
会場 正田醤油スタジアム群馬

主催 群馬陸上競技協会

編集 群馬陸上競技協会普及委員会



【備考】

トラック競技は、大会規定により、１／１００秒までの同記録は同順位となり

ます。



【 記 録 表 】 Time:09:16:57 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
************************************************************************
* 男子小学１年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 09:04

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 1 22002 櫻井　煌太(1) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 8.99
ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ -0.0

2 5 14002 飯塚　大和(1) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.01
ｲｲﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ -0.0

3 7 9003 近藤　功輝(1) 前橋市陸協 ・群馬 9.11
ｺﾝﾄﾞｳ ｲｻｷ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

4 3 14001 増田　京河(1) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.31
ﾏｽﾀﾞ ｷｮｳｶﾞ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

5 9 27001 青木　琉斗(1) SA玉村 ・群馬 9.39
ｱｵｷ ﾘｭｳﾄ SAﾀﾏﾑﾗ

6 9 16001 佐藤　海斗(1) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.42
ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

7 7 2029 瀬田川　礼(1) 高崎市陸協 ・群馬 9.43
ｾﾀｶﾞﾜ ﾗｲ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

8 1 26043 栁岡　　佑(1) 金古RC ・群馬 9.55
ﾔﾅｵｶ ﾀｽｸ ｶﾈｺRC

9 5 4001 市川　惺南(1) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.58
ｲﾁｶﾜ　ｾﾅ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

10 3 20020 岡田　陽琉(1) チームK ・群馬 9.60
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙ ﾁｰﾑK

10 1 9004 原田　凌成(1) 前橋市陸協 ・群馬 9.60
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

12 5 20016 猪熊　大粋(1) チームK ・群馬 9.64
ｲﾉｸﾏ ﾀﾞｲｷ ﾁｰﾑK

13 1 22051 荒牧　海翔(1) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 9.66
ｱﾗﾏｷ ｶｲﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

14 3 22001 大河原　朗(1) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 9.98
ｵｵｶﾜﾗ ｱｷﾗ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ -0.0

15 3 26040 間渕　晴琉(1) 金古RC ・群馬 10.04
ﾏﾌﾞﾁ ﾊﾙ ｶﾈｺRC

16 7 26042 松本　豹駕(1) 金古RC ・群馬 10.20
ﾏﾂﾓﾄ ﾋｮｳｶﾞ ｶﾈｺRC

17 7 8019 中沢　　粋(1) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.21
ﾅｶｻﾞﾜ ｽｲ ｾﾀｸﾗﾌﾞ -0.0

18 5 26041 紫野　祥史(1) 金古RC ・群馬 10.34
ｼﾉ ﾖｼﾌﾐ ｶﾈｺRC
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
************************************************************************
* 男子小学２年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 09:39

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 5 27002 栗原　　颯(2) SA玉村 ・群馬 8.71
ｸﾘﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ SAﾀﾏﾑﾗ

2 3 22005 原澤　颯祐(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 8.87
ﾊﾗｻﾜ ｿｳｽｹ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3 7 6019 神道　泰地(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 8.90
ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

4 5 22007 後閑　大雅(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 8.96
ｺﾞｶﾝ ﾀｲｶﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5 7 26039 吉田　　航(2) 金古RC ・群馬 9.00
ﾖｼﾀﾞ ｺｳ ｶﾈｺRC

6 1 22006 片山　　蓮(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 9.13
ｶﾀﾔﾏ ﾚﾝ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6 1 9006 金井　貫太(2) 前橋市陸協 ・群馬 9.13
ｶﾅｲ ｶﾝﾀ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

8 1 14003 松井　　謙(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.14
ﾏﾂｲ ｹﾝ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

9 5 14006 関根　駿太(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.15
ｾｷﾈ ｼｭﾝﾀ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

10 3 9071 成田　渉真(2) 前橋市陸協 ・群馬 9.21
ﾅﾘﾀ ｼｮｳﾏ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

11 3 6020 岩﨑　元希(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.24
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝｷ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

12 7 9048 田中　　響(2) 前橋市陸協 ・群馬 9.27
ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

13 3 27003 齋藤　穂高(2) SA玉村 ・群馬 9.33
ｻｲﾄｳ ﾎﾀｶ SAﾀﾏﾑﾗ

14 9 9005 樺澤　星羽(2) 前橋市陸協 ・群馬 9.40
ｶﾊﾞｻﾜ ﾂﾂﾞﾊ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

14 3 14007 和田　莉玖(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.40
ﾜﾀﾞ ﾘｸ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

16 5 9008 阿部宗一郎(2) 前橋市陸協 ・群馬 9.42
ｱﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

17 1 8002 北爪　　稜(2) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.56
ｷﾀﾂﾞﾒ ｲｽﾞ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

18 3 14004 若狹　昴聖(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.59
ﾜｶｻ ｺｳｾｲ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

19 7 6021 木暮　健心(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.62
ｺｸﾞﾚ ｹﾝｼﾝ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

20 7 14005 村山　歩夢(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.64
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾕﾑ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

21 1 9047 松井　陽祐(2) 前橋市陸協 ・群馬 9.66
ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

22 5 26038 森田　桜介(2) 金古RC ・群馬 9.71
ﾓﾘﾀ ｵｳｽｹ ｶﾈｺRC

23 7 16002 青木響太郎(2) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.17
ｱｵｷ ｷｮｳﾀﾛｳ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

23 1 16003 狩野　彰宏(2) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.17
ｶﾉｳ ｱｷﾋﾛ ｼﾞｮｳｼｭｳAC
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学３年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 09:14

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 6 14009 清水　太陽(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.36
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

2 6 9072 徳江　雄士(3) 前橋市陸協 ・群馬 15.62
ﾄｸｴ ﾕｳｼ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

3 2 9012 横室　　翔(3) 前橋市陸協 ・群馬 15.76
ﾖｺﾑﾛ ｶｹﾙ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

4 2 9053 上原　昂士(3) 前橋市陸協 ・群馬 16.23
ｳｴﾊﾗ ｺｳｼ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

4 5 9009 岩本　　慧(3) 前橋市陸協 ・群馬 16.23
ｲﾜﾓﾄ ｹｲ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

6 7 8018 中沢　　心(3) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.35
ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞﾝ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

7 9 19003 塩尻　壱月(3) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.56
ｼｵｼﾞﾘ ｲﾂｷ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

8 3 16004 杉本幸次郎(3) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.60
ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

9 5 19004 松波　由樹(3) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.62
ﾏﾂﾅﾐ ﾕｳｷ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

10 9 26032 田村　脩真(3) 金古RC ・群馬 16.63
ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾏ ｶﾈｺRC

11 8 6016 田中　莉生(3) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.68
ﾀﾅｶ ﾘｵｳ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

12 6 2008 望月　陸都(3) 高崎市陸協 ・群馬 16.88
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｸﾄ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

13 2 19002 岡本　理都(3) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.98
ｵｶﾓﾄ ﾘｲﾁ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

14 5 9051 間仁田怜煌(3) 前橋市陸協 ・群馬 17.03
ﾏﾆﾀ ﾚｵ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

15 7 26034 森田　真羽(3) 金古RC ・群馬 17.07
ﾓﾘﾀ ｼﾝﾊﾞ ｶﾈｺRC

16 3 22011 大河原　健(3) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 17.10
ｵｵｶﾜﾗ ﾀｹﾙ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

17 2 26036 城田　　悠(3) 金古RC ・群馬 17.12
ｼﾛ ﾀﾊﾙ ｶﾈｺRC

18 7 26035 今泉　快都(3) 金古RC ・群馬 17.15
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ ｶﾈｺRC

19 9 14012 斎藤　星七(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.23
ｻｲﾄｳ ｾﾅ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

20 9 9014 星川　京佑(3) 前橋市陸協 ・群馬 17.26
ﾎｼｶﾜ ｷｮｳｽｹ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

21 8 16006 下村　奏太(3) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.28
ｼﾓﾑﾗ ｶﾅﾀ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

22 3 16005 吉原　　龍(3) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.29
ﾖｼﾊﾗ ﾘｭｳ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

23 4 26037 髙橋　　陸(3) 金古RC ・群馬 17.34
ﾀｶﾊｼ ﾘｸ ｶﾈｺRC

24 6 2001 岡田　凌弥(3) 高崎市陸協 ・群馬 17.44
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾔ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学３年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 09:14

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 3 9073 萩原　大陽(3) 前橋市陸協 ・群馬 17.56
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾔ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

26 5 9013 宮山　航一(3) 前橋市陸協 ・群馬 17.82
ﾐﾔﾔﾏ ｺｳｲﾁ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

27 4 14008 峠舘　　碧(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.83
ﾄｳｹﾞﾀﾞﾃ ｱｵｼ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

28 2 26030 狩野　生人(3) 金古RC ・群馬 17.86
ｶﾉｳ ｲｸﾄ ｶﾈｺRC

29 3 4006 佐藤　洸希(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.91
ｻﾄｳ ｺｳｷ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

30 7 16007 安藤　　楓(3) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 18.01
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

31 8 9016 小林　冬煌(3) 前橋市陸協 ・群馬 18.29
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｺﾞ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

32 4 9010 久保田考哉(3) 前橋市陸協 ・群馬 18.50
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾔ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

32 7 22050 荒牧　陸翔(3) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 18.50
ｱﾗﾏｷ ﾘｸﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

34 4 27009 秋山　英祐(3) SA玉村 ・群馬 18.67
ｱｷﾔﾏ ｴｲｽｹ SAﾀﾏﾑﾗ

35 8 26031 間庭　一樹(3) 金古RC ・群馬 18.82
ﾏﾆﾜ ｲﾂｷ ｶﾈｺRC

36 5 26033 佐藤　璃空(3) 金古RC ・群馬 19.33
ｻﾄｳ ﾘｸ ｶﾈｺRC

37 8 9074 長岡　空輝(3) 前橋市陸協 ・群馬 19.37
ﾅｶﾞｵｶ ｸｳｶﾞ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 10:48

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 5 4009 菅野　凌玖(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.22
ｽｶﾞﾉ　ﾘｸ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

2 7 9027 浅田　　奏(4) 前橋市陸協 ・群馬 14.48
ｱｻﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

3 6 9057 白石　悠真(4) 前橋市陸協 ・群馬 14.73
ｼﾗｲｼ ﾊﾙﾏ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

3 4 4008 大前　輝来(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.73
ｵｵﾏｴ　ｷﾗ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

5 2 9017 大月　凌生(4) 前橋市陸協 ・群馬 14.76
ｵｵﾂｷ ﾘｮｳ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

6 5 8017 大河原樹生(4) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.09
ｵｵｶﾜﾗ ｲﾂｷ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

7 9 9054 関口　舜大(4) 前橋市陸協 ・群馬 15.31
ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

8 7 12024 林 優希(4) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.34
ﾊﾔｼ ﾕｳｷ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

9 6 9060 新井　夏樹(4) 前橋市陸協 ・群馬 15.35
ｱﾗｲ ﾅﾂｷ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

10 8 9018 田村　真成(4) 前橋市陸協 ・群馬 15.41
ﾀﾑﾗ ｼﾝｾｲ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

11 3 26027 設樂　郁斗(4) 金古RC ・群馬 15.42
ｼﾀﾗ ｲｸﾄ ｶﾈｺRC

12 3 2011 西澤　快志(4) 高崎市陸協 ・群馬 15.58
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲｼ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

13 5 9055 松村　隼汰(4) 前橋市陸協 ・群馬 15.68
ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

14 6 6011 山﨑　一颯(4) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.73
ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

15 8 14015 對比地　俊(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.95
ﾂｲﾋｼﾞ ｼｭﾝ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

16 2 26024 森田芯之輔(4) 金古RC ・群馬 16.10
ﾓﾘﾀ ｼﾝﾉｽｹ ｶﾈｺRC

17 4 8007 大原　琉真(4) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.26
ｵｵﾊﾗ ﾘｭｳﾏ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

18 8 20007 茂木　琉生(4) チームK ・群馬 16.41
ﾓｷﾞ ﾙｲ ﾁｰﾑK

19 6 16012 志村　侑哉(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.46
ｼﾑﾗ ﾕｳﾔ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

20 5 16014 白井　柊次(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.54
ｼﾗｲ ｼｭｳｼﾞ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

21 5 8010 田中颯一郞(4) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.56
ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

22 7 16010 茂木　仁太(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.58
ﾓｷﾞ ｼﾞﾝﾀ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

23 8 16015 倉町　空翔(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.60
ｸﾗﾏﾁ ｿﾗﾄ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

24 3 2015 平方　湊(4) 高崎市陸協 ・群馬 16.78
ﾋﾗｶﾀ ﾐﾅﾄ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 10:48

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 8 20022 小林　蒼空(4) チームK ・群馬 16.85
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ ﾁｰﾑK

26 4 16013 安部　頼人(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.89
ｱﾍﾞ ﾗｲﾄ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

27 2 26026 宮下　岬士(4) 金古RC ・群馬 17.24
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｼﾞ ｶﾈｺRC

28 7 2014 花岡　　駿(4) 高崎市陸協 ・群馬 17.36
ﾊﾅｵｶ ｼｭﾝ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

29 6 2009 大月　　望(4) 高崎市陸協 ・群馬 17.52
ｵｵﾂｷ ﾉｿﾞﾑ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

