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主催:群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬

男子小学クラブ対抗 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 アラマキッズ 100000101 大久保　綾(6)

塚沢
(101) ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ

100101 100000102 清水　獅恩(6)
高崎西

ﾅﾝﾊﾞｰ(101) (102) ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ
100000103 立岡明日登(6)

高崎北
(103) ﾀﾂｵｶ ｱｽﾄ

100000104 松下　雄俄(5)
榛東北

(104) ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶﾞ
2 碓井クラブ 100000105 佐藤　那瑠(5)

西横野
(105) ｻﾄｳ ﾅﾙ

100102 100000106 吉沢　慈行(6)
西横野

ﾅﾝﾊﾞｰ(102) (106) ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝ
100000107 島田宗一郎(6)

妙義
(107) ｼﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

100000108 土屋　　翔(6)
松井田

(108) ﾂﾁﾔ ｼｮｳ
3 TEAM☆K Ａ 100000305 立川　結登(6)

粕川
(305) ﾀﾁｶﾜ ﾕｲﾄ

100301 100000311 青木　洸太(6)
新里東

ﾅﾝﾊﾞｰ(301) (311) ｱｵｷ ｺｳﾀ
100000320 小野　洵平(6)

粕川
(320) ｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

100000324 星野　大地(6)
粕川

(324) ﾎｼﾉ ﾀﾞｲﾁ
4 高崎Winds Ｂ 100001003 井上　優河(6)

高崎南
(1003) ｲﾉｳｴ ﾕｳｶﾞ

101002 100001004 岩井　風駕(6)
桜山

ﾅﾝﾊﾞｰ(1002) (1004) ｲﾜｲ ﾌｳｶﾞ
100001013 橋爪　奎人(6)

京ヶ島
(1013) ﾊｼﾂﾞﾒ ｹｲﾄ

100001002 石井　伶旺(6)
東部

(1002) ｲｼｲ ﾚｵ
5 高崎Winds Ａ 100001011 中島　綾佑(6)

久留馬
(1011) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ

101001 100001016 村上　純平(6)
箕郷東

ﾅﾝﾊﾞｰ(1001) (1016) ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
100001001 天田　凌聖(6)

京ヶ島
(1001) ｱﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ

100001019 米倉　　拓(6)
新高尾

(1019) ﾖﾈｸﾗ ﾀｸﾐ
6 高崎Winds Ｃ 100001017 森本　大貴(6)

新高尾
(1017) ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

101003 100001006 狩野　孝幸(6)
新高尾

ﾅﾝﾊﾞｰ(1003) (1006) ｶﾉｳ ﾀｶﾕｷ
100001014 堀越　遥斗(6)

新高尾
(1014) ﾎﾘｺｼ ﾊﾙﾄ

100001008 善如寺拓海(6)
中居

(1008) ｾﾞﾝﾆｮｼﾞ ﾀｸﾐ
7 高崎Winds Ｄ 100001045 秀島　弘聖(5)

新高尾
(1045) ﾋﾃﾞｼﾏ ｺｳｾｲ

101004 100001039 佐野　翔哉(5)
金古南

ﾅﾝﾊﾞｰ(1004) (1039) ｻﾉ ｼｮｳﾔ
100001038 斎藤　友希(5)

矢中
(1038) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

100001043 館　　海斗(5)
六郷

(1043) ﾀﾁ ｶｲﾄ
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主催:群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬

男子小学クラブ対抗 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
8 伊勢崎クラブ 100002164 関上　幸弥(6)

伊勢崎北
(2164) ｾｷｶﾞﾐ ｺｳﾔ

102101 100002162 茂木　勇希(6)
殖蓮

ﾅﾝﾊﾞｰ(2101) (2162) ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｷ
100002148 舩戸　勇朋(6)

伊勢崎北
(2148) ﾌﾅﾄ ｲﾂｷ

100002147 影山　叶歩(6)
宮郷第二

(2147) ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｱ
9 前橋陸協Ａ 100002302 平田　未來(6)

桂萱東
(2302) ﾋﾗﾀ ﾐﾗｲ

100106 100002802 山田　蒼海(6)
大胡

ﾅﾝﾊﾞｰ(106) (2802) ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ
100002556 田口　　響(6)

