
日付 種目

戸嶋　隼人  10.99 (+1.6) 木村　峻也  11.02 (+1.6) 渡邉　悠希  11.13 (+1.6) 桑野　寿輝  11.17 (+1.6) 山崎　亮太  11.20 (+1.6) 渡辺　大星  11.21 (+1.8) 牧野　優登  11.22 (+1.8)

新潟商 新潟産大附 開志国際 新潟商 長岡大手 開志国際 高田商

波夛野　慎  11.21 (+1.8)

新潟産大附

阿部　隼斗  35.26 海津　陽稀  36.53 小山　智也  36.78 羽吹　一晟  36.93 山田　英誉  37.07 小黒　巧翔  37.22 木原　大介  37.35 山﨑　開智  37.50

十日町 柏崎 新潟産大附 十日町 柏崎 長岡向陵 新潟産大附 柏崎

渡邊　悠太  2:34.33 久我　勇太  2:36.09 片桐　旭  2:37.31 岡　恵護  2:40.63 宮本　爽吾  2:43.91 小熊　大翔  2:44.55 島倉　歩夢  2:45.45 岩﨑　優  2:45.91

柏崎 柏崎 柏崎 長岡工 高田農業 新潟産大附 長岡工 長岡向陵

杉本　陸  14.54 (+1.7) 渡邉　悠希  14.60 (+1.7) 原　崚平  15.48 (+1.7) 大平　龍臣  16.04 (+1.7) 前田　恭吾  16.50 (+2.0) 島田　一希  16.76 (+2.0) 大谷　拓也  17.09 (+2.0) 土居　昂世  18.05 (+2.0)

中越 開志国際 柏崎工 長岡高専 高田 長岡工 三条 長岡向陵

杣木　翔大  57.02 髙野　泰地  57.36 笹岡　奏汰  59.07 島田　一希  1:00.47 横木　慧斗  1:00.73 小林　祐太  1:00.83 平松　薫  1:01.51 関沢　秀輔  1:02.54

新潟商 長岡大手 長岡商 長岡工 新潟商 長岡 高田 柏崎

品田　瑞貴  6:13.89 長井　大翔  6:46.06 増井　悠太  6:54.60 織田　叶夢  7:00.70 大野　拓実  7:02.65 関口　明輝  7:09.37 岩﨑　優  7:13.01 広沢　涼  7:15.63

柏崎 長岡商 新潟江南 長岡商 長岡向陵 長岡 長岡向陵 新潟江南

白井　嘉人  1.90 杉田　大夢  1.90 関川　光瑠  1.80 重山　瑠心  1.75 佐藤　琳斗  1.75 神﨑　悠  1.75 遠藤　琉維  1.70

新潟商 新潟産大附 新津 長岡大手 開志国際 長岡商 新潟産大附

坂井　碧惟  1.90

新津

阿部　諒介  4.30 田村　綺瑠  4.00 近藤　了太  3.80 川端　皓斗  3.40 松井　凜音  2.80

十日町 新潟南 新潟産大附 柏崎 新潟産大附

北原　銀太  6.68 (+0.9) 三富　祥馬  6.60 (+1.5) 武井　悠和  6.59 (+0.6) 布施　幸祐  6.43 (+0.6) 大久保　勇人  6.35 (+0.9) 田中　洸朱  6.30 (+0.6) 小黒　巧翔  6.27 (+1.5) 八木　健輔  6.20 (+0.7)

新潟産大附 新潟商 三条東 新潟産大附 開志国際 開志国際 長岡向陵 十日町

大久保　勇人  13.56 (+0.8) 杉田　一真  13.09 (+1.1) 桒原　寧大  13.06 (+0.8) 宮島　直也  12.83 (+1.2) 八木　健輔  12.81 (+0.6) 海津　陽稀  12.69 (+0.1) 上村　建亮  12.66 (+0.6) 田中　洸朱  12.60 (+0.3)

開志国際 上越 三条東 三条東 十日町 柏崎 長岡大手 開志国際

阿部　凛汰朗  12.14 今井　佑哉  12.06 中野　翔太  11.69 皆川　将伍  11.67 寺澤　達也  10.65 上村　峰心  10.56 小林　悠真  9.85

十日町 新津工 新潟産大附 新潟県央工 柏崎 十日町総合 長岡

菊池　祐輝  9.85

十日町総合

上村　峰心  35.27 皆川　将伍  34.49 中野　翔太  32.83 稲庭　楓  32.78 阿部　凛汰朗  31.57 長谷川　四葉  26.46 菊池　祐輝  25.16 田中　晴斗  25.06

十日町総合 新潟県央工 新潟産大附 長岡工 十日町 高田北城 十日町総合 長岡工

佐々木　健介  57.99 野村　遼太  50.11 宮﨑　咲羽  42.75 今井　佑哉  41.32 坂爪　暖  38.17 神代　大輝  29.70 佐藤　隼也  29.39 五十嵐　拓哉  24.72