30 2 26028 田村　蒼空(4) 金古RC ・群馬 17.66
ﾀﾑﾗ ｿﾗ ｶﾈｺRC

31 7 26023 中澤　稜太(4) 金古RC ・群馬 17.82
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｶﾈｺRC

32 4 12023 山田 知幸(4) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 18.12
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

33 3 9059 高橋　　想(4) 前橋市陸協 ・群馬 18.82
ﾀｶﾊｼ ｿｳ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

34 3 26025 大山舜三郎(4) 金古RC ・群馬 18.97
ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ ｶﾈｺRC
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人
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会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学５年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 13:06

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 7 14023 阿久沢　楽(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 13.92
ｱｸｻﾞﾜ ﾗｸ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

2 4 9029 髙橋　愛理(5) 前橋市陸協 ・群馬 14.19
ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

3 5 25004 イリーサノア(5) どりかむ太田 ・群馬 14.22
ｲﾘｰｻ ﾉｱ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

4 6 14020 黛　　佑晟(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.46
ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｳｾｲ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

5 2 9066 石黒　大地(5) 前橋市陸協 ・群馬 14.54
ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾞｲﾁ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

6 9 9063 林　　快星(5) 前橋市陸協 ・群馬 14.81
ﾊﾔｼ ｶｲｾｲ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

7 3 14022 新井　宏征(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.84
ｱﾗｲ ｺｳｾｲ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

8 5 20005 長野 恵也(5) チームK ・群馬 14.88
ﾅｶﾞﾉ ｹｲﾔ ﾁｰﾑK

9 3 2023 古内　佑和(5) 高崎市陸協 ・群馬 14.97
ﾌﾙｳﾁ ﾕｳﾜ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

9 7 26019 石井　　潤(5) 金古RC ・群馬 14.97
ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ ｶﾈｺRC

11 9 14016 大平　翔琉(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.07
ｵｵﾋﾗ ｶｹﾙ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

12 9 6008 阿部　泰河(5) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.10
ｱﾍﾞ ﾀｲｶﾞ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

13 8 9033 高橋　　遙(5) 前橋市陸協 ・群馬 15.11
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

14 4 21009 青木　魁児(5) たちばなRC ・群馬 15.20
ｱｵｷ ｶｲｼﾞ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

15 6 26018 齋藤　旺世(5) 金古RC ・群馬 15.34
ｻｲﾄｳ ｵｳｾ ｶﾈｺRC

16 3 26015 城田　宇太(5) 金古RC ・群馬 15.41
ｼﾛﾀ ｳﾀ ｶﾈｺRC

17 4 9028 高橋　将太(5) 前橋市陸協 ・群馬 15.43
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

18 4 2017 生形　一真(5) 高崎市陸協 ・群馬 15.58
ｳﾌﾞｶﾀ ｶｽﾞﾏ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

19 8 14021 渡辺　　健(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.91
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

20 2 26016 紫野　煌大(5) 金古RC ・群馬 16.07
ｼﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｶﾈｺRC

20 8 26020 原澤　　樹(5) 金古RC ・群馬 16.07
ﾊﾗｻﾜ ｲﾂｷ ｶﾈｺRC

22 3 2019 小池　亮太(5) 高崎市陸協 ・群馬 16.08
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

23 2 14019 馬場　慶尚(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.10
ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾏｻ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

24 5 21008 冨沢　康太(5) たちばなRC ・群馬 16.17
ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀ ﾀﾁﾊﾞﾅRC
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学５年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 13:06

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 2 4016 神戸 咲也(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.33
ｶﾝﾍﾞ ｻｷﾔ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

26 9 26021 羽鳥　友彬(5) 金古RC ・群馬 16.72
ﾊﾄﾘ ﾄﾓｱｷ ｶﾈｺRC

27 8 20014 梅沢　周(5) チームK ・群馬 16.76
ｳﾒｻﾞﾜ ｱﾏﾈ ﾁｰﾑK

28 5 8016 関口　羚央(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.77
ｾｷｸﾞﾁ ﾚｵ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

29 6 12016 坂本　唯斗(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.90
ｻｶﾓﾄ　ﾕｲﾄ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

30 7 14025 木田　英斗(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.00
ｷﾀﾞ ｴｲﾄ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

31 7 12017 藤井　寧威(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.43
ﾌｼﾞｲ　ﾈｲ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

32 6 26017 中島　　凛(5) 金古RC ・群馬 17.49
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝ ｶﾈｺRC
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****************************************************************************
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順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 7 6001 渡邊　航大(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 13.01
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

2 6 12002 天野莉玖斗(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 13.73
ｱﾏﾉ　ﾘｸﾄ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

3 5 22035 溝口　大和(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 13.79
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4 4 12005 高梨　弦輝(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 13.83
ﾀｶﾅｼ　ｹﾞﾝｷ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

5 2 22052 福澤　空澄(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 13.89
ﾌｸｻﾞﾜ ｸｳﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6 4 14026 若狹　憂聖(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.10
ﾜｶｻ ﾕｳｾｲ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

7 6 16023 鈴木　　廉(6) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.13
ｽｽﾞｷ ﾚﾝ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

8 9 26005 湯根　蓮夢(6) 金古RC ・群馬 14.31
ﾕﾈ ﾚﾝ ｶﾈｺRC

9 7 26008 城田　　心(6) 金古RC ・群馬 14.41
ｼﾛﾀ ｺｺﾛ ｶﾈｺRC

10 3 2026 木暮　力輝(6) 高崎市陸協 ・群馬 14.63
ｺｸﾞﾚ ﾘｷ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

11 6 14027 桐生　涼玖(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.67
ｷﾘｭｳ ﾘｸ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

12 2 15001 大木　陽仁(6) 新田倶楽部 ・群馬 14.68
ｵｵｷ　ﾊﾙﾄ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

13 3 9044 鈴木　　樹(6) 前橋市陸協 ・群馬 14.71
ｽｽﾞｷ ｲﾂｷ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

14 8 12003 金子　叶雅(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.74
ｶﾈｺ　ｷｮｳｶﾞ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

15 2 26003 大畑　　陽(6) 金古RC ・群馬 14.86
ｵｵﾊﾀ ﾊﾙ ｶﾈｺRC

16 2 14031 木暮　柊介(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.15
ｷｸﾞﾚ ｼｭｳｽｹ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

17 3 26006 狩野　澄真(6) 金古RC ・群馬 15.18
ｶﾉｳ ﾄｳﾏ ｶﾈｺRC

18 8 16019 杉本倫太郎(6) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.19
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

19 5 6002 小林　恵士(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.20
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

20 5 4020 松橋 逞(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.21
ﾏﾂﾊｼ ﾀｸﾏ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

21 6 27018 齋藤　連(6) SA玉村 ・群馬 15.32
ｻｲﾄｳ ﾚﾝ SAﾀﾏﾑﾗ

22 4 26004 東野　聖生(6) 金古RC ・群馬 15.35
ﾋｶﾞｼﾉ ｲﾌﾞｷ ｶﾈｺRC

22 2 16021 齊藤　俐紬(6) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.35
ｻｲﾄｳ ﾘﾂﾑ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

24 7 27019 堤 恵人(6) SA玉村 ・群馬 15.48
ﾂﾂﾐ ｹｲﾄ SAﾀﾏﾑﾗ
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群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人
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****************************************************************************
* 男子小学６年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
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順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 8 25003 佐藤　銀虎(6) どりかむ太田 ・群馬 15.50
ｻﾄｳ ｷﾞﾝｼﾞ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

26 7 26002 松井　絢人(6) 金古RC ・群馬 15.53
ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ ｶﾈｺRC

27 5 16020 相原　太郎(6) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.62
ｱｲﾊﾗ ﾀﾛｳ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

28 4 4021 織田 悠輝(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.85
ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

29 3 2025 小見　展世(6) 高崎市陸協 ・群馬 16.01
ｵﾐ ﾃﾝｾｲ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

30 8 14028 木村　怜央(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.37
ｷﾑﾗ ﾚｵ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

31 8 12001 青木　謙斗(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.39
ｱｵｷ　ｹﾝﾄ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

32 3 14030 栁原　圭裕(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.63
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

33 5 26007 大山瑠二郎(6) 金古RC ・群馬 16.66
ｵｵﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ ｶﾈｺRC

34 4 26009 吉田　悠人(6) 金古RC ・群馬 18.02
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ ｶﾈｺRC



【 記 録 表 】 Time:14:07:11 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
********************************************************
* 男子小学５年 ５０ｍＨ 決勝 *
********************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 13:57

風:

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 7 22023 西　　耕平(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 8.43
ﾆｼ ｺｳﾍｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

2 8 4015 藤原 央惺(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.38
ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｳｾｲ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

3 6 14054 岡田　峻典(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.01
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

4 9 2035 森山　滉太(5) 高崎市陸協 ・群馬 11.26
ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ



【 記 録 表 】 Time:14:10:33 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学６年 ５０ｍＨ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 14:05

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 7 6004 高橋　悠真(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 7.94
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

2 7 2037 正田蒼一郎(6) 高崎市陸協 ・群馬 8.20
ｼｮｳﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

3 8 2036 久保　昊平(6) 高崎市陸協 ・群馬 8.36
ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

4 6 26011 佐藤　秀哉(6) 金古RC ・群馬 8.54
ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ ｶﾈｺRC

5 9 2038 野口　陽斗(6) 高崎市陸協 ・群馬 8.64
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

5 9 26010 竹渕　颯真(6) 金古RC ・群馬 8.64
ﾀｹﾌﾞﾁ ｿｳﾏ ｶﾈｺRC

7 8 12010 見城　大地(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.34
ｹﾝｼﾞｮｳ　ﾀﾞｲﾁ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ



【 記 録 表 】 Time:11:31:21 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学４年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 11:15

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 12 22020 加藤　哲平(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:37.03
ｶﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

2 2 22021 小林　奏詠(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:39.27
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3 7 15012 亀山　新太(4) 新田倶楽部 ・群馬 2:40.17
ｶﾒﾔﾏ　ｱﾗﾀ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

4 12 9024 齋藤光史朗(4) 前橋市陸協 ・群馬 2:41.82
ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾛｳ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

5 1 15013 関口　大維芽(4) 新田倶楽部 ・群馬 2:42.80
ｾｷｸﾞﾁ　ﾀｲｶﾞ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

6 5 22022 上村　旬平(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:43.94
ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

7 9 9022 新井　智貴(4) 前橋市陸協 ・群馬 2:44.07
ｱﾗｲ ﾄﾓｷ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

8 3 25010 西田　篤人(4) どりかむ太田 ・群馬 2:44.17
ﾆｼﾀﾞ ｱﾂﾋﾄ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

9 3 15011 竹内　仁大(4) 新田倶楽部 ・群馬 2:44.90
ﾀｹｳﾁ　ｼﾞﾝﾀﾞｲ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

10 4 25009 小倉　煌翔(4) どりかむ太田 ・群馬 2:47.29
ｵｸﾞﾗ ｷﾗﾄ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

11 8 22017 関根　蒼己(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:47.37
ｾｷﾈ ｿｳｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

12 4 16024 三越　朝陽(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:48.21
ﾐｺｼ ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

13 13 15014 池田　光汰(4) 新田倶楽部 ・群馬 2:50.29
ｲｹﾀﾞ　ｺｳﾀ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

14 10 22016 羽鳥　幾翔(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:50.64
ﾊﾄﾘ ｲｸﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

15 8 9026 清村　春真(4) 前橋市陸協 ・群馬 2:53.12
ｼﾑﾗ ﾊﾙﾏ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

16 1 19009 塩原　大和(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:54.46
ｼｵﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

17 10 22019 岡野　勇斗(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:54.66
ｵｶﾉ ﾊﾔﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

18 11 11006 星野　龍哉(4) 利根ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:55.75
ﾎｼﾉ ﾘｭｳﾔ ﾄﾈｸﾗﾌﾞ

19 6 21010 藤原　成来(4) たちばなRC ・群馬 2:58.22
ﾌｼﾞﾜﾗ ｾﾗ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

20 2 2039 薄井　和士(4) 高崎市陸協 ・群馬 2:58.56
ｳｽｲ ｶｽﾞﾋﾄ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

21 6 26029 間渕　蒼空(4) 金古RC ・群馬 2:59.27
ﾏﾌﾞﾁ ｿﾗ ｶﾈｺRC

22 4 19010 柘植　世照(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:59.93
ﾂｹﾞ ﾖｼﾃﾙ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

23 5 10005 金谷　蒼志(4) 桐生市陸協 ・群馬 3:01.04
ｶﾅﾔ ｿｳｼ ｷﾘｭｳｼﾘｯｷｮｳ

24 9 2043 土屋　貴稀(4) 高崎市陸協 ・群馬 3:02.82
ﾂﾁﾔ ﾀｷ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ



【 記 録 表 】 Time:11:31:21 Page: 2

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学４年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 11:15

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 9 27011 稲葉　大翔(4) SA玉村 ・群馬 3:03.49
ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾄ SAﾀﾏﾑﾗ

26 3 19011 星野　悠太(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:03.63
ﾎｼﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

27 1 14013 茂木　寛佑(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:05.08
ﾓｷﾞ ｶﾝｽｹ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

