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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 7/25 近藤  功輝(1)  9.22/

前橋市陸協・群馬

櫻井  煌汰(1)  9.44/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

荻原  一颯(1)  9.49/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

岩田  彗真(1)  9.57/

チームK・群馬

増田  京河(1)  9.63/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

猪熊  大粋(1)  9.73/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

澤田  凌我(1)  9.83/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

原田  凌成(1)  9.88/

前橋市陸協・群馬

男子小
学１年

５０ｍ 7/25 栗原　  颯(2)  8.80/

ＳＡ玉村・群馬

原澤  颯祐(2)  9.01/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

成田  渉真(2)  9.06/

前橋市陸協・群馬

後閑  大雅(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬  9.10/

神道  泰地(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

岩﨑  元希(2)  9.17/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

片山  蓮(2)  9.21/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

樺澤  星羽(2)  9.27/

前橋市陸協・群馬

男子小
学２年

１００ｍ 7/25 清水  太陽(3) 15.63/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

横室  翔(3) 15.86/

前橋市陸協・群馬

福田  晃大(3) 16.12/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

佐久間  葵(3) 16.15/

ＳＡ玉村・群馬

関  聡一郎(3) 16.17/

チームK・群馬

間仁田  怜煌(3) 16.50/

前橋市陸協・群馬

河村  太晴(3) 16.54/

どりかむ太田・群馬

上原  昂士(3) 16.72/

前橋市陸協・群馬

男子小
学３年

１００ｍ 7/25 菅野  凌玖(4) 14.69/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

浅田  奏(4) 14.76/

前橋市陸協・群馬

大月  凌生(4) 15.15/

前橋市陸協・群馬

大河原  樹生(4) 15.47/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

白石  悠真(4) 15.60/

前橋市陸協・群馬

設樂  郁斗(4) 15.75/

金古ＲＣ・群馬

林  優希(4) 15.79/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

池田  光汰(4) 15.82/

新田倶楽部・群馬

男子小
学４年

１００ｍ 7/25 髙橋  愛理(5) 13.86/

前橋市陸協・群馬

阿久沢  楽(5) 14.01/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

イリーサ  ノア(5) 14.02/

どりかむ太田・群馬

戸部  諒太(5) 14.23/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

黛  佑晟(5) 14.33/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

阿部  泰河(5) 14.60/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

高橋  遙(5) 14.68/

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

市川  敦貴(5) 14.71/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学５年

１００ｍ 7/25 渡邊  航大(6) 13.12/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

天野  莉玖斗(6) 13.46/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

髙梨  弦輝(6) 13.76/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

溝口  大和(6) 13.87/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

野口  颯汰(6) 13.94/

桐生市陸協・群馬

高橋  悠真(6) 14.24/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

鈴木  樹(6) 14.25/

前橋市陸協・群馬

若狹  憂聖(6) 14.28/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学６年

８００ｍ 7/25 小林  奏詠(4)  2:33.96

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

加藤  哲平(4)  2:34.21

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

田島  奨(4)  2:34.39

おおたSA・群馬

藤木  航司(4)  2:35.28

おおたSA・群馬

大前  輝来(4)  2:36.26

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

長谷川  莉久(4)  2:38.39

おおたSA・群馬

一山  貴一(4)  2:38.76

前橋市陸協・群馬

竹内  仁大(4)  2:39.16

新田倶楽部・群馬

男子小
学４年

８００ｍ 7/25 桜井  遼(5)  2:29.11

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

斎藤  聖生(5)  2:30.79

新田倶楽部・群馬

掛川  武雅(5)  2:31.28

金古ＲＣ・群馬

石黒  大地(5)  2:35.41

前橋市陸協・群馬

高橋  瑛人(5)  2:36.56

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

鈴木  礼桜(5)  2:36.96

どりかむ太田・群馬

関塚  晴信(5)  2:37.06

新田倶楽部・群馬

小森  優磨(5)  2:37.45

どりかむ太田・群馬

男子小
学５年

８００ｍ 7/25 青木  暖士(6)  2:25.34

新田倶楽部・群馬

井野  晃希(6)  2:25.35

どりかむ太田・群馬

髙橋  凰介(6)  2:26.90

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

狩野  夢翔(6)  2:27.39

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

櫻井  惇太(6)  2:27.68

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

新沢  愛翔(6)  2:28.43

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

碓氷  晴大(6)  2:32.74

どりかむ太田・群馬

齊藤  光希(6)  2:32.91

前橋市陸協・群馬

男子小
学６年

８０ｍＨ 7/25 正田  蒼一郎() 13.92/

高崎市陸協・群馬

西  耕平(5) 14.00/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

竹渕  颯真(6) 14.23/

金古ＲＣ・群馬

佐藤  秀哉(6) 14.32/

金古ＲＣ・群馬

藤原  央惺(5) 15.79/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

金井  碧羽(6) 16.02/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

金古  絆利(6) 16.86/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

小野  直弥(6) 17.18/

利根ｸﾗﾌﾞ・群馬

４×１００ｍ 7/25 渋川陸上競技クラブ 54.18

阿部  泰河(5)

高橋  悠真(6)

小林  恵士(6)

渡邊  航大(6)

アラマキッズ 54.84

西  耕平(5)

桜井  遼(5)

櫻井  惇太(6)

溝口  大和(6)

どりかむ太田 55.18

碓氷  晴大(6)

イリーサ  ノア(5)

櫛田  翔斗(5)

井野  晃希(6)

金古ランニングクラブ 55.33

竹渕  颯真(6)

城田  心(6)

佐藤  秀哉(6)

湯根  蓮夢(6)

沼田市陸上クラブ 55.42

金子  日向(6)

天野  莉玖斗(6)

金子  叶雅(6)

髙梨  弦輝(6)

高崎市陸上競技協会 55.67

内田  春希()

木暮  力輝()

野口  陽斗()

久保  昊平()

前橋市陸上競技協会 55.81

鈴木  樹(6)

髙橋  愛理(6)

清村  一真(6)

田丸  優作(6)

上州アスリートクラブ 59.20

杉本  倫太郎(6)

高橋  遙(5)

小田澤  輝(5)

相原  太郎(6)