群大附属
(2556) ﾀｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ

100002559 高橋　瑠音(6)
群大附属

(2559) ﾀｶﾊｼ ﾙｲﾝ
10 前橋陸協Ｂ 100002716 丸山　夢路(6)

群馬国際Ａ
(2716) ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾒｼﾞ

100107 100002560 樋口　湧斗(6)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(107) (2560) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
100003107 廣岡　和哉(6)

大胡東
(3107) ﾋﾛｵｶ ｶｽﾞﾔ

100002310 福本　彬人(6)
細井

(2310) ﾌｸﾓﾄ ｱｷﾄ
11 前橋陸協Ｃ 100002306 村田　昂紀(5)

桂萱
(2306) ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

100108 100003208 吉田　　隼(5)
若宮

ﾅﾝﾊﾞｰ(108) (3208) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ
100002305 村田　侑紀(5)

桂萱
(2305) ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ

100002703 平野　誠也(5)
桃井

(2703) ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ
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主催:群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
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女子小学クラブ対抗 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 碓井クラブ 200000121 髙橋　佑奈(5)

西横野
(121) ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ

100101 200000122 榎坂菜々華(6)
西横野

ﾅﾝﾊﾞｰ(101) (122) ｴﾉｷｻﾞｶ ﾅﾅｶ
200000123 五明　奏那(5)

西横野
(123) ｺﾞﾐｮｳ ｶﾅ

200000124 大野　愛里(6)
西横野

(124) ｵｵﾉｱ ｲﾘ
2 TEAM☆K Ａ 200000310 金山　愛実(6)

粕川
(310) ｶﾅﾔﾏ ﾏﾅﾐ

100301 200000303 吉田　彩笑(5)
粕川

ﾅﾝﾊﾞｰ(301) (303) ﾖｼﾀﾞ ｻｴﾐ
200000335 津久井こはく(6)

月田
(335) ﾂｸｲ ｺﾊｸ

200000336 木下　花菜(6)
大胡

(336) ｷﾉｼﾀ ﾊﾅ
3 TEAM☆K Ｂ 200000309 岩田　麻綾(5)

粕川
(309) ｲﾜﾀ ﾏｱﾔ

100302 200000316 中里　美心(5)
粕川

ﾅﾝﾊﾞｰ(302) (316) ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｺ
200000333 諸田なみき(5)

赤堀
(333) ﾓﾛﾀﾞ ﾅﾐｷ

200000334 大橋　由佳(5)
粕川

(334) ｵｵﾊｼ ﾕｶ
4 子持少年陸上クラブ 200000750 水上　莉緒(6)

渋川北
(750) ﾐｽﾞｶﾐ ﾘｵ

100701 200000751 橋本　怜奈(6)
渋川西

ﾅﾝﾊﾞｰ(701) (751) ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ
200000752 関根　美心(6)

榛東南
(752) ｾｷﾈ ｺｺﾛ

200000753 飯田　唯愛(6)
金島

(753) ｲｲﾀﾞ ﾕｱ
5 高崎Winds Ａ 200001023 小池　涼葉(6)

堤ヶ岡
(1023) ｺｲｹ ｽｽﾞﾊ

101001 200001021 今成　心菜(6)
久留馬

ﾅﾝﾊﾞｰ(1001) (1021) ｲﾏﾅﾘ ｺｺﾅ
200001022 川田　夏鳴(6)

高崎西
(1022) ｶﾜﾀﾞ ｶﾅﾙ

200001027 須田　楓来(6)
吉井

(1027) ｽﾀﾞ ｶｴﾗ
6 高崎Winds Ｂ 200001058 河津麻美子(5)

南八幡
(1058) ｶﾜﾂﾞ ﾏﾐｺ

101002 200001059 久保　亜月(5)
高崎城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(1002) (1059) ｸﾎﾞ ｱﾂﾞｷ
200001025 城田　雛寿(6)

堤ヶ岡
(1025) ｼﾛﾀ ｽｽﾞ

200001084 高野　空奏(6)
六郷

(1084) ﾀｶﾉ ｿﾗｶ
7 高崎Winds Ｃ 200001057 門倉　由依(5)

箕輪
(1057) ｶﾄﾞｸﾗ ﾕｲ

101003 200001052 牛込　茉結(5)
中居

ﾅﾝﾊﾞｰ(1003) (1052) ｳｼｺﾞﾒ ﾏﾕ
200001030 秀島ひなた(6)

