　光  15:27.35 上村　昂也  15:36.51 岡田　歩  15:38.29 大島　拓郎  16:04.09

新発田市陸協 FREERUN 三条市陸協 三条 チームT&M 十日町 関根学園高 うなぎいぬ新潟

水戸部　良祐  10.66 (+1.8) 滝沢　海宇  10.98 (+1.8) 永井　桂大  11.00 (+1.3) 関　竜太  w11.01 (+2.5) 塩野谷　真斗  11.03 (+1.3) 二階堂　陸  11.06 (+1.3) 原山　祥  11.08 (+1.8) 山本　史  11.14 (+1.8)

新潟医療福祉大 RizeAC 新潟医療福祉大 八海高 八海高 新発田南 長岡商 八海高

水戸部　良祐  10.74 (+0.2) 野崎　駿  11.10 (+0.2) 永井　桂大  11.11 (+0.2) 竹田　和輝  11.16 (+0.2) 原山　祥  11.22 (+0.2) 中濱　大輔  11.24 (+0.2) 関　竜太  11.26 (+1.1)

新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 新潟医療福祉大 長岡商 新潟医療福祉大 八海高

滝沢　海宇  11.11 (+0.2)

RizeAC

阿部　直輝  12.17 仲嶋　嵩人  12.02 渡邉　輝之  10.01 中平　直希  9.50 上村　峰心  9.29 菅原　岳琉  8.42

長岡商 国際情報 新津 新津 十日町総合 新津工

佐々木　健介  35.06 風間　有佑斗  31.87 角山　聡汰  31.73 小島　将徳  31.64 小平　郁陽  30.34 上村　峰心  29.32 黒﨑　光星  28.82 金山　陸哉  28.60

新津工 新潟北 十日町総合 長岡工 上越総合技術 十日町総合 上越総合技術 新潟県央工

佐々木　健介  53.74 須貝　寿輝  50.68 黒井　悠帆  50.41 野村　遼太  42.22 髙橋　涼真  41.38 松本　尚樹  40.67 小平　郁陽  38.33 志苫　涼斗  37.53

新津工 新発田南 八海高 新潟県央工 新発田南 八海高 上越総合技術 新潟西

山田　温輝  50.57 佐藤　祐馬  48.62 穂刈　虎汰朗  46.97 竹田　俊輔  46.96 桑原　柊也  45.83 新保　翔太  45.21 佐藤　颯真  43.03 洲﨑　翔  42.35

新潟西 小千谷 長岡工 国際情報 八海高 小千谷 長岡大手高 長岡商

居城　日向  2:17.53 鈴木　結菜  2:17.55 福原　陽  2:18.90 柿倉　悠杏  2:20.24 遠田　鈴  2:21.25 古川　さこ  2:21.60 中島　ひな子  2:21.94 村山　愛美沙  2:22.47

新発田･本丸中 胎内･中条中 十日町・まつのやま学園 小千谷 十日町･南中 長岡･東北中 中魚･津南中 十日町･南中

山田　寿々菜  4:51.41 吉原　颯織  4:52.39 相馬　あかり  4:55.37 佐原　育美  4:57.27 安達　梨絢  5:05.14 近藤　可莉枝  5:06.28 古川　愛奈  5:06.79 近藤　結希  5:07.90

十日町･十日町中 長岡･南中 新潟商 新潟西 新潟･光晴中 佐渡･佐和田中 関根学園高 佐渡･佐和田中

吉田　千紘  9:58.23 羽鳥　さくら  10:33.15 小林　日香莉  10:35.40 蕪木　小夏  10:46.65 佐藤　礼奈  10:52.21 石坂　遥花  10:58.43 山岸　芽生  11:18.87 田中　雪菜  11:20.61

新潟医療福祉大 小千谷 おぢやプロジェクト 十日町 十日町 長岡大手高 十日町 十日町

永井　あかね  12.28 (+0.7) 本田　遥南  12.31 (+0.7) 諸橋　未桜  12.44 (+0.7) 髙橋　ひな  12.59 (+0.7) 菅原　レイ  12.64 (+0.7) 笠原　理瑚  12.65 (+0.7) 藤井　楓恋  12.67 (+0.7) 川上　瑚白  12.98 (+1.9)

新潟医療福祉大 新潟商 新潟商 新潟商 新潟商 新潟医療福祉大 新潟商 新潟商

安達　有羽  12.22 (+1.6) 永井　あかね  12.31 (+1.6) 本田　遥南  12.51 (+1.6) 髙橋　ひな  12.68 (+1.6) 笠原　理瑚  12.69 (+1.6) 菅原　レイ  12.82 (+1.6) 藤井　楓恋  12.92 (-1.4) 岸　玲伽  13.01 (+1.6)

中越 新潟医療福祉大 新潟商 新潟商 新潟医療福祉大 新潟商 新潟商 長岡大手高

北見　優花  10.64 小川　愛衣  7.92

長岡商 新潟青陵

武田　玲南  32.75 安藤　七海  30.02

長岡商 新潟北

古井　瑛莉  46.21 北見　優花  43.80 坂井　暉  37.96 武田　玲南  32.30 佐藤　琴美  29.55 岩城　雛乃  22.64

新潟商 長岡商 新発田南 長岡商 新潟北 新発田南

金子　亜美  30.53 藤澤　那夏  29.64 榎本　南美  27.54 阿部　光莉  24.04

新津 新潟北 新潟北 八海高
6月8日 やり投

w (wind assist) : 追風参考
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