
みんなで走ろう

平成２３ 年度第１５ 回群馬県小学生陸上競技記録会

参加登録者一覧表

この一覧表で、参加者氏名（ ヨミガナ、） 学校、学年、性別、出場種目が正しく登録されてい

るか確認してください。

登録内容に間違いがある場合や、申込書を送ったのに一覧表に名前がない場合には大会当

日に受付（競技場正面玄関内）で申し出てください。

なお、追加登録や申し込み種目の変更は認めません。
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 みんなで走ろう！　平成23年度 第15回 群馬県小学生陸上競技記録会
 主催:群馬陸上競技協会
 後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
 会場:正田醤油スタジアム群馬（敷島公園陸上競技場）

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ  出場種目１  出場種目２  出場種目３
1  甘　楽 小幡 2038  茂原　將悟(6)  ﾓﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 男子 100002038  男子６年 １０００ｍ
2  甘　楽 小坂 2039  工藤　颯禎(5)  ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 男子 100002039  男子５年 ８０ｍＨ
3  甘　楽 小坂 2043  神宮　海斗(5)  ｼﾞﾝｸﾞｳ ｶｲﾄ 男子 100002043  男子５年 ボール投げ
4  甘　楽 小坂 2045  佐藤　　亘(5) ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 男子 100002045  男子５年 １００ｍ
5  甘　楽 小坂 2040  永井絵梨香(5)  ﾅｶﾞｲ ｴﾘｶ 女子 200002040  女子５年 １００ｍ
6  甘　楽 小坂 2041  清水明日香(6)  ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ 女子 200002041  女子６年 １００ｍ
7  甘　楽 小坂 2042  横田　真子(6) ﾖｺﾀ ﾏｺ 女子 200002042  女子６年 １００ｍ
8  甘　楽 小坂 2044  神宮　千春(6)  ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾁﾊﾙ 女子 200002044  女子６年 走幅跳
9  吾　妻 中之条 201  山本　竜也(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 100000201  男子４年 １００ｍ
10  吾　妻 中之条 203  山田　剣心(5)  ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 100000203  男子５年 １００ｍ
11  吾　妻 中之条 204  伊能　大起(5)  ｲﾖｸ ﾀﾞｲｷ 男子 100000204  男子５年 １００ｍ
12  吾　妻 中之条 205  清水　琢馬(5)  ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 男子 100000205  男子５年 １０００ｍ
13  吾　妻 中之条 207  高橋　凌晟(5) ﾀﾅﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 100000207  男子５年 １００ｍ
14  吾　妻 中之条 202  田辺　乃愛(6)  ﾀﾅﾍﾞ ﾉｱ 女子 200000202  女子６年 １００ｍ
15  吾　妻 中之条 206  寺島　帆乃(4)  ﾃﾗｼﾞﾏ ﾎﾉ 女子 200000206  女子４年 ８００ｍ
16  吾　妻 中之条 208  斉藤　優蘭(5) ｻｲﾄｳ ﾕﾗﾝ 女子 200000208  女子５年 １００ｍ
17  吾　妻 六合 209  飯塚　優斗(6)  ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 男子 100000209  男子６年 走高跳
18  吾　妻 坂上 231  茂木　美希(4) ﾓﾃｷ ﾐｷ 女子 200000231  女子４年 ８００ｍ
19  吾　妻 坂上 232  茂木　悠貴(1) ﾓﾃｷ ﾕｷ 女子 200000232  女子１年 ３００ｍ
20  吾　妻 坂上 236  阿部妃奈乃(3)  ｱﾍﾞ ﾋﾅﾉ 女子 200000236  女子３年 ８００ｍ
21  吾　妻 坂上 237  阿部　鈴華(5)  ｱﾍﾞ ｽｽﾞｶ 女子 200000237  女子５年 １００ｍ
22  吾　妻 嬬恋西 241  黒岩　廣斗(4) ｸﾛｲﾜ ﾋﾛﾄ 男子 100000241  男子４年 １０００ｍ
23  吾　妻 嬬恋西 240  土屋　涼菜(4)  ﾂﾁﾔ ｽｽﾞﾅ 女子 200000240  女子４年 ８００ｍ
24  利　根 片品南 242  戸丸　純也(5)  ﾄﾏﾙ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 100000242  男子５年 １０００ｍ
25  利　根 古馬牧 234  湯本　尚希(6) ﾕﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 100000234  男子６年 １０００ｍ
26  利　根 桃野 213  倉澤　岳志(6) ｸﾗｻﾜ ﾀｹｼ 男子 100000213  男子６年 １０００ｍ
27  利　根 桃野 215  佐藤　　学(6)  ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 男子 100000215  男子６年 １０００ｍ
28  利　根 桃野 245  香山　幸輝(6) ｶﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 100000245  男子６年 走幅跳
29  利　根 新治 235  北村　　元(4)  ｷﾀﾑﾗ ｹﾞﾝ 男子 100000235  男子４年 １０００ｍ
30  利　根 新治 243  高橋　哲太(3) ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾀ 男子 100000243  男子３年 １０００ｍ
31  利　根 新治 238  林　　那奈(5) ﾊﾔｼ ﾅﾅ 女子 200000238  女子５年 ８００ｍ
32  利　根 新治 244  高橋　奈那(6) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 女子 200000244  女子６年 ８００ｍ
33  利　根 昭和東 239  渡辺　　匠(2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 男子 100000239  男子２年 ３００ｍ
34  利　根 昭和南 210  中島　遥花(6)  ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 200000210  女子６年 ８００ｍ
35  利　根 昭和南 211  澤口　侑奈(6)  ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 女子 200000211  女子６年 ８００ｍ
36  利　根 昭和南 212  浅見　紗英(6) ｱｻﾐ ｻｴ 女子 200000212  女子６年 １００ｍ
37  利　根 昭和南 221  堤　　優佳(5) ﾂﾂﾐ ﾕｳｶ 女子 200000221  女子５年 ８００ｍ
38  佐　波 玉村 327  松浦　智亮(4) ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓｱｷ 男子 100000327  男子４年 １００ｍ
39  佐　波 玉村 326  松浦はるか(6) ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙｶ 女子 200000326  女子６年 １００ｍ
40  佐　波 上陽 1231  髙橋花利菜(5) ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾅ 女子 200001231  女子５年 走幅跳
41  佐　波 玉村中央 322  矢尻　達也(6)  ﾔｼﾞﾘ ﾀﾂﾔ 男子 100000322  男子６年 １００ｍ
42  佐　波 玉村中央 349  新井今生人(4) ｱﾗｲ ﾏｷﾄ 男子 100000349  男子４年 １０００ｍ
43  佐　波 玉村中央 1230  佐藤　涼雅(5)  ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 男子 100001230  男子５年 １０００ｍ
44  佐　波 玉村中央 1234  深町　彰真(4) ﾌｶﾏﾁ ｼｮｳﾏ 男子 100001234  男子４年 １００ｍ
45  佐　波 玉村中央 1909  武内　翠寿(3)  ﾀｹｳﾁ ｽｲｼﾞｭ 男子 100001909  男子３年 １０００ｍ
46  佐　波 玉村中央 1911  宮原　亘輝(3) ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｷ 男子 100001911  男子３年 １０００ｍ
47  佐　波 玉村中央 1924  酒見　淳史(4) ｻｶﾐ ｱﾂｼ 男子 100001924  男子４年 １０００ｍ
48  佐　波 玉村中央 1925  小西　啓太(5) ｺﾆｼ ｹｲﾀ 男子 100001925  男子５年 ボール投げ
49  佐　波 玉村中央 351  櫻井　瑠莉(6) ｻｸﾗｲ ﾙﾘ 女子 200000351  女子６年 ８００ｍ
50  佐　波 玉村中央 1910  東　　梨多(6)  ﾋｶﾞｼ ﾘﾀ 女子 200001910  女子６年 １００ｍ
51  佐　波 玉村南 353  島﨑　静乃(6)  ｼﾏｻﾞｷ ｼｽﾞﾉ 女子 200000353  女子６年 ８０ｍＨ
52  佐　波 玉村南 354  高田　和佳(6)  ﾀｶﾀ ﾉﾄﾞｶ 女子 200000354  女子６年 走高跳
53  邑　楽 千代田東 449  松澤　知佳(6)  ﾏﾂｻﾞﾜ ﾁｶ 女子 200000449  女子６年 ボール投げ
54  邑　楽 大泉南 447  木村　　爽(3) ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 女子 200000447  女子３年 ８００ｍ
55  邑　楽 大泉西 448  森　　章裕(5) ﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 男子 100000448  男子５年 １０００ｍ
