
日付 種目

草野　誓也(31)  10.43 (+0.5) 川上　真弥(26)  10.53 (+0.5) 森山　天皓(20)  10.65 (+0.5) 水戸部　良祐(19)  10.72 (+0.5) 新井　脩朔(20)  10.87 (+0.5) 高木　佑希(28)  10.89 (+0.5) 神山　連(20)  10.97 (+0.5)

Accel・千葉 NCB iMARe・東京 新潟医療福祉大・石川 新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・新潟 燕労災病院・新潟 新潟医療福祉大・秋田

谷口　耕太郎(25)  w21.14 (+2.6) 遠山　宜志(20)  w21.77 (+2.6) 土屋　和輝(20)  w21.81 (+2.6) 山岸　優(19)  21.90 (+1.5) 吉井　拓郎(20)  22.37 (+1.5) 浅井　優太(19)  23.31 (+1.5)

凸版印刷・東京 新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・福島 新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・新潟 アップルスポーツカレッジ・新潟

北川　貴理(23)  47.32 柏谷　興(28)  50.14 橋本　将矢(20)  53.64 本山　翔大(19)  55.25

富士通・千葉 国際ホテル・ブライダル専教・新潟 新潟医療福祉大・山形 アップルスポーツカレッジ・新潟

泉田　湧哉(23)  1:55.86 澤田　康之介(19)  1:58.21 関　翔弥(30)  2:02.11 平澤　泰介(19)  2:04.96

新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・新潟 南魚沼市陸協・新潟 新潟医療福祉大・新潟

小林　巧(25)  3:56.75 櫻井　光(22)  4:07.54 田中　朋寛(20)  4:17.64 藤森　裕(29)  4:25.51 橘　慎一(36)  4:29.21 土屋　亘輝(18)  4:53.95

セキノ興産・新潟 チームT&M・新潟 新潟医療福祉大・新潟 長岡陸協・新潟 日本通運・新潟 アップルスポーツカレッジ・新潟

岩崎　祐樹(27)  14:54.69 松宮　祐行(39)  15:17.21 矢島　久樹(38)  15:25.60 山下　惠大(21)  15:27.72 若澤　新也(23)  15:32.01 小林　史弥(22)  15:37.99 櫻井　光(22)  15:46.60 村越　大知(20)  15:55.08

セキノ興産・新潟 セキノ興産・新潟 能生陸上クラブ・新潟 新潟医療福祉大・石川 新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・新潟 チームT&M・新潟 新潟医療福祉大・新潟

小野塚　光(24)  16.30 (+0.8) 上條　健(49)  21.71 (+0.8)

NTC・新潟 ライフメッセージ・長野

田邉　将大良(25)  50.62 松本　岳大(25)  51.10

ゼンリン・東京 CROSSBRACE・東京

多喜端　夕貴(23)  9:05.26 足立　直哉(23)  9:48.14 田中　諒兵(31)  10:05.08 蕪木　慎太郎(21)  10:10.29

NTN・三重 GR-SR セキノ興産・新潟 ＮＰＲＣ・新潟 新潟大・新潟

長谷川　直人(23)  2.25 澁谷　蒼(21)  2.17 堀井　遥樹(19)  2.11 金子　大貴(21)  2.11 佐藤　匠(22)  2.05 長谷川　龍雅(19)  2.00 青木　悠李(20)  2.00 栃倉　優人(20)  1.95

新潟アルビレックスＲＣ・新潟 NCA-NCB-GR-SR 新潟医療福祉大・新潟 NCA-NCB-GR-SR 新潟医療福祉大・福井 GR-SR 新潟医療福祉大・新潟 GR-SR 新潟医療福祉大・新潟 アップルスポーツカレッジ・新潟 新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・新潟

宮下　一太(21)  4.00 中田　由士(20)  2.50

新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・宮崎

金子　司(22)  6.16 (+0.5) 上條　健(49)  w5.30 (+2.1)