男子

５０ｍ 7/25 中澤  希花(1) 10.12/

金古ＲＣ・群馬

落合  彩里(1) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬 10.34/

眞下  栞奈(1) 前橋市陸協・群馬

杉目  千春(1) 10.36/

前橋市陸協・群馬

飯田  望永(1) 10.46/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

新井  美優俐(1) 10.50/

前橋市陸協・群馬

小暮  乃々栞(1) 10.66/

たちばなR.C・群馬

木村  菫子(1) 10.71/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学１年

５０ｍ 7/25 小林  沙生(2)  8.72/

前橋市陸協・群馬

神村  帆乃(2)  8.94/

金古ＲＣ・群馬

植杉  羽菜(2)  9.08/

金古ＲＣ・群馬

中野  美海(2)  9.09/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

久保村  澪(2)  9.28/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

宮田  ゆめ(2)  9.32/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

諸澤  愛(2)  9.33/

前橋市陸協・群馬

田中  咲優(2)  9.37/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学２年

１００ｍ 7/25 木暮  昊(3) 15.37/

前橋市陸協・群馬

増田  乃音(3) 15.53/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

奥山  仁菜(3) 15.80/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

市川  南海(3) 16.01/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

近藤  梨愛(3) 16.02/

前橋市陸協・群馬

鈴木  瑠乃(3) 16.09/

どりかむ太田・群馬

林  芹香(3) 16.12/

前橋市陸協・群馬

堀越  梨里花(3) 16.61/

金古ＲＣ・群馬

女子小
学３年

１００ｍ 7/25 大橋  彩那(4) 15.09/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

萩原  里帆(4) 16.13/

前橋市陸協・群馬

斉藤  妃奈乃(4) 16.19/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

吉野  百花(4) 16.22/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

茂木  こころ(4) 16.37/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

山中  理絵子(4) 16.45/

金古ＲＣ・群馬

丸山  楓奈(4) 16.61/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

篠田  彩音(4) 17.05/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学４年

１００ｍ 7/25 髙野  裕真(5) 14.63/

前橋市陸協・群馬

松本  由那(5) 14.96/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

鈴木  心結(5) 15.07/

前橋市陸協・群馬

水野  綾香(5) 15.25/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

工藤　  栞(5) 15.43/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

小林  侑楽(5) 15.47/

前橋市陸協・群馬

小松  伶奈(5) 15.64/

金古ＲＣ・群馬

諸田  奈柚(5) 15.72/

たちばなR.C・群馬

女子小
学５年

１００ｍ 7/25 鵜川  結愛(6) 13.95/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

増田  出絃(6) 14.26/

桐生市陸協・群馬

関口  柚宇(6) 14.32/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

角田  結菜(6) 14.35/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