56  邑　楽 大泉東 450  岩瀬　　駿(6) ｲﾜｾ ｼｭﾝ 男子 100000450  男子６年 ボール投げ
57  邑　楽 大泉東 451  石崎　青葉(6)  ｲｼｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ 男子 100000451  男子６年 １００ｍ
58  邑　楽 大泉東 452  三坂　　凱(6)  ﾐｻｶ ｶﾞｲ 男子 100000452  男子６年 １０００ｍ
59  邑　楽 大泉東 453  木島　　駿(5)  ｷｼﾞﾏ ｼｭﾝ 男子 100000453  男子５年 １００ｍ
60  邑　楽 大泉東 454  三沢　立有(5) ﾐｻﾜ ﾘｭｳ 男子 100000454  男子５年 １００ｍ
61  邑　楽 大泉東 455  柳沢　義和(5)  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼｶｽﾞ 男子 100000455  男子５年 １０００ｍ
62  邑　楽 大泉東 456  大塚　名朗(5) ｵｵﾂｶ ﾅｵ 男子 100000456  男子５年 ８０ｍＨ
63  邑　楽 大泉東 457  青木　幸作(5) ｱｵｷ ｺｳｻｸ 男子 100000457  男子５年 １００ｍ
64  邑　楽 大泉東 458  渡部　　翔(4)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ 男子 100000458  男子４年 １０００ｍ
65  邑　楽 大泉東 459  青木　泰造(4)  ｱｵｷ ﾀｲｿﾞｳ 男子 100000459  男子４年 １０００ｍ
66  邑　楽 大泉東 460  田部井宣一(4)  ﾀﾍﾞｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 男子 100000460  男子４年 １００ｍ
67  邑　楽 大泉東 461  坂本　治樹(3) ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 100000461  男子３年 １０００ｍ
68  邑　楽 大泉東 462  大塚　礼寛(2) ｵｵﾂｶ ﾚｵ 男子 100000462  男子２年 ３００ｍ
69  邑　楽 大泉東 463  木島　　翔(1)  ｷｼﾞﾏ ｼｮｳ 男子 100000463  男子１年 ３００ｍ
70  邑　楽 大泉東 476  松本　治樹(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 100000476  男子１年 ３００ｍ
71  邑　楽 大泉東 464  榎本　晏都(6) ｴﾉﾓﾄ ｱｻ 女子 200000464  女子６年 走幅跳
72  邑　楽 大泉東 465  藤倉　玲依(6)  ﾌｼﾞｸﾗ ﾚｲ 女子 200000465  女子６年 ボール投げ
73  邑　楽 大泉東 466  笠松　もえ(6) ｶｻﾏﾂ ﾓｴ 女子 200000466  女子６年 ８００ｍ
74  邑　楽 大泉東 467  阿部美也里(5)  ｱﾍﾞ ﾐﾔﾘ 女子 200000467  女子５年 ８００ｍ
75  邑　楽 大泉東 468  西田　涼乃(5)  ﾆｼﾀﾞ ｽｽﾞﾉ 女子 200000468  女子５年 ８００ｍ
76  邑　楽 大泉東 469  五十木志歩(5)  ｲｶﾙｷﾞ ｼﾎ 女子 200000469  女子５年 １００ｍ
77  邑　楽 大泉東 470  河野　美咲(5) ｺｳﾉ ﾐｻｷ 女子 200000470  女子５年 ８００ｍ
78  邑　楽 大泉東 471  西田　智咲(5)  ﾆｼﾀﾞ ﾁｻｷ 女子 200000471  女子５年 ８００ｍ
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 みんなで走ろう！　平成23年度 第15回 群馬県小学生陸上競技記録会
 主催:群馬陸上競技協会
 後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
 会場:正田醤油スタジアム群馬（敷島公園陸上競技場）

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ  出場種目１  出場種目２  出場種目３
79  邑　楽 大泉東 472  榎本　有可(4) ｴﾉﾓﾄ ﾕｶ 女子 200000472  女子４年 ８００ｍ
80  邑　楽 大泉東 473  冨賀見柊子(3) ﾌｶﾐ ﾄｳｺ 女子 200000473  女子３年 ８００ｍ
81  邑　楽 大泉東 474  野尻さくら(3)  ﾉｼﾞﾘ ｻｸﾗ 女子 200000474  女子３年 ８００ｍ
82  邑　楽 大泉東 475  河野　琴美(3) ｺｳﾉ ｺﾄﾐ 女子 200000475  女子３年 ８００ｍ
83  邑　楽 大泉東 477  佐原　綾夏(3) ｻﾜﾗ ｱﾔｶ 女子 200000477  女子３年 ８００ｍ
84  前　橋 桃井 531  谷村　健竜(4) ﾀﾆﾑﾗ ｹﾝﾘｭｳ 男子 100000531  男子４年 １００ｍ
85  前　橋 桃井 532  トマス　快(4) ﾄﾏｽ ｶｲ 男子 100000532  男子４年 １０００ｍ
86  前　橋 桃井 533  大坪　康彦(5)  ｵｵﾂﾎﾞ ﾔｽﾋｺ 男子 100000533  男子５年 １００ｍ
87  前　橋 桃井 952  有田　　瞳(4) ｱﾘﾀ ﾋﾄﾐ 女子 200000952  女子４年 １００ｍ
88  前　橋 前橋中川 2226  高橋　　玄(2)  ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 男子 100002226  男子２年 ３００ｍ
89  前　橋 前橋中川 2228  荻原　一歩(4)  ｵｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 男子 100002228  男子４年 １０００ｍ
90  前　橋 前橋中川 961  武井　愛名(6) ﾀｹｲ ｱｲﾅ 女子 200000961  女子６年 １００ｍ
91  前　橋 前橋中川 2227  勅使河原瞳(2)  ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ 女子 200002227  女子２年 ３００ｍ
92  前　橋 前橋中川 2229  高杉穂乃香(4)  ﾀｶｽｷﾞ ﾎﾉｶ 女子 200002229  女子４年 １００ｍ
93  前　橋 前橋中川 2230  後藤　千波(1)  ｺﾞﾄｳ ﾁﾅﾐ 女子 200002230  女子１年 ３００ｍ
94  前　橋 敷島 507  武尾　宗大(3) ﾀｴｵ ｿｳﾀ 男子 100000507  男子３年 １０００ｍ
95  前　橋 敷島 509  本田　雅敦(6)  ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱﾂ 男子 100000509  男子６年 走高跳
96  前　橋 敷島 508  小川　優里(5)  ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 女子 200000508  女子５年 ボール投げ
97  前　橋 敷島 511  松井香奈美(5) ﾏﾂｲ ｶﾅﾐ 女子 200000511  女子５年 ボール投げ
98  前　橋 敷島 2304  横溝　萌佳(5)  ﾖｺﾐｿﾞ ﾓｴｶ 女子 200002304  女子５年 ８００ｍ
99  前　橋 前橋城南 520  笹澤　健豊(2)  ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 男子 100000520  男子２年 ３００ｍ
100  前　橋 前橋城南 516  細貝美菜子(6)  ﾎｿｶﾞｲ ﾐﾅｺ 女子 200000516  女子６年 １００ｍ
101  前　橋 前橋城南 517  戸塚みな美(6) ﾄﾂｶ ﾐﾅﾐ 女子 200000517  女子６年 １００ｍ
102  前　橋 前橋城南 518  丸山　亜未(6) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾐ 女子 200000518  女子６年 １００ｍ
103  前　橋 前橋城南 519  笹澤　桃子(6)  ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 女子 200000519  女子６年 １００ｍ
104  前　橋 前橋城南 521  寺内　結菜(6) ﾃﾗｳﾁ ﾕﾅ 女子 200000521
105  前　橋 前橋城南 2303  寺内　結菜(6) ﾃﾗｳﾁ ﾕﾅ 女子 200002303  女子６年 １００ｍ
106  前　橋 前橋城東 513  鈴木　海都(5)  ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 男子 100000513  男子５年 １００ｍ
107  前　橋 前橋城東 514  菊池　悠仁(5)  ｷｸﾁ ﾕｳｼﾞﾝ 男子 100000514  男子５年 １００ｍ
108  前　橋 前橋城東 515  石塚　航大(1)  ｲｼﾂﾞｶ ｺｳﾀ 男子 100000515  男子１年 ３００ｍ
109  前　橋 前橋城東 512  柳澤　佑奈(5)  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 200000512  女子５年 ８００ｍ
110  前　橋 天川 978  一ノ瀬雅知也(2) ｲﾁﾉｾ ﾏﾁﾔ 男子 100000978  男子２年 ３００ｍ
111  前　橋 天川 1821  稲村　　紀(4) ｲﾅﾑﾗ ﾓﾄ 男子 100001821  男子４年 １００ｍ
112  前　橋 天川 955  長谷部寧々(6)  ﾊｾﾍﾞ ﾈﾈ 女子 200000955  女子６年 走幅跳
113  前　橋 天川 969  棚木　佑香(4) ﾀﾅｷ ﾕｳｶ 女子 200000969  女子４年 １００ｍ
114  前　橋 天川 970  棚木　千晶(1) ﾀﾅｷ ﾁｱｷ 女子 200000970  女子１年 ３００ｍ
115  前　橋 天川 977  伊藤　　萌(6) ｲﾄｳ ﾓｴ 女子 200000977  女子６年 １００ｍ
116  前　橋 岩神 1856  木下　　潤(2)  ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝ 男子 100001856  男子２年 ３００ｍ
117  前　橋 岩神 2301  田中　　挑(4)  ﾀﾅｶ ｲﾄﾞﾑ 男子 100002301  男子４年 １００ｍ
118  前　橋 岩神 1857  平柳　玲奈(5)  ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾚｲﾅ 女子 200001857  女子５年 １００ｍ
