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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
５０ｍ 6/18 横室　　輝(1)  9.16/-0.2

前橋市陸協・群馬

野島　安浬(1)  9.17/-0.4

前橋市陸協・群馬

篠宮　寿成(1)  9.46/+0.0

藤岡ｸﾗﾌﾞ・群馬

若狹　泰聖(1)  9.48/-0.4

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

高梨　維月(1)  9.69/-0.2

前橋市陸協・群馬

森田　葵羽(1)  9.70/-0.4

金古RC・群馬

宮田　純一(1)  9.71/-0.2

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

阿久澤亜門(1)  9.88/+0.6

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学１年

５０ｍ 6/18 近藤　功輝(2)  8.51/-0.8

前橋市陸協・群馬

水出　暖飛(2)  8.67/-0.8

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

櫻井　煌汰(2)  8.79/-0.7

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

飯塚　大和(2)  8.85/-1.6

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

猪熊　大粋(2)  8.87/-0.7

ﾁｰﾑK・群馬

澤田　凌我(2)  8.99/-0.8

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

吉川　奨真(2)  9.03/-0.2

高崎市陸協・群馬

増田　京河(2)  9.07/-0.8

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学２年

１００ｍ 6/18 吉田　　航(3) 16.15/-1.3

金古RC・群馬

神道　泰地(3) 16.15/-0.8

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

原澤　颯祐(3) 16.21/-0.7

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

金井　貫太(3) 16.28/+0.2

前橋市陸協・群馬

栗原　　颯(3) 16.31/-1.3

SA玉村・群馬

鶴谷　　嶺(3) 16.35/+0.2

藤岡ｸﾗﾌﾞ・群馬

田中　　響(3) 16.58/-0.8

前橋市陸協・群馬

松井　　謙(3) 16.79/-0.8

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学３年

１００ｍ 6/18 徳江　雄士(4) 15.02/-1.0

前橋市陸協・群馬

横室　　翔(4) 15.04/-0.5

前橋市陸協・群馬

丸山　昇也(4) 15.31/-0.3

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

福田　晃大(4) 15.35/-0.3

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

清水　太陽(4) 15.36/-1.4

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

原沢　栄基(4) 15.37/-0.4

富岡市陸協・群馬

小林　　蓮(4) 15.38/-0.4

前橋市陸協・群馬

梶原　惟吹(4) 15.44/-0.5

藤岡ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学４年

１００ｍ 6/18 佐藤　憲吾(5) 13.57/-2.1

どりかむ太田・群馬

菅野　凌玖(5) 14.02/-2.1

安中市陸協・群馬

浅田　　奏(5) 14.38/-2.1

前橋市陸協・群馬

大月　凌生(5) 14.58/-2.1

前橋市陸協・群馬

清水　　善(5) 14.60/-2.1

藤岡ｸﾗﾌﾞ・群馬

小林　奏詠(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬 14.62/-2.1

久保　道嵩(5) 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

松井　大也(5) 14.65/-2.1

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学５年

１００ｍ 6/18 イリーサノア(6) 13.22/-1.8

どりかむ太田・群馬

長野　恵也(6) 13.44/-1.8

ﾁｰﾑK・群馬

保科　颯希(6) 13.55/-1.8

館林ｸﾗﾌﾞ・群馬

須田　響生(6) 13.70/-1.8

ﾁｰﾑK・群馬

黛　　佑晟(6) 13.73/-1.8

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

橋本　英虎(6) 13.83/-1.8

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

岩田  陽平(6) 14.04/-1.8

SA玉村・群馬

関　　大地(6) 14.05/-1.8

利根ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(全国ﾙｰﾙ)