28 11 14014 山口　央泰(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:06.08
ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｳﾀ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

29 5 22018 齋藤　柊羽(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 3:06.97
ｻｲﾄｳ ｼｭｳ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

30 10 8020 武井　斗我(4) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:08.53
ﾀｹｲ ﾄﾜ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

31 7 20011 渡辺　瑞己(4) チームK ・群馬 3:09.37
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ﾁｰﾑK

32 12 27010 佐藤　希一(4) SA玉村 ・群馬 3:11.33
ｻﾄｳ ｷｲﾁ SAﾀﾏﾑﾗ

33 7 19008 河野　櫂成(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:16.18
ｺｳﾉ ｶｲｾｲ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

34 6 12025 松井 丈(4) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:17.34
ﾏﾂｲ ｼﾞｮｳ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

35 2 4010 角井　祐太(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:22.05
ｶｸｲ　ﾕｳﾀ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

36 13 19012 森田　遥斗(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:33.14
ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ



【 記 録 表 】 Time:11:53:59 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学５年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 11:44

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 1 22025 桜井　　遼(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:30.79
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

2 6 15005 齋藤　聖生(5) 新田倶楽部 ・群馬 2:32.57
ｻｲﾄｳ ｾﾅ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

3 8 26022 掛川　武雅(5) 金古RC ・群馬 2:37.88
ｶｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾏｻ ｶﾈｺRC

4 4 27014 岩田 陽平(5) SA玉村 ・群馬 2:39.32
ｲﾜﾀ ﾖｳﾍｲ SAﾀﾏﾑﾗ

5 5 25008 鈴木　礼桜(5) どりかむ太田 ・群馬 2:40.00
ｽｽﾞｷ ﾚｵ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

6 11 12018 吉澤　旺(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:40.77
ﾖｼｻﾞﾜ ｵｳ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

7 14 12019 中村 應理(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:41.84
ﾅｶﾑﾗ ｵｳﾘ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

8 7 25005 櫛田　翔斗(5) どりかむ太田 ・群馬 2:42.32
ｸｼﾀﾞ ｼｮｳﾄ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

9 11 9078 伊藤　蓮寿(5) 前橋市陸協 ・群馬 2:42.79
ｲﾄｳ ﾚﾝｼﾞｭ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

10 10 19018 河端　斗亜(5) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:45.10
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｱ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

11 12 22024 川口　瑠斗(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:45.52
ｶﾜｸﾞﾁ ﾙﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

12 3 12020 新木 獅王(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:46.37
ｱﾗｷ ｼｵｳ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

13 13 22026 村上　英志(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:46.54
ﾑﾗｶﾐ ｴｲｼﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

14 9 12021 大河原 青葉(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:48.80
ｵｵｶﾜﾗ ｱｵﾊﾞ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

15 4 25007 篠木　奏志(5) どりかむ太田 ・群馬 2:49.01
ｼﾉｷﾞ ｿｳｼ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

16 12 14017 市川　敦貴(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:50.24
ｲﾁｶﾜ ｱﾂｷ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

17 3 9034 深津　健人(5) 前橋市陸協 ・群馬 2:50.74
ﾌｶﾂ ｹﾝﾄ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

18 16 15006 関塚　晴信(5) 新田倶楽部 ・群馬 2:51.48
ｾｷﾂﾞｶ　ﾊﾙﾉﾌﾞ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

19 7 19019 須田　　悠(5) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:53.31
ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

20 10 2045 岡部　壮真(5) 高崎市陸協 ・群馬 2:53.81
ｵｶﾍﾞ ｿｳﾏ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

21 15 2049 田中　惟翔(5) 高崎市陸協 ・群馬 2:54.62
ﾀﾅｶ ﾕｲﾄ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

22 13 14024 川崎　郁斗(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:02.34
ｶﾜｻｷ ｲｸﾄ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

23 1 21011 岩崎　澄矢(5) たちばなRC ・群馬 3:03.14
ｲﾜｻｷ ｽﾐﾔ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

24 2 8003 北向優太郞　(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:04.90
ｷﾀﾑｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ ｾﾀｸﾗﾌﾞ



【 記 録 表 】 Time:11:53:59 Page: 2

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学５年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 11:44

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 5 2046 狩野　琥珀(5) 高崎市陸協 ・群馬 3:10.35
ｶﾉｳ ｺﾊｸ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

26 8 27017 橳島 颯佑(5) SA玉村 ・群馬 3:10.89
ﾇﾃﾞｼﾞﾏ ｿｳｽｹ SAﾀﾏﾑﾗ

27 9 9061 荻野颯太朗(5) 前橋市陸協 ・群馬 3:11.15
ｵｷﾞﾉ ｿｳﾀﾛｳ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

28 6 14018 三木　悠大(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:18.74
ﾐｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ



【 記 録 表 】 Time:12:35:57 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学６年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 12:25

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 2 22040 櫻井　惇太(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:23.54
ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝﾀ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

2 7 25001 井野　晃希(6) どりかむ太田 ・群馬 2:24.83
ｲﾉ ｺｳｷ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

3 4 15003 青木　暖士(6) 新田倶楽部 ・群馬 2:26.84
ｱｵｷ　ﾊﾙｼ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

4 14 22034 狩野　夢翔(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:27.67
ｶﾉｳ ﾕﾒﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5 10 12006 髙橋　凰介(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:29.38
ﾀｶﾊｼ　ｵｳｽｹ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

6 9 16026 武冨　福久(6) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:31.91
ﾀｹﾄﾐ ﾌｸﾋｻ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

7 5 25002 碓氷　晴大(6) どりかむ太田 ・群馬 2:31.94
ｳｽｲ ｾｲﾀ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

8 12 22037 中村　　遼(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:31.97
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

9 13 22038 寺田　駿平(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:31.98
ﾃﾗﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

10 8 9069 齊藤　光希(6) 前橋市陸協 ・群馬 2:35.19
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

11 10 6003 森田　湊仁(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:37.39
ﾓﾘﾀ ﾐﾅﾄ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

12 6 15002 茂木　琉一叶(6) 新田倶楽部 ・群馬 2:38.47
ﾓｷﾞ　ﾙｲﾄ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

13 3 20009 武田　大和(6) チームK ・群馬 2:39.40
ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ ﾁｰﾑK

14 11 14029 嶋津　幸平(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:39.84
ｼﾏﾂﾞ ｺｳﾍｲ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

15 9 9042 清村　一真(6) 前橋市陸協 ・群馬 2:40.82
ｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

16 3 22036 北原　礼人(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:41.52
ｷﾀﾊﾗ ﾗｲﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

17 4 21012 藤原　嶺玖(6) たちばなRC ・群馬 2:41.71
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｸ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

18 6 19025 塩原　源都(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:42.25
ｼｵﾊﾞﾗ ｹﾞﾝﾄ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

19 13 26014 間庭　旭飛(6) 金古RC ・群馬 2:43.02
ﾏﾆﾜ ｱｻﾋ ｶﾈｺRC

19 1 8006 須永　理央(6) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:43.02
ｽﾅｶﾞ ﾘｵ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

21 12 2053 加辺　湊大(6) 高崎市陸協 ・群馬 2:44.15
ｶﾍﾞ ｿｳﾀ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

22 2 26012 田村　琉翔(6) 金古RC ・群馬 2:44.61
ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ ｶﾈｺRC

23 8 12009 松井　岳(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:46.15
ﾏﾂｲ　ｶﾞｸ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

24 1 2058 野村　悠樹(6) 高崎市陸協 ・群馬 2:47.27
ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ



【 記 録 表 】 Time:12:35:57 Page: 2

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 男子小学６年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 12:25

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 11 16027 櫻澤　彰英(6) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:47.95
ｻｸﾗｻﾞﾜ ｱｷﾋﾃﾞ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

26 2 19026 松原　稜画(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:47.99
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

27 3 12007 松井　貴聖(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:48.06
ﾏﾂｲ　ｱﾂｷ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

28 7 2057 富岡　蒼太(6) 高崎市陸協 ・群馬 2:48.11
ﾄﾐｵｶ ｿｳﾀ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

29 9 27020 小島 聡太(6) SA玉村 ・群馬 2:48.81
ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ SAﾀﾏﾑﾗ

30 14 19024 笠原　仁稀(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:49.55
ｶｻﾊﾗ ﾆｷ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

31 13 20012 江原　悠斗(6) チームK ・群馬 2:50.05
ｴﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ ﾁｰﾑK

32 1 12004 金子　日向(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:50.57
ｶﾈｺ　ﾋﾅﾀ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

33 11 20010 大野　慶真(6) チームK ・群馬 2:51.84
ｵｵﾉ ｹｲﾏ ﾁｰﾑK

34 10 22039 酒井　悠太(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:54.87
ｻｶｲ ﾕｳﾀ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

35 5 20004 中里　絢心(6) チームK ・群馬 2:59.53
ﾅｶｻﾞﾄ ｹﾝｼﾝ ﾁｰﾑK

36 7 26013 植杉　颯太(6) 金古RC ・群馬 3:00.35
ｳｴｽｷﾞ ｿｳﾀ ｶﾈｺRC

37 14 2051 有賀　悠茶(6) 高崎市陸協 ・群馬 3:02.67
ｱﾘｶﾞ ﾕｳｻ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

38 8 2052 岩井　逸夢(6) 高崎市陸協 ・群馬 3:04.87
ｲﾜｲ ｲﾂﾑ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

39 6 12008 片桐　大翼(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:10.99
ｶﾀｷﾞﾘ　ﾀﾞｲｽｹ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

40 4 21013 塚越　大(6) たちばなRC ・群馬 3:24.75
ｳｶｺﾞｼ ﾊｼﾞﾒ ﾀﾁﾊﾞﾅRC



【 記 録 表 】 Time:14:37:59 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
********************************************************************
* 男子 ４×１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
********************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 14:31

順位ﾚｰﾝ No. チーム名 No. 出場競技者 所属団体 記 録 備考
--- --- ----- -------------------- ---- ----------------------------------------- ---------------------------- -------- -----------

1 5 22000 アラマキッズ 22052 福澤　空澄(6) ﾌｸｻﾞﾜ ｸｳﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬 53.77
22025 桜井　　遼(5) ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬
22040 櫻井　惇太(6) ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝﾀ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬
22035 溝口　大和(6) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

2 7 60001 渋川クラブ 6008 阿部　泰河(5) ｱﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬 53.84
6004 高橋　悠真(6) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ 渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬
6002 小林　恵士(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬
6001 渡邊　航大(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

3 4 26000 金古ランニングクラブ26010 竹渕　颯真(6) ﾀｹﾌﾞﾁ ｿｳﾏ 金古RC・群馬 54.51
26008 城田　　心(6) ｼﾛﾀ ｺｺﾛ 金古RC・群馬
26011 佐藤　秀哉(6) ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ 金古RC・群馬
26005 湯根　蓮夢(6) ﾕﾈ ﾚﾝ 金古RC・群馬

4 8 25000 どりかむ太田 25002 碓氷　晴大(6) ｳｽｲ ｾｲﾀ どりかむ太田・群馬 54.67
25004 イリーサノア(5) ｲﾘｰｻ ﾉｱ どりかむ太田・群馬
25005 櫛田　翔斗(5) ｸｼﾀﾞ ｼｮｳﾄ どりかむ太田・群馬
25001 井野　晃希(6) ｲﾉ ｺｳｷ どりかむ太田・群馬

5 5 90001 前橋陸協A 9066 石黒　大地(5) ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾞｲﾁ 前橋市陸協・群馬 55.37
9029 髙橋　愛理(5) ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ 前橋市陸協・群馬
9042 清村　一真(6) ｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 前橋市陸協・群馬
9044 鈴木　　樹(6) ｽｽﾞｷ ｲﾂｷ 前橋市陸協・群馬

6 6 12000 沼田クラブ 12004 金子　日向(6) ｶﾈｺ　ﾋﾅﾀ 沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬 56.03
12005 高梨　弦輝(6) ﾀｶﾅｼ　ｹﾞﾝｷ 沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬
12003 金子　叶雅(6) ｶﾈｺ　ｷｮｳｶﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬
12002 天野莉玖斗(6) ｱﾏﾉ　ﾘｸﾄ 沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

7 2 14000 伊勢崎陸上競技クラブ14017 市川　敦貴(5) ｲﾁｶﾜ ｱﾂｷ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬 56.41
14022 新井　宏征(5) ｱﾗｲ ｺｳｾｲ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬
14020 黛　　佑晟(5) ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｳｾｲ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬
14023 阿久沢　楽(5) ｱｸｻﾞﾜ ﾗｸ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

8 8 14000 伊勢崎陸上競技クラブ14031 木暮　柊介(6) ｷｸﾞﾚ ｼｭｳｽｹ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬 56.60
14027 桐生　涼玖(6) ｷﾘｭｳ ﾘｸ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬
14029 嶋津　幸平(6) ｼﾏﾂﾞ ｺｳﾍｲ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬
14026 若狹　憂聖(6) ﾜｶｻ ﾕｳｾｲ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

9 7 90002 前橋陸協B 9028 高橋　将太(5) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 前橋市陸協・群馬 56.87
9069 齊藤　光希(6) ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 前橋市陸協・群馬
9033 高橋　　遙(5) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 前橋市陸協・群馬
9063 林　　快星(5) ﾊﾔｼ ｶｲｾｲ 前橋市陸協・群馬