119  前　橋 前橋中央 522  真木　円汰(2) ﾏｷ ｴﾝﾀ 男子 100000522  男子２年 ３００ｍ
120  前　橋 前橋中央 523  宮澤　峻喜(6)  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼｷ 男子 100000523  男子６年 １００ｍ
121  前　橋 前橋広瀬 914  小泉　　翼(5)  ｺｲｽﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 男子 100000914  男子５年 走高跳
122  前　橋 前橋広瀬 915  志村　大成(5) ｼﾑﾗ ﾀｲｾｲ 男子 100000915  男子５年 １００ｍ
123  前　橋 前橋広瀬 916  下田　優衣(6)  ｼﾓﾀﾞ ﾕｲ 男子 100000916  男子６年 １００ｍ
124  前　橋 前橋広瀬 920  林　　俊文(6) ﾊﾔｼ ﾄｼﾌﾐ 男子 100000920  男子６年 １０００ｍ
125  前　橋 前橋広瀬 921  正田　信大(6)  ｼｮｳﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 男子 100000921  男子６年 １０００ｍ
126  前　橋 前橋広瀬 922  久保庭洋人(6)  ｸﾎﾞﾆﾜ ﾋﾛﾄ 男子 100000922  男子６年 １００ｍ
127  前　橋 前橋広瀬 923  清水　要杜(6)  ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾄ 男子 100000923
128  前　橋 前橋広瀬 1802  清水　要杜(6)  ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾄ 男子 100001802  男子６年 １００ｍ
129  前　橋 前橋広瀬 1880  村山　瑛星(3) ﾑﾗﾔﾏ ﾃﾙﾄｼ 男子 100001880  男子３年 １０００ｍ
130  前　橋 前橋広瀬 1881  渡辺隆太郎(3)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 100001881  男子３年 １０００ｍ
131  前　橋 前橋広瀬 917  下田　真衣(6)  ｼﾓﾀﾞ ﾏｲ 女子 200000917  女子６年 １００ｍ
132  前　橋 前橋広瀬 918  大勝麻衣奈(6) ｵｵｶﾂ ﾏｲﾅ 女子 200000918  女子６年 １００ｍ
133  前　橋 前橋広瀬 919  安田　結女(6)  ﾔｽﾀﾞ ﾕﾒ 女子 200000919  女子６年 １００ｍ
134  前　橋 前橋広瀬 1879  正田　千敬(3)  ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾋﾛ 女子 200001879  女子３年 ８００ｍ
135  前　橋 山王 924  川端　駿介(6)  ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 男子 100000924  男子６年 １０００ｍ
136  前　橋 山王 925  新井　智也(6) ｱﾗｲ ﾄﾓﾔ 男子 100000925  男子６年 １００ｍ
137  前　橋 山王 926  諸田　友輝(6)  ﾓﾛﾀﾞ ﾄﾓｷ 男子 100000926  男子６年 １００ｍ
138  前　橋 山王 927  稲原　好人(6) ｲﾅﾊﾗ ﾖｼﾄ 男子 100000927  男子６年 １００ｍ
139  前　橋 山王 934  高橋　旺也(5) ﾀｶﾊｼ ｵｳﾔ 男子 100000934  男子５年 １００ｍ
140  前　橋 山王 935  長谷川洸太(4)  ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀ 男子 100000935  男子４年 １０００ｍ
141  前　橋 山王 936  稲原　和志(4)  ｲﾅﾊﾗ ｶｽﾞｼ 男子 100000936  男子４年 １００ｍ
142  前　橋 山王 938  南雲　直照(4)  ﾅｸﾞﾓ ﾀﾀﾞｱｷ 男子 100000938  男子４年 １００ｍ
143  前　橋 山王 941  小野里悠斗(4)  ｵﾉｻﾞﾄ ﾕｳﾄ 男子 100000941  男子４年 １００ｍ
144  前　橋 山王 942  村田　涼輔(4) ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 男子 100000942  男子４年 １０００ｍ
145  前　橋 山王 944  小暮　佳希(4)  ｺｸﾞﾚ ﾖｼｷ 男子 100000944  男子４年 １００ｍ
146  前　橋 山王 946  代田　悠貴(3) ｼﾛﾀ ﾕｳｷ 男子 100000946  男子３年 １０００ｍ
147  前　橋 山王 928  後藤　桃夏(6)  ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｶ 女子 200000928  女子６年 走幅跳
148  前　橋 山王 929  山田　鈴華(6)  ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ 女子 200000929  女子６年 走幅跳
149  前　橋 山王 930  萩原友香梨(6)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｶﾘ 女子 200000930  女子６年 ８００ｍ
150  前　橋 山王 931  石井　夏帆(6) ｲｼｲ ｶﾎ 女子 200000931  女子６年 １００ｍ
151  前　橋 山王 932  手島　未玖(6) ﾃｼﾏ ﾐｸ 女子 200000932  女子６年 ボール投げ
152  前　橋 山王 933  長谷川遥花(6)  ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 女子 200000933  女子６年 １００ｍ
153  前　橋 山王 937  橋詰　亜未(4)  ﾊｼｽﾞﾒ ｱﾐ 女子 200000937  女子４年 １００ｍ
154  前　橋 山王 939  女屋　穂佳(4) ｵﾅﾔ ﾎﾉｶ 女子 200000939  女子４年 １００ｍ
155  前　橋 山王 940  鈴木　湖栞(4)  ｽｽﾞｷ ｺﾉｶ 女子 200000940  女子４年 １００ｍ
156  前　橋 山王 943  森下　涼音(4)  ﾓﾘｼﾀ ｽｽﾞﾈ 女子 200000943  女子４年 １００ｍ
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157  前　橋 山王 945  竹渕未夏美(3)  ﾀｹﾌﾞﾁ ﾐﾅﾐ 女子 200000945  女子３年 ８００ｍ
158  前　橋 山王 947  増田　優菜(3)  ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 200000947  女子３年 ８００ｍ
159  前　橋 山王 948  橋詰　絢音(1)  ﾊｼｽﾞﾒ ｱﾔﾈ 女子 200000948  女子１年 ３００ｍ
160  前　橋 朝倉 971  市川　可梨(4) ｲﾁｶﾜ ｶﾘﾝ 女子 200000971  女子４年 １００ｍ
161  前　橋 下川淵 502  井上　湧斗(5) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 男子 100000502  男子５年 １０００ｍ
162  前　橋 下川淵 501  小野寺優希(6)  ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 女子 200000501  女子６年 走幅跳
163  前　橋 下川淵 503  須藤　李恩(5) ｽﾄｳ ﾘｵﾝ 女子 200000503  女子５年 ８００ｍ
164  前　橋 下川淵 504  佐藤　祐希(5) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 女子 200000504  女子５年 走幅跳
165  前　橋 下川淵 505  山河　愛実(5) ﾔﾏｶﾜ ﾏﾅﾐ 女子 200000505  女子５年 １００ｍ
166  前　橋 下川淵 506  今井　香乃(5) ｲﾏｲ ｶﾉ 女子 200000506
167  前　橋 下川淵 954  溝口　花音(4)  ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾉﾝ 女子 200000954  女子４年 ８００ｍ
168  前　橋 桃木 953  赤石　佳斗(5) ｱｶｲｼ ｹｲﾄ 男子 100000953  男子５年 １００ｍ
169  前　橋 桃木 2403  川上　一馬(3)  ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾏ 男子 100002403  男子３年 １０００ｍ
170  前　橋 桃木 2404  髙原　朋也(4) ﾀｶﾊﾗ ﾄﾓﾔ 男子 100002404  男子４年 １００ｍ
171  前　橋 桃木 2405  大澤　　優(4) ｵｵｻﾜ ﾋﾛ 男子 100002405  男子４年 １００ｍ
172  前　橋 桃木 2407  八木原大河(4)  ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 100002407  男子４年 １０００ｍ
173  前　橋 桃木 957  安達理紗子(5)  ｱﾀﾞﾁ ﾘｻｺ 女子 200000957  女子５年 １００ｍ
174  前　橋 桃木 2401  湯澤　奈夕(2)  ﾕｻﾞﾜ ﾅﾕ 女子 200002401  女子２年 ３００ｍ
175  前　橋 桃木 2402  大澤　百夏(2) ｵｵｻﾜ ﾓｶ 女子 200002402  女子２年 ３００ｍ
176  前　橋 桃木 2406  湯澤　利奈(4)  ﾕｻﾞﾜ ﾘﾅ 女子 200002406  女子４年 １００ｍ
177  前　橋 桂萱東 958  真屋　柚月(6)  ﾏﾔ ﾕﾂﾞｷ 女子 200000958  女子６年 走幅跳
178  前　橋 桃瀬 528  齋藤　　隼(2) ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 男子 100000528  男子２年 ３００ｍ
179  前　橋 桃瀬 529  須田　大貴(6)  ｽﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 男子 100000529  男子６年 １０００ｍ
180  前　橋 桃瀬 524  横山　夢月(6) ﾖｺﾔﾏ ﾑﾂｷ 女子 200000524  女子６年 １００ｍ
