
日付 種目

中内　浩貴(3)  43.54

上越教育大

村山　雅人(1)  13.24 前田　瑛藍(2)  12.58 上村　光(2)  10.94 村山　隼也(3)  10.44 綱島　健太朗(2)  10.02 高橋　健斗(3)  9.07 岡　弘太(2)  8.88 佐藤　豪(2)  8.55

松代高 柏崎高 柏崎高 十日町高 糸魚川白嶺高 十日町高 小出高 松代高

前田　瑛藍(2)  36.37 末崎　日成太(2)  32.42 高橋　楓(3)  29.87 小平　郁陽(3)  29.33 高橋　健斗(3)  28.66 村山　雅人(1)  26.60 黒﨑　光星(3)  26.24 佐野　友樹(3)  25.01

柏崎高 柏崎工業高 柏崎工業高 上越総合技術高 十日町高 松代高 上越総合技術高 上越総合技術高

大滝　陵斗(3)  49.21 黒井　悠帆(3)  44.57 小杉　泰世(3)  44.18 小平　郁陽(3)  38.76 松本　尚樹(2)  37.03 上村　光(2)  35.72

高田北城高 八海高 高田北城高 上越総合技術高 八海高 柏崎高

松原　誓哉(3)  11.84 (-0.5) 石本　皓葉(3)  11.85 (-0.5) 海津　義暉(3)  11.95 (-0.5) 小山　優人(2)  12.14 (-0.5) 村山　安慈(3)  12.17 (-0.5) 菊田　光一(3)  12.25 (-0.5)

柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 上越･牧中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第二中

服部　航太(3)  23.60 (+0.5) 櫻井　陽生(3)  23.85 (+0.5) 羽鳥　碧生(3)  24.25 (+0.5) 村山　安慈(3)  24.62 (+0.5) 江村　健琉(3)  24.64 (+0.5) 菊田　光一(3)  24.87 (+0.5) 上村　友希(2)  25.02 (+0.5)

十日町･南中 柏崎･鏡が沖中 小千谷･小千谷中 柏崎･鏡が沖中 上越･吉川中 柏崎･第二中 十日町･南中

江村　健琉(3)  53.76 山田　英誉(3)  53.80 丸山　大輔(3)  57.57 田邊　祐士(3)  57.80 田中　希咲良(2)  58.15 小林　草太(2)  59.96 石田　駿(2)  1:00.33 白川　郁実(3)  1:02.23

上越･吉川中 柏崎･瑞穂中 上越･直江津東中 十日町・まつのやま学園 刈羽･刈羽中 軽井沢A&AC 柏崎･南中 上越･直江津中

武江　淳樹(3)  4:19.84 陸川　前(3)  4:23.75 柴野　爽(3)  4:23.92 東城　颯真(2)  4:33.44 片桐　禅太(3)  4:34.07 山﨑　青衣(3)  4:34.11 阿部　泰輝(3)  4:35.92 砂塚　新汰(2)  4:42.97

上越･牧中 上越･中郷中 柏崎･鏡が沖中 上越･中郷中 柏崎･第二中 上越･中郷中 柏崎･東中 柏崎･鏡が沖中

武江　淳樹(3)  9:14.05 堀澤　大夢(3)  9:24.27 柴野　爽(3)  9:30.91 陸川　前(3)  9:35.59 小川　愛斗(2)  9:35.69 東城　颯真(2)  9:36.85 片桐　禅太(3)  9:37.07 五十嵐　洋平(2)  9:38.64

上越･牧中 小千谷･小千谷中 柏崎･鏡が沖中 上越･中郷中 小千谷･小千谷中 上越･中郷中 柏崎･第二中 小千谷･小千谷中

櫻井　陽生(3)  15.13 (+1.4) 布施　幸祐(3)  15.92 (+1.4) 涌井　魁吏(3)  16.41 (+1.4) 松井　凜音(3)  17.06 (+1.4) 小林　草太(2)  18.00 (+1.4) 久保田　凌玖(2)  19.37 (+1.4) 鈴木　創太(2)  19.56 (+1.4) 古川　祐也(3)  19.96 (+1.4)

柏崎･鏡が沖中 柏崎･南中 中魚･津南中 柏崎･第二中 軽井沢A&AC 中魚･津南中 柏崎･西山中 柏崎･西山中

柏崎･鏡が沖中  46.94 柏崎･第三中  47.65 十日町･南中  47.80 小千谷･小千谷中  48.14 柏崎･柏崎翔洋中等(中)  48.56 柏崎･南中  48.81 柏崎･松浜中  48.89

柴野　爽(3) 岡村　迅(3) 西野　碧人(2) 南雲　楽久(2) 金子　陽哉(2) 布施　幸祐(3) 朝賀　虹太(3)