10 3 26000 金古ランニングクラブ26020 原澤　　樹(5) ﾊﾗｻﾜ ｲﾂｷ 金古RC・群馬 58.88
26019 石井　　潤(5) ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ 金古RC・群馬
26015 城田　宇太(5) ｼﾛﾀ ｳﾀ 金古RC・群馬
26018 齋藤　旺世(5) ｻｲﾄｳ ｵｳｾ 金古RC・群馬

11 6 26000 金古ランニングクラブ26004 東野　聖生(6) ﾋｶﾞｼﾉ ｲﾌﾞｷ 金古RC・群馬 1:00.00
26002 松井　絢人(6) ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ 金古RC・群馬
26014 間庭　旭飛(6) ﾏﾆﾜ ｱｻﾋ 金古RC・群馬
26003 大畑　　陽(6) ｵｵﾊﾀ ﾊﾙ 金古RC・群馬

12 4 40001 碓氷ｸﾗﾌﾞ 4016 神戸 咲也(5) ｶﾝﾍﾞ ｻｷﾔ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬 1:00.16
4015 藤原 央惺(5) ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｳｾｲ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬
4021 織田 悠輝(6) ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬
4020 松橋 逞(6) ﾏﾂﾊｼ ﾀｸﾏ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

13 2 27000 ｽｰﾊﾟｰｱｽﾘｰﾄ玉村 27019 堤 恵人(6) ﾂﾂﾐ ｹｲﾄ SA玉村・群馬 1:01.01
27014 岩田 陽平(5) ｲﾜﾀ ﾖｳﾍｲ SA玉村・群馬
27020 小島 聡太(6) ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ SA玉村・群馬
27018 齋藤　連(6) ｻｲﾄｳ ﾚﾝ SA玉村・群馬

14 3 20000 TEAM☆K 20005 長野 恵也(5) ﾅｶﾞﾉ ｹｲﾔ チームK・群馬 1:03.00
20012 江原　悠斗(6) ｴﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ チームK・群馬
20009 武田　大和(6) ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ チームK・群馬
20014 梅沢　周(5) ｳﾒｻﾞﾜ ｱﾏﾈ チームK・群馬



【備考】

トラック競技は、大会規定により、１／１００秒までの同記録は同順位となり

ます。
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
************************************************************************
* 女子小学１年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 09:14

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 9 22003 榎波　葵呂(1) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 9.29
ｴﾅﾐ ｷﾛ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

2 3 22004 落合　彩里(1) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 9.35
ｵﾁｱｲ ｻｴﾘ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3 1 4031 富沢　帆菜(1) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.57
ﾄﾐｻﾞﾜ　ﾊﾝﾅ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

4 5 8022 坂口　夏絆(1) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.61
ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂﾅ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

4 1 9001 眞下　栞奈(1) 前橋市陸協 ・群馬 9.61
ﾏｼﾓ ｶﾝﾅ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

6 1 12029 髙橋 穂花(1) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.80
ﾀｶﾊｼ　ﾎﾉｶ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

7 9 26095 中澤　希花(1) 金古RC ・群馬 9.91
ﾅｶｻﾞﾜ ﾉﾉｶ ｶﾈｺRC

8 3 21001 小暮乃々栞(1) たちばなRC ・群馬 9.92
ｺｸﾞﾚ ﾉﾉｶ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

9 7 2030 田中　美織(1) 高崎市陸協 ・群馬 10.00
ﾀﾅｶ ﾐｵﾘ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

10 3 9002 新井美優俐(1) 前橋市陸協 ・群馬 10.07
ｱﾗｲ ﾐﾕﾘ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

11 7 14032 木村　菫子(1) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.08
ｷﾑﾗ ｽﾐﾚｺ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

12 7 8009 田中日南子(1) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.51
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

13 5 26094 髙井萌乃香(1) 金古RC ・群馬 10.53
ﾀｶｲ ﾎﾉｶ ｶﾈｺRC

14 5 26097 永田季衣菜(1) 金古RC ・群馬 11.03
ﾅｶﾞﾀ ｷｲﾅ ｶﾈｺRC

15 9 26096 萩原　寧音(1) 金古RC ・群馬 11.68
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾈﾈ ｶﾈｺRC



【 記 録 表 】 Time:10:00:17 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
************************************************************************
* 女子小学２年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 09:53

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 7 9050 小林　沙生(2) 前橋市陸協 ・群馬 8.77
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾅ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

2 9 26089 神村　帆乃(2) 金古RC ・群馬 8.93
ｶﾐﾑﾗ ﾎﾉ ｶﾈｺRC

3 3 22009 中野　美海(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 9.01
ﾅｶﾉ ﾐﾐ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4 7 6022 髙栁　帆花(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.16
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾎﾉｶ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

5 9 27004 青木　美波(2) SA玉村 ・群馬 9.19
ｱｵｷ ﾐﾅﾐ SAﾀﾏﾑﾗ

5 3 22010 真下奈々海(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 9.19
ﾏｼﾓ ﾅﾅﾐ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

7 5 14034 大橋　奏歩(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.24
ｵｵﾊｼ ｶﾎ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

8 5 8013 宮田　ゆめ(2) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.29
ﾐﾔﾀ ﾕﾒ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

9 5 4002 久保村　澪(2) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.33
ｸﾎﾞﾑﾗ　ﾐｵ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

10 9 26091 植杉　羽菜(2) 金古RC ・群馬 9.39
ｳｴｽｷﾞ ﾊﾅ ｶﾈｺRC

11 1 26087 中村　芽依(2) 金古RC ・群馬 9.41
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ｶﾈｺRC

12 1 2034 横山　愛華(2) 高崎市陸協 ・群馬 9.43
ﾖｺﾔﾏ ｱｲｶ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

13 9 26090 田村　綾埜(2) 金古RC ・群馬 9.44
ﾀﾑﾗ ｱﾔﾉ ｶﾈｺRC

14 7 2031 相蘇みな実(2) 高崎市陸協 ・群馬 9.46
ｱｲｿ ﾐﾅﾐ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

15 1 9049 横山　るら(2) 前橋市陸協 ・群馬 9.49
ﾖｺﾔﾏ ﾙﾗ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

16 1 4003 田中　咲優(2) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.58
ﾀﾅｶ　ｻﾕ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

17 7 4004 田中　友蘭(2) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.65
ﾀﾅｶ　ﾕﾘ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

18 3 14033 宮沢祐寿歩(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.72
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾎ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

19 9 2032 大山　純礼(2) 高崎市陸協 ・群馬 9.79
ｵｵﾔﾏ ｽﾐﾚ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

20 3 2033 平方　楓(2) 高崎市陸協 ・群馬 9.82
ﾋﾗｶﾀ ｶｴﾃﾞ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

21 9 22008 長谷川結月(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 9.97
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

22 7 9007 反町　光希(2) 前橋市陸協 ・群馬 10.00
ｿﾘﾏﾁ ﾐｷ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

23 1 6023 高橋　采花(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.08
ﾀｶﾊｼ ｺﾄｶ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

24 5 19001 内城　るな(2) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.10
ｳﾁｼﾞｮｳ ﾙﾅ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ



【 記 録 表 】 Time:10:00:17 Page: 2

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
************************************************************************
* 女子小学２年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 09:53

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

24 9 27005 岩井 莉奈(2) SA玉村 ・群馬 10.10
ｲﾜｲ ﾘﾅ SAﾀﾏﾑﾗ

24 3 2060 高橋　杏(2) 高崎市陸協 ・群馬 10.10
ﾀｶﾊｼ ｱﾝ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

27 3 26088 中島　莉聖(2) 金古RC ・群馬 10.18
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｾ ｶﾈｺRC

28 5 20017 横堀　結月(2) チームK ・群馬 10.20
ﾖｺﾎﾞﾘ ﾕﾂﾞｷ ﾁｰﾑK

29 1 26092 市川　　蓮(2) 金古RC ・群馬 10.24
ｲﾁｶﾜ ﾚﾝ ｶﾈｺRC

30 1 21003 粕川紗也佳(2) たちばなRC ・群馬 10.31
ｶｽｶﾜ ｻﾔｶ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

31 3 26093 樋口　音羽(2) 金古RC ・群馬 10.33
ﾋｸﾞﾁ ｵﾄﾊ ｶﾈｺRC

32 5 27007 橳島 千怜(2) SA玉村 ・群馬 10.60
ﾇﾃﾞｼﾞﾏ ﾁｻﾄ SAﾀﾏﾑﾗ

33 5 27006 松本 和佳(2) SA玉村 ・群馬 10.69
ﾏﾂﾓﾄ ﾜｶ SAﾀﾏﾑﾗ

34 7 21002 粕川明日香(2) たちばなRC ・群馬 11.13
ｶｽｶﾜ ｱｽｶ ﾀﾁﾊﾞﾅRC
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学３年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 10:30

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 6 14037 増田　乃音(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.32
ﾏｽﾀﾞ ﾉﾝ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

2 6 9052 近藤　梨愛(3) 前橋市陸協 ・群馬 15.55
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｱ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

3 4 14035 奥山　仁菜(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.62
ｵｸﾔﾏ ﾆｲﾅ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

4 7 25020 鈴木　瑠乃(3) どりかむ太田 ・群馬 15.66
ｽｽﾞｷ ﾙﾉ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

5 5 4007 市川　南海(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.86
ｲﾁｶﾜ　ﾐﾅﾐ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

6 9 26082 堀越梨里花(3) 金古RC ・群馬 16.33
ﾎﾘｺｼ ﾘﾘｶ ｶﾈｺRC

7 6 19006 西田　紗空(3) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.54
ﾆｼﾀﾞ ｻﾗ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

8 8 26083 髙橋　碧音(3) 金古RC ・群馬 16.85
ﾀｶﾊｼ ｱｵﾈ ｶﾈｺRC

9 4 14039 飯塚ななみ(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.86
ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾅﾐ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

10 5 20019 下境　沙奈(3) チームK ・群馬 16.95
ｼﾓｻﾞｶｲ ｻﾅ ﾁｰﾑK

11 2 26081 中澤　愛花(3) 金古RC ・群馬 16.99
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅｶ ｶﾈｺRC

12 7 2007 原口　ゆり愛(3) 高崎市陸協 ・群馬 17.01
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕﾘｱ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

13 8 9011 遠山はるな(3) 前橋市陸協 ・群馬 17.05
ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

14 2 16008 浜本　英莉(3) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.16
ﾊﾏﾓﾄ ｴﾘ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

15 3 6017 西島　歌音(3) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.22
ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾉﾝ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

16 5 12027 今泉 菜(3) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.24
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻｴ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

17 7 8005 湯澤　彩心(3) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.25
ﾕｻﾞﾜ ｱｺ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

18 4 25019 篠木　柊里(3) どりかむ太田 ・群馬 17.36
ｼﾉｷﾞ ｼｭﾘ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

19 3 26086 牧野　　稟(3) 金古RC ・群馬 17.37
ﾏｷﾉ ﾘﾝ ｶﾈｺRC

20 5 20021 関口　ひとみ(3) チームK ・群馬 17.39
ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ ﾁｰﾑK

21 7 26080 中嶋　　環(3) 金古RC ・群馬 17.47
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ ｶﾈｺRC

22 3 2005 瀬田川ひなの(3) 高崎市陸協 ・群馬 17.50
ｾﾀｶﾞﾜ ﾋﾅﾉ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

23 3 26084 佐藤百々歌(3) 金古RC ・群馬 17.51
ｻﾄｳ ﾓﾓｶ ｶﾈｺRC

24 2 16009 中川　芽依(3) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.58
ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ ｼﾞｮｳｼｭｳAC



【 記 録 表 】 Time:10:40:34 Page: 2

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学３年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 10:30

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 6 6018 加藤　柊華(3) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.81
ｶﾄｳ ｼｭｳｶ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

26 4 2006 津村　咲希(3) 高崎市陸協 ・群馬 18.45
ﾂﾑﾗ ｻｷ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

27 6 14038 武井　梓紗(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 18.67
ﾀｹｲ ｱｽﾞｻ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

28 4 26085 川野　愛生(3) 金古RC ・群馬 18.72
ｶﾜﾉ ｱｵｲ ｶﾈｺRC

29 7 26079 神宮　莉乃(3) 金古RC ・群馬 19.04
ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾘﾉ ｶﾈｺRC

30 3 19005 田島　望桜(3) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 19.29
ﾀｼﾞﾏ ﾐｵ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

31 5 12028 山岸 美織(3) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 19.31
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｵﾘ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

32 2 2004 菅　　琴実(3) 高崎市陸協 ・群馬 19.38
ｽｶﾞ ｺﾄﾐ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

33 8 2002 小見　絃華(3) 高崎市陸協 ・群馬 19.48
ｵﾐ ｲﾄﾊ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

34 2 14036 傳住　柚乃(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 20.05
ﾃﾞﾝｽﾞﾐ ﾕﾉ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

35 8 2003 亀田　花奈(3) 高崎市陸協 ・群馬 20.07
ｶﾒﾀﾞ ﾊﾅ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