181  前　橋 桃瀬 525  吉田　　楓(6)  ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 200000525  女子６年 １００ｍ
182  前　橋 桃瀬 526  林　　花野(6) ﾊﾔｼ ﾊﾅﾉ 女子 200000526  女子６年 ８０ｍＨ
183  前　橋 桃瀬 527  佐藤　遥香(6) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 200000527  女子６年 １００ｍ
184  前　橋 桃瀬 530  須田奈々緒(4)  ｽﾀﾞ ﾅﾅｵ 女子 200000530  女子４年 １００ｍ
185  前　橋 芳賀 2231  田所　創生(1)  ﾀﾄﾞｺﾛ ｿｳｾｲ 男子 100002231  男子１年 ３００ｍ
186  前　橋 芳賀 2234  鈴木　寛志(2)  ｽｽﾞｷ ｶﾝｼﾞ 男子 100002234  男子２年 ３００ｍ
187  前　橋 芳賀 979  和田亜莉寿(5)  ﾜﾀﾞ ｱﾘｽ 女子 200000979  女子５年 ８００ｍ
188  前　橋 芳賀 2232  加藤　陽菜(2) ｶﾄｳ ﾋﾅ 女子 200002232  女子２年 ３００ｍ
189  前　橋 芳賀 2233  水石　　凌(6)  ﾐｽﾞｲｼ ﾘｮｳ 女子 200002233  女子６年 １００ｍ
190  前　橋 芳賀 2235  鈴木　慧子(1)  ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ 女子 200002235  女子１年 ３００ｍ
191  前　橋 嶺 1811  入澤　克己(2) ｲﾘｻﾜ ｶﾂﾐ 男子 100001811  男子２年 ３００ｍ
192  前　橋 嶺 1813  田中　智也(4) ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 男子 100001813  男子４年 １００ｍ
193  前　橋 嶺 1815  須田　匡博(5)  ｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 100001815  男子５年 １０００ｍ
194  前　橋 嶺 1819  木村　郁斗(6) ｷﾑﾗ ﾌﾐﾄ 男子 100001819  男子６年 １０００ｍ
195  前　橋 嶺 1820  青木　慶介(4) ｱｵｷ ｹｲｽｹ 男子 100001820  男子４年 １００ｍ
196  前　橋 嶺 1812  磯田　桜花(4)  ｲｿﾀﾞ ｵｳｶ 女子 200001812  女子４年 ８００ｍ
197  前　橋 嶺 1814  田中　茄奈(6) ﾀﾅｶ ﾅﾅ 女子 200001814  女子６年 １００ｍ
198  前　橋 嶺 1816  須田　衣純(4)  ｽﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 200001816  女子４年 １００ｍ
199  前　橋 嶺 1817  山田くるみ(5)  ﾔﾏﾀﾞ ｸﾙﾐ 女子 200001817  女子５年 ８００ｍ
200  前　橋 嶺 1818  木村美乃夏(3) ｷﾑﾗ ﾐﾉｶ 女子 200001818  女子３年 ８００ｍ
201  前　橋 勝山 907  長尾　颯大(1)  ﾅｶﾞｵ ｿｳﾀ 男子 100000907  男子１年 ３００ｍ
202  前　橋 勝山 908  金城　幸芽(1)  ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳﾒ 女子 200000908  女子１年 ３００ｍ
203  前　橋 勝山 974  村山　陽彩(3) ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｱ 女子 200000974  女子３年 ８００ｍ
204  前　橋 元総社 534  長井　幸多(5)  ﾅｶﾞｲ ｺｳﾀ 男子 100000534  男子５年 １００ｍ
205  前　橋 元総社 535  長尾　忠紀(5)  ﾅｶﾞｵ ﾀﾀﾞﾉﾘ 男子 100000535  男子５年 ８０ｍＨ
206  前　橋 元総社 539  荒牧　駿佑(4) ｱﾗﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 100000539  男子４年 １０００ｍ
207  前　橋 元総社 540  江原　達哉(4)  ｴﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ 男子 100000540  男子４年 １０００ｍ
208  前　橋 元総社 536  矢野　芽唯(4) ﾔﾉ ﾒｲ 女子 200000536  女子４年 ８００ｍ
209  前　橋 元総社 537  若林　愛栞(2)  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 女子 200000537  女子２年 ３００ｍ
210  前　橋 元総社 538  黒岩　夏奈(2) ｸﾛｲﾜ ｶﾅ 女子 200000538  女子２年 ３００ｍ
211  前　橋 元総社 541  森　　真輝(4) ﾓﾘ ﾏｷ 女子 200000541  女子４年 １００ｍ
212  前　橋 元総社 542  森　　優佳(2) ﾓﾘ ﾕｶ 女子 200000542  女子２年 ３００ｍ
213  前　橋 元総社 543  加藤　成実(4) ｶﾄｳ ﾅﾙﾐ 女子 200000543  女子４年 １００ｍ
214  前　橋 元総社南 544  大畠　敬貴(4) ｵｵﾊﾀ ﾄｼｷ 男子 100000544  男子４年 １００ｍ
215  前　橋 元総社南 545  山本　怜亜(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｱ 男子 100000545  男子４年 １００ｍ
216  前　橋 元総社北 546  三浦さくら(5) ﾐｳﾗ ｻｸﾗ 女子 200000546  女子５年 走高跳
217  前　橋 前橋東 950  森田　瑛介(6) ﾓﾘﾀ ｴｲｽｹ 男子 100000950  男子６年 １０００ｍ
218  前　橋 前橋東 980  真塩　凌大(5) ﾏｼｵ ﾘｮｳﾀ 男子 100000980  男子５年 走幅跳
219  前　橋 前橋東 949  吉川友理香(4) ﾖｼｶﾜ ﾕﾘｶ 女子 200000949  女子４年 ８００ｍ
220  前　橋 前橋東 951  森田　真央(4) ﾓﾘﾀ ﾏｵ 女子 200000951  女子４年 ８００ｍ
221  前　橋 大利根 1866  森谷　隆史(2) ﾓﾘﾔ ﾀｶﾌﾐ 男子 100001866  男子２年 ３００ｍ
222  前　橋 大利根 1867  斉藤　滉太(6) ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 100001867  男子６年 １０００ｍ
223  前　橋 大利根 1865  森谷裕美子(4) ﾓﾘﾔ ﾕﾐｺ 女子 200001865  女子４年 ８００ｍ
224  前　橋 大利根 1868  大友はるな(2) ｵｵﾄﾓ ﾊﾙﾅ 女子 200001868  女子２年 ３００ｍ
225  前　橋 大利根 1869  窪　凜々子(2)  ｸﾎﾞ ﾘﾘｺ 女子 200001869  女子２年 ３００ｍ
226  前　橋 新田 976  浜名　　欧(2) ﾊﾏﾅ ｵｳ 男子 100000976  男子２年 ３００ｍ
227  前　橋 新田 975  浜名かのん(5) ﾊﾏﾅ ｶﾉﾝ 女子 200000975  女子５年 １００ｍ
228  前　橋 細井 911  鍋谷雄一郎(5)  ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 100000911  男子５年 １０００ｍ
229  前　橋 細井 909  伊藤　香純(3) ｲﾄｳ ｶｽﾐ 女子 200000909  女子３年 ８００ｍ
230  前　橋 細井 910  伊藤　未玲(5) ｲﾄｳ ﾐﾚｲ 女子 200000910  女子５年 ８００ｍ
231  前　橋 細井 912  金井　智里(6) ｶﾅｲ ﾁｻﾄ 女子 200000912  女子６年 走幅跳
232  前　橋 細井 913  狩野　舞雪(6) ｶﾉｳ ﾏﾕｷ 女子 200000913  女子６年 ８０ｍＨ
233  前　橋 桃川 1625  勝山　光輝(2) ｶﾂﾔﾏ ﾐﾂｷ 男子 100001625  男子２年 ３００ｍ
234  前　橋 桃川 1626  金井　澄人(3) ｶﾅｲ ｷﾖﾄ 男子 100001626  男子３年 １０００ｍ
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235  前　橋 桃川 1627  金井　渓人(3) ｶﾅｲ ｹｲﾄ 男子 100001627  男子３年 １０００ｍ
236  前　橋 桃川 1628  今泉　陽介(3)  ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｳｽｹ 男子 100001628  男子３年 １０００ｍ
237  前　橋 桃川 1630  都丸　海人(4) ﾄﾏﾙ ｶｲﾄ 男子 100001630  男子４年 １０００ｍ
238  前　橋 桃川 1631  佐藤　聖弥(4) ｻﾄｳ ｾｲﾔ 男子 100001631  男子４年 １０００ｍ
239  前　橋 桃川 1632  高山　友輔(4) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 男子 100001632  男子４年 １００ｍ
240  前　橋 桃川 1633  田子　涼介(4)  ﾀｺﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 100001633  男子４年 １０００ｍ
241  前　橋 桃川 1636  数納　遥斗(5) ｽﾉｳ ﾊﾙﾄ 男子 100001636  男子５年 ボール投げ
242  前　橋 桃川 1637  樺澤　優馬(5)  ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳﾏ 男子 100001637  男子５年 １０００ｍ
243  前　橋 桃川 1638  飯塚　遥紀(5)  ｲｲｽﾞｶ ﾊﾙｷ 男子 100001638  男子５年 ボール投げ
244  前　橋 桃川 1641  田子　直弥(5)  ﾀｺﾞ ﾅｵﾔ 男子 100001641  男子５年 ボール投げ
245  前　橋 桃川 1642  廣瀨　龍生(5) ﾋﾛｾ ﾘｭｳｷ 男子 100001642  男子５年 １００ｍ
246  前　橋 桃川 1643  福本　優哉(5) ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 100001643  男子５年 ボール投げ
247  前　橋 桃川 1644  中野　雄太(5) ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 男子 100001644  男子５年 １０００ｍ