新高尾
(1030) ﾋﾃﾞｼﾏ ﾋﾅﾀ

200001085 佐藤　芽生(6)
六郷

(1085) ｻﾄｳ ﾒｲ
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主催:群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
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女子小学クラブ対抗 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
8 高崎Winds Ｄ 200001048 伊澤恵俐佳(5)

箕輪
(1048) ｲｻﾞﾜ ｴﾘｶ

101004 200001051 岩渕　和奏(5)
佐野

ﾅﾝﾊﾞｰ(1004) (1051) ｲﾜﾌﾁ ﾜｶﾅ
200001061 鶴田　彩夏(5)

佐野
(1061) ﾂﾙﾀ ｱﾔｶ

200001049 石榑　笑李(5)
高崎城南

(1049) ｲｼｸﾞﾚ ｴﾐﾘ
9 伊勢崎クラブＡ 200002139 小茂田琉七(5)

豊受
(2139) ｺﾓﾀﾞ ﾙﾅ

102101 200002155 長谷川留花(6)
殖蓮

ﾅﾝﾊﾞｰ(2101) (2155) ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｶ
200002142 岡田　陽奈(5)

茂呂
(2142) ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ

200002144 伊藤　晴南(5)
名和

(2144) ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ
10 伊勢崎クラブＢ 200002163 二渡　柚月(6)

殖蓮
(2163) ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾕﾂﾞｷ

102102 200002145 小林　桃子(5)
名和

ﾅﾝﾊﾞｰ(2102) (2145) ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ
200002140 大塚　美咲(5)

殖蓮
(2140) ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ

200002141 金井　梨音(5)
赤堀南

(2141) ｶﾅｲ ﾘﾉﾝ
11 前橋陸協Ａ 200003214 飯塚　佳音(6)

前橋東
(3214) ｲｲﾂﾞｶ ｶﾉﾝ

100105 200002557 田口凜々香(6)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(105) (2557) ﾀｸﾞﾁ ﾘﾘｶ
200002704 谷村　文嘉(6)

桃井
(2704) ﾀﾆﾑﾗ ﾌﾐｶ

200003211 小林万佑子(5)
前橋東

(3211) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ
12 前橋陸協Ｂ 200003215 戸嶋　菜月(6)

前橋東
(3215) ﾄｼﾏ ﾅﾂｷ

100106 200002304 北爪　愛音(6)
桂萱東

ﾅﾝﾊﾞｰ(106) (2304) ｷﾀﾂﾞﾒ ｱｲﾈ
200002307 横山　涼葉(5)

桂萱
(2307) ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾊ

200003209 吉良こころ(6)
若宮

(3209) ｷﾗ ｺｺﾛ
13 前橋陸協Ｃ 200002301 引田　　翠(5)

笂井
(2301) ﾋｷﾀﾞ ｽｲ

100107 200002312 石井　　杏(6)
細井

ﾅﾝﾊﾞｰ(107) (2312) ｲｼｲ ｱﾝｽﾞ
200002555 中原　まい(5)

群大附属
(2555) ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ

200002719 栗本　望来(6)
前橋中川

(2719) ｸﾘﾓﾄ ﾐﾗ
14 前橋陸協Ｄ 200003207 黒岩　知夏(5)

元総社
(3207) ｸﾛｲﾜ ﾁｶ

100108 200003106 清水　露彩(6)
勝山

ﾅﾝﾊﾞｰ(108) (3106) ｼﾐｽﾞ ﾛｳｻ
200003212 丸山　美貴(6)

前橋東
(3212) ﾏﾙﾔﾏ ﾐｷ

200002804 川上　雛乃(6)
桃木

(2804) ｶﾜｶﾐ ﾋﾅﾉ
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主催:群馬陸上競技協会
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男子小学共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 高崎金古小Ａ 100000109 若井　蓮樹(6)

金古
(109) ﾜｶｲ ﾚﾝｼﾞｭ

100103 100000110 飯塚　光優(6)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(103) (110) ｲｲﾂﾞｶ ｺｳﾔ
100000111 間渕　巧実(6)

金古
(111) ﾏﾌﾞﾁ ﾀｸﾐ

100000112 坂田こころ(6)
金古

(112) ｻｶﾀ ｺｺﾛ
2 高崎金古小Ｂ 100000113 森山　　翼(6)