櫻井　陽生(3) 海津　義暉(3) 服部　航太(3) 羽鳥　碧生(3) 田邉　太陽(2) 坂詰　真吾(2) 吉田　亜夢路(3)

村山　安慈(3) 石本　皓葉(3) 上村　友希(2) 草野　海斗(3) 目﨑　晃大(3) 塩浦　修斗(2) 品田　拓海(2)

松原　誓哉(3) 村田　耕也(2) 外山　晧涼(2) 井口　晃希(2) 大橋　宝矢(3) 石田　駿(2) 品田　迅風(2)

吉田　亜夢路(3)  1.70 横田　暉英(3)  1.65 田邊　祐士(3)  1.65 小林　草太(2)  1.45 寺崎　龍之介(2)  1.40 牧口　怜大(3)  1.40 村山　祥梧(3)  1.35

柏崎･松浜中 上越･浦川原中 十日町・まつのやま学園 軽井沢A&AC 柏崎･松浜中 柏崎･松浜中 柏崎･南中

岡村　迅(3)  3.90 伊部　龍琥(3)  3.80 加藤　天(2)  3.10 押見　陽太(2)  3.00 髙橋　海道(2)  2.80 金子　快輝(2)  2.50 石本　皓葉(3)  2.40 茂野　響生(2)  2.00

柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 刈羽･刈羽中 柏崎･第二中 刈羽･刈羽中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中

布施　幸祐(3)  6.03 (-1.1) 川端　皓斗(3)  5.74 (-0.5) 海津　義暉(3)  5.70 (+0.5) 松井　凜音(3)  5.63 (-1.2) 井部　柊斗(3)  5.27 (-0.2) 草野　海斗(3)  5.22 (-0.3) 山﨑　息吹(2)  5.19 (-1.2) 倉部　航(3)  5.10 (-0.7)

柏崎･南中 柏崎･第一中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 上越･大潟町中 小千谷･小千谷中 柏崎･瑞穂中 柏崎･瑞穂中

中野　翔太(3)  11.37 長谷川　四葉(3)  10.17 寺澤　達也(3)  9.95 菊池　祐輝(3)  9.67 石川　眞緒(3)  8.61 西巻　達也(3)  7.86 小林　草太(2)  7.66 関矢　頼(2)  6.55

柏崎･瑞穂中 上越･浦川原中 柏崎･西山中 十日町･水沢中 柏崎･第二中 柏崎･第二中 軽井沢A&AC 柏崎･第二中

佐藤　克樹(6)  13.65 (+0.3) 保坂　怜音(6)  14.27 (+0.3) 上村　拓未(6)  14.85 (+0.3) 川邊　大輝(6)  14.99 (+0.3) 猪俣　誠温(6)  15.03 (+0.3) 沖　郁(5)  15.86 (+0.3) 柳　敬隼(4)  16.20 (+0.3)

辰の子クラブ 柏崎T&F 柏崎T&F 辰の子クラブ 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

新部　雄大(6)  5:14.41

柏崎T&F

沖　郁(5)  3.66 (-0.6)

柏崎T&F

土田　一馬(2)  11.09 (-0.5) 上石　歩睦(2)  11.12 (-0.5) 落合　蓮太(3)  11.19 (-0.5) 八子　真知(2)  11.21 (-0.5) 田原　蓮(2)  15.46 (-0.5)

東京学館新潟高 高田高 東京学館新潟高 三条東高 東京学館新潟高

稲毛　碧(3)  21.85 (+0.8) 行方　大介(2)  22.40 (+0.8) 三宮　諒祐(3)  22.84 (+0.8) 橋﨑　太陽(3)  22.84 (+0.8) 小栗　拓斗(3)  22.96 (+0.8)

東京学館新潟高 東京学館新潟高 柏崎高 三条東高 三条東高

星野　大空(3)  50.75 宮沢　柊(3)  51.20 皆川　哲人(3)  51.21 佐藤　真(3)  51.30 阿部　隼斗(2)  53.12 押見　浩志(3)  53.90

東京学館新潟高 高田高 東京学館新潟高 三条東高 十日町高 柏崎工業高

宮川　光  4:05.02 室山　智  4:06.95 渡邊　悠太(2)  4:07.76 藤ノ木　丈(2)  4:08.00 相澤　啓太(3)  4:08.90 高橋　比呂弥(3)  4:10.58 岩見　遼太郎(3)  4:14.58 井上　孝平(3)  4:15.57

柏崎市役所 能生陸上クラブ 柏崎高 十日町高 高田高 三条東高 上越教育大 小出高

室山　智  15:16.90 藤ノ木　丈(2)  15:22.20 中村　徹  15:37.61 渡邊　悠太(2)  15:46.71 村山　健(2)  15:50.97 板倉　凜(2)  15:57.52 上村　昂也(2)  15:59.43 星野　大地(3)  16:09.69