248  前　橋 桃川 1647  玉川ひろみ(5)  ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 男子 100001647  男子５年 ボール投げ
249  前　橋 桃川 1648  山本　　樹(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ 男子 100001648  男子５年 １０００ｍ
250  前　橋 桃川 1649  佐藤　裕輝(5) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 男子 100001649  男子５年 １００ｍ
251  前　橋 桃川 1650  狩野　澪士(5)  ｶﾉｳ ﾚｲｼﾞ 男子 100001650  男子５年 １００ｍ
252  前　橋 桃川 1651  清水　　空(5)  ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 男子 100001651  男子５年 走高跳
253  前　橋 桃川 1652  武井　遥樹(5) ﾀｹｲ ﾊﾙｷ 男子 100001652  男子５年 走幅跳
254  前　橋 桃川 1655  石嶋　大夢(5)  ｲｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ 男子 100001655  男子５年 走幅跳
255  前　橋 桃川 1660  目黒　慶介(6)  ﾒｸﾞﾛ ｹｲｽｹ 男子 100001660  男子６年 ８０ｍＨ
256  前　橋 桃川 1661  勝山　翔太(6) ｶﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 100001661  男子６年 ８０ｍＨ
257  前　橋 桃川 1662  佐藤　大成(6) ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 男子 100001662  男子６年 走高跳
258  前　橋 桃川 1664  荒木　颯平(6) ｱﾗｷ ｿｳﾍｲ 男子 100001664  男子６年 ８０ｍＨ
259  前　橋 桃川 1665  竹田　直希(6)  ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 100001665  男子６年 １０００ｍ
260  前　橋 桃川 1667  永岡　雅崇(6)  ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾀｶ 男子 100001667  男子６年 １００ｍ
261  前　橋 桃川 1670  齋藤　旺慈(6)  ｻｲﾄｳ ｵｳｼﾞ 男子 100001670  男子６年 １００ｍ
262  前　橋 桃川 1671  久保　吏輝(6)  ｸﾎﾞ ﾘｷ 男子 100001671  男子６年 走幅跳
263  前　橋 桃川 1629  鈴木　沙彩(4)  ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ 女子 200001629  女子４年 ８００ｍ
264  前　橋 桃川 1634  平澤　絵美(4) ﾋﾗｻﾜ ｴﾐ 女子 200001634  女子４年 １００ｍ
265  前　橋 桃川 1635  石崎　愛莉(5)  ｲｼｻﾞｷ ｱｲﾘ 女子 200001635  女子５年 走幅跳
266  前　橋 桃川 1639  松本　瞳依(5) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 女子 200001639  女子５年 ８００ｍ
267  前　橋 桃川 1640  八木原　希(5)  ﾔｷﾞﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 200001640  女子５年 ８００ｍ
268  前　橋 桃川 1645  大友　美侑(5) ｵｵﾄﾓ ﾐﾕ 女子 200001645  女子５年 ８００ｍ
269  前　橋 桃川 1646  吉田　結花(5)  ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 200001646  女子５年 ８００ｍ
270  前　橋 桃川 1653  齊藤　優維(5) ｻｲﾄｳ ﾕｲ 女子 200001653  女子５年 走幅跳
271  前　橋 桃川 1654  堀　亜友夏(5) ﾎﾘ ｱﾕｶ 女子 200001654  女子５年 走高跳
272  前　橋 桃川 1656  屋敷　有沙(5) ﾔｼｷ ｱﾘｻ 女子 200001656  女子５年 ８００ｍ
273  前　橋 桃川 1657  関口　季佐(6)  ｾｷｸﾞﾁ ｷｻ 女子 200001657  女子６年 走幅跳
274  前　橋 桃川 1658  天野絵理香(6) ｱﾏﾉ ｴﾘｶ 女子 200001658  女子６年 １００ｍ
275  前　橋 桃川 1659  樺澤愛七海(6)  ｶﾊﾞｻﾜ ﾏﾅﾐ 女子 200001659  女子６年 ボール投げ
276  前　橋 桃川 1663  木村　実歩(6) ｷﾑﾗ ﾐﾎ 女子 200001663  女子６年 走高跳
277  前　橋 桃川 1666  廣多　美穂(6) ﾋﾛﾀ ﾐﾎ 女子 200001666  女子６年 １００ｍ
278  前　橋 桃川 1668  大巾沙也伽(6)  ｵｵﾊﾊﾞ ｻﾔｶ 女子 200001668  女子６年 １００ｍ
279  前　橋 桃川 1669  渡部　杏実(6)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ 女子 200001669  女子６年 １００ｍ
280  前　橋 荒牧 972  宮内　走斗(4) ﾐﾔｳﾁ ﾕｷﾄ 男子 100000972  男子４年 １００ｍ
281  前　橋 荒牧 973  宮内はやて(2) ﾐﾔｳﾁ ﾊﾔﾃ 男子 100000973  男子２年 ３００ｍ
282  前　橋 荒牧 1822  関　　宏太(6) ｾｷ ｺｳﾀ 男子 100001822  男子６年 １０００ｍ
283  前　橋 荒牧 1823  林　　涼太(6) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 男子 100001823  男子６年 ８０ｍＨ
284  前　橋 荒牧 1824  坂西　啓佑(6) ｻｶﾆｼ ｹｲｽｹ 男子 100001824  男子６年 １００ｍ
285  前　橋 荒牧 1825  佐藤　颯太(1) ｻﾄｳ ｿｳﾀ 男子 100001825  男子１年 ３００ｍ
286  前　橋 荒牧 1826  青木　　稜(1) ｱｵｷ ﾘｮｳ 男子 100001826  男子１年 ３００ｍ
287  前　橋 荒牧 1827  山内まさゆき(1) ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾕｷ 男子 100001827  男子１年 ３００ｍ
288  前　橋 荒牧 1828  姉崎　広伸(1)  ｱﾈｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 男子 100001828  男子１年 ３００ｍ
289  前　橋 荒牧 1829  設楽　大和(1)  ｼﾀﾞﾗ ﾔﾏﾄ 男子 100001829  男子１年 ３００ｍ
290  前　橋 荒牧 1831  大島　明道(2) ｵｵｼﾏ ｱｷﾐﾁ 男子 100001831  男子２年 ３００ｍ
291  前　橋 荒牧 1835  滋野　晃琉(3)  ｼｹﾞﾉ ﾋｶﾙ 男子 100001835  男子３年 １０００ｍ
292  前　橋 荒牧 1836  山内けんじ(3)  ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ 男子 100001836  男子３年 １０００ｍ
293  前　橋 荒牧 1837  設楽　大成(4)  ｼﾀﾞﾗ ﾀｲｾｲ 男子 100001837  男子４年 １００ｍ
294  前　橋 荒牧 1838  牧　　涼介(4) ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 100001838  男子４年 １００ｍ
295  前　橋 荒牧 1839  浅見　　陸(4) ｱｻｲ ﾘｸ 男子 100001839  男子４年 １００ｍ
296  前　橋 荒牧 1840  小川　友也(4)  ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 男子 100001840  男子４年 １００ｍ
297  前　橋 荒牧 1841  関　　亮哉(4) ｾｷ ﾘｮｳﾔ 男子 100001841  男子４年 １００ｍ
298  前　橋 荒牧 1842  古谷　英佑(4) ﾌﾙﾔ ｴｲｽｹ 男子 100001842  男子４年 １０００ｍ
299  前　橋 荒牧 1843  高木　健吾(5)  ﾀｶｷﾞ ｹﾝｺﾞ 男子 100001843  男子５年 １０００ｍ
300  前　橋 荒牧 1848  時田　一幸(6)  ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾕｷ 男子 100001848  男子６年 ８０ｍＨ
301  前　橋 荒牧 1849  関根　　彗(6) ｾｷﾈ ｹｲ 男子 100001849  男子６年 ８０ｍＨ
302  前　橋 荒牧 1882  阿部　奏士(1)  ｱﾍﾞ ｶﾅﾄ 男子 100001882  男子１年 ３００ｍ
303  前　橋 荒牧 1830  小坂　菜緒(1) ｺｻｶ ﾅｵ 女子 200001830  女子１年 ３００ｍ
304  前　橋 荒牧 1832  堀口　莉花(2)  ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｶ 女子 200001832  女子２年 ３００ｍ
305  前　橋 荒牧 1833  菊地　真由(2) ｷｸﾁ ﾏﾕ 女子 200001833  女子２年 ３００ｍ
306  前　橋 荒牧 1834  坂田　星来(2) ｻｶﾀ ｾｲﾗ 女子 200001834  女子２年 ３００ｍ
307  前　橋 荒牧 1844  設楽あゆみ(6)  ｼﾀﾞﾗ ｱﾕﾐ 女子 200001844  女子６年 ８０ｍＨ
308  前　橋 荒牧 1845  金井　瑠南(6) ｶﾅｲ ﾙﾅ 女子 200001845  女子６年 ８０ｍＨ
309  前　橋 荒牧 1846  金井　瑠理(6) ｶﾅｲ ﾙﾘ 女子 200001846  女子６年 ８０ｍＨ
310  前　橋 荒牧 1847  田村　彩香(6) ﾀﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 200001847  女子６年 ８００ｍ