金古
(113) ﾓﾘﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

100104 100000114 中島　蒼太(5)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(104) (114) ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ
100000115 新宮　陽太(5)

金古
(115) ｼﾝｸﾞｳ ﾖｳﾀ

100000116 飯島　洸瑛(5)
金古

(116) ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ
3 高崎城東小 100000117 上村　奏和(5)

高崎城東
(117) ｶﾐﾑﾗ ｶﾅﾄ

100105 100000118 渡辺　　諒(5)
高崎城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(105) (118) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ
100000119 西藤　　類(6)

高崎城東
(119) ﾆｼﾌｼﾞ ﾙｲ

100000120 長谷川　潤(5)
高崎城東

(120) ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ
4 前橋山王小Ａ 100000230 須永　瑛斗(5)

山王
(230) ｽﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ

100201 100000239 小山　琉星(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(201) (239) ｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ
100000247 飯島　勇輝(6)

山王
(247) ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ

100000238 内田慎之介(6)
山王

(238) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ
5 前橋山王小Ｂ 100000246 松本　紘輝(6)

山王
(246) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ

100202 100000253 小野　樹生(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(202) (253) ｵﾉ ｲﾂｷ
100000228 西尾　長士(5)

山王
(228) ﾆｼｵ ﾀｹｼ

100000226 平井　　仁(5)
山王

(226) ﾋﾗｲ ｼﾞﾝ
6 前橋下川淵小 100000258 深町　竜聖(6)

下川淵
(258) ﾌｶﾏﾁ ﾘｭｳｾｲ

100203 100000265 清水　万暉(6)
下川淵

ﾅﾝﾊﾞｰ(203) (265) ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ
100000270 吉田　壮汰(6)

下川淵
(270) ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ

100000278 樋山　詠亮(6)
下川淵

(278) ﾋﾔﾏ ｴｲｽｹ
7 渋川豊秋小 100001611 都丸　　廉(6)

豊秋
(1611) ﾄﾏﾙ ﾚﾝ

101601 100001607 青栁　颯斗(6)
豊秋

ﾅﾝﾊﾞｰ(1601) (1607) ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾔﾄ
100001601 安藤光志朗(6)

豊秋
(1601) ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾛｳ

100001610 宮﨑　吏旺(6)
豊秋

(1610) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｵ
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男子小学共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
8 渋川古巻小Ｃ 100002249 清水　大暉(5)

古巻
(2249) ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ

102201 100002250 松本　太陽(5)
古巻

ﾅﾝﾊﾞｰ(2201) (2250) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾖｳ
100002251 中島　頼吏(5)

古巻
(2251) ﾅｶｼﾞﾏ ﾗｲﾘ

100002252 高橋　一輝(5)
古巻

(2252) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
9 渋川古巻小Ａ 100002260 立見　優空(6)

古巻
(2260) ﾀﾂﾐ ﾋﾛﾀｶ

102202 100002261 髙橋　　陽(6)
古巻

ﾅﾝﾊﾞｰ(2202) (2261) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ
100002262 西巻　大貴(6)

古巻
(2262) ﾆｼﾏｷ ﾀﾞｲｷ

100002263 髙橋　晟司(6)
古巻

(2263) ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ
10 渋川古巻小Ｂ 100002264 森山　暖輝(6)

古巻
(2264) ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｷ

102203 100002265 武井　慎吾(6)
古巻

ﾅﾝﾊﾞｰ(2203) (2265) ﾀｹｲ ｼﾝｺﾞ
100002266 水出　　佑(6)

古巻
(2266) ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾕｳ

100002267 山田　聖十(6)
古巻

(2267) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ
11 群大附属小 100002560 樋口　湧斗(6)

群大附属
(2560) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

102501 100002559 高橋　瑠音(6)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(2501) (2559) ﾀｶﾊｼ ﾙｲﾝ
100002517 小沢　　周(6)

群大附属
(2517) ｵｻﾞﾜ ｱﾏﾈ

100002556 田口　　響(6)
群大附属

(2556) ﾀｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ
12 前橋原小 100002629 関口　柑汰(5)

原
(2629) ｾｷｸﾞﾁ ｶﾝﾀ

102601 100002633 橋本　遼生(5)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(2601) (2633) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ
100002635 舩津　遥斗(5)

