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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
１００ｍ 9/23 小林　颯汰(4) 14.75/

NGR美土里

塩原　　匠(4) 15.38/

中之条

小此木海翔(4) 15.88/

菱

丸山　慶介(4) 15.96/

富岡西

高橋　文弥(4) 荒牧 15.98/

冨澤　翔吾(4) 駒寄

高橋　幸佑(4) 16.02/

高崎城南

堀口　憂人(4) 16.06/

西横野

男子小
学４年

１００ｍ 9/23 赤石　　健(5) 13.55/

あずま南

関口　大登(5) 14.20/

藤岡小野

植木　啓太(5) 15.09/

桃木

仲宗根　純(5) 15.47/

伊勢崎南

阿久津亮太(5) 15.52/

大泉南

並木　乃聖(5) 15.54/

伊勢崎広瀬

上村　優介(5) 箕輪 15.57/

反町　惠眞(5) 群大附属

男子小
学５年

１００ｍ 9/23 小山春之介(6) 13.07/

藤岡小野

塩野　雄飛(6) 13.36/

前橋城東

林　　輝祐(6) 13.53/

城西

谷村　健竜(6) 13.70/

桃井

稲村　　紀(6) 13.71/

天川

近江　清能(6) 13.99/

館林第十

須貝　　匠(6) 14.18/

磯部

秀島　大聖(6) 14.24/

新高尾

男子小
学６年

１００ｍ 9/23 浅川　玲衣(4) 15.80/

大類

武田　菜月(4) 16.24/

藤岡第二

黒岩　夏奈(4) 16.34/

元総社

飯塚　沙希(4) 16.38/

金島

勅使河原瞳(4) 16.50/

前橋中川

小堀　伶菜(4) 16.53/

天沼

大友はるな(4) 16.62/

大利根

磯部　由佳(4) 16.70/

古巻

女子小
学４年

１００ｍ 9/23 渡部　　雅(5) 14.95/

宮郷第二

清水　捺未(5) 15.08/

三郷

齋藤このか(5) 15.20/

茂呂

藤原　妃那(5) 15.27/

岩神

太田　有咲(5) 15.47/

永明

富澤　昌生(5) 15.48/

沢野中央

湯浅　咲菜(5) 15.49/

長野

松村　花紀(5) 15.68/

粕川

女子小
学５年

１００ｍ 9/23 関口　　舞(6) 13.74/

時沢

総見　　結(6) 14.04/

前橋東

小林　愛明(6) 14.40/

城西

寺島　帆乃(6) 14.57/

中之条

深澤　萌花(6) 14.58/

京ヶ島

久保塚理名(6) 14.61/

笠懸北

市川さくら(6) 14.68/

桜山

小林日向子(6) 14.83/

前橋東

女子小
学６年

８００ｍ 9/23 山下　真奈(4)  2:42.42

休泊

中嶋千紗都(4)  2:44.51

高崎北

吉澤穂乃佳(4)  2:50.28

大胡東

武田　菜月(4)  2:50.29

藤岡第二

野口　未優(4)  2:50.53

金古

伊勢川芽生(4)  2:52.24

京ヶ島

小笠原亜優(4)  3:00.28

荒牧

藤原　明咲(4)  3:02.33

豊秋

女子小
学４年

８００ｍ 9/23 石田　里菜(5)  2:32.28

NGR岩平

金田　留奈(5)  2:39.46

桜山

不破聖衣来(5)  2:40.54

中居

峯岸　咲希(5)  2:41.25

新屋

上原　心和(5)  2:41.90

塚沢

石黒　春妃(5)  2:42.34

東部

加藤　愛子(5)  2:45.11

下里見

眞杉　亜実(5)  2:46.80

片岡

女子小
学５年

８００ｍ 9/23 谷山　優衣(6)  2:28.48

NGR高崎北

小田切由茄(6)  2:34.25

長野

鈴木　沙彩(6)  2:34.90

桃川

本保　朱理(6)  2:35.95