新津工 新潟県央工 新潟産大附 新津工 新潟県央工 新潟県央工 新潟県央工 新潟県央工

吉沢　悠太  48.14 中澤　優翔  47.75 小林　蓮  46.54 樋口　謙信  46.20 相澤　奏音  45.90 西丸　黎  44.20 黒坂　太雅  44.11 石川　倖輝  41.67

新潟産大附 新潟商 長岡大手 十日町 長岡工 三条 長岡工 新津工

遠山　侑里  11.96 (+2.0) 本田　遥南  12.24 (+2.0) 原　知世  12.42 (+2.0) 森山　花菜  12.50 (+2.0) 俵山　紗乙  12.67 (+2.0) 小林　明留  12.70 (+2.0) 服部　葉月  12.86 (+1.3) 山田　萌々  12.95 (+2.0)

新潟商 新潟商 新潟産大附 十日町 十日町 新潟商 十日町 新潟産大附

服部　葉月  41.44 森山　花菜  42.17 松本　愛美  42.73 阿部　紗弓  43.31 竹田　蘭  44.31 近藤　真彩  44.49 尾嶋　真優  45.23 樋口　あかり  45.30

十日町 十日町 新潟産大附 三条東 上越 新潟産大附 高田商 高田商

本間　彩花  3:04.71 川尻　唯生  3:05.16 佐藤　夏音  3:20.82 大倉　海空  3:27.31 数間　月奈  3:33.72 俵谷　こはる  3:41.67 横井　美沙希  3:43.59 若月　のの  3:58.34

柏崎 柏崎常盤 柏崎 三条 長岡商 新潟江南 三条東 長岡向陵

原　知世  14.19 (+1.1) 小林　明留  14.50 (+1.1) 俵山　紗乙  14.60 (+1.1) 松本　愛美  14.64 (+1.1) 小林　千紗  15.51 (+1.1) 皆木　凜香  w15.98 (+2.2) 渡辺　咲羽  w16.49 (+2.2) 三住　幸  16.65 (+1.1)

新潟産大附 新潟商 十日町 新潟産大附 長岡向陵 三条 長岡商 高田商

川上　瑚白  1:05.08 壁下　澪  1:06.39 近藤　真彩  1:07.14 横木　美悠  1:07.21 榎本　奈知  1:08.60 小松　真琴  1:08.72 三住　幸  1:08.84 藤井　美羽  1:10.17

新潟商 柏崎 新潟産大附 新津 新発田 長岡 高田商 長岡

山口　悠  1.69 細谷　志帆  1.53 渡邉　宇海  1.50 関崎　未唯  1.50 清水　莉沙  1.40 佐藤　遥奈  1.40 渡邉　夏歩  1.40 近藤　美咲紀  1.25

新潟商 新潟産大附 新潟産大附 長岡大手 長岡 三条東 三条東 長岡大手

近藤　愛加  2.80 鈴木　梨央  2.70 品田　悠  2.60 濁川　萌々子  2.50

新潟産大附 新潟産大附 新潟産大附 柏崎

志田　美颯  5.12 (+1.7) 皆木　凜香  w5.00 (+2.2) 峯村　愛結  4.89 (+0.4) 土肥　優  w4.89 (+2.3) 金子　碧華  4.85 (+1.9) 藤懸　葉月  w4.82 (+2.2) 石澤　心結  w4.72 (+2.4) 太田　莉子  4.61 (+1.3)

長岡大手 三条 高田 新発田 新潟産大附 柏崎 新発田 三条

佐藤　七瀬  10.83 (+0.7) 落合　美月  10.44 (+1.0) 曳田　琴音  9.17 (+2.0)

新潟産大附 長岡大手 長岡大手

柏　輝美  9.40 和栗　奈々  8.51 高橋　琴音  8.37 滝沢　紬  8.35 関谷　穂乃香  8.10 古俣　百香  8.06 田中　有紗  7.74 北川　六花  7.08

新潟商 新潟産大附 巻 十日町 十日町 新潟商 長岡工 高田農業

関谷　穂乃香  33.07 柏　輝美  26.14 田中　有紗  23.72 高橋　琴音  23.66 滝沢　紬  23.53 松山　智紗  23.29 石田　柚乃  21.19 古俣　百香  20.73

十日町 新潟商 長岡工 巻 十日町 新発田 巻 新潟商

和栗　奈々  31.18 永井　亜美  17.96

新潟産大附 三条

金子　碧華  31.68 帆苅　友希  31.34 川住　萌恵  30.60 真霜　きらら  29.71 前山　珠悠  28.52 西澤　眞叶  27.79 村山　奈未  26.01 武藤　颯香  25.19

新潟産大附 新発田 高田 十日町 巻 長岡 新発田 上越
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