原
(2635) ﾌﾅﾂ ﾊﾙﾄ

100002639 野中　　陸(6)
原

(2639) ﾉﾅｶ ﾘｸ
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女子小学共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 高崎金古小 200000125 木村　友紀(6)

金古
(125) ｷﾑﾗ ﾕｷ

100102 200000126 岩田　結子(6)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(102) (126) ｲﾜﾀ ﾕｲｺ
200000127 梅山　夏波(6)

金古
(127) ｳﾒﾔﾏ ﾅﾂﾊ

200000128 大谷瑠梨伽(6)
金古

(128) ｵｵﾀﾆ ﾙﾘｶ
2 高崎城東小 200000129 広瀬知耶子(6)

高崎城東
(129) ﾋﾛｾ ﾁﾔｺ

100103 200000130 重田　紗依(6)
高崎城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(103) (130) ｼｹﾞﾀ ｻｴ
200000131 大和美早紀(5)

高崎城東
(131) ｵｵﾜ ﾐｻｷ

200000132 飯野　花音(5)
高崎城東

(132) ｲｲﾉ ｶｵﾝ
3 高崎塚沢小 200000133 若狭　悠帆(5)

塚沢
(133) ﾜｶｻ ﾕｳﾎ

100104 200000134 中島綾夏音(5)
塚沢

ﾅﾝﾊﾞｰ(104) (134) ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾈ
200000135 高橋　花音(6)

塚沢
(135) ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ

200000136 須田　絆菜(6)
塚沢

(136) ｽﾀﾞ ﾊﾝﾅ
4 前橋山王小Ａ 200000244 武藤　心美(6)

山王
(244) ﾑﾄｳ ｺｺﾐ

100201 200000245 杉内　芭菜(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(201) (245) ｽｷﾞｳﾁ ﾊﾅ
200000235 小石　芹奈(5)

山王
(235) ｺｲｼ ｾﾘﾅ

200000242 織田　望未(6)
山王

(242) ｵﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
5 前橋山王小Ｂ 200000237 濵野　晴香(6)

山王
(237) ﾊﾏﾉ ﾊﾙｶ

100202 200000241 田中　璃音(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(202) (241) ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ
200000243 小屋　沙姫(6)

山王
(243) ｺﾔ ｻｷ

200000251 樋口　涼音(6)
山王

(251) ﾋｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ
6 前橋山王小Ｃ 200000240 山田真優奈(6)

山王
(240) ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕﾅ

100203 200000248 山口　瑚珀(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(203) (248) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊｸ
200000249 井田莉瑠花(6)

山王
(249) ｲﾀﾞ ﾘﾙｶ

200000252 木原　愛実(6)
山王

(252) ｷﾊﾗ ﾏﾅﾐ
7 前橋山王小Ｄ 200000227 中村　莉菜(5)

山王
(227) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ

100204 200000231 関　　莉乃(5)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(204) (231) ｾｷ ﾘﾉ
200000232 平賀　羽栖(5)

山王
(232) ﾋﾗｶﾞ ﾊｽﾐ

200000234 江澤　夏緒(5)
山王

(234) ｴｻﾞﾜ ﾅｵ
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女子小学共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
8 前橋下川淵小 200000269 長谷川朋香(5)

下川淵
(269) ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ

100205 200000271 干川　花奏(5)
下川淵

ﾅﾝﾊﾞｰ(205) (271) ﾎｼｶﾜ ﾊﾅ
200000272 渡辺　由菜(5)

下川淵
(272) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ

200000273 国森　菜月(5)
下川淵

(273) ｸﾆﾓﾘ ﾅﾂｷ
9 嬬恋西部小 200000652 小林恵美璃(6)

嬬恋西部
(652) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐﾘ

100601 200000653 宮﨑　真心(6)
嬬恋西部

ﾅﾝﾊﾞｰ(601) (653) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺ
200000654 市村　　桃(6)

嬬恋西部
(654) ｲﾁﾑﾗ ﾓﾓ

200000655 山﨑　心乃(6)
嬬恋西部

(655) ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾉ
10 伊勢崎殖蓮小 200002163 二渡　柚月(6)

殖蓮
(2163) ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾕﾂﾞｷ

102103 200002155 長谷川留花(6)
殖蓮

ﾅﾝﾊﾞｰ(2103) (2155) ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｶ
200002140 大塚　美咲(5)