能生陸上クラブ 十日町高 柏崎市役所 柏崎高 十日町高 東京学館新潟高 十日町高 東京学館新潟高

近藤　翠月(2)  14.70 (+1.2) 土田　一馬(2)  15.29 (+1.2) 齊藤　大樹(3)  15.67 (+1.2) 江村　太一(3)  15.81 (+1.2) 渡邊　脩(1)  15.82 (+1.2) 北原　銀太(2)  16.30 (+1.2) 原　崚平(1)  16.33 (+1.2) 涌井　佑(2)  16.69 (+1.2)

新潟産大附高 東京学館新潟高 糸魚川高 十日町高 十日町高 新潟産大附高 柏崎工業高 三条東高

小島　日向(3)  55.91 角田　彪瑠(2)  56.13 小林　陸玖(3)  56.91 腰越　真奈人(3)  58.67 石沢　宏郎(2)  1:00.04 原　航太(3)  1:01.18 南部　圭祐(2)  1:02.74

十日町高 三条東高 柏崎高 十日町高 十日町高 高田北城高 高田北城高

三条東高  42.88 柏崎高  43.96 東京学館新潟高B  44.20 上越教育大  44.58 十日町高  44.85 東京学館新潟高C  44.94 東京学館新潟高Ｅ  44.97 東京学館新潟高Ｄ  45.00

橋﨑　太陽(3) 和田　栄祐(3) 竹田　壘(3) 薄田　省吾(3) 小島　豪斗(2) 土田　一馬(2) 佐藤　寿樹(1) 頓宮　楓太(2)

小栗　拓斗(3) 三宮　諒祐(3) 高橋　建輔(3) 村田　龍司(2) 江村　太一(3) 古寺　竜都(3) 青柳　璃空(1) 丸山　大(2)

片岡　海道(2) 品川　大樹(2) 角谷　一輝(3) 矢崎　宏一(3) 庭野　竜之介(2) 皆川　哲人(3) 長井　翼(1) 矢口　翔梧(2)

八子　真知(2) 君島　聖和(2) 狩俣　亮介(3) 三田村　陽太(2) 中町　優真(3) 久住　洸太郎(3) 山田　陽大(1) 横山　健太郎(2)

長壁　輝哉(3)  1.90 齋藤　大斗(2)  1.90 長野　成真(2)  1.80 橘　秋広(3)  1.80 杉田　大夢(1)  1.75 沖　旭(1)  1.75 吉沢　悠太(1)  1.70 北原　銀太(2)  1.70

十日町高 新潟産大附高 新潟産大附高 高田農業高 新潟産大附高 新潟産大附高 新潟産大附高 新潟産大附高

佐藤　恭平(3)  4.70 小林　陸玖(3)  4.50 数藤　惇平(2)  4.20 永井　主馬(3)  3.80 小潟　陸斗(3)  3.70 石本　頼来(3)  3.60 石山　陽斗(2)  3.60 飯田　拓誠(2)  3.30

十日町高 =GR 柏崎高 十日町高 新潟産大附高 柏崎工業高 柏崎工業高 柏崎高 柏崎高

和田　栄祐(3)  6.70 (+0.2) 上石　歩睦(2)  6.49 (+1.2) 五十嵐　彩人(2)  6.26 (+0.5) 佐藤　寿樹(1)  6.17 (-0.2) 中町　優真(3)  6.17 (+0.6) 風間　未来(3)  6.14 (+0.4) 佐藤　恭平(3)  6.04 (-0.2) 大場　滉太(3)  5.94 (+0.3)

柏崎高 高田高 高田高 東京学館新潟高 十日町高 新潟産大附高 十日町高 上越総合技術高

和田　栄祐(3)  13.47 (+0.1) 中町　優真(3)  12.97 (+0.2) 夏井　秀聡(2)  12.75 (+0.4) 海津　陽稀(1)  12.70 (+0.2) 樋口　瞭汰(3)  12.47 (-0.2) 島村　真徳(3)  12.37 (+0.4) 竹田　壘(3)  12.33 (+0.5) 佐藤　寿樹(1)  12.22 (-0.2)

柏崎高 十日町高 十日町高 柏崎高 十日町高 三条東高 東京学館新潟高 東京学館新潟高

水落　慶吾(3)  55.98 土田　翔生(3)  52.86 村山　隼也(3)  52.26 北原　銀太(2)  48.68 木間　和也(3)  48.41 高橋　楓(3)  47.62 風間　未来(3)  45.44 太田　槙之佑(3)  41.59

十日町高 柏崎高 十日町高 新潟産大附高 柏崎工業高 柏崎工業高 新潟産大附高 十日町高
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