
3km 小学生男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3011 荒木　朋也 ｱﾗｷ ﾄﾓﾔ 群馬県 伊勢崎名和小 10分54秒
2 3003 荒牧　里駆 ｱﾗﾏｷ ﾘｸ 群馬県 アラマキッズ 11分02秒
3 3008 堀越　圭悟 ﾎﾘｺｼ ｹｲｺﾞ 群馬県 　　 11分25秒
4 3018 大類　康靖 ｵｵﾙｲ ﾔｽﾉﾌﾞ 群馬県 桐生市立新里東小 11分27秒
5 3019 斎藤　詳太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 群馬県 　　 11分30秒
6 3031 新井　遼平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 群馬県 宮郷小学校 11分34秒

7 3021 和久　達也 ﾜｸ ﾀﾂﾔ 群馬県 宝泉ジュニア 11分37秒

8 3007 長澤　知憲 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 群馬県 どりかむ太田 11分58秒

9 3050 折井　仁 ｵﾘｲ ｼﾞﾝ 群馬県 やぎさん走友会 12分11秒

10 3047 望月　幹太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾝﾀ 群馬県 やぎさん走友会 12分13秒

11 3046 福井　功志朗 ﾌｸｲ ｺｳｼﾛｳ 埼玉県 のうみそＪｒ 12分17秒

12 3015 福田　光基 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 群馬県 広瀬 12分20秒

13 3058 下山　彩斗 ｼﾓﾔﾏ ｱﾔﾄ 群馬県 名和小学校 12分41秒

14 3039 多田　将規 ﾀﾀﾞ ﾏｻｷ 群馬県 　　 12分47秒

15 3044 徳江　幸太郎 ﾄｸｴ ｺｳﾀﾛｳ 群馬県 やぎさん走友会 12分49秒

16 3030 重田　吉貴 ｼｹﾞﾀ ﾖｼｷ 群馬県 境陸上クラブ 12分55秒

17 3020 清家　歩斗 ｾｲｹ ｱﾕﾄ 群馬県 境陸上クラブ 12分57秒

18 3045 山口　諒太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 群馬県 やぎさん走友会 13分04秒

19 3013 富田　秀樹 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｷ 群馬県 名和小学校 13分06秒

20 3004 荒牧　海里 ｱﾗﾏｷ ｶｲﾘ 群馬県 アラマキッズ 13分11秒

21 3027 岩丸　祐大 ｲﾜﾏﾙ ﾕｳﾄ 群馬県 　　 13分13秒

22 3055 牛久　賢哉 ｳｼｸ ｹﾝﾔ 群馬県 三郷小学校 13分16秒

23 3041 原田　颯人 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 群馬県 境陸上ｸﾗﾌﾞ 13分22秒

24 3009 羽鳥　綾真 ﾊﾄﾘ ﾘｮｳﾏ 群馬県 やぎさん走友会 13分26秒

25 3002 尾藤　巧 ｵﾌｼﾞ ﾀｸﾐ 群馬県 伊勢崎市立北小 13分29秒

26 3040 福島　悠介 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｽｹ 群馬県 境陸上クラブ 13分31秒

27 3025 関口　健介 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 群馬県 境陸上クラブ 13分31秒

28 3028 羽鳥　大樹 ﾊﾄﾘ ﾀﾞｲｷ 群馬県 　　 13分35秒

29 3051 茂木　祐斗 ﾓﾃｷﾞ ﾕｳﾄ 群馬県 　　 13分48秒

30 3024 臼田　伊吹 ｳｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 群馬県 境陸上クラブ 13分49秒

31 3049 細谷　颯樹 ﾎｿﾔ ｿｳｷ 群馬県 伊勢崎市立三郷小学校 14分00秒

32 3056 新木　龍吾 ｱﾗｷ ﾘｭｳｺﾞ 群馬県 　　 14分03秒

33 3033 飯塚　伊吹 ｲｲﾂﾞｶ ｲﾌﾞｷ 栃木県 　　 14分15秒

34 3005 鈴木　智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 群馬県 　　 14分21秒

35 3022 上原　康介 ｳｴﾊﾗ ｺｳｽｹ 群馬県 　　 14分23秒

36 3032 五十嵐　翔 ｲｶﾞﾗｼ ｶｹﾙ 群馬県 境陸上クラブ 14分24秒

37 3043 飯田　優太郎 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 茅野市立永明小学校 14分33秒

38 3052 加藤　翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 群馬県 　　 15分35秒

39 3035 小黒　友也 ｵｸﾞﾛ ﾄﾓﾔ 群馬県 　　 15分44秒

40 3042 大池　駿 ｵｵｲｹ ｼｭﾝ 群馬県 　　 15分51秒

41 3057 小林　立歩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾎ 長野県 　　 16分04秒