殖蓮
(2140) ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ

200002157 小暮　菜衣(6)
殖蓮

(2157) ｺｸﾞﾚ ﾅｴ
11 渋川古巻小 200002273 豊岡　和咲(6)

古巻
(2273) ﾄﾖｵｶ ｶｽﾞｻ

102201 200002274 中沢絵美華(6)
古巻

ﾅﾝﾊﾞｰ(2201) (2274) ﾅｶｻﾞﾜ ｴﾐｶ
200002275 武藤　沙李(6)

古巻
(2275) ﾑﾄｳ ｻﾘ

200002276 竹内悠唯乃(6)
古巻

(2276) ﾀｹｳﾁ ﾕｲﾉ
12 群大附属小Ａ 200002557 田口凜々香(6)

群大附属
(2557) ﾀｸﾞﾁ ﾘﾘｶ

102501 200002528 坂庭　咲笑(6)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(2501) (2528) ｻｶﾆﾜ ｻｴ
200002538 奧野日向子(6)

群大附属
(2538) ｵｸﾉ ﾋﾅｺ

200002514 吉田　有里(6)
群大附属

(2514) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘ
13 群大附属小Ｂ 200002555 中原　まい(5)

群大附属
(2555) ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ

102502 200002533 本多　美玖(5)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(2502) (2533) ﾎﾝﾀﾞ ﾐｸ
200002545 細川すみれ(5)

群大附属
(2545) ﾎｿｶﾜ ｽﾐﾚ

200002532 大木　茉央(5)
群大附属

(2532) ｵｵｷ ﾐｵ
14 前橋原小Ａ 200002643 山岸すずな(6)

原
(2643) ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞﾅ

102601 200002642 村上ひすい(6)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(2601) (2642) ﾑﾗｶﾐ ﾋｽｲ
200002640 山岸わか葉(6)

原
(2640) ﾔﾏｷﾞｼ ﾜｶﾊﾞ

200002638 田中　文乃(6)
原

(2638) ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ
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女子小学共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
15 前橋原小Ｂ 200002628 岸　　和奏(5)

原
(2628) ｷｼ ﾜｶﾅ

102602 200002630 大崎　優香(5)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(2602) (2630) ｵｵｻｷ ﾕｳｶ
200002632 塩谷　日南(5)

原
(2632) ｼｵｶﾞｲ ﾋﾅﾐ

200002641 亀井絵梨香(6)
原

(2641) ｶﾒｲ ｴﾘｶ
16 前橋東小 200003211 小林万佑子(5)

前橋東
(3211) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ

103201 200003214 飯塚　佳音(6)
前橋東

ﾅﾝﾊﾞｰ(3201) (3214) ｲｲﾂﾞｶ ｶﾉﾝ
200003215 戸嶋　菜月(6)

前橋東
(3215) ﾄｼﾏ ﾅﾂｷ

200003216 渡辺　美月(6)
前橋東

(3216) ﾜｱﾅﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ
17 渋川豊秋小 200001622 髙橋　野花(6)

豊秋
(1622) ﾀｶﾊｼ ﾉｶ

101601 200001620 重山　　萌(6)
豊秋

ﾅﾝﾊﾞｰ(1601) (1620) ｼｹﾞﾔﾏ ﾓｴ
200001621 髙山　萌亜(6)

豊秋
(1621) ﾀｶﾔﾏ ﾓｱ

200001634 水沢里音奈(6)
豊秋

(1634) ﾐｽﾞｻﾜ ﾘｵﾅ
18 渋川北小Ａ 200005015 清水　　梓(6)

渋川北
(5015) ｼﾐｽﾞ ｱｽﾞｻ

105001 200005004 河村　陽香(5)
渋川北

ﾅﾝﾊﾞｰ(5001) (5004) ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ
200005017 畠山　凪沙(6)

渋川北
(5017) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｷﾞｻ

200005021 中澤　美愛(6)
渋川北

(5021) ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｱｲ
19 渋川北小Ｂ 200005029 荒井　美穂(6)

渋川北
(5029) ｱﾗｲ ﾐﾎ

105002 200005027 春田　愛和(6)
渋川北

ﾅﾝﾊﾞｰ(5002) (5027) ﾊﾙﾀ ﾏﾅｶ
200005028 杉本　亜音(6)

渋川北
(5028) ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾝ

200005023 小川　結衣(6)
渋川北

(5023) ｵｶﾞﾜ ﾕｲ


