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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
長距離ﾘﾚｰ 11/13 南陽台小  14:37.00

橋爪　  悟(4) 南陽台小

荒川　凜汰(4) 南陽台小

小菅　大地(4) 南陽台小

大島　和久(4) 南陽台小

アラマキッズA  14:52.00

片山　陸士(4) アラマキッズＡ

石塚　　健(3) アラマキッズＡ

佐藤　仁瑛(2) アラマキッズＡ

柄澤　智哉(3) アラマキッズＡ

塚沢小A  15:13.00

松本  聖太(4) 塚沢小Ａ

勝沼  英也(4) 塚沢小Ａ

橋本  　望(4) 塚沢小Ａ

関口  優太(4) 塚沢小Ａ

高崎WindsA  15:50.00

竹内　優雅(3) 高崎ＷｉｎｄｓＡ

吉田　匠吾(2) 高崎ＷｉｎｄｓＡ

笹澤　宇也(3) 高崎ＷｉｎｄｓＡ

星野　隆也(3) 高崎ＷｉｎｄｓＡ

箕輪小A  15:55.00

空本　将貴(4) 箕輪小Ａ

平形　亮太(4) 箕輪小Ａ

戸塚　聖真(2) 箕輪小Ａ

小澤　京征(2) 箕輪小Ａ

アラマキッズB  16:35.00

村田　凱飛(3) アラマキッズＢ

加藤　和実(3) アラマキッズＢ

引田　裕太(1) アラマキッズＢ

岡田　紋宗(3) アラマキッズＢ

東部ビクトリーズ  16:42.00

本島　寛人(3) 東部ビクトリー

岡田　颯斗(3) 東部ビクトリー

大場　　颯(3) 東部ビクトリー

中村　草太(3) 東部ビクトリー

中室田小  16:44.00

吉澤　僚真(4) 中室田小

清水　柊人(4) 中室田小

田島　燎一(4) 中室田小

清水　裕翔(4) 中室田小

男子共
通

長距離ﾘﾚｰ 11/13 北小A  15:59.00

石田　果歩(4) 北小Ａ

中島　結菜(4) 北小Ａ

高橋　奈央(4) 北小Ａ

中嶋菜々美(4) 北小Ａ

金古南小  16:12.00

羽鳥　美結(4) 金古南小

岸　なる美(4) 金古南小

竹田　百花(4) 金古南小

佐鳥里花子(4) 金古南小

箕輪小A  16:27.00

野城　彩花(4) 箕輪小Ａ

茂田　佳奈(4) 箕輪小Ａ

小澤　莉奈(4) 箕輪小Ａ

塩谷　莉奈(4) 箕輪小Ａ

高崎WindsA  16:28.00

深澤　萌花(4) 高崎ＷｉｎｄｓＡ

渡邉　詩乃(4) 高崎ＷｉｎｄｓＡ

南部　清夏(4) 高崎ＷｉｎｄｓＡ

佐藤　実咲(4) 高崎ＷｉｎｄｓＡ

高崎WindsB  16:30.00

中山このみ(3) 高崎ＷｉｎｄｓＢ

内海　　慎(3) 高崎ＷｉｎｄｓＢ

斎藤　奏実(3) 高崎ＷｉｎｄｓＢ

外山蒼羽珠(3) 高崎ＷｉｎｄｓＢ

金古小フレッシュ  16:36.00

栁澤　羽純(4) 金古小フレッシュ

金井絵里奈(4) 金古小フレッシュ

木村萌恵音(4) 金古小フレッシュ

石川美沙咲(4) 金古小フレッシュ

アラマキッズA  16:42.00

加藤　愛子(3) アラマキッズＡ

長尾　千陽(3) アラマキッズＡ

堤　　七香(2) アラマキッズＡ

中村　　舞(4) アラマキッズＡ

東部ファスターエース  16:44.00

狩野　真咲(3) 東部ファイターエース

町田　菜月(3) 東部ファイターエース

宮澤　　舞(3) 東部ファイターエース

石黒　春妃(3) 東部ファイターエース

女子共
通

６００ｍ 11/13 田頭　宏基(4)  2:13.90

南陽台小

品田　悠斗(3)  2:24.70

高崎ＷｉｎｄｓＡ

酒井  千尋(4)  2:31.00

南相馬ｼﾞｭﾆｱＢﾁｰﾑ

小池　由伸(2)  2:33.50

箕輪小Ｃ

浅野  慧人(2)  2:37.00

塚沢小Ａ

山村　来瑠(2)  2:39.80

Teamthe群馬

宮竹　大希(2)  2:40.20

アラマキッズＣ

大澤  颯斗(1)  2:50.90

塚沢小Ａ

１０００ｍ 11/13 加藤　智也(6)  3:18.40

高崎ＷｉｎｄｓＡ

吉田　雄亮(6)  3:21.10

高崎ＷｉｎｄｓＡ

外山　生羅(4)  3:25.20

高崎ＷｉｎｄｓＡ

新井　知仁(5)  3:32.20

高崎ＷｉｎｄｓＡ

村田　　翔(6)  3:33.70

城東小Ｃ

中野　　力(6)  3:33.90

城東小Ｃ

中澤　達樹(6)  3:38.60

城東小Ｃ

小林　源輝(5)  3:41.30

城東小Ａ

男子友
好レー
ス

６００ｍ 11/13 須川　　愛(3)  2:20.40

高崎ＷｉｎｄｓＣ

山本　怜奈(3)  2:27.40

北小Ａ

橋本菜々子(2)  2:30.50

塚沢小Ａ

小金澤るな(4)  2:36.00

乗附ミニバス

加藤　美風(1)  2:38.30

高崎ＷｉｎｄｓＥ

都丸　夢佳(4)  2:43.60

金古小フレッシュ

松下　瑞奈(1)  2:58.40

金古小プリティ

草野　吏央(1)  3:01.60

アラマキッズＤ

１０００ｍ 11/13 高橋　陽和(6)  3:42.70

城東小Ａ

佐々木亜美(6)  3:42.80

高崎ＷｉｎｄｓＡ

北村　　栞(5)  3:52.30

高崎ＷｉｎｄｓＢ

齋藤　琴美(6)  3:52.50

高崎ＷｉｎｄｓＡ

松本　真怜(6)  4:03.20

片岡小ミニバス

山崎　麻那(5)  4:06.30

アラマキッズＣ

高田　鈴美(5)  4:06.50

吉井小Ａ

阿部　姫香(5)  4:07.30

金古小Ａ

女子友
好レー
ス

審判長：廣木　憲治　　　記録主任：永井　正樹