80mH-走高跳

6/18 南　　　湊(6)  2319

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

13.52/+0.7-1m52

西　　耕平(6)  2147

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

13.31/+1.0-1m34

紫野　煌大(6)  1721

金古RC・群馬

14.18/+0.7-1m10

設樂　郁斗(5)  1707

金古RC・群馬

14.94/+0.6-1m20

茂木　風人(6)  1589

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

15.63/+0.6-1m20

井上　航希(6)  1521

高崎市陸協・群馬

15.69/+0.3-1m15

小池　亮太(6)  1519

高崎市陸協・群馬

15.70/+0.6-1m15

橋爪　光琉(6)  1516

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

16.06/+0.7-1m20

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/18 石井　　潤(6)  1923

金古RC・群馬

4m62/+0.2-39m17

城田　宇太(6)  1781

金古RC・群馬

4m46/+0.1-34m41

林　　蒼太(5)  1666

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m67/+1.4-39m62

山田　煌葵(6)  1631

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m71/+1.6-37m37

岡部　壮真(6)  1608

高崎市陸協・群馬

3m69/+1.7-36m53

鈴木　湊翔(6)  1600

*C1 *C3渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m47/+3.6-39m14

公認最高 855点 走幅跳 NM 

橋爪　豪太(5)  1599

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m43/+0.5-39m60

岡田　悠生(6)  1596

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

4m17/+1.8-29m31

男子

５０ｍ 6/18 岩佐あおい(1)  9.48/-0.3

前橋市陸協・群馬

砂盃　佳子(1)  9.88/-0.3

藤岡ｸﾗﾌﾞ・群馬

船田　　愛(1)  9.93/+0.1

藤岡ｸﾗﾌﾞ・群馬

谷川　心陽(1)  9.97/+0.4

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

笹田　琴音(1) 10.03/+0.1

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

反町　琴羽(1) 10.07/+0.3

前橋市陸協・群馬

牧野　桜詩(1) 10.13/+0.6

金古RC・群馬

山中　玲穂(1) 10.19/-0.3

前橋市陸協・群馬

女子小
学１年

５０ｍ 6/18 富澤　椛梨(2)  9.01/-1.4

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

富沢　帆菜(2)  9.03/-1.4

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

榎波　葵呂(2)  9.08/-0.3

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

眞下　栞奈(2)  9.11/-0.3

前橋市陸協・群馬

中島　陽花(2)  9.15/-0.3

富岡市陸協・群馬

小笠原果那(2)  9.16/-1.3

藤岡ｸﾗﾌﾞ・群馬

小暮乃々栞(2)  9.27/-1.3

たちばなR.C・群馬

坂口　夏絆(2)  9.29/-1.0

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学２年

１００ｍ 6/18 小林　沙生(3) 16.22/-1.3

前橋市陸協・群馬

大橋　奏歩(3) 16.41/+0.2

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

根岸　希衣(3) 16.48/-1.0

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

神村　帆乃(3) 16.70/-0.1

金古RC・群馬

齋藤　結心(3) 16.77/-0.3

富岡市陸協・群馬

中野　美海(3) 16.85/-0.3

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

山口　杏夏(3) 16.96/-0.3

SA玉村・群馬

久保村　澪(3) 16.99/-1.3

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学３年

１００ｍ 6/18 増田　乃音(4) 14.75/-1.1

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

木暮　　昊(4) 14.81/-1.1

前橋市陸協・群馬

奥山　仁菜(4) 15.18/-1.0

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

近藤　梨愛(4) 15.19/+0.5

前橋市陸協・群馬

市川　南海(4) 15.30/-0.1

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

鈴木　瑠乃(4) 15.35/-1.0

どりかむ太田・群馬

林　　芹香(4) 15.57/-0.1

前橋市陸協・群馬

堀越梨里花(4) 15.66/+0.5

金古RC・群馬

女子小
学４年

１００ｍ 6/18 大橋　彩那(5) 14.17/-0.5

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

片貝千悠那(5) 14.26/-0.5

どりかむ太田・群馬

奥野　有芭(5) 14.78/-0.5

桐生市陸協・群馬

吉野　百花(5) 15.01/-0.5

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

岩澤　　蘭(5) 15.27/-0.5

桐生市陸協・群馬

山田　真凜(5) 15.28/-0.5

前橋市陸協・群馬

神宮　陽菜(5) 15.45/-0.5

藤岡ｸﾗﾌﾞ・群馬

箱田　華乃(5) 15.55/-0.5

高崎市陸協・群馬

女子小
学５年

１００ｍ 6/18 松本　由那(6) 14.44/-0.5

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

須藤　月碧(6) 14.54/-0.5

館林ｸﾗﾌﾞ・群馬

島津ひなた(6) 14.73/-0.5

前橋市陸協・群馬

髙梨ひかり(6) 14.74/-0.5

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

小野里　楓(6) 14.76/-0.5

前橋市陸協・群馬

小川　明理(6) 14.86/-0.5

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

狩野結莉亜(6) 14.89/-0.5

利根ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(全国ﾙｰﾙ)