36 8 27008 堤 心菜(3) SA玉村 ・群馬 20.84
ﾂﾂﾐ ｺｺﾅ SAﾀﾏﾑﾗ
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 11:01

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 7 14041 大橋　彩那(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.69
ｵｵﾊｼ ｻﾅ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

2 6 9021 蟹和　由衣(4) 前橋市陸協 ・群馬 14.74
ｶﾆﾜ ﾕｲ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

3 8 25017 片貝千悠那(4) どりかむ太田 ・群馬 15.09
ｶﾀｶﾞｲ ﾁﾊﾅ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

4 5 9056 横山　るん(4) 前橋市陸協 ・群馬 15.64
ﾖｺﾔﾏ ﾙﾝ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

5 2 6012 吉野　百花(4) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.97
ﾖｼﾉ ﾓﾓｶ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

6 6 9019 萩原　里帆(4) 前橋市陸協 ・群馬 15.99
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘﾎ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

7 5 16017 森田　咲佳(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.00
ﾓﾘﾀ ｻｷｶ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

8 2 9058 山田　真凜(4) 前橋市陸協 ・群馬 16.07
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘﾝ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

9 3 2013 箱田　華乃(4) 高崎市陸協 ・群馬 16.16
ﾊｺﾀﾞ ｶﾉ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

10 4 4012 斉藤　妃奈乃(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.17
ｻｲﾄｳ　ﾋﾅﾉ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

11 7 9020 田子　愛絆(4) 前橋市陸協 ・群馬 16.37
ﾀｺﾞ ｱｲﾅ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

12 5 2012 野村　茉央(4) 高崎市陸協 ・群馬 16.49
ﾉﾑﾗ ﾏｵ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

13 2 21004 北爪　　杏(4) たちばなRC ・群馬 16.66
ｷﾀﾂﾞﾒ ｱﾝｽﾞ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

14 2 9023 難波　奈央(4) 前橋市陸協 ・群馬 16.72
ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

15 5 26078 市場　由梨(4) 金古RC ・群馬 16.73
ｲﾁﾊﾞ ﾕﾘ ｶﾈｺRC

16 4 26072 永田　叶羽(4) 金古RC ・群馬 16.76
ﾅｶﾞﾀ ｶﾉﾊ ｶﾈｺRC

17 2 2010 佐藤　　遥(4) 高崎市陸協 ・群馬 16.82
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

18 4 9076 黒澤　茉那(4) 前橋市陸協 ・群馬 16.86
ｸﾛｻﾜ ﾏﾅ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

19 6 8024 小林　　椿(4) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.09
ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｷ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

19 3 26076 齋藤　　翠(4) 金古RC ・群馬 17.09
ｻｲﾄｳ ｽｲ ｶﾈｺRC

21 7 26077 皆川　彩南(4) 金古RC ・群馬 17.17
ﾐﾅｶﾞﾜ ｻﾅ ｶﾈｺRC

22 9 8012 大谷　莉恋(4) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.21
ｵｵﾀﾆ ﾘｺ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

23 7 4032 高畑　心愛(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.31
ﾀｶﾊﾀ ｺｺﾅ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

24 8 12026 篠田 彩音(4) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.48
ｼﾉﾀﾞ ｱﾔﾈ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 11:01

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 3 26071 成願　陽理(4) 金古RC ・群馬 17.55
ｼﾞｮｳｶﾞﾝ ﾋﾖﾘ ｶﾈｺRC

26 6 16018 關口　紅杏(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.68
ｾｷｸﾞﾁ ｸﾚｱ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

27 8 14040 小暮　玲菜(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 18.08
ｺｸﾞﾚ ﾚｲﾅ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

28 5 26075 設樂　桃花(4) 金古RC ・群馬 18.10
ｼﾀﾗ ﾓﾓｶ ｶﾈｺRC

29 6 14042 遠藤　絵茉(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 18.16
ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾏ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

30 4 16016 柳岡みほの(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 18.18
ﾔﾅｷﾞｵｶ ﾐﾎﾉ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

31 3 6013 浅見　茅佐(4) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 18.19
ｱｻﾐ ﾁｻ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

32 3 9025 阿部　亜純(4) 前橋市陸協 ・群馬 18.83
ｱﾍﾞ ｱｽﾐ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

33 4 26074 若井　心桜(4) 金古RC ・群馬 19.32
ﾜｶｲ ｺｺﾛ ｶﾈｺRC

34 7 26073 杉澤　陽菜(4) 金古RC ・群馬 19.49
ｽｷﾞｻﾜ ﾋﾅ ｶﾈｺRC
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人
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****************************************************************************
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順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 5 9030 高野　裕真(5) 前橋市陸協 ・群馬 14.42
ﾀｶﾉ ﾕﾏ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

2 6 22032 松本　由那(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 14.49
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3 3 2016 秋本　うた(5) 高崎市陸協 ・群馬 15.07
ｱｷﾓﾄ ｳﾀ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

4 5 9080 鈴木　心結(5) 前橋市陸協 ・群馬 15.30
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

5 7 9064 小林　侑楽(5) 前橋市陸協 ・群馬 15.37
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

6 9 2018 小實　愛理(5) 高崎市陸協 ・群馬 15.54
ｵｻﾞﾈ ｱｲﾘ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

6 4 22033 水野　綾香(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 15.54
ﾐｽﾞﾉ ｱﾔｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

8 8 26065 小松　伶奈(5) 金古RC ・群馬 15.62
ｺﾏﾂ ﾚﾅ ｶﾈｺRC

9 4 4018 佐藤 夢華(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.67
ｻﾄｳ ﾕﾒｶ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

10 8 20003 星田　杏菜(5) チームK ・群馬 15.81
ﾎｼﾀﾞ ｱﾝﾅ ﾁｰﾑK

11 4 11003 花田　雫(5) 利根ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.88
ﾊﾅﾀﾞ ｼｽﾞｸ ﾄﾈｸﾗﾌﾞ

12 3 14048 宮本　遥海(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.89
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾐ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

13 7 2020 関口　桃愛(5) 高崎市陸協 ・群馬 16.02
ｾｷｸﾞﾁ ﾓｱ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

14 3 26064 三木里桜花(5) 金古RC ・群馬 16.03
ﾐｷ ﾘｵﾅ ｶﾈｺRC

15 2 26063 野村　美浩(5) 金古RC ・群馬 16.04
ﾉﾑﾗ ﾐﾋﾛ ｶﾈｺRC

16 2 21005 諸田　奈柚(5) たちばなRC ・群馬 16.09
ﾓﾛﾀﾞ ﾅﾕ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

17 2 9079 高橋　咲貴(5) 前橋市陸協 ・群馬 16.10
ﾀｶﾊｼ ｻｷ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

18 3 20002 田中　ほの(5) チームK ・群馬 16.11
ﾀﾅｶ ﾎﾉ ﾁｰﾑK

19 5 14043 番場　心優(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.35
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾐﾕ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

20 7 8021 冨岡　歩稀(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.37
ﾄﾐｵｶ ﾎﾏﾚ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

21 8 9031 髙村　結愛(5) 前橋市陸協 ・群馬 16.38
ﾀｶﾑﾗ ﾕｲ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

22 8 9077 樋田　　杏(5) 前橋市陸協 ・群馬 16.42
ﾄｲﾀﾞ ｱﾝ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

23 8 10001 山本　愛桜(5) 桐生市陸協 ・群馬 16.49
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ ｷﾘｭｳｼﾘｯｷｮｳ

24 4 26062 羽鳥　友惟(5) 金古RC ・群馬 16.51
ﾊﾄﾘ ﾕｲ ｶﾈｺRC
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群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：
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****************************************************************************
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順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 2 27015 酒巻 里衣(5) SA玉村 ・群馬 16.66
ｻｶﾏｷ ﾘｲ SAﾀﾏﾑﾗ

26 7 2021 高橋　凜(5) 高崎市陸協 ・群馬 16.68
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

27 2 14055 木村　優花(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.91
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

28 9 20018 小林　未來(5) チームK ・群馬 16.95
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ ﾁｰﾑK

29 6 2022 藤倉　理歌(5) 高崎市陸協 ・群馬 17.00
ﾌｼﾞｸﾗ ﾘｶ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

30 6 21006 青木　唯花(5) たちばなRC ・群馬 17.03
ｱｵｷ ﾕｲｶ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

31 7 26060 栁岡ゆうり(5) 金古RC ・群馬 17.34
ﾔﾅｵｶ ﾕｳﾘ ｶﾈｺRC

32 6 26066 青木　花圃(5) 金古RC ・群馬 17.39
ｱｵｷ ｶﾎ ｶﾈｺRC

33 3 27013 栗原　莉希(5) SA玉村 ・群馬 17.45
ｸﾘﾊﾞﾗ ﾘﾉ SAﾀﾏﾑﾗ

34 5 27016 青木 喜美香(5) SA玉村 ・群馬 17.46
ｱｵｷ ｷﾐｶ SAﾀﾏﾑﾗ

35 4 26061 黒崎あやの(5) 金古RC ・群馬 17.65
ｸﾛｻｷ ｱﾔﾉ ｶﾈｺRC

36 6 6009 上村　紗愛(5) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.91
ｶﾐﾑﾗ ｻｴ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

37 5 20006 大竹 純夢(5) チームK ・群馬 18.02
ｵｵﾀｹ ｼﾞｭﾑ ﾁｰﾑK
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****************************************************************************
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順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 6 8015 鵜川　結愛(6) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 13.78
ｳｶﾞﾜ ﾕｱ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

2 4 9043 橋本　歩果(6) 前橋市陸協 ・群馬 14.29
ﾊｼﾓﾄ ｱﾕｶ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

2 5 4022 富田 莉々香(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.29
ﾄﾐﾀ ﾘﾘｶ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

4 3 6005 角田　結菜(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.43
ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾅ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

5 7 4023 広瀬 遥乃(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.46
ﾋﾛｾ ﾊﾙﾉ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

6 6 26053 吉田　心優(6) 金古RC ・群馬 14.66
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ ｶﾈｺRC

7 8 9036 萩原　舞耶(6) 前橋市陸協 ・群馬 14.76
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾔ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

8 2 11005 萩原　ひまり(6) 利根ｸﾗﾌﾞ ・群馬 14.80
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾏﾘ ﾄﾈｸﾗﾌﾞ

9 9 2028 西澤　理子(6) 高崎市陸協 ・群馬 14.81
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｺ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

10 2 9035 蟹和　琉夏(6) 前橋市陸協 ・群馬 14.84
ｶﾆﾜ ﾙｶ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

11 6 26049 川野　梓季(6) 金古RC ・群馬 14.85
ｶﾜﾉ ｱｽﾞｷ ｶﾈｺRC

12 8 2027 津村　佳奈(6) 高崎市陸協 ・群馬 14.90
ﾂﾑﾗ ｶﾅ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

13 4 26054 三木　心音(6) 金古RC ・群馬 14.99
ﾐｷ ｺｺﾈ ｶﾈｺRC

14 8 12013 金子　莉奈(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.00
ｶﾈｺ　ﾘﾅ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

15 3 12011 新井　陽菜(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.20
ｱﾗｲ ﾋﾅ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

16 6 9039 鈴木　桃花(6) 前橋市陸協 ・群馬 15.22
ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

17 3 26057 髙橋　小遥(6) 金古RC ・群馬 15.45
ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ ｶﾈｺRC

18 5 15004 関口　亜里沙(6) 新田倶楽部 ・群馬 15.65
ｾｷｸﾞﾁ　ｱﾘｻ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

19 5 9041 根本　莉愛(6) 前橋市陸協 ・群馬 15.66
ﾈﾓﾄ ﾘﾘｱ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

20 2 2024 薄井　和来(6) 高崎市陸協 ・群馬 15.80
ｳｽｲ ﾜｺ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

21 4 26055 神村　美雫(6) 金古RC ・群馬 15.82
ｶﾐﾑﾗ ﾐｸ ｶﾈｺRC

22 7 12012 尾池　里麻(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.88
ｵｲｹ　ﾘﾏ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

23 2 14052 酒井陽真莉(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 15.90
ｻｶｲ ﾋﾏﾘ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

24 4 9081 町田　唯花(6) 前橋市陸協 ・群馬 15.95
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲｶ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人
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****************************************************************************
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順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 4 14051 新井　希空(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.02
ｱﾗｲ ｷｿﾗ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

26 7 26046 山田芙羽佳(6) 金古RC ・群馬 16.07
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ ｶﾈｺRC

27 2 26047 山田祐羽佳(6) 金古RC ・群馬 16.09
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ ｶﾈｺRC

28 8 9070 町田　瑠花(6) 前橋市陸協 ・群馬 16.13
ﾏﾁﾀﾞ ﾙｶ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

29 3 26052 篠原　佳紀(6) 金古RC ・群馬 16.15
ｼﾉﾊﾗ ｶﾉ ｶﾈｺRC

30 7 20008 小澤　美羽(6) チームK ・群馬 16.25
ｵｻﾞﾜ ﾐｳ ﾁｰﾑK

31 3 26044 樋口　　詩(6) 金古RC ・群馬 16.27
ﾋｸﾞﾁ ｳﾀ ｶﾈｺRC

32 4 4025 山田 柚(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 16.41
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

33 5 9082 田部井美波(6) 前橋市陸協 ・群馬 16.67
ﾀﾍﾞｲ ﾐﾅﾐ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