浜尻

加藤　茜子(6)  2:38.83

桐生南

樺沢帆乃佳(6)  2:39.37

時沢

塚越かれん(6)  2:39.93

宝泉

荒木　清か(6)  2:42.87

名和

女子小
学６年

１０００ｍ 9/23 帰山　侑大(4)  3:20.10

NGR桐生北

中野　　匠(4)  3:21.43

NGR倉賀野

塩原　　匠(4)  3:25.56

中之条

佐藤　仁瑛(4)  3:27.86

高崎南

吉田　匠吾(4)  3:31.48

京ヶ島

菊田　　匠(4)  3:32.98

原

高野　琢郎(4)  3:34.27

長尾

小澤　京征(4)  3:35.77

箕輪

男子小
学４年

１０００ｍ 9/23 柄澤　智哉(5)  3:15.06

桜山

新井　駿佑(5)  3:21.58

高瀬

善養寺　諒(5)  3:23.98

桜山

小林　　豊(5)  3:24.26

韮川

石塚　　健(5)  3:25.17

中居

荒牧　海里(5)  3:28.75

宮郷

森川凛太郎(5)  3:31.64

岩神

加部　碧唯(5)  3:32.19

原町

男子小
学５年

１０００ｍ 9/23 渡辺　喬介(6)  3:05.59

神流

山下　航平(6)  3:10.36

休泊

鶴谷　　駿(6)  3:10.82

東吾妻太田

阿部　紘大(6)  3:10.89

神明

諸澤　　岳(6)  3:11.33

大胡

菊地　圭汰(6)  3:11.59

高崎城東

小林　哲平(6)  3:12.53

古巻

星野　元希(6)  3:14.29

高崎南

男子小
学６年

８０ｍＨ 9/23 関　　雅宗(5) 15.81/

永明

本舘　聖也(5) 16.24/

永明

白岩　幾央(5) 17.31/

桃川

梅山　颯太(5) 17.46/

金古

後藤　　柊(5) 17.49/

荒牧

上野　　曜(5) 17.65/

金古

岩田　優平(5) 18.63/

金古

村田　凱飛(5) 18.89/

金古

男子小
学５年

８０ｍＨ 9/23 三宅　温暉(6) 12.87/

高崎中央

深町　彰真(6) 13.19/

玉村中央

柏瀬　友風(6) 13.90/

大間々東

加藤　豊大(6) 14.06/

臼井

中山　晴杜(6) 14.17/

桃川

吉川　暁大(6) 14.29/

群大附属

堤　　雄樹(6) 15.05/

昭和南

原田　海夢(6) 15.08/

細野

男子小
学６年

８０ｍＨ 9/23 長谷川るりあ(5) 16.33/

細井

生形　理菜(5) 16.51/

永明

石井くるみ(5) 17.12/

群大附属

小川　夏鈴(5) 17.27/

渋川北

上村　愛理(5) 18.22/

原

佐藤　里優(5) 18.38/

殖蓮

竹渕未夏美(5) 19.74/

山王

髙橋ひまり(5)       /

DNS細井

女子小
学５年

８０ｍＨ 9/23 平澤　絵美(6) 13.06/

NGR桃川

丸山　　理(6) 13.95/

駒寄

井上　凌華(6) 14.58/

境野

清水美那実(6) 14.68/

永明

正田　実瑠(6) 14.79/

浜尻

神立愛里子(6) 14.85/

名和

堤　　涼音(6) 14.95/

昭和南

久松寿美怜(6) 14.99/

粕川

女子小
学６年

４×１００ｍ 9/23 太田城西小 55.48 群大附属小Ａ 58.44 前橋原小Ａ 58.60 吉岡駒寄小 58.90 渋川北小 59.52 前橋永明小  1:00.13 群大附属小Ｂ  1:01.38 前橋原小Ｂ  1:01.64
男子小

学

４×１００ｍ 9/23 前橋桃川小 58.27 伊勢崎殖蓮小 59.18 利根昭和南小 59.23 伊勢崎宮郷第二小 59.23 高崎京ヶ島  1:00.08 渋川長尾小Ａ  1:00.20 渋川古巻小  1:00.45 前橋粕川小  1:01.15
女子小