80mH-走高跳

6/18 鈴木　心結(6)  1901

前橋市陸協・群馬

14.48/+1.3-1m30

山﨑菜南子(6)  1866

*C1ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

14.55/+2.1-1m28

間渕　莉央(6)  1735

金古RC・群馬

14.78/+1.3-1m20

工藤　　栞(6)  1528

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

15.65/+0.5-1m15

西山　詩音(6)  1496

*C1吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

16.51/+2.3-1m25

坂本和花奈(6)  1492

*C1吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

15.86/+2.1-1m15

亀田　紗羽(6)  1449

高崎市陸協・群馬

16.11/+1.5-1m15

市場　由梨(5)  1404

*C1金古RC・群馬

15.70/+2.3-1m05

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/18 尾内　結来(6)  1722

どりかむ太田・群馬

4m09/-0.2-36m55

萩原　真衣(6)  1687

金古RC・群馬

3m59/+1.0-41m80

金子　陽菜(6)  1665

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m35/ 0.0-44m00

加藤　風羽(6)  1538

高崎市陸協・群馬

3m47/-0.3-36m08

鈴木　晴美(6)  1450

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m62/ 0.0-29m70

岡田　咲希(6)  1443

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m63/-0.6-29m18

小實　愛理(6)  1429

高崎市陸協・群馬

3m99/-0.9-23m51

イリーサ華(5)  1419

どりかむ太田・群馬

3m71/+0.9-26m91

女子

４×１００ｍＲ 6/18 前橋市陸上競技協会 52.43

小林　侑楽(6)

高野　裕真(6)

髙橋　愛理(6)

石黒　大地(6)

高崎市陸上競技協会 53.71

古内　佑和(6)

秋本　うた(6)

生形　一真(6)

金井　琴美(6)

安中市陸上競技協会 56.39

廣井　彩桜(6)

左高　　怜(6)

浅川　蒼介(6)

佐藤　大智(6)

渋川陸上競技ｸﾗﾌﾞ 57.57

生方　碧葉(6)

鈴木　幸賢(6)

阿久澤菜々(6)

岡﨑　礼紗(6)

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 59.08

八木　昂志(6)

黒岩　星花(6)

山本　萌絵(6)

熊川　依吹(5)

碓氷陸上競技ｸﾗﾌﾞ 59.13

三井　　愛(6)

佐藤　陽生(6)

山田　結愛(6)

大前　輝来(5)

沼田市陸上ｸﾗﾌﾞ  1:00.68

宇敷　未来(6)

新井　翔喜(5)

田辺　希空(6)

渡部　瑛太(6)

伊勢崎陸上競技ｸﾗﾌﾞ  1:06.07

小澤　綺里(5)

對比地　俊(5)

嶋崎　　楓(5)

黒部　大貴(5)

混合

１００ｍ 0/0 林　　快星(6) 13.98/-0.2

前橋市陸協・群馬

小倉　義仁(5) 14.85/-0.2

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

神戸　咲也(6) 14.94/-0.2

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

里見　郁哉(5) 15.41/-0.2

高崎市陸協・群馬

山下　晃弘(6) 15.63/-0.2

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

浜田錬之甫(5) 15.96/-0.2

安中市陸協・群馬

坂本　唯斗(6) 16.15/-0.2

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

若月　一紗(5) 17.36/-0.2

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子友
好

１００ｍ 0/0 蟹和　由衣(5) 14.23/-0.1

前橋市陸協・群馬

佐藤　夢華(6) 15.27/-0.1

安中市陸協・群馬

瀬間　結月(6) 15.80/-0.1

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

石井　咲希(5) 16.12/-0.1

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

冨澤　心春(5) 16.24/-0.1

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ・群馬

小島　梨桜(6) 16.69/-0.1

高崎市陸協・群馬

川村　菜月(5) 17.33/-0.1

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

星野　佑奈(5) 18.83/-0.1

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子友
好

凡例（*C3:走幅跳サードで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）