34 6 20013 岩田　紗希(6) チームK ・群馬 16.72
ｲﾜﾀ ｻｷ ﾁｰﾑK

35 7 9015 三宅麻里絵(6) 前橋市陸協 ・群馬 16.76
ﾐﾔｹ ﾏﾘｴ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

36 6 8004 池津まりあ(6) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.02
ｲｹﾂ ﾏﾘｱ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

37 3 27021 加藤 心奈(6) SA玉村 ・群馬 17.04
ｶﾄｳ ｺｺﾅ SAﾀﾏﾑﾗ

38 8 26045 関口　萌楓(6) 金古RC ・群馬 17.11
ｾｷｸﾞﾁ ﾓｶ ｶﾈｺRC

39 8 14049 荻原　　叶(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 17.21
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾅ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

40 7 26050 飯ヶ濵　聖(6) 金古RC ・群馬 17.37
ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾋｼﾞﾘ ｶﾈｺRC

41 5 26051 中村　心陽(6) 金古RC ・群馬 18.06
ﾅｶﾑﾗ ｺｱｷ ｶﾈｺRC

42 5 26056 髙井　優月(6) 金古RC ・群馬 18.51
ﾀｶｲ ﾕﾂﾞｷ ｶﾈｺRC

43 2 26048 神宮　彩乃(6) 金古RC ・群馬 21.38
ｼﾞﾝｸﾞｳ ｱﾔﾉ ｶﾈｺRC



【 記 録 表 】 Time:14:18:42 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学５年 ５０ｍＨ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 14:10

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 7 26067 堀越都梨愛(5) 金古RC ・群馬 9.59
ﾎﾘｺｼ ﾐﾘｱ ｶﾈｺRC

2 7 14044 鈴木　晴美(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.18
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

3 8 26068 間渕　莉央(5) 金古RC ・群馬 10.32
ﾏﾌﾞﾁ ﾘｵ ｶﾈｺRC

4 8 4017 関口 栞(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 10.38
ｾｷｸﾞﾁ ｼｵﾘ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

5 9 6010 松岡　杏寿(5) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 11.71
ﾏﾂｵｶ ｱﾝｽﾞ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

9 22028 山﨑菜南子(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 DQ *T6
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅｺ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

( DQ :失 格 ／ *T6:ﾊｰﾄﾞﾙを越えなかった(TR22.6) )



【 記 録 表 】 Time:14:20:43 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学６年 ５０ｍＨ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2021-10-24 14:15

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 7 6007 堀上和花子(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 8.57
ﾎﾘｶﾐ ﾜｶｺ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

2 9 4026 久保村 颯(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 8.68
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾔ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

3 8 6006 平山　莉帆(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 8.85
ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾎ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

4 6 9038 渡辺ミラノ(6) 前橋市陸協 ・群馬 8.86
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾗﾉ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

5 7 26058 永田　亜実(6) 金古RC ・群馬 9.26
ﾅｶﾞﾀ ﾂｸﾞﾐ ｶﾈｺRC

6 6 4024 佐藤 凜華(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.44
ｻﾄｳ ﾘﾝｶ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

7 8 4027 氷見 優莉奈(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 9.45
ﾋﾐ　ﾕﾘﾅ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

8 9 9040 関口英理華(6) 前橋市陸協 ・群馬 10.47
ｾｷｸﾞﾁ ｴﾘｶ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ



【 記 録 表 】 Time:11:38:12 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学４年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 11:27

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 8 11001 高橋　朋香(4) 利根ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:39.26
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ ﾄﾈｸﾗﾌﾞ

2 6 22015 櫻井　萌一(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:39.27
ｻｸﾗｲ ﾒｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3 4 22014 舟田　苺禾(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:48.67
ﾌﾅﾀﾞ ｲﾁｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4 13 奧野　有芭(4) 桐生市陸協 ・群馬 2:51.76
ｷﾘｭｳｼﾘｯｷｮｳ

5 11 25016 イリーサ華(4) どりかむ太田 ・群馬 2:53.79
ｲﾘｰｻ ﾊﾅ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

6 10 22012 﨡原　美湖(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:56.04
ﾆｲﾊﾗ ﾐｺ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

7 10 15017 清村　麻希(4) 新田倶楽部 ・群馬 2:56.83
ｼﾑﾗ　 ﾏｷ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

8 7 2040 古井戸梨花(4) 高崎市陸協 ・群馬 2:57.40
ｺｲﾄﾞ ﾘﾝｶ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

9 3 25018 田村　紅佳(4) どりかむ太田 ・群馬 2:58.02
ﾀﾑﾗ ﾍﾞﾆｶ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

10 7 15015 吉田　真子(4) 新田倶楽部 ・群馬 3:01.72
ﾖｼﾀﾞ　ﾏｺ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

11 9 15016 白石　琴美(4) 新田倶楽部 ・群馬 3:02.21
ｼﾗｲｼ　ｺﾄﾐ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

12 1 22053 大林　心菜(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 3:03.67
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

13 2 19016 寺井　柚乃(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:03.92
ﾃﾗｲ ﾕｽﾞﾉ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

14 3 6014 原澤　莉子(4) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:03.98
ﾊﾗｻﾜ ﾘｺ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

15 5 6015 増田　莉子(4) 渋川ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:05.49
ﾏｽﾀﾞ ﾘｺ ｼﾌﾞｶﾜｸﾗﾌﾞ

16 11 2044 戸塚　玲那(4) 高崎市陸協 ・群馬 3:05.52
ﾄﾂｶ ﾚｲﾅ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

16 1 2041 篠原あいり(4) 高崎市陸協 ・群馬 3:05.52
ｼﾉﾊﾗ ｱｲﾘ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

18 5 22013 富澤　楓花(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 3:06.08
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾌｳｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

19 12 4013 岡田　明花(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:06.32
ｵｶﾀﾞ ﾒｲｶ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

20 9 19015 大塚　愛梨(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:06.53
ｵｵﾂｶ ｱｲﾘ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

21 12 19013 朝日　心菜(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:14.35
ｱｻﾋ ｺｺﾅ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

22 8 4011 佐藤　絢華(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:15.97
ｻﾄｳ ｱﾔｶ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

23 2 4014 花岡　凜桜(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:17.10
ﾊﾅｵｶ　ﾘﾉﾝ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

24 4 2042 高橋　　優(4) 高崎市陸協 ・群馬 3:17.46
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ



【 記 録 表 】 Time:11:38:12 Page: 2

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学４年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 11:27

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 6 19017 渡邊　倖愛(4) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:26.92
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾕｱ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ



【 記 録 表 】 Time:12:31:38 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学５年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 12:01

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 16 22030 反町　瑠夏(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:35.79
ｿﾘﾏﾁ ﾙｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

2 8 15007 海老塚　心優(5) 新田倶楽部 ・群馬 2:38.01
ｴﾋﾞﾂﾞｶ　ｺｺﾈ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

3 10 9032 小野里　楓(5) 前橋市陸協 ・群馬 2:38.98
ｵﾉｻﾞﾄ ｶｴﾃﾞ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

4 2 8014 増田　心音(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:40.09
ﾏｽﾀﾞ ｺｺﾈ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

5 6 11002 笠原　心桜(5) 利根ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:41.33
ｶｻﾊﾗ ﾐｵ ﾄﾈｸﾗﾌﾞ

6 14 25015 久保田莉聖(5) どりかむ太田 ・群馬 2:41.84
ｸﾎﾞﾀ ﾘｾ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

7 8 19022 町田　小雪(5) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:42.87
ﾏﾁﾀﾞ ｺﾕｷ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

8 2 9062 島津ひなた(5) 前橋市陸協 ・群馬 2:43.43
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾅﾀ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

9 1 25014 尾内　結来(5) どりかむ太田 ・群馬 2:44.93
ｵﾅｲ ﾕﾗ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

10 7 8011 清水　心美(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:45.53
ｼﾐｽﾞ ｺｺﾐ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

11 15 26069 中澤　夢花(5) 金古RC ・群馬 2:45.63
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒｶ ｶﾈｺRC

12 17 15008 青木　陽愛(5) 新田倶楽部 ・群馬 2:46.59
ｱｵｷ　ﾋﾖﾘ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

13 13 10002 星野　はる(5) 桐生市陸協 ・群馬 2:50.03
ﾎｼﾉ ﾊﾙ ｷﾘｭｳｼﾘｯｷｮｳ

14 5 19023 南澤　咲良(5) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:50.88
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｻｸﾗ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

15 11 12022 吉田 梨々花(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:52.59
ﾖｼﾀﾞ ﾘﾘｶ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

16 15 9065 北爪　遙音(5) 前橋市陸協 ・群馬 2:52.68
ｷﾀﾂﾞﾒ ﾊﾙﾈ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

17 17 15009 大谷　碧海(5) 新田倶楽部 ・群馬 2:54.09
ｵｵﾔ　ｱﾐ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

18 5 15010 佐藤　乃彩(5) 新田倶楽部 ・群馬 2:56.34
ｻﾄｳ　ﾉｱ ﾆｯﾀｸﾗﾌﾞ

19 12 19021 岡本　理玖(5) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:57.06
ｵｶﾓﾄ ﾘｸ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

20 3 14046 吉田　夏帆(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:58.15
ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

21 4 20015 関口　こころ(5) チームK ・群馬 2:58.22
ｾｷｸﾞﾁ ｺｺﾛ ﾁｰﾑK

22 9 9067 梁瀬　ゆら(5) 前橋市陸協 ・群馬 2:58.47
ﾔﾅｾ ﾕﾗ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

23 10 2050 千葉　叶愛(5) 高崎市陸協 ・群馬 3:00.49
ﾁﾊﾞ ｶﾉﾝ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

24 16 22031 中島　颯花(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 3:00.74
ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ



【 記 録 表 】 Time:12:31:38 Page: 2

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学５年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 12:01

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 3 2047 亀田　紗羽(5) 高崎市陸協 ・群馬 3:02.85
ｶﾒﾀﾞ ｻﾜ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

26 14 14045 星野　結那(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:03.12
ﾎｼﾉ ﾕｲﾅ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

27 6 8001 大木　嬉乃(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:04.05
ｵｵｷ ｳﾉ ｾﾀｸﾗﾌﾞ

28 7 26070 松本　愛夢(5) 金古RC ・群馬 3:05.59
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾑ ｶﾈｺRC

29 11 14047 河野玲緒奈(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:07.23
ｺｳﾉ ﾚｵﾅ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

30 4 22029 阿部　紗己(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 3:11.17
ｱﾍﾞ ｻｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

31 1 19020 内城　妃菜(5) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:26.68
ｳﾁｼﾞｮｳ ﾋﾅ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ



【 記 録 表 】 Time:12:58:05 Page: 1

２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学６年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 12:48

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

1 8 9037 櫛渕比楽理(6) 前橋市陸協 ・群馬 2:27.98
ｸｼﾌﾞﾁ ﾋﾗﾘ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ

2 3 22046 金嶋ゆうか(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:29.16
ｶﾅｼﾏ ﾕｳｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3 10 1001 小林　椛(6) 東ﾗﾝﾗﾝ ・群馬 2:33.29
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾐｼﾞ ﾋｶﾞｼﾗﾝﾗﾝ

4 13 22044 勅使川原早咲(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:35.00
ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｻｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5 7 25013 濱田　知優(6) どりかむ太田 ・群馬 2:35.41
ﾊﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

6 9 16028 和田　里子(6) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:36.73
ﾜﾀﾞ ﾘｺ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

7 2 22045 小野里佳恋(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:37.59
ｵﾉｻﾞﾄ ｶﾚﾝ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

8 7 22049 爲谷　柚姫(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:38.32
ﾀﾒｶﾞｳ ﾕｽﾞｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

9 10 19027 五十嵐佳奈(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:38.39
ｲｶﾞﾗｼ ｶﾅ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

10 9 12014 兵藤　優希奈(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:38.73
ﾋｮｳﾄﾞｳ　ﾕｷﾅ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

11 5 2054 古井戸苺花(6) 高崎市陸協 ・群馬 2:38.84
ｺｲﾄﾞ ｲﾁｶ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

12 6 25011 伊藤　梨央(6) どりかむ太田 ・群馬 2:38.86
ｲﾄｳ ﾘｵ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

13 4 22042 湯本　芽花(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:39.36
ﾕﾓﾄ ﾒｲｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

14 8 22048 今泉　優奈(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:40.00
ｵﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

15 12 25012 萩原　有彩(6) どりかむ太田 ・群馬 2:40.05
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾘｻ ﾄﾞﾘｶﾑｵｵﾀ

16 3 11004 小林　莉緒(6) 利根ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:41.13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ ﾄﾈｸﾗﾌﾞ

17 4 12015 富澤　柚月(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:42.19
ﾄﾐｻﾞﾜ　ﾕｽﾞｷ ﾇﾏﾀｸﾗﾌﾞ

18 1 22043 大林　由佳(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:43.00
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

19 5 22041 﨡原　絢音(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:43.90
ﾆｲﾊﾗ ｱﾔﾈ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

20 11 2056 土屋　はる(6) 高崎市陸協 ・群馬 2:44.58
ﾂﾁﾔ ﾊﾙ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ

