
順位

種目 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録

松山大空 14''62 上條　頼刀 14''74 生駒　音織 14''75 小林　俊也 14''79 関根　拓真 14''79 藤井　ビトル 14''88 村田　幸翼 15''11 徳江啓太 15''13

境クラブ6 大泉町立南小学校6 東ランラン5 Jr.陸上新田6 スポーツアカデミー宝泉支部6 大泉町立南小学校6 おおたスポーツアカデミー選抜駅伝部6 境クラブ6
村田　幸翼 3'08''75 三井田　陸音 3'12''38 吉村　虎乃輔 3'18''97 鈴木　康太 3'20''64 田島　朔 3'23''55 神野　晃吹 3'24''26 谷川　航太 3'28''24 小林　俊也 3'28''87

おおたスポーツアカデミー選抜駅伝部6 伊勢崎市立殖蓮小学校5 スポーツアカデミー宝泉支部5 とりむkids6 太田市立九合小学校4 東ランラン5 アラマキッズ4 Jr.陸上新田6

境クラブ 58''01 大泉町立南小学校 58''83 スポーツアカデミー宝泉支部 61''01 境クラブ 63''41 大泉町立北小学校 66''63 境クラブ 67''66 大泉町立北小学校 68''70 太田市立藪塚本町南小学校 70''66

柿本　悠伊 11''60 柿沼　天我 11''66 中村　奏斗 11''67 関口　卓弥 11''69 鈴木 音雄 11''75 藤井　蓮 11''82 黒岩　篤 11''89 石川　永稀 11''89

太田市立休泊中学校3 太田市立木崎中学校3 邑楽町立邑楽中学校3 太田市立休泊中学校2 桐生市立新里中学校3 伊勢崎市立宮郷中学校2 太田市立休泊中学校2 桐生市立中央中学校3 （7位）

江口　歩夢 51''46 宮本　ボニー 52''22 笠原　  猛 53''60 中村　奏斗 54''57 藤井　蓮 55''11 大山 遼太 55''13 贄田　絢三郎 55''37 根岸　　賢 55''56 大類

藤岡市立北中学校3 大会新 太田市立旭中学校3 邑楽町立邑楽中学校3 邑楽町立邑楽中学校3 伊勢崎市立宮郷中学校2 桐生市立新里中学校3 大泉町立北中学校3 館林市立第四中学校3

小林　政澄 4'16''79 北村　勇貴 4'18''08 山下　航平 4'20''06 小林　智也 4'23''64 伊澤　渚 4'23''86 所　南樹 4'24''37 上杉　悠真 4'25''41 兼子  遼志 4'26''65

ＯＳＡ3 ＯＳＡ2 太田市立休泊中学校3 太田市立尾島中学校3 国分寺中学校3 伊勢崎市立宮郷中学校3 ＯＳＡ2 前橋市立第七中学校3

太田市立休泊中学校 45''34 太田市立旭中学校 45''68 桐生市立中央中学校 46''05 大泉町立北中学校 46''70 邑楽町立邑楽中学校 47''25 伊勢崎市立宮郷中学校 47''32 太田市立城西中学校 47''39 桐生市立新里中学校 47''43

丸山将 11''01 小山貴矩 11''56 浅古　大輔 11''90 新井 佑 12''14 萩原　拓也 12''28 清水 悠河 12''82 深澤　彰律 12''98 飯高　誠之 13''17

昌平AC27 埼玉陸協29 34 16 法政大学22 16 富澤會28 36

江原　浩二 11''93 小堀拓也 12''04 斉藤　克己 12''33 江森　淳 12''36 山中　裕 12''45 桜井　利之 12''70 長谷川　恵 14''14

太田マスターズ陸上競技クラブ42 河内道場57 大泉マスターズ50 43 個人申し込み48 48 オギハラ49

大和田　愛海 14''53 中川　彩妃 14''79 関口　晟奈 15''06 小沢姫歌 15''29 橋本　蒼七 15''34 石塚　楓花 15''46 加藤　杏音 15''46 水脇　結菜 15''49

スポーツアカデミー宝泉支部6 おおたスポーツアカデミー選抜駅伝部6 スポーツアカデミー宝泉支部6 中央小学校6 おおたスポーツアカデミー選抜駅伝部6 スポーツアカデミーＪ陸上部6 太田市立九合小学校5 （6位） スポーツアカデミー宝泉支部6

荒木　桃子 2'37''66 河野　愛沙美 2'38''26 中川　彩妃 2'38''84 高橋　くるみ 2'39''29 笹井　莉奈 2'40''63 川島　月愛 2'45''26 櫛田　愛心 2'45''26 小沼　柚巴 2'45''33

おおたスポーツアカデミー選抜駅伝部6 とりむkids5 おおたスポーツアカデミー選抜駅伝部6 Jr.陸上新田5 東ランラン5 伊勢崎クラブ6 Jr.陸上新田5 おおたスポーツアカデミー選抜駅伝部5

スポーツアカデミー宝泉支部 57''70 大泉町立南小学校 61''37 境クラブ 61''56 大泉町立北小学校 62''53 中央小学校 65''43 太田市立九合小学校 65''69 大泉町立北小学校 66''90 太田市立藪塚本町南小学校 68''13

神藤　未弥 12''93 長谷川　礼奈 13''11 齋藤  琴音 13''12 渡部　雅 13''16 周東　美来 13''18 福田　祐美 13''59 森田　麻詩蕗 13''59 松本　こころ 13''67 恩田亜椰（館林四中）

太田市立藪塚本町中学校3 大会新 太田市宝泉中学校3 太田市立城西中学校3 伊勢崎市立宮郷中学校2 太田市立藪塚本町中学校3 太田市立城東中学校3 館林市立第三中学校2 （6位） 太田市立太田中学校1 13"00（H22)

神藤　未弥 26''67 渡部　雅 26''93 長谷川　礼奈 27''36 久保田美羽 27''52 杉山　優 27''69 蛭沼　里紗 27''99 森田　麻詩蕗 28''04 飯塚　菫 28''12 恩田亜椰（館林四中）

太田市立藪塚本町中学校3 大会新 伊勢崎市立宮郷中学校2 太田市宝泉中学校3 桐生氏立相生中学校3 太田市立城東中学校3 桐生氏立相生中学校3 館林市立第三中学校2 伊勢崎市立宮郷中学校2 26"70（H22)

塚越　かれん 2'17''83 木村　桜華 2'20''55 堀越　優光 2'22''86 齋藤　佳音 2'24''53 山下　真奈 2'24''62 和田沙亜耶 2'27''25 菅原　桜 2'27''32 村松　紗幸 2'32''67 宮坂恵実（熊谷東中）

太田市宝泉中学校3 大会新 国分寺中学校2 太田市立城東中学校1 太田市立城西中学校1 太田市立休泊中学校1 熊谷荒川中学校2 太田市立城西中学校1 太田市立休泊中学校3 2'19"61（H22)

桐生氏立相生中学校 51''90 太田市立藪塚本町中学校 52''06 太田市立太田中学校 52''74 太田市立城東中学校 52''83 伊勢崎市立宮郷中学校 53''05 太田市立尾島中学校 53''36 太田市宝泉中学校 53''46 太田市立城西中学校 54''64
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