学

立幅跳 9/23 浦野　祐駕(1)   1m62/ 0.0

高崎城南

久保田大翔(1)   1m51/ 0.0

宮郷第二

西原　源樹(1)   1m50/ 0.0

下川淵

宮本　里玖(1)   1m49/ 0.0

宮郷第二

金井　健友(1)   1m47/ 0.0

新高尾

岩﨑　　陸(1)   1m46/ 0.0

綿打

鈴木　晴斗(1)   1m39/ 0.0

高崎城南

飯島　大翔(1)   1m35/ 0.0

西横野

男子小
学１年

立幅跳 9/23 立岡明日登(2)   1m67/ 0.0

高崎北

武田　秋人(2)   1m63/ 0.0

藤岡第二

山﨑　雅也(2) 長尾   1m59/ 0.0

上原　大雅(2) 上郊

田嶋　奏介(2) 前橋中央

小山　怜皇(2)   1m57/ 0.0

原

中山　義親(2) 神流   1m52/ 0.0

田口　　響(2) 群大附属

男子小
学２年

立幅跳 9/23 永田　　大(3)   1m90/ 0.0

九合

長尾　颯大(3)   1m80/ 0.0

勝山

岩田　　力(3)   1m71/ 0.0

金古

一場　琉聖(3)   1m70/ 0.0

大間々南

金井　宏樹(3)   1m68/ 0.0

長尾

養田　創太(3) 桃川   1m67/ 0.0

青木創太郎(3) 永明

高橋　　壱(3)   1m61/ 0.0

上陽

男子小
学３年

立幅跳 9/23 秋谷　大樹(4)   1m92/ 0.0

神流

榊原　龍希(4)   1m89/ 0.0

中郷

金井　貴哉(4)   1m83/ 0.0

新町第二

高橋　文弥(4)   1m81/ 0.0

荒牧

服部　壮真(4)   1m79/ 0.0

天川

有坂裕太郎(4) 鼻高   1m75/ 0.0

高野　琢郎(4) 長尾

堀口　憂人(4) 西横野   1m68/ 0.0

大東　蒼也(4) 伊勢崎南

男子小
学４年

立幅跳 9/23 角　　彩綾(1) 天川   1m41/ 0.0

千木良風香(1) 東部

大野　萌葉(1)   1m36/ 0.0

時沢

黒岩　知榎(1)   1m32/ 0.0

元総社

若狭　悠帆(1)   1m31/ 0.0

塚沢

御園絵理花(1) 前橋城東   1m30/ 0.0

中川　蒼唯(1) 前橋城東

増田　　結(1) 塚沢   1m29/ 0.0

野永　倫未(1) 殖蓮

女子小
学１年

立幅跳 9/23 谷村　文嘉(2)   1m74/ 0.0

桃井

米山さら咲(2)   1m67/ 0.0

桃井

伊藤　利佳(2)   1m56/ 0.0

高崎城東

山口わかば(2)   1m47/ 0.0

桃川

梅山　夏波(2)   1m44/ 0.0

金古

石橋　幸千(2)   1m43/ 0.0

天川

中川　夏萌(2) 前橋城東   1m41/ 0.0

関根　美心(2) 榛東南

女子小
学２年

立幅跳 9/23 村田　蒼空(3)   1m68/ 0.0

渋川北

佐藤　澄佳(3)   1m67/ 0.0

原町

高橋　由依(3)   1m65/ 0.0

金古

山河　千紘(3)   1m64/ 0.0

下川淵

立見　華乃(3) 勝山   1m59/ 0.0

本間　優空(3) 金島

渡丸　希愛(3) 高崎城東   1m57/ 0.0

黛　　月菜(3) 吉田

女子小
学３年

立幅跳 9/23 菊地　真由(4) 荒牧   1m85/ 0.0

堀口　莉花(4) 荒牧

浜名ひらり(4)   1m81/ 0.0

新田

橋本さくら(4) 上郊   1m77/ 0.0

飯塚　沙希(4) 金島

渡辺　萌花(4)   1m76/ 0.0

東部

鈴木穂乃佳(4)   1m73/ 0.0

元総社

金田　梨伽(4)   1m72/ 0.0

原

女子小
学４年

走高跳 9/23 大谷　　陸(5) 1m05

原

男子小
学５年

走高跳 9/23 関　　駿介(6) 1m26

古巻

橋爪　智洋(6) 1m22

渋川西

関口　　樹(6) 1m18

永明

吉田　光希(6) 1m15

京ヶ島

松浦　智亮(6) 1m10

玉村

大武　孝功(6) 1m05

桃川

男子小
学６年

走高跳 9/23 坂本　樹莉(5) 1m05

箕輪

狩野真理菜(5) 原 1m00

黛　　佳楓(5) 吉田

女子小
学５年

走高跳 9/23 松本　りお(6) 1m22

境野

石田　遥真(6) 桃川 1m20

真下　琳加(6) 渋川北

増田　りさ(6) 1m18

宮郷第二

諸田　祐佳(6) 大泉南 1m15

村澤　　葵(6) 西横野

髙橋　杏里(6) 殖蓮 1m10

黛　　柚季(6) 西横野

女子小
学６年

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）
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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
走幅跳 9/23 根岸　琉穏(5)   4m00/ 0.0