長野オリンパス・長野 ライフメッセージ・長野

櫻井　大幹(27)  w15.00 (+2.1) 伊藤　太一(31)  14.44 (+1.1) 金子　司(22)  13.98 (+2.0) 田中　健介(20)  13.58 (+1.4) 樋口　恒介(22)  w13.50 (+2.7) 須貝　光太郎(25)  12.78 (+1.8)

長野市陸協・長野 新潟市スポーツ協会・新潟 長野オリンパス・長野 新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・新潟 日立産機システム・新潟

米倉　朋輝(21)  15.13 大浦　拓徳(20)  14.85 對木　隆介(43)  13.97 相村　崇文(31)  13.74

新潟医療福祉大・長野 新潟医療福祉大・新潟 下田高教・静岡 つくし幼稚園・新潟

松田　知利(21)  49.01 對木　隆介(43)  37.00

新潟医療福祉大・新潟 下田高教・静岡

上原　隆伸(35)  45.50 上條　健(49)  24.84

プロテックエンジニアリング・長野 ライフメッセージ・長野

八木　奨兵(31)  57.63 佐藤　勇次(29)  55.93 樋口　智(30)  54.05 上原　隆伸(35)  33.81

新潟市陸協・新潟 新発田自衛隊・新潟 RizeAC・新潟 プロテックエンジニアリング・長野

古野間　久明(12)  14.05 (+0.5) 和田　壮太朗(12)  14.97 (+0.3) 田中　夏琉(12)  15.01 (+1.0) 中林　大晃(12)  15.32 (+0.3) 喜多　遼太朗(12)  15.90 (-1.3) 阿部　大樹(8)  16.38 (-1.3) 梁取　帆(12)  16.76 (-1.3) 齋藤　恭輔(11)  16.77 (+0.3)

新潟アルビレックスRC新潟南 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビRC・OJAS 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビレックスRC新潟南 新潟アルビレックスRC新潟南 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビレックスRC・新潟

百武　俊(11)  16.77 (+0.5)

新潟アルビレックスRC新潟南

古野間　久明(12)  1.25 安井　陸(12)  1.25 田中　夏琉(12)  1.20 中林　大晃(12)  1.20 平岡　颯(12)  1.20 齋藤　恭輔(11)  1.20 喜多　遼太朗(12)  1.15 宮崎　悠真(10)  1.15

新潟アルビレックスRC新潟南 新潟アルビRC新潟中央 新潟アルビRC・OJAS 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビレックスRC新潟南 新潟アルビRC・OJAS

宮本　まきの(23)  11.89 (+0.2) 永野　真莉子(25)  11.90 (+0.2) 山中　日菜美(23)  12.05 (+0.2) 西村　百花(22)  12.06 (+0.2) 近藤　亜友美(21)  12.27 (+0.2) 藤原　沙耶(21)  12.32 (+0.2) 涌井　珠里(20)  12.32 (+0.2) 穴澤　沙也可(20)  15.30 (+0.2)

RUNJOURNEY・兵庫 デンソー・三重 デンソー・三重 園田学園女子大・京都 園田学園女子大・京都 園田学園女子大・兵庫 新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・福島

永野　真莉子(25)  24.27 (+0.9) 藤沢　沙也加(28)  24.61 (+0.9) 山中　日菜美(23)  24.94 (+0.9) 門脇　直緒(21)  25.11 (+0.9) 臼井　美紅(20)  25.31 (+0.9) 前山　美優(23)  25.41 (+0.9) 清水　咲紀(20)  25.94 (+0.9)

デンソー・三重 GR-SR セレスポ・東京 GR-SR デンソー・三重 GR-SR 園田学園女子大・兵庫 GR-SR 新潟医療福祉大・長野 新潟アルビレックスＲＣ・新潟 新潟医療福祉大・新潟