42 3034 町田　耕佑 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｽｹ 埼玉県 チーム・風 16分11秒

43 3006 井田　稜真 ｲﾀﾞ ﾘｸﾏ 群馬県 　　 16分48秒

44 3061 有賀　広夢 ｱﾘｶﾞ ﾋﾛﾑ 福島県 　　 17分35秒

45 3001 関　郁弥 ｾｷ ﾌﾐﾔ 群馬県 　　 19分18秒

46 3012 豊島　亜南 ﾄﾖｼﾏ ｱﾅﾝ 群馬県 　　 20分21秒
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3km 小学生女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 4012 飯塚　響 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾋﾞｷ 栃木県 　　 11分04秒
2 4018 森尻　真優 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾏﾕ 群馬県 藤岡第二小学校 11分45秒
3 4004 櫻井　瑠莉 ｻｸﾗｲ ﾙﾘ 群馬県 伊勢崎陸上クラブ 12分01秒
4 4010 藤倉　麻衣 ﾌｼﾞｸﾗ ﾏｲ 群馬県 　　 12分04秒
5 4025 福田　姫歌 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾒｶ 群馬県 姫っ子ラン 12分29秒
6 4027 細谷　柚衣 ﾎｿﾔ ﾕｲ 群馬県 伊勢崎陸上クラブ 12分43秒

7 4030 金子　紗依 ｶﾈｺ ｻｵﾘ 群馬県 　　 12分58秒

8 4001 登坂　未央 ﾄｻｶ ﾐｵ 群馬県 TOKON 13分06秒

9 4003 関川　真由 ｾｷｶﾜ ﾏﾕ 群馬県 境陸上クラブ 13分08秒

10 4023 石井　優希 ｲｼｲ ﾕｷ 群馬県 どりかむ太田 13分12秒

11 4019 阪下　玖瑠美 ｻｶｼﾀ ｸﾙﾐ 群馬県 どりかむ太田 13分15秒

12 4002 尾内　夏輝 ｵﾅｲ ﾅﾂｷ 群馬県 境陸上クラブ 13分38秒

13 4026 望月　美佑 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕ 群馬県 やぎさん走友会 13分52秒

14 4017 国安　真由子 ｸﾆﾔｽ ﾏﾕｺ 群馬県 伊勢崎市立南小学校 14分13秒

15 4009 田島　未来 ﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 群馬県 　　 14分24秒

16 4038 大貫　芽依 ｵｵﾇｷ ﾒｲ 群馬県 境剛志小学校 14分24秒

17 4024 山口　菜月 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 群馬県 やぎさん走友会 14分38秒

18 4020 梅澤　美咲 ｳﾒｻﾞﾜ ﾐｻｷ 群馬県 やぎさん走友会 14分50秒

19 4008 大類　瑞祥 ｵｵﾙｲ ﾐｽﾞｷ 群馬県 桐生市立新里東小 15分04秒

20 4014 下城　そよか ｼﾓｼﾞｮｳ ｿﾖｶ 群馬県 　　 15分17秒

21 4032 増茂　明里 ﾏｽﾓ ｱｶﾘ 群馬県 　　 15分38秒

22 4036 福島　茜音 ﾌｸｼﾏ ｱｶﾈ 群馬県 　　 15分44秒

23 4016 齋藤　このか ｻｲﾄｳ ｺﾉｶ 群馬県 　　 15分51秒

24 4022 大池　美琴 ｵｵｲｹ ﾐｺﾄ 群馬県 　　 16分12秒

25 4015 中島　祐美子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 群馬県 　　 16分33秒

26 4028 寺本　朱里 ﾃﾗﾓﾄ ｱｶﾘ 群馬県 　　 16分33秒

27 4029 茂木　未玖 ﾓﾃｷﾞ ﾐｸ 群馬県 　　 16分39秒

28 4035 槇　栞絵理 ﾏｷ ｼｴﾘ 群馬県 　　 18分05秒

29 4033 小暮　優奈 ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾅ 埼玉県 埼玉県深谷八基小 18分33秒

30 4005 岩崎　桃子 ｲﾜｻﾞｷ ﾓﾓｺ 群馬県 　　 18分48秒

31 4021 多田　愛華 ﾀﾀﾞ ﾏﾅｶ 群馬県 　　 19分26秒

32 4034 小暮　里緒 ｺｸﾞﾚ ﾘｵ 埼玉県 埼玉県深谷八基小 19分31秒
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