箕輪

中島　達哉(5)   3m59/ 0.0

安中

古澤　一生(5)   3m52/ 0.0

新町第一

篠澤　大毅(5)   3m46/ 0.0

沼田北

大城　　岳(5)   3m41/ 0.0

館林第一

金井　友作(5)   3m25/ 0.0

西横野

書上　竜也(5)   3m20/ 0.0

時沢

山田　　丞(5)   3m19/ 0.0

群大附属

男子小
学５年

走幅跳 9/23 勝沼　英也(6)   4m58/ 0.0

塚沢

金井　太陽(6)   4m50/ 0.0

細野

中島　大空(6)   4m36/ 0.0

沢野

片貝　祐太(6)   4m24/ 0.0

群大附属

新井　温大(6)   4m22/ 0.0

館林第六

青木　里来(6) 永明   3m88/ 0.0

栗田　拓実(6) 大間々東

大畠　敬貴(6)   3m83/ 0.0

元総社南

男子小
学６年

走幅跳 9/23 正田　萌絢(5)   3m97/ 0.0

宝泉南

黛　　歩果(5)   3m60/ 0.0

細野

村山　陽彩(5) 勝山   3m43/ 0.0

柳田　花歩(5) 原町

齋藤　琴映(5) 上郊   3m21/ 0.0

木村　亜弥(5) 箕輪

下田　莉未(5)   3m17/ 0.0

原

寺嶋　咲季(5)   3m16/ 0.0

西横野

女子小
学５年

走幅跳 9/23 兵藤　風花(6)   3m86/ 0.0

昭和南

荻原　　温(6)   3m80/ 0.0

宮郷第二

八木　萌歌(6)   3m78/ 0.0

京ヶ島

今井優梨香(6)   3m76/ 0.0

群大附属

清水　春乃(6)   3m71/ 0.0

館林第一

滝沢　渚月(6)   3m70/ 0.0

太田中央

茂木　亜依(6)   3m56/ 0.0

原

高橋　璃乃(6)   3m51/ 0.0

殖蓮

女子小
学６年

ボール投げ 9/23 松井　　健(5)  50m69

小幡

篠﨑　瑛斗(5)  44m03

塚沢

西山　　雅(5)  42m20

桃川

高山　昂己(5)  28m51

元総社

男子小
学５年

ボール投げ 9/23 高山　友輔(6)  56m55

桃川

大渕　裕史(6)  52m32

桃川

増田　晃大(6)  43m74

群大附属

高瀬　大輝(6)  41m25

高崎城東

齋藤　力也(6)  40m51

桃川

宮越　雅斗(6)  39m15

原

長谷川　巧(6)  37m36

原

山田　優樹(6)  35m43

嶺

男子小
学６年

ボール投げ 9/23 五十嵐恵依(5)  32m40

箕郷東

高橋希美佳(5)  32m14

元総社

石田いづみ(5)  26m56

元総社

福島　生巳(5)  25m53

金古

鳥井ほのか(5)  24m47

宮郷第二

女子小
学５年

ボール投げ 9/23 片木　愛海(6)  57m29

NGR磯部

上原　　遥(6)  47m48

臼井

松井菜々美(6)  39m29

山王

吉澤奈菜子(6)  39m05

渋川北

藤井那々穂(6)  34m62

時沢

小清水瑠菜(6)  32m53