椎谷　佳奈子(22)  56.41 藤沼　朱音(23)  56.71 髙杉　梨沙(19)  1:01.52

新潟医療福祉大・新潟 日本保育サービス・神奈川 新潟医療福祉大・新潟

菅野　杏奈(23)  2:08.60 田阪　亜樹(33)  2:09.49 大森　郁香(27)  2:10.36 山田　はな(25)  2:10.41 小野　莉奈(24)  2:12.85 内山　成実(24)  2:14.68

福島大・福島 NCA-NCB せとなみTC・広島 NCB 奥アンツーカ・東京 わらべや日洋・東京 東邦銀行・福島 東京学芸大・長野

由水　沙季(24)  4:36.73 秋山　桃子(25)  4:37.82 保科　琴音(19)  4:37.90 吉田　千紘(19)  4:45.79 竹村　瑞香(21)  4:50.76 今井　萌(21)  4:52.78 鈴木　こなつ(19)  5:03.87 三原　瑞佳(22)  5:17.77

ユニバーサルエンターテインメント・千葉 ユニバーサルエンターテインメント・千葉 新潟医療福祉大・千葉 新潟医療福祉大・静岡 新潟医療福祉大・長野 新潟医療福祉大・長野 新潟医療福祉大・愛知 新潟医療福祉大・新潟

會津　萌実(21)  14.52 (+0.8)

新潟医療福祉大・新潟

利藤　野乃花(24)  1:00.56 大谷　　友梨恵(26)  1:00.81 横田　華恋(20)  1:00.84 小林　茜(21)  1:02.26

わらべや日洋・東京 加藤建設・愛知 園田学園女子大・兵庫 福島大・新潟

三浦　佳奈(21)  10:16.00

東北福祉大・宮城 NCA-NCB

権瓶　明日夏(22)  5.94 (+0.4) 氏家　凪咲(22)  5.47 (+0.5) 小林　れいな(21)  5.46 (+0.5) 岡村　菜南(21)  4.78 (+0.1)

福岡大・福岡 新潟医療福祉大・富山 新潟医療福祉大・新潟 新潟医療福祉大・新潟

近藤　祐未(23)  12.08 (+0.5) 藤田　美佳(30)  12.07 (+0.8) 荒木　麻弥子(32)  11.53 (+1.8)

新潟アルビレックスＲＣ・新潟 とらい夢・新潟 長岡AC・新潟

神田　千穂(21)  47.48 敷本　愛(36)  46.59

新潟医療福祉大・新潟 NCA-NCB 新潟アルビレックスＲＣ・新潟 NCB

中島　未歩(27)  48.88

飯田病院・長野

井口　華穂(24)  50.21 笹川　涼子(20)  35.39 田代　香緒里(29)  22.54

新潟医療福祉大・長野 アップルスポーツカレッジ・新潟 新潟市スポーツ協会・新潟

小田　桃葉(12)  14.85 (-0.2) 高橋　乃音(12)  15.52 (-0.2) 小笠原　愛華(12)  16.38 (-0.1) 和田　紗空(12)  16.68 (-0.1) 丸山　さら(12)  16.79 (+1.4) 柄澤　珠夢(12)  17.03 (+1.9) 太田　花菜(11)  17.14 (-0.1) 中林　麗夢(11)  17.16 (+1.4)

新潟アルビレックスRC・県北 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビRC・OJAS 新潟アルビRC・OJAS 新潟アルビレックスＲＣ・県央 新潟アルビRC新潟中央 新潟アルビRC・OJAS

浅野　莉奈(12)  17.16 (-0.2)

新潟アルビレックスＲＣ・県央

和田　紗空(12)  1.15 高橋　乃音(12)  1.15 太田　花菜(11)  1.15 小笠原　愛華(12)  1.15 柄澤　珠夢(12)  1.10

新潟アルビRC・OJAS 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビRC新潟中央 新潟アルビレックスRC・新潟 新潟アルビレックスＲＣ・県央

小田　桃葉(12)  1.15 中林　麗夢(11)  1.15

新潟アルビレックスRC・県北 新潟アルビRC・OJAS

丸山　さら(12)  1.15

新潟アルビRC・OJAS
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