311  前　橋 清里 1876  榊原　　輝(4)  ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ 男子 100001876  男子４年 １０００ｍ
312  前　橋 清里 1877  榊原　りな(2)  ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘﾅ 女子 200001877  女子２年 ３００ｍ
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313  前　橋 永明 2001  角田　諒太(1)  ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 100002001  男子１年 ３００ｍ
314  前　橋 永明 2002  青木創太郎(1) ｱｵｷ ｿｳﾀﾛｳ 男子 100002002  男子１年 ３００ｍ
315  前　橋 永明 2008  浅井　浩稀(3) ｱｻｲ ﾋﾛｷ 男子 100002008  男子３年 １０００ｍ
316  前　橋 永明 2009  千木良　奏(3)  ﾁｷﾞﾗ ｶﾅﾃﾞ 男子 100002009  男子３年 １０００ｍ
317  前　橋 永明 2010  三橋　優人(3) ﾐﾂﾊｼ ﾕｳﾄ 男子 100002010  男子３年 １０００ｍ
318  前　橋 永明 2012  青木　　玲(4) ｱｵｷ ﾚｲ 男子 100002012  男子４年 １００ｍ
319  前　橋 永明 2013  石井　　鷹(5) ｲｼｲ ﾖｳ 男子 100002013  男子５年 １００ｍ
320  前　橋 永明 2014  吉原　晃生(5) ﾖｼﾊﾗ ｺｳｷ 男子 100002014  男子５年 １００ｍ
321  前　橋 永明 2020  矢部　達也(6)  ﾔﾍﾞ ﾀﾂﾔ 男子 100002020  男子６年 １００ｍ
322  前　橋 永明 2021  前川　　輝(6) ﾏｴｶﾜ ﾋｶﾙ 男子 100002021  男子６年 ボール投げ
323  前　橋 永明 2022  川島　捷平(6) ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 男子 100002022  男子６年 ボール投げ
324  前　橋 永明 2023  川島　拓郎(6) ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾛｳ 男子 100002023  男子６年 １００ｍ
325  前　橋 永明 2024  久保田晃生(6)  ｸﾎﾞﾀ ｺｳｾｲ 男子 100002024  男子６年 ボール投げ
326  前　橋 永明 2027  渡辺　悠太(6)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 男子 100002027
327  前　橋 永明 2030  千吉良　陽(1)  ﾁｷﾞﾗ ﾋﾅﾀ 男子 100002030  男子１年 ３００ｍ
328  前　橋 永明 362  太田　友唯(5) ｵｵﾀ ﾕｲ 女子 200000362
329  前　橋 永明 2003  永井　萌花(1)  ﾅｶﾞｲ ﾓｴｶ 女子 200002003  女子１年 ３００ｍ
330  前　橋 永明 2004  中台　萌久(2)  ﾅｶﾀﾞｲ ﾒｸﾞ 女子 200002004  女子２年 ３００ｍ
331  前　橋 永明 2005  岩崎莉梨花(2) ｲﾜｻｷ ﾘﾘｶ 女子 200002005  女子２年 ３００ｍ
332  前　橋 永明 2006  太田　有咲(3) ｵｵﾀ ｱﾘｻ 女子 200002006  女子３年 ８００ｍ
333  前　橋 永明 2007  三森　愛夏(3) ﾐﾂﾓﾘ ﾏﾅｶ 女子 200002007  女子３年 ８００ｍ
334  前　橋 永明 2011  石田香穂美(4)  ｲｼﾀﾞ ｶﾎﾐ 女子 200002011  女子４年 ８００ｍ
335  前　橋 永明 2015  女屋みずほ(5)  ｵﾅﾔ ﾐｽﾞﾎ 女子 200002015  女子５年 １００ｍ
336  前　橋 永明 2016  一倉　夏帆(5) ｲﾁｸﾗ ｶﾎ 女子 200002016  女子５年 １００ｍ
337  前　橋 永明 2017  岩崎実留紅(5) ｲﾜｻｷ ﾐﾙｸ 女子 200002017  女子５年 １００ｍ
338  前　橋 永明 2018  太田　友唯(5) ｵｵﾀ ﾕｲ 女子 200002018  女子５年 １００ｍ
339  前　橋 永明 2019  石田菜穂美(5)  ｲｼﾀﾞ ﾅﾎﾐ 女子 200002019  女子５年 ８００ｍ
340  前　橋 永明 2025  岩崎安里寿(6) ｲﾜｻｷ ｱﾘｽ 女子 200002025  女子６年 ８０ｍＨ
341  前　橋 永明 2026  青木　桜花(6) ｱｵｷ ｻｸﾗ 女子 200002026  女子６年 １００ｍ
342  前　橋 永明 2028  齊藤　美空(6) ｻｲﾄｳ ﾐｸ 女子 200002028
343  前　橋 永明 2029  渡邉　千宙(6)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 女子 200002029
344  前　橋 荒子 1850  佐藤　秀哉(4) ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ 男子 100001850  男子４年 １００ｍ
345  前　橋 荒子 1853  額田　隼斗(4)  ﾇｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ 男子 100001853  男子４年 １００ｍ
346  前　橋 荒子 1855  大澤　飛鳥(4) ｵｵｻﾜ ｱｽｶ 男子 100001855  男子４年 １０００ｍ
347  前　橋 荒子 1851  佐藤　百莉(2) ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 女子 200001851  女子２年 ３００ｍ
348  前　橋 荒子 1852  額田　千里(2)  ﾇｶﾀﾞ ﾁｻﾄ 女子 200001852  女子２年 ３００ｍ
349  前　橋 荒子 1854  大澤　　凜(2) ｵｵｻﾜ ﾘﾝ 女子 200001854  女子２年 ３００ｍ
350  前　橋 大室 1870  関野　将大(6) ｾｷﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 100001870  男子６年 １００ｍ
351  前　橋 大室 1871  萩原　吉生(3)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼｷ 男子 100001871  男子３年 １０００ｍ
352  前　橋 大室 1872  神澤　翔太(6)  ｶﾝｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 男子 100001872  男子６年 １００ｍ
353  前　橋 二之宮 325  細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(6)  ﾎｿｲ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 男子 100000325  男子６年 １００ｍ
354  前　橋 笂井 1858  大澤　悠人(1) ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ 男子 100001858  男子１年 ３００ｍ
355  前　橋 大胡 1804  前原　貴文(4) ﾏｴﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 男子 100001804  男子４年 １００ｍ
356  前　橋 大胡 1806  内田　圭人(6)  ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾄ 男子 100001806  男子６年 １００ｍ
357  前　橋 大胡 1807  田中　吟侍(1)  ﾀﾅｶ ｷﾞﾝｼﾞ 男子 100001807  男子１年 ３００ｍ
358  前　橋 大胡 1808  田中　清玄(6)  ﾀﾅｶ ｾｲｹﾞﾝ 男子 100001808  男子６年 １０００ｍ
359  前　橋 大胡 1803  奥泉　桃果(4)  ｵｸｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ 女子 200001803  女子４年 １００ｍ
360  前　橋 大胡 1805  戸塚　美智(4) ﾄﾂｶ ﾐｻﾄ 女子 200001805  女子４年 １００ｍ
361  前　橋 大胡 1809  堀内　涼乃(4)  ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞﾉ 女子 200001809  女子４年 ８００ｍ
362  前　橋 大胡 1810  内田　理音(4)  ｳﾁﾀﾞ ﾘｵﾝ 女子 200001810  女子４年 １００ｍ
363  前　橋 大胡東 1859  高桑　遥平(2) ﾀｶｸﾜ ﾖｳﾍｲ 男子 100001859  男子２年 ３００ｍ
364  前　橋 大胡東 1860  安藤　大朗(5)  ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 男子 100001860  男子５年 １０００ｍ
365  前　橋 大胡東 1861  安藤　主朗(2)  ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾛｳ 男子 100001861  男子２年 ３００ｍ
366  前　橋 大胡東 1864  佐藤　　海(3) ｻﾄｳ ｶｲ 男子 100001864  男子３年 １０００ｍ
367  前　橋 大胡東 1862  佐藤　佑衣(4) ｻﾄｳ ﾕｲ 女子 200001862  女子４年 １００ｍ
368  前　橋 大胡東 1863  佐藤菜々美(4) ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 女子 200001863  女子４年 １００ｍ
369  前　橋 宮城 190  冨樫　嵯貴(3)  ﾄｶﾞｼ ｻﾂｷ 男子 100000190  男子３年 １０００ｍ
370  前　橋 宮城 191  田中　汐音(3) ﾀﾅｶ ｼｵﾝ 男子 100000191  男子３年 １０００ｍ
371  前　橋 宮城 193  野口　那琉(3)  ﾉｸﾞﾁ ﾅｲﾙ 男子 100000193  男子３年 １０００ｍ
372  前　橋 宮城 194  茂木直太郎(2)  ﾓｷﾞ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 100000194  男子２年 ３００ｍ