広瀬  遥乃(6) 14.51/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

蟹和  琉夏(6) 14.86/

前橋市陸協・群馬

川野  梓季(6) 14.90/

金古ＲＣ・群馬

三木  心音(6) 14.93/

金古ＲＣ・群馬

女子小
学６年

８００ｍ 7/25 高橋  朋香(4)  2:37.91

利根ｸﾗﾌﾞ・群馬

櫻井  萌一(4)  2:42.30

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

片貝  千悠那(4)  2:47.98

どりかむ太田・群馬

横山  るん(4)  2:48.85

前橋市陸協・群馬

舟田  苺禾(4)  2:49.73

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

中山  碧紗(4)  2:51.97

おおたSA・群馬

イリーサ  華(4)  2:52.93

どりかむ太田・群馬

岡田  美響(4)  2:54.90

おおたSA・群馬

女子小
学４年

８００ｍ 7/25 反町  瑠夏(5)  2:35.04

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

海老塚  心優(5)  2:35.22

新田倶楽部・群馬

中澤  美月(5)  2:38.20

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

齊藤  喜羽(5)  2:39.11

おおたSA・群馬

笠原  心桜(5)  2:40.07

利根ｸﾗﾌﾞ・群馬

久保田  莉聖(5)  2:40.71

どりかむ太田・群馬

小野里  楓(5)  2:43.24

前橋市陸協・群馬

増田  心音(5)  2:43.27

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学５年

８００ｍ 7/25 金嶋  ゆうか(6)  2:31.97

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

田島  あおい(6)  2:32.81

おおたSA・群馬

橋本  歩果(6)  2:33.55

前橋市陸協・群馬

櫛渕  比楽理(6)  2:34.62

前橋市陸協・群馬

兵藤  優希奈(6)  2:35.88

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

山田  芙羽佳(6)  2:36.99

金古ＲＣ・群馬

勅使川原  早咲(6)  2:37.21

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

古井戸  苺花(6)  2:37.66

高崎市陸協・群馬

女子小
学６年

８０ｍＨ 7/25 吉田  心優(6) 14.03/

金古ＲＣ・群馬

久保村  颯(6) 14.47/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

平山  莉帆(6) 14.96/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

片山  和(6) 15.02/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

永田  亜実(6) 15.27/

金古ＲＣ・群馬

渡辺  ミラノ(6) 15.81/

前橋市陸協・群馬

山﨑  菜南子() 16.20/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

氷見  優莉奈(6) 16.28/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

４×１００ｍ 7/25 前橋市陸上競技協会 55.56

蟹和  琉夏(5)

髙野  裕真(6)

櫛渕  比楽理(6)

橋本  歩果(6)

高崎市陸上競技協会 56.43

津村  佳奈()

西澤  理子()

秋本  うた()

小實  愛理()

金古ランニングクラブ 56.61

吉田  心優(6)

三木  心音(6)

齋藤  咲愛(6)

川野  梓季(6)

沼田市陸上クラブ 57.73

尾池  里麻(6)

兵藤  優希奈(6)

金子  莉奈(6)

新井  陽菜(6)

アラマキッズ 57.83

松本  由那(5)

水野  綾香(5)

小野里  佳恋(6)

爲谷  柚姫(6)

碓氷陸上競技クラブ 58.27

佐藤  凛華(6)

久保村  颯(6)

松橋  咲姫菜(6)

広瀬  遥乃(6)

桐生市陸上競技協会 59.04

萩原  百合(6)

野口  由暖(6)

海川  真央(6)

増田  出絃(6)

どりかむ太田 59.47

萩原  有彩(6)

尾内  結来(5)

伊藤  梨央(6)

濱田  知優(6)

女子


