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種　目 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 第９位

稲田　直大 飛田　龍汰

松崎　巧実

湊　　伶人

深川　　瞭 坂口　雄紀 山本　晃由樹 稲場　　弥

水橋高校 分水高校 水橋高校 小松大谷高校 水橋高校 水橋高校 水橋高校 小松商業高校

富山県 01:46.582 新潟県 01:48.573 富山県 01:52.072 石川県 01:56.307 富山県 01:57.751 富山県 01:58.387 富山県 01:59.743 石川県 02:03.012

平井　兵馬 青木　風雅 西畑　和真 才川　　穣 成瀬　温人 大倉　毅斗 福田　洸貴

竹内　聡宏

金岡　巧大

水橋高校 分水高校 金津高校 万代高校 水橋高校 分水高校 小松商業高校 篠ノ井高校犀峡校 水橋高校

富山県 02:01.474 新潟県 02:02.216 福井県 02:08.878 新潟県 02:14.663 富山県 02:15.247 新潟県 02:16.041 石川県 02:21.687 長野県 02:22.180 富山県 02:34.280

中田　舞絢

笹岡　晏奈

江下　穂香 牧田　真緒 渡辺　　宝 吉本　蒼空 土田　　栞

波多野　瞳

越田　彩華

水橋高校 金津高校 小松市立高校 三国高校 分水高校 小松商業高校 県立小松高校 金津高校 小松商業高校

富山県 02:09.202 福井県 02:11.961 石川県 02:15.242 福井県 02:15.362 新潟県 02:16.261 石川県 02:17.199 石川県 02:18.824 福井県 02:19.787 石川県 02:24.544

稲田　直大 稲場　　弥

深川　　瞭

宮前　大地 瀧澤　樂音 青木　比呂 山田　流雅 湊　　伶人

松崎　巧実 野口　透輝

山本　晃由樹 山下　颯太 山崎　大樹 久保　遥希 竹嶋　奏音 麻生　聡一朗

水橋高校 小松商業高校 水橋高校 小松市立高校 分水高校 篠ノ井高校犀峡校 金津高校 小松大谷高校

富山県 01:44.143 石川県 01:50.806 富山県 01:53.106 石川県 01:55.732 新潟県 01:57.609 長野県 01:57.887 福井県 02:00.036 石川県 02:03.013

大倉　毅斗 成瀬　温人

栗原　賢伍

太田　健梧 福田　洸貴 北　　佑真 竹内　聡宏

少年男子

JK-1

少年男子

JC-1

少年女子

JWK-1

少年男子

JK-2

池浦　千尋 金岡　巧大 加藤　結斗

今井　隆真

林　　司唆 堀口　幹太 坂口　琉尋

分水高校 水橋高校 金津高校 万代高校 小松商業高校 小松大谷高校 篠ノ井高校犀峡校

新潟県 02:05.812 富山県 02:09.725 福井県 02:12.390 新潟県 02:21.081 石川県 02:22.907 石川県 02:25.368 長野県 02:38.698

笹岡　晏奈 牧田　真緒 江下　穂香 吉本　蒼空 中出　みこと 渡辺　　宝 本田　結愛

波多野　瞳 越桐　茉実子 街道　純玲 越田　彩華 橋田　唯那 高橋　花奈 山内　希実

金津高校 三国高校 小松市立高校 小松商業高校 小松商業高校 分水高校 金津高校

福井県 02:02.420 福井県 02:05.788 石川県 02:07.303 石川県 02:08.889 石川県 02:13.476 新潟県 02:16.956 福井県 02:21.998

野澤　美朝 瀧澤　樂音

青木　比呂 山田　流雅

堀川　征紀

深川　　瞭

山崎　大樹 北澤　裕仁

白崎　雅也 渡邉　　光

山本　晃由樹

阿部　隆太郎 久保　遥希

伊藤　颯人 小野　颯大

坂口　雄紀

金安　一樹 北村　克弥

竹嶋　奏音

土屋　昌輝

水橋高校

分水高校

篠ノ井高校犀峡校 金津高校 万代高校

富山県 01:44.452

新潟県 01:49.545

長野県 01:55.967 福井県 01:59.665 新潟県 02:04.420

青木　風雅 平井　兵馬

大倉　毅斗

成瀬　温人

池浦　千尋 金岡　巧大

安達　陸和

砂場　寛太

分水高校 水橋高校

新潟県 01:59.926 富山県 02:10.095

笹岡　晏奈 吉本　蒼空 山本　千晴 高橋　花奈

波多野　瞳 中出　みこと 木下　あゆ 橋本　茉歩

橋本　侑紀 橋田　唯那 澤田　千穂 福永　紗世

本田　結愛 越田　彩華 吉本　美海 松井　美樹 　

少年男子

JK-4

少年男子

JC-4

少年女子

JWK-4

少年男子

JC-2

少年女子

JWK-2

金津高校 小松商業高校 小松商業高校 分水高校

福井県 01:54.998 石川県 02:03.300 石川県 02:03.830 新潟県 02:10.221