373  前　橋 宮城 192  阿久澤麻緒(2)  ｱｸｻﾞﾜ ﾏｵ 女子 200000192  女子２年 ３００ｍ
374  前　橋 宮城 195  竹内　　望(5)  ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 女子 200000195  女子５年 走幅跳
375  前　橋 粕川 1873  下田　竜介(6)  ｼﾓﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 男子 100001873  男子６年 走高跳
376  前　橋 粕川 1874  下田　京輔(2)  ｼﾓﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 男子 100001874  男子２年 ３００ｍ
377  前　橋 粕川 1875  三浦　和馬(6)  ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ 男子 100001875  男子６年 走幅跳
378  前　橋 原 608  船津　望光(5)  ﾌﾅﾂ ﾉｿﾞﾐ 男子 100000608  男子５年 １０００ｍ
379  前　橋 原 612  小暮　俊介(6)  ｺｸﾞﾚ ｼｭﾝｽｹ 男子 100000612  男子６年 走幅跳
380  前　橋 原 1505  蛭川　樹唯(2) ﾋﾙｶﾜ ｼｭｲ 男子 100001505  男子２年 ３００ｍ
381  前　橋 原 1506  田村　　楓(2)  ﾀﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 男子 100001506  男子２年 ３００ｍ
382  前　橋 原 1672  土谷　希望(2)  ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾐ 男子 100001672  男子２年 ３００ｍ
383  前　橋 原 1674  石橋　直也(6)  ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾔ 男子 100001674  男子６年 走高跳
384  前　橋 原 1677  林　　楓真(6) ﾊﾔｼ ﾌｳﾏ 男子 100001677  男子６年 １０００ｍ
385  前　橋 原 1678  下田　隼大(1)  ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾀ 男子 100001678  男子１年 ３００ｍ
386  前　橋 原 1680  阿久澤勇真(2)  ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 男子 100001680  男子２年 ３００ｍ
387  前　橋 原 1681  菊田　　匠(2) ｷｸﾀ ｼｮｳ 男子 100001681  男子２年 ３００ｍ
388  前　橋 原 1683  石井　一輝(3)  ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 男子 100001683  男子３年 １０００ｍ
389  前　橋 原 1684  岩﨑　愛斗(3) ｲﾜｻｷ ﾏﾅﾄ 男子 100001684  男子３年 １０００ｍ
390  前　橋 原 1685  蛭川康太郎(3) ﾋﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 男子 100001685  男子３年 １０００ｍ
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391  前　橋 原 1687  木嶋　海生(4)  ｷｼﾞﾏ ｶｲｾｲ 男子 100001687  男子４年 １００ｍ
392  前　橋 原 1689  関口　和真(4)  ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 男子 100001689  男子４年 １００ｍ
393  前　橋 原 1691  阿久澤隆成(5)  ｱｸｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 男子 100001691  男子５年 １０００ｍ
394  前　橋 原 1692  笹澤　蒼生(5)  ｻｻｻﾞﾜ ｿｳ 男子 100001692  男子５年 １０００ｍ
395  前　橋 原 1693  山﨑　隼人(5)  ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 男子 100001693  男子５年 ボール投げ
396  前　橋 原 1694  前川　知吉(6)  ﾏｴｶﾞﾜ ﾄﾓｷﾁ 男子 100001694  男子６年 １０００ｍ
397  前　橋 原 1695  船津　光輝(6) ﾌﾅﾂ ｺｳｷ 男子 100001695  男子６年 ボール投げ
398  前　橋 原 1696  蓑谷　龍司(6)  ﾐﾉﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ 男子 100001696  男子６年 走幅跳
399  前　橋 原 609  金古　美優(5) ｶﾈｺ ﾐﾕｳ 女子 200000609  女子５年 ８００ｍ
400  前　橋 原 610  松村　詩音(5) ﾏﾂﾑﾗ ｼｵﾝ 女子 200000610  女子５年 １００ｍ
401  前　橋 原 611  有川　知波(6) ｱﾘｶﾜ ﾁﾅﾐ 女子 200000611  女子６年 ８００ｍ
402  前　橋 原 1501  浅見　優依(6) ｱｻﾐ ﾕｲ 女子 200001501  女子６年 走高跳
403  前　橋 原 1502  角田　真実(6)  ﾂﾉﾀﾞ ﾏﾐ 女子 200001502  女子６年 走高跳
404  前　橋 原 1503  田代明日香(6) ﾀｼﾛ ｱｽｶ 女子 200001503  女子６年 ボール投げ
405  前　橋 原 1504  前田　楓香(6)  ﾏｴﾀﾞ ﾌｳｶ 女子 200001504  女子６年 １００ｍ
406  前　橋 原 1507  金田　梨伽(2)  ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝｶ 女子 200001507  女子２年 ３００ｍ
407  前　橋 原 1508  岡田　夏美(4)  ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 女子 200001508  女子４年 １００ｍ
408  前　橋 原 1509  星野夢依夏(4) ﾎｼﾉ ﾕｲｶ 女子 200001509  女子４年 １００ｍ
409  前　橋 原 1673  前川みすず(2)  ﾏｴｶﾞﾜ ﾐｽｽﾞ 女子 200001673  女子２年 ３００ｍ
410  前　橋 原 1675  石井恵里佳(6) ｲｼｲ ｴﾘｶ 女子 200001675  女子６年 走幅跳
411  前　橋 原 1676  蛭川　夏生(6) ﾋﾙｶﾜ ﾅﾂｷ 女子 200001676  女子６年 １００ｍ
412  前　橋 原 1679  岩﨑　珠奈(1)  ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾅ 女子 200001679  女子１年 ３００ｍ
413  前　橋 原 1682  関口　若菜(2)  ｾｷｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 女子 200001682  女子２年 ３００ｍ
414  前　橋 原 1686  齋藤みなみ(3) ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 女子 200001686  女子３年 ８００ｍ
415  前　橋 原 1688  前田　梨香(4)  ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ 女子 200001688  女子４年 １００ｍ
416  前　橋 原 1690  田中　瑶子(4) ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 女子 200001690  女子４年 ８００ｍ
417  前　橋 原 1697  伊藤　佳菜(6) ｲﾄｳ ｶﾅ 女子 200001697  女子６年 ８０ｍＨ
418  前　橋 原 1698  木村　沙羅(6) ｷﾑﾗ ｻﾗ 女子 200001698  女子６年 ８００ｍ
419  前　橋 原 1699  田中　美帆(6) ﾀﾅｶ ﾐﾎ 女子 200001699  女子６年 ８００ｍ
420  前　橋 原 1700  奈良麻里子(6) ﾅﾗ ﾏﾘｺ 女子 200001700  女子６年 走高跳
421  前　橋 時沢 959  寺嶌　渓一(6) ﾃﾗｼﾏ ｹｲｲﾁ 男子 100000959  男子６年 １０００ｍ
422  前　橋 時沢 960  書上　竜也(3)  ｶｷｱｹﾞ ﾀﾂﾔ 男子 100000960  男子３年 １０００ｍ
423  前　橋 時沢 965  伊吹　風雅(2)  ｲﾌﾞｷ ﾌｳｶﾞ 男子 100000965  男子２年 ３００ｍ
424  前　橋 時沢 966  伊吹　隼人(6)  ｲﾌﾞｷ ﾊﾔﾄ 男子 100000966  男子６年 １００ｍ
425  前　橋 時沢 981  椛沢　陸夢(6)  ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｸﾑ 男子 100000981
426  前　橋 時沢 982  田中　宏樹(6) ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 男子 100000982
427  前　橋 時沢 983  藤井　良平(6)  ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 男子 100000983
428  前　橋 時沢 2201  諸田　悠人(6) ﾓﾛﾀ ﾕｳﾄ 男子 100002201  男子６年 １０００ｍ
429  前　橋 時沢 2202  小林　　平(3)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｮｳ 男子 100002202  男子３年 １０００ｍ
430  前　橋 時沢 2204  井野奈央哉(6) ｲﾉ ﾅｵﾔ 男子 100002204  男子６年 走高跳
431  前　橋 時沢 2205  山田隆乃介(5)  ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 100002205  男子５年 １００ｍ
432  前　橋 時沢 2206  藤井　颯人(2)  ﾌｼﾞｲ ﾊﾔﾄ 男子 100002206  男子２年 ３００ｍ