臼井

梶原　千翼(6)  30m19

長尾

川鍋　明音(6)  29m71

時沢

女子小
学６年

４×１００ｍ 9/23 前橋陸協 52.72 高崎Ｗｉｎｄｓ 55.00 碓氷クラブ 57.44 宝泉クラブ 57.95 ぬまたランナーズ 57.98
男子ク
ラブ対
抗

４×１００ｍ 9/23 前橋陸協 54.37 伊勢崎クラブ 58.50 アラマキッズ 59.43 宝泉クラブＡ 59.82 碓氷クラブ  1:00.21 ぬまたランナーズ  1:03.28 境クラブ  1:03.96 宝泉クラブＢ  1:05.20
女子ク
ラブ対
抗

５０ｍ 9/23 久保田大翔(1)  9.00/

宮郷第二

黒岩　秀哉(1)  9.40/

塚沢

山田　　佳(1) 細井  9.50/

浦野　祐駕(1) 高崎城南

金井　健友(1) 新高尾

塩ノ谷颯太(1) 尾島  9.60/

新井　佑児(1) 時沢

宮本　里玖(1) 宮郷第二

伊勢川大雅(1) 京ヶ島

飯島　洸瑛(1) 金古

岩﨑　　陸(1) 綿打

男子小
学１年

５０ｍ 9/23 櫻井俊太郎(2)  8.20/

八幡

上原　大雅(2) 上郊  8.60/

小山　怜皇(2) 原

立岡明日登(2) 高崎北  8.70/

高橋　瑠音(2) 群大附属

堀越　健吾(2) 荒子

三木健太朗(2) 桃川

諸田　涼馬(2) 昭和南

男子小
学２年

５０ｍ 9/23 永田　　大(3)  7.70/

九合

青木創太郎(3)  7.80/

永明

塩田　琢磨(3)  7.90/

寺尾

石川　瑞樹(3)  8.10/

高瀬

一場　琉聖(3) 大間々南  8.20/

下田　隼大(3) 原

松村　天暉(3) 金島  8.40/

長尾　颯大(3) 勝山

髙橋　賢太(3) 片品

中曽根幸生(3) 前橋東

設楽　大和(3) 荒牧

男子小
学３年

５０ｍ 9/23 小林万佑子(1)  9.10/

前橋東

千木良風香(1)  9.70/

東部

佐藤　杏音(1)  9.80/

小幡

堤　なつほ(1) 桃瀬  9.90/

黒岩　知榎(1) 元総社

角　　彩綾(1) 天川 10.00/

大野　萌葉(1) 時沢

小田切茉由(1) 長野

下山　玲弥(1) 丹生

女子小
学１年

５０ｍ 9/23 松井　咲妃(2) 高崎中川  8.60/

谷村　文嘉(2) 桃井

木村　美咲(2) 大室  8.80/

大谷瑠梨伽(2) 金古

田口凛々香(2) 群大附属

中川　夏萌(2) 前橋城東

石橋　幸千(2)  8.90/

天川

阿部　ナオ(2) 神明  9.00/

足立　珠莉(2) み・あずま

北爪　莉菜(2) 綿打

女子小
学２年

５０ｍ 9/23 佐藤　澄佳(3)  8.40/

原町

渡丸　希愛(3)  8.50/

高崎城東

亀倉　聖奈(3)  8.60/

細野

荒井日菜子(3) 藤岡第一  8.70/

柄沢　育希(3) 桃川

村田　蒼空(3) 渋川北

八木　風歌(3) 京ヶ島  8.80/

前川　月乃(3) 岩神

立見　華乃(3) 勝山

永宮　果怜(3) 桃川

吉澤　知里(3) 渋川北

女子小
学３年

凡例（NGR:大会新記録）