21 2 19031 田島　萌衣(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:44.62
ﾀｼﾞﾏ ﾒｲ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

22 11 19028 寒長　　凛(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:46.10
ｶﾝﾁｮｳ ﾘﾝ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

23 12 22047 岡野優利菜(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ・群馬 2:46.21
ｵｶﾉ ﾕﾘﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

24 1 2055 髙橋　紅葉(6) 高崎市陸協 ・群馬 2:46.86
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ ﾀｶｻｷｼﾘｯｷｮｳ
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
****************************************************************************
* 女子小学６年 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 12:48

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- ------------------------------ ---------------------------- ---------- -----------

25 5 19032 津坂　芹里(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:47.61
ﾂｻｶ ｾﾘ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

26 1 19033 羽鳥和佳奈(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:48.30
ﾊﾄﾘ ﾜｶﾅ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

27 11 14050 蓮沼　明愛(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:49.50
ﾊｽﾇﾏ ﾒｲｱ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

28 6 19030 小泉　絆乃(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:49.93
ｺｲｽﾞﾐ ｷﾉ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

29 6 4028 猿谷　心(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:52.63
ｻﾙﾔ　ｺｺﾛ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

30 7 26059 権藤叶和子(6) 金古RC ・群馬 2:53.39
ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾜｺ ｶﾈｺRC

31 4 21007 小池　実波(6) たちばなRC ・群馬 2:54.13
ｺｲｹ ﾐﾅﾐ ﾀﾁﾊﾞﾅRC

32 2 14053 蟹谷そよ香(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:54.99
ｶﾆﾔ ｿﾖｶ ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ

33 10 4030 小板橋　怜奈(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ ・群馬 2:58.17
ｺｲﾀﾊﾞｼ　ﾚﾅ ｳｽｲｸﾗﾌﾞ

34 3 16029 近藤　舞佳(6) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:02.73
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲｶ ｼﾞｮｳｼｭｳAC

35 9 19029 栗原　希空(6) 境ｸﾗﾌﾞ ・群馬 3:13.65
ｸﾘﾊﾗ ﾉｱ ｻｶｲｸﾗﾌﾞ

36 8 9068 井上　琴子(6) 前橋市陸協 ・群馬 3:32.75
ｲﾉｳｴ ｺﾄｺ ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｯｷｮｳ
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
********************************************************************
* 女子 ４×１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
********************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 14:43

順位ﾚｰﾝ No. チーム名 No. 出場競技者 所属団体 記 録 備考
--- --- ----- -------------------- ---- ----------------------------------------- ---------------------------- -------- -----------

1 8 90001 前橋陸協A 9037 櫛渕比楽理(6) ｸｼﾌﾞﾁ ﾋﾗﾘ 前橋市陸協・群馬 55.49
9030 高野　裕真(5) ﾀｶﾉ ﾕﾏ 前橋市陸協・群馬
9043 橋本　歩果(6) ﾊｼﾓﾄ ｱﾕｶ 前橋市陸協・群馬
9035 蟹和　琉夏(6) ｶﾆﾜ ﾙｶ 前橋市陸協・群馬

2 5 26000 金古ランニングクラブ26053 吉田　心優(6) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 金古RC・群馬 56.45
26054 三木　心音(6) ﾐｷ ｺｺﾈ 金古RC・群馬
26057 髙橋　小遥(6) ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 金古RC・群馬
26049 川野　梓季(6) ｶﾜﾉ ｱｽﾞｷ 金古RC・群馬

3 2 40001 碓氷ｸﾗﾌﾞA 4024 佐藤 凜華(6) ｻﾄｳ ﾘﾝｶ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬 57.15
4023 広瀬 遥乃(6) ﾋﾛｾ ﾊﾙﾉ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬
4026 久保村 颯(6) ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾔ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬
4022 富田 莉々香(6) ﾄﾐﾀ ﾘﾘｶ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

4 5 12000 沼田クラブ 12012 尾池　里麻(6) ｵｲｹ　ﾘﾏ 沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬 58.36
12013 金子　莉奈(6) ｶﾈｺ　ﾘﾅ 沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬
12011 新井　陽菜(6) ｱﾗｲ ﾋﾅ 沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬
12014 兵藤　優希奈(6) ﾋｮｳﾄﾞｳ　ﾕｷﾅ 沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

5 7 90002 前橋陸協B 9040 関口英理華(6) ｾｷｸﾞﾁ ｴﾘｶ 前橋市陸協・群馬 58.66
9039 鈴木　桃花(6) ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 前橋市陸協・群馬
9041 根本　莉愛(6) ﾈﾓﾄ ﾘﾘｱ 前橋市陸協・群馬
9038 渡辺ミラノ(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾗﾉ 前橋市陸協・群馬

6 7 25000 どりかむ太田 25012 萩原　有彩(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾘｻ どりかむ太田・群馬 59.30
25014 尾内　結来(5) ｵﾅｲ ﾕﾗ どりかむ太田・群馬
25011 伊藤　梨央(6) ｲﾄｳ ﾘｵ どりかむ太田・群馬
25013 濱田　知優(6) ﾊﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ どりかむ太田・群馬

7 2 90003 前橋陸協C 9031 髙村　結愛(5) ﾀｶﾑﾗ ﾕｲ 前橋市陸協・群馬 1:00.26
9032 小野里　楓(5) ｵﾉｻﾞﾄ ｶｴﾃﾞ 前橋市陸協・群馬
9064 小林　侑楽(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 前橋市陸協・群馬
9062 島津ひなた(5) ｼﾏﾂﾞ ﾋﾅﾀ 前橋市陸協・群馬

8 3 22000 アラマキッズ 22032 松本　由那(5) ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬 1:00.36
22033 水野　綾香(5) ﾐｽﾞﾉ ｱﾔｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬
22046 金嶋ゆうか(6) ｶﾅｼﾏ ﾕｳｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬
22049 爲谷　柚姫(6) ﾀﾒｶﾞｳ ﾕｽﾞｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

9 6 26000 金古ランニングクラブ26044 樋口　　詩(6) ﾋｸﾞﾁ ｳﾀ 金古RC・群馬 1:00.37
26052 篠原　佳紀(6) ｼﾉﾊﾗ ｶﾉ 金古RC・群馬
26055 神村　美雫(6) ｶﾐﾑﾗ ﾐｸ 金古RC・群馬
26046 山田芙羽佳(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ 金古RC・群馬

10 5 80001 勢多陸上競技クラブ 8004 池津まりあ(6) ｲｹﾂ ﾏﾘｱ 勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬 1:01.40
8021 冨岡　歩稀(5) ﾄﾐｵｶ ﾎﾏﾚ 勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬
8001 大木　嬉乃(5) ｵｵｷ ｳﾉ 勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬
8015 鵜川　結愛(6) ｳｶﾞﾜ ﾕｱ 勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

11 7 14000 伊勢崎陸上競技クラブ14049 荻原　　叶(6) ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾅ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬 1:01.86
14052 酒井陽真莉(6) ｻｶｲ ﾋﾏﾘ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬
14051 新井　希空(6) ｱﾗｲ ｷｿﾗ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬
14050 蓮沼　明愛(6) ﾊｽﾇﾏ ﾒｲｱ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

12 4 20000 TEAM☆K　A 20003 星田　杏菜(5) ﾎｼﾀﾞ ｱﾝﾅ チームK・群馬 1:02.26
20013 岩田　紗希(6) ｲﾜﾀ ｻｷ チームK・群馬
20008 小澤　美羽(6) ｵｻﾞﾜ ﾐｳ チームK・群馬
20002 田中　ほの(5) ﾀﾅｶ ﾎﾉ チームK・群馬

13 6 26000 金古ランニングクラブ26068 間渕　莉央(5) ﾏﾌﾞﾁ ﾘｵ 金古RC・群馬 1:02.51
26064 三木里桜花(5) ﾐｷ ﾘｵﾅ 金古RC・群馬
26063 野村　美浩(5) ﾉﾑﾗ ﾐﾋﾛ 金古RC・群馬
26065 小松　伶奈(5) ｺﾏﾂ ﾚﾅ 金古RC・群馬

14 2 40002 碓氷ｸﾗﾌﾞB 4027 氷見 優莉奈(6) ﾋﾐ　ﾕﾘﾅ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬 1:03.33
4025 山田 柚(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬
4018 佐藤 夢華(5) ｻﾄｳ ﾕﾒｶ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬
4028 猿谷　心(6) ｻﾙﾔ　ｺｺﾛ 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬
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２０２１ 第２５回 審判長：木島　大輔
群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任：沼野　文人

その他：

会場：正田醤油スタジアム群馬
********************************************************************
* 女子 ４×１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
********************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2021-10-24 14:43

順位ﾚｰﾝ No. チーム名 No. 出場競技者 所属団体 記 録 備考
--- --- ----- -------------------- ---- ----------------------------------------- ---------------------------- -------- -----------

15 4 26000 金古ランニングクラブ26062 羽鳥　友惟(5) ﾊﾄﾘ ﾕｲ 金古RC・群馬 1:03.63
26067 堀越都梨愛(5) ﾎﾘｺｼ ﾐﾘｱ 金古RC・群馬
26060 栁岡ゆうり(5) ﾔﾅｵｶ ﾕｳﾘ 金古RC・群馬
26069 中澤　夢花(5) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒｶ 金古RC・群馬

16 3 26000 金古ランニングクラブ26058 永田　亜実(6) ﾅｶﾞﾀ ﾂｸﾞﾐ 金古RC・群馬 1:04.08
26045 関口　萌楓(6) ｾｷｸﾞﾁ ﾓｶ 金古RC・群馬
26047 山田祐羽佳(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 金古RC・群馬
26059 権藤叶和子(6) ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾜｺ 金古RC・群馬

17 4 27000 ｽｰﾊﾟｰｱｽﾘｰﾄ玉村 27013 栗原　莉希(5) ｸﾘﾊﾞﾗ ﾘﾉ SA玉村・群馬 1:07.05
27015 酒巻 里衣(5) ｻｶﾏｷ ﾘｲ SA玉村・群馬
27016 青木 喜美香(5) ｱｵｷ ｷﾐｶ SA玉村・群馬
27021 加藤 心奈(6) ｶﾄｳ ｺｺﾅ SA玉村・群馬

6 14000 伊勢崎陸上競技クラブ_____ ____________________ ____________________ ____________________________ DNS
_____ ____________________ ____________________ ____________________________
_____ ____________________ ____________________ ____________________________
_____ ____________________ ____________________ ____________________________

3 20000 TEAM☆K　B _____ ____________________ ____________________ ____________________________ DNS
_____ ____________________ ____________________ ____________________________
_____ ____________________ ____________________ ____________________________
_____ ____________________ ____________________ ____________________________

