
日付 種目
古澤�佳紀  11.83 渡邉�崇史  11.85 久住�蓮  12.00 岩坂�柊人  12.05 小林�凜太朗  12.06 小野田�優貴  12.25 水谷�珠羽  12.32 渋谷�哉太  12.33
燕･分水中 見附･見附中 新潟･木崎中 見附･見附中 見附･見附中 南蒲･田上中 燕･燕中 三条･第二中
久住�蓮  24.12 岩坂�柊人  24.46 渡邉�崇史  24.56 古澤�佳紀  24.85 小林�凜太朗  25.16 皆川�哲人  25.24 渋谷�哉太  25.29
新潟･木崎中 見附･見附中 見附･見附中 燕･分水中 見附･見附中 三条･栄中 三条･第二中

小野田�優貴  25.16
南蒲･田上中

山崎�壮太  4:27.99 丸山�真孝  4:30.33 西山�諒哉  4:30.42 西沢�康平  4:40.20 安達�勇輝  4:41.65 小柳�洸平  4:42.62 笠原�俊也  4:49.87 佐野�海我  4:52.64
燕･分水中 三条･下田中 三条･栄中 三条･本成寺中 三条･栄中 加茂･七谷中 燕･分水中 見附･西中
加藤�邑彼  1.65 白井�嘉人  1.60 和田�浩輝  1.45 真島�新  1.40 門藤�諒  1.40 関﨑�翔馬  1.35 佐野�滉太  1.35 長谷川�幸祐  1.35
見附･西中 燕･燕中 見附･西中 燕･燕中 燕･小池中 三条･栄中 見附･西中 三条･栄中
保科�遼太  5.76 小海�悠斗  5.46 山内�陸翔  5.42 井上�拓未  5.30 永井�陽太  5.26 久保田�大聖  5.25 外山�陽大  5.24 島村�真徳  5.23
見附･見附中 燕･燕中 見附･西中 長岡･堤岡中 三条･第一中 三条･栄中 三条･第二中 燕･分水中
坂井�琉斗  9.35 大澤�勇太  8.22 井田�雄翔  7.69 浦澤�平  7.25 三本�優虎  6.82 水谷�珠羽  6.81 今井�龍之介  6.57 梅田�心  6.47
三条･第二中 三条･栄中 三条･第四中 南蒲･田上中 三条･栄中 燕･燕中 三条･大崎中 三条･第一中
佐藤�卓  11.95 今井�康貴  11.96 金子�海登  12.17 小川�太一  12.19 田澤�徹太  12.21 荒井�楓雅  12.25 佐藤�駿  12.57
新潟県央工 三条 新潟県央工 三条 三条 三条 三条

高橋�颯人  12.17
三条

倉田�健太  4:10.42 柴橋�和真  4:18.65 神子島�颯汰  4:22.86 池田�修斗  4:23.88 斎藤�和樹  4:24.17 長谷川�聡一  4:27.40 宮澤�陸  4:27.89 宮路�潤  4:38.08
三条 三条 三条 三条 三条 三条 三条 三条

五十嵐�萌  13.52 諸橋�未桜  13.69 山村�紋叶  13.72 佐藤�優  13.90 後藤�透海  14.05 伊藤�凜  14.14 遠藤�凪紗  14.21
三条･第二中 三条･大崎中 長岡･堤岡中 燕･燕中 三条･第一中 三条･第一中 燕･燕中

藤田�柊  14.14
南蒲･田上中

五十嵐�萌  27.64 山村�紋叶  28.47 諸橋�未桜  28.68 佐藤�優  29.11 志田�和香奈  29.20 小坂井�禎奈  29.85 諸我�菜摘  30.12 小林�楓  30.19
三条･第二中 長岡･堤岡中 三条･大崎中 燕･燕中 三条･大崎中 見附･見附中 三条･第一中 南蒲･田上中
渡辺�由夏  2:29.56 諸橋�愛子  2:31.15 長谷川�麗菜  2:31.18 武田�詩歩  2:40.48 関�萌華  2:40.92 田中�柚希  2:46.52 長谷川�凜  2:50.32 髙橋�李沙  2:51.08
燕･分水中 西蒲･弥彦中 三条･第一中 加茂･葵中 三条･大崎中 加茂･葵中 三条･下田中 三条･第四中
野村�茉央  1.30 伊藤�凜  1.25 中村�透魚  1.20 小林�捺未  1.15 森田�小雪  1.10
加茂･葵中 三条･第一中 三条･大崎中 三条･大崎中 燕･小池中

藤田�柊  1.25 浅野�乃衣  1.15
南蒲･田上中 燕･小池中

角田�凜花  1.15
燕･小池中

後藤�透海  4.69 大橋�可奈  4.06 舘岡�稜奈  4.03 安達�萌々香  3.99 金子�知佳  3.91 阿部�晴奈  3.82 保科�美紅  3.78 田代�美羽  3.72
三条･第一中 三条･第一中 見附･見附中 燕･分水中 見附･見附中 三条･第四中 見附･見附中 三条･第四中
清野�真純  9.02 皆川�乃愛  8.43 渡辺�蘭  5.35
燕･燕中 燕･燕中 加茂･葵中
田下�妃依  13.66 牧岡�琳花  13.93 齊藤�由奈  13.94 平田�明日美  14.94
三条 三条 三条 三条
五十嵐�美紀  2:37.08 桑原�友希子  2:43.70
三条 三条
丸山�悠佳  4.74 小林�優舞  3.84
三条 三条
関�春香  7.55
三条
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