( DNS:欠 場 )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



２０２１ 第２５回
        

群馬県小学生陸上競技記録会
2021年10月24日(日)      決勝一覧表

正田醤油スタジアム群馬 101010

  Page: 12021/10/24 14:51:37

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位

５０ｍ 10/24 櫻井　煌太(1)  8.99/-0.0

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

飯塚　大和(1)  9.01/-0.0

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

近藤　功輝(1)  9.11/

前橋市陸協・群馬

増田　京河(1)  9.31/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

青木　琉斗(1)  9.39/

SA玉村・群馬

佐藤　海斗(1)  9.42/

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

瀬田川　礼(1)  9.43/

高崎市陸協・群馬

栁岡　　佑(1)  9.55/

金古RC・群馬

市川　惺南(1)  9.58/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

岡田　陽琉(1) チームK・群馬  9.60/

原田　凌成(1) 前橋市陸協・群馬

男子小
学１年

５０ｍ 10/24 栗原　　颯(2)  8.71/

SA玉村・群馬

原澤　颯祐(2)  8.87/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

神道　泰地(2)  8.90/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

後閑　大雅(2)  8.96/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

吉田　　航(2)  9.00/

金古RC・群馬

片山　　蓮(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬  9.13/

金井　貫太(2) 前橋市陸協・群馬

松井　　謙(2)  9.14/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

関根　駿太(2)  9.15/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

成田　渉真(2)  9.21/

前橋市陸協・群馬

男子小
学２年

１００ｍ 10/24 清水　太陽(3) 15.36/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

徳江　雄士(3) 15.62/

前橋市陸協・群馬

横室　　翔(3) 15.76/

前橋市陸協・群馬

上原　昂士(3) 前橋市陸協・群馬 16.23/

岩本　　慧(3) 前橋市陸協・群馬

中沢　　心(3) 16.35/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

塩尻　壱月(3) 16.56/

境ｸﾗﾌﾞ・群馬

杉本幸次郎(3) 16.60/

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

松波　由樹(3) 16.62/

境ｸﾗﾌﾞ・群馬

田村　脩真(3) 16.63/

金古RC・群馬

男子小
学３年

１００ｍ 10/24 菅野　凌玖(4) 14.22/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

浅田　　奏(4) 14.48/

前橋市陸協・群馬

白石　悠真(4) 前橋市陸協・群馬 14.73/

大前　輝来(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

大月　凌生(4) 14.76/

前橋市陸協・群馬

大河原樹生(4) 15.09/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

関口　舜大(4) 15.31/

前橋市陸協・群馬

林  優希(4) 15.34/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

新井　夏樹(4) 15.35/

前橋市陸協・群馬

田村　真成(4) 15.41/

前橋市陸協・群馬

男子小
学４年

１００ｍ 10/24 阿久沢　楽(5) 13.92/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

髙橋　愛理(5) 14.19/

前橋市陸協・群馬

イリーサノア(5) 14.22/

どりかむ太田・群馬

黛　　佑晟(5) 14.46/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

石黒　大地(5) 14.54/

前橋市陸協・群馬

林　　快星(5) 14.81/

前橋市陸協・群馬

新井　宏征(5) 14.84/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

長野  恵也(5) 14.88/

チームK・群馬

古内　佑和(5) 高崎市陸協・群馬 14.97/

石井　　潤(5) 金古RC・群馬

男子小
学５年

１００ｍ 10/24 渡邊　航大(6) 13.01/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

天野莉玖斗(6) 13.73/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

溝口　大和(6) 13.79/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

高梨　弦輝(6) 13.83/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

福澤　空澄(6) 13.89/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

若狹　憂聖(6) 14.10/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

鈴木　　廉(6) 14.13/

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

湯根　蓮夢(6) 14.31/

金古RC・群馬

城田　　心(6) 14.41/

金古RC・群馬

木暮　力輝(6) 14.63/

高崎市陸協・群馬

男子小
学６年

８００ｍ 10/24 加藤　哲平(4)  2:37.03

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

小林　奏詠(4)  2:39.27

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

亀山　新太(4)  2:40.17

新田倶楽部・群馬

齋藤光史朗(4)  2:41.82

前橋市陸協・群馬

関口　大維芽(4)  2:42.80

新田倶楽部・群馬

上村　旬平(4)  2:43.94

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

新井　智貴(4)  2:44.07

前橋市陸協・群馬

西田　篤人(4)  2:44.17

どりかむ太田・群馬

竹内　仁大(4)  2:44.90

新田倶楽部・群馬

小倉　煌翔(4)  2:47.29

どりかむ太田・群馬

男子小
学４年

８００ｍ 10/24 桜井　　遼(5)  2:30.79

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

齋藤　聖生(5)  2:32.57

新田倶楽部・群馬

掛川　武雅(5)  2:37.88

金古RC・群馬

岩田 陽平(5)  2:39.32

SA玉村・群馬

鈴木　礼桜(5)  2:40.00

どりかむ太田・群馬

吉澤　旺(5)  2:40.77

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

中村  應理(5)  2:41.84

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

櫛田　翔斗(5)  2:42.32

どりかむ太田・群馬

伊藤　蓮寿(5)  2:42.79

前橋市陸協・群馬

河端　斗亜(5)  2:45.10

境ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学５年

８００ｍ 10/24 櫻井　惇太(6)  2:23.54

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

井野　晃希(6)  2:24.83

どりかむ太田・群馬

青木　暖士(6)  2:26.84

新田倶楽部・群馬

狩野　夢翔(6)  2:27.67

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

髙橋　凰介(6)  2:29.38

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

武冨　福久(6)  2:31.91

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

碓氷　晴大(6)  2:31.94

どりかむ太田・群馬

中村　　遼(6)  2:31.97

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

寺田　駿平(6)  2:31.98

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

齊藤　光希(6)  2:35.19

前橋市陸協・群馬

男子小
学６年

５０ｍＨ 10/24 西　　耕平(5)  8.43/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

藤原 央惺(5)  9.38/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

岡田　峻典(5) 10.01/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

森山　滉太(5) 11.26/

高崎市陸協・群馬

男子小
学５年

５０ｍＨ 10/24 高橋　悠真(6)  7.94/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

正田蒼一郎(6)  8.20/

高崎市陸協・群馬

久保　昊平(6)  8.36/

高崎市陸協・群馬

佐藤　秀哉(6)  8.54/

金古RC・群馬

野口　陽斗(6) 高崎市陸協・群馬  8.64/

竹渕　颯真(6) 金古RC・群馬

見城　大地(6)  9.34/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学６年

４×１００ｍ 10/24 アラマキッズ 53.77

福澤　空澄(6)

桜井　　遼(5)

櫻井　惇太(6)

溝口　大和(6)

渋川クラブ 53.84

阿部　泰河(5)

高橋　悠真(6)

小林　恵士(6)

渡邊　航大(6)

金古ランニングクラブＡ 54.51

竹渕　颯真(6)

城田　　心(6)

佐藤　秀哉(6)

湯根　蓮夢(6)

どりかむ太田 54.67

碓氷　晴大(6)

イリーサノア(5)

櫛田　翔斗(5)

井野　晃希(6)

前橋陸協A 55.37

石黒　大地(5)

髙橋　愛理(5)

清村　一真(6)

鈴木　　樹(6)

沼田クラブ 56.03

金子　日向(6)

高梨　弦輝(6)

金子　叶雅(6)

天野莉玖斗(6)

伊勢崎陸上競技クラブB 56.41

市川　敦貴(5)

新井　宏征(5)

黛　　佑晟(5)

阿久沢　楽(5)

伊勢崎陸上競技クラブA 56.60

木暮　柊介(6)

桐生　涼玖(6)

嶋津　幸平(6)

若狹　憂聖(6)

前橋陸協B 56.87

高橋　将太(5)

齊藤　光希(6)

高橋　　遙(5)

林　　快星(5)

金古ランニングクラブＣ 58.88

原澤　　樹(5)

石井　　潤(5)

城田　宇太(5)

齋藤　旺世(5)

男子

５０ｍ 10/24 榎波　葵呂(1)  9.29/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

落合　彩里(1)  9.35/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

富沢　帆菜(1)  9.57/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

坂口　夏絆(1) 勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬  9.61/

眞下　栞奈(1) 前橋市陸協・群馬

髙橋  穂花(1)  9.80/

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

中澤　希花(1)  9.91/

金古RC・群馬

小暮乃々栞(1)  9.92/

たちばなRC・群馬

田中　美織(1) 10.00/

高崎市陸協・群馬

新井美優俐(1) 10.07/

前橋市陸協・群馬

女子小
学１年

５０ｍ 10/24 小林　沙生(2)  8.77/

前橋市陸協・群馬

神村　帆乃(2)  8.93/

金古RC・群馬

中野　美海(2)  9.01/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

髙栁　帆花(2)  9.16/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

青木　美波(2) SA玉村・群馬  9.19/

真下奈々海(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

大橋　奏歩(2)  9.24/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

宮田　ゆめ(2)  9.29/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

久保村　澪(2)  9.33/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

植杉　羽菜(2)  9.39/

金古RC・群馬

女子小
学２年

１００ｍ 10/24 増田　乃音(3) 15.32/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

近藤　梨愛(3) 15.55/

前橋市陸協・群馬

奥山　仁菜(3) 15.62/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

鈴木　瑠乃(3) 15.66/

どりかむ太田・群馬

市川　南海(3) 15.86/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

堀越梨里花(3) 16.33/

金古RC・群馬

西田　紗空(3) 16.54/

境ｸﾗﾌﾞ・群馬

髙橋　碧音(3) 16.85/

金古RC・群馬

飯塚ななみ(3) 16.86/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

下境　沙奈(3) 16.95/

チームK・群馬

女子小
学３年

１００ｍ 10/24 大橋　彩那(4) 14.69/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

蟹和　由衣(4) 14.74/

前橋市陸協・群馬

片貝千悠那(4) 15.09/

どりかむ太田・群馬

横山　るん(4) 15.64/

前橋市陸協・群馬

吉野　百花(4) 15.97/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

萩原　里帆(4) 15.99/

前橋市陸協・群馬

森田　咲佳(4) 16.00/

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

山田　真凜(4) 16.07/

前橋市陸協・群馬

箱田　華乃(4) 16.16/

高崎市陸協・群馬

斉藤　妃奈乃(4) 16.17/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学４年

１００ｍ 10/24 高野　裕真(5) 14.42/

前橋市陸協・群馬

松本　由那(5) 14.49/

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

秋本　うた(5) 15.07/

高崎市陸協・群馬

鈴木　心結(5) 15.30/

前橋市陸協・群馬

小林　侑楽(5) 15.37/

前橋市陸協・群馬

小實　愛理(5) 高崎市陸協・群馬 15.54/

水野　綾香(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

小松　伶奈(5) 15.62/

金古RC・群馬

佐藤 夢華(5) 15.67/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

星田　杏菜(5) 15.81/

チームK・群馬

女子小
学５年

１００ｍ 10/24 鵜川　結愛(6) 13.78/

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

橋本　歩果(6) 前橋市陸協・群馬 14.29/

富田 莉々香(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

角田　結菜(6) 14.43/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

広瀬 遥乃(6) 14.46/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

吉田　心優(6) 14.66/

金古RC・群馬

萩原　舞耶(6) 14.76/

前橋市陸協・群馬

萩原　ひまり(6) 14.80/

利根ｸﾗﾌﾞ・群馬

西澤　理子(6) 14.81/

高崎市陸協・群馬

蟹和　琉夏(6) 14.84/

前橋市陸協・群馬

女子小
学６年

８００ｍ 10/24 高橋　朋香(4)  2:39.26

利根ｸﾗﾌﾞ・群馬

櫻井　萌一(4)  2:39.27

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

舟田　苺禾(4)  2:48.67

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

奧野　有芭(4)  2:51.76

桐生市陸協・群馬

イリーサ華(4)  2:53.79

どりかむ太田・群馬

﨡原　美湖(4)  2:56.04

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

清村　麻希(4)  2:56.83

新田倶楽部・群馬

古井戸梨花(4)  2:57.40

高崎市陸協・群馬

田村　紅佳(4)  2:58.02

どりかむ太田・群馬

吉田　真子(4)  3:01.72

新田倶楽部・群馬

女子小
学４年

８００ｍ 10/24 反町　瑠夏(5)  2:35.79

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

海老塚　心優(5)  2:38.01

新田倶楽部・群馬

小野里　楓(5)  2:38.98

前橋市陸協・群馬

増田　心音(5)  2:40.09

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

笠原　心桜(5)  2:41.33

利根ｸﾗﾌﾞ・群馬

久保田莉聖(5)  2:41.84

どりかむ太田・群馬

町田　小雪(5)  2:42.87

境ｸﾗﾌﾞ・群馬

島津ひなた(5)  2:43.43

前橋市陸協・群馬

尾内　結来(5)  2:44.93

どりかむ太田・群馬

清水　心美(5)  2:45.53

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学５年

８００ｍ 10/24 櫛渕比楽理(6)  2:27.98

前橋市陸協・群馬

金嶋ゆうか(6)  2:29.16

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

小林　椛(6)  2:33.29

東ﾗﾝﾗﾝ・群馬

勅使川原早咲(6)  2:35.00

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

濱田　知優(6)  2:35.41

どりかむ太田・群馬

和田　里子(6)  2:36.73

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

小野里佳恋(6)  2:37.59

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

爲谷　柚姫(6)  2:38.32

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

五十嵐佳奈(6)  2:38.39

境ｸﾗﾌﾞ・群馬

兵藤　優希奈(6)  2:38.73

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学６年

５０ｍＨ 10/24 堀越都梨愛(5)  9.59/

金古RC・群馬

鈴木　晴美(5) 10.18/

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

間渕　莉央(5) 10.32/

金古RC・群馬

関口 栞(5) 10.38/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

松岡　杏寿(5) 11.71/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学５年

５０ｍＨ 10/24 堀上和花子(6)  8.57/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

久保村 颯(6)  8.68/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

平山　莉帆(6)  8.85/

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

渡辺ミラノ(6)  8.86/

前橋市陸協・群馬

永田　亜実(6)  9.26/

金古RC・群馬

佐藤 凜華(6)  9.44/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

氷見 優莉奈(6)  9.45/

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

関口英理華(6) 10.47/

前橋市陸協・群馬

女子小
学６年

４×１００ｍ 10/24 前橋陸協A 55.49

櫛渕比楽理(6)

高野　裕真(5)

橋本　歩果(6)

蟹和　琉夏(6)

金古ランニングクラブＡ 56.45

吉田　心優(6)

三木　心音(6)

髙橋　小遥(6)

川野　梓季(6)

碓氷ｸﾗﾌﾞA 57.15

佐藤 凜華(6)

広瀬 遥乃(6)

久保村 颯(6)

富田 莉々香(6)

沼田クラブ 58.36

尾池　里麻(6)

金子　莉奈(6)

新井　陽菜(6)

兵藤　優希奈(6)

前橋陸協B 58.66

関口英理華(6)

鈴木　桃花(6)

根本　莉愛(6)

渡辺ミラノ(6)

どりかむ太田 59.30

萩原　有彩(6)

尾内　結来(5)

伊藤　梨央(6)

濱田　知優(6)

前橋陸協C  1:00.26

髙村　結愛(5)

小野里　楓(5)

小林　侑楽(5)

島津ひなた(5)

アラマキッズ  1:00.36

松本　由那(5)

水野　綾香(5)

金嶋ゆうか(6)

爲谷　柚姫(6)

金古ランニングクラブＢ 1:00.37

樋口　　詩(6)

篠原　佳紀(6)

神村　美雫(6)

山田芙羽佳(6)

勢多陸上競技クラブ  1:01.40

池津まりあ(6)

冨岡　歩稀(5)

大木　嬉乃(5)

鵜川　結愛(6)

女子