433  前　橋 時沢 2209  石川　　廉(5) ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 男子 100002209  男子５年 １００ｍ
434  前　橋 時沢 2210  髙橋　昂成(5) ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 男子 100002210  男子５年 １００ｍ
435  前　橋 時沢 2212  磯田　将太(6)  ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 100002212  男子６年 １０００ｍ
436  前　橋 時沢 2213  田中　宏樹(6) ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 男子 100002213  男子６年 １００ｍ
437  前　橋 時沢 2215  松本　慎司(2)  ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 男子 100002215  男子２年 ３００ｍ
438  前　橋 時沢 2216  椛沢　陸夢(6)  ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｸﾑ 男子 100002216  男子６年 １００ｍ
439  前　橋 時沢 2217  新井　龍司(6)  ｱﾗｲ ﾘｭｳｼﾞ 男子 100002217  男子６年 ８０ｍＨ
440  前　橋 時沢 2219  牧原　雅人(6) ﾏｷﾊﾗ ﾏｻﾄ 男子 100002219  男子６年 １００ｍ
441  前　橋 時沢 2220  北澤　優真(6)  ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 男子 100002220  男子６年 走高跳
442  前　橋 時沢 2222  萩原　悠策(6)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｻｸ 男子 100002222  男子６年 １０００ｍ
443  前　橋 時沢 2223  寺嶌　渓一(6) ﾃﾗｼﾏ ｹｲｲﾁ 男子 100002223
444  前　橋 時沢 956  須田　梨湖(6)  ｽﾀﾞ ﾘｺ 女子 200000956  女子６年 ８００ｍ
445  前　橋 時沢 964  樺沢帆乃佳(4)  ｶﾊﾞｻﾜ ﾎﾉｶ 女子 200000964  女子４年 ８００ｍ
446  前　橋 時沢 967  金子　美聡(6) ｶﾈｺ ﾐｻﾄ 女子 200000967  女子６年 １００ｍ
447  前　橋 時沢 968  林　　英麻(6) ﾊﾔｼ ｴﾏ 女子 200000968  女子６年 ８００ｍ
448  前　橋 時沢 2203  片貝　星奈(6) ｶﾀｶｲ ｾﾅ 女子 200002203  女子６年 走高跳
449  前　橋 時沢 2207  斉藤　琴美(2) ｻｲﾄｳ ｺﾄﾐ 女子 200002207  女子２年 ３００ｍ
450  前　橋 時沢 2208  斉藤　美紅(5) ｻｲﾄｳ ﾐｸ 女子 200002208  女子５年 １００ｍ
451  前　橋 時沢 2211  上原　　遙(5) ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ 女子 200002211  女子５年 ８０ｍＨ
452  前　橋 時沢 2214  松本　　唯(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ 女子 200002214  女子６年 １００ｍ
453  前　橋 時沢 2218  林　芙美香(6) ﾊﾔｼ ﾌﾐｶ 女子 200002218  女子６年 １００ｍ
454  前　橋 時沢 2221  冨士原すず(5)  ﾌｼﾞﾊﾗ ｽｽﾞ 女子 200002221  女子５年 １００ｍ
455  前　橋 時沢 2224  黒澤ミライ(6) ｸﾗｻﾜ ﾐﾗｲ 女子 200002224
456  前　橋 時沢 2225  須田　梨湖(6)  ｽﾀﾞ ﾘｺ 女子 200002225
457  前　橋 白川 1424  峰　　晃生(6) ﾐﾈ ｺｳｷ 男子 100001424  男子６年 １０００ｍ
458  前　橋 群大附属 1878  奈良　栄敬(6)  ﾅﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 男子 100001878  男子６年 １００ｍ
459  前　橋 群大附属 2103  佐藤　夢高(1) ｻﾄｳ ﾕﾒﾀｶ 男子 100002103  男子１年 ３００ｍ
460  前　橋 群大附属 2106  小林　大輝(1)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 男子 100002106  男子１年 ３００ｍ
461  前　橋 群大附属 2108  川　　拓未(1) ｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 100002108  男子１年 ３００ｍ
462  前　橋 群大附属 2109  寺本　　敢(1) ﾃﾗﾓﾄ ｲｻﾑ 男子 100002109  男子１年 ３００ｍ
463  前　橋 群大附属 2110  羽鳥　門真(1)  ﾊﾄﾘ ｶﾄﾞﾏ 男子 100002110  男子１年 ３００ｍ
464  前　橋 群大附属 2112  長井　優汰(2)  ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 男子 100002112  男子２年 ３００ｍ
465  前　橋 群大附属 2113  青木　　陸(2) ｱｵｷ ﾘｸ 男子 100002113  男子２年 ３００ｍ
466  前　橋 群大附属 2115  大沢虎太郎(2) ｵｵｻﾜ ｺﾀﾛｳ 男子 100002115  男子２年 ３００ｍ
467  前　橋 群大附属 2116  岡庭　圭吾(2)  ｵｶﾆﾜ ｹｲｺﾞ 男子 100002116  男子２年 ３００ｍ
468  前　橋 群大附属 2118  奈良　海都(2) ﾅﾗ ｶｲﾄ 男子 100002118  男子２年 ３００ｍ
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469  前　橋 群大附属 2120  安藤　広貴(3)  ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 男子 100002120  男子３年 １０００ｍ
470  前　橋 群大附属 2122  五十嵐圭介(3)  ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ 男子 100002122  男子３年 １０００ｍ
471  前　橋 群大附属 2124  山口　博生(3)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 男子 100002124  男子３年 １０００ｍ
472  前　橋 群大附属 2125  多田　夏也(3)  ﾀﾀﾞ ﾅﾂﾔ 男子 100002125  男子３年 １０００ｍ
473  前　橋 群大附属 2126  内田　　空(4)  ｳﾁﾀﾞ ｿﾗ 男子 100002126  男子４年 １００ｍ
474  前　橋 群大附属 2127  加藤　昇太(4) ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 100002127  男子４年 １０００ｍ
475  前　橋 群大附属 2128  中林　勇人(4)  ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 男子 100002128  男子４年 １００ｍ
476  前　橋 群大附属 2129  吉川　暁大(4) ﾖｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ 男子 100002129  男子４年 １００ｍ
477  前　橋 群大附属 2130  根津　　隼(4)  ﾈﾂﾞ ｼｭﾝ 男子 100002130  男子４年 １００ｍ
478  前　橋 群大附属 2132  瀬田　悠貴(4) ｾﾀ ﾕｳｷ 男子 100002132  男子４年 １０００ｍ
479  前　橋 群大附属 2137  片貝　祐太(4) ｶﾀｶｲ ﾕｳﾀ 男子 100002137  男子４年 １００ｍ
480  前　橋 群大附属 2140  川　　祐太(5) ｶﾜ ﾕｳﾀ 男子 100002140  男子５年 走幅跳
481  前　橋 群大附属 2142  竹　那由太(5) ﾀｹ ﾅﾕﾀ 男子 100002142  男子５年 走幅跳
482  前　橋 群大附属 2145  小笠原　聡(6)  ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾄｼ 男子 100002145  男子６年 １００ｍ
483  前　橋 群大附属 2148  山下　　裕(6) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 男子 100002148  男子６年 １０００ｍ
484  前　橋 群大附属 2150  関　純之介(6)  ｾｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 男子 100002150  男子６年 走幅跳
485  前　橋 群大附属 2152  稲村　　史(6) ｲﾅﾑﾗ ﾌﾐ 男子 100002152  男子６年 ボール投げ
486  前　橋 群大附属 2153  須田　匠彦(6)  ｽﾀﾞ ﾅﾙﾋｺ 男子 100002153  男子６年 走幅跳
487  前　橋 群大附属 2154  茂木　優太(6)  ﾓﾃｷﾞ ﾕｳﾀ 男子 100002154  男子６年 走幅跳
488  前　橋 群大附属 962  島﨑ねね香(3)  ｼﾏｻﾞｷ ﾈﾈｶ 女子 200000962  女子３年 ８００ｍ
489  前　橋 群大附属 963  島﨑りり香(1)  ｼﾏｻﾞｷ ﾘﾘｶ 女子 200000963  女子１年 ３００ｍ
490  前　橋 群大附属 2101  加部来瑠美(1)  ｶﾍﾞ ｸﾙﾐ 女子 200002101  女子１年 ３００ｍ
491  前　橋 群大附属 2102  熊木　杏菜(1) ｸﾏｷ ｱﾝﾅ 女子 200002102  女子１年 ３００ｍ
492  前　橋 群大附属 2104  松田くるみ(1)  ﾏﾂﾀﾞ ｸﾙﾐ 女子 200002104  女子１年 ３００ｍ
493  前　橋 群大附属 2105  桑原　希望(1)  ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 200002105  女子１年 ３００ｍ
494  前　橋 群大附属 2107  竹　　和沙(1)  ﾀｹ ｶｽﾞｻ 女子 200002107  女子１年 ３００ｍ
495  前　橋 群大附属 2111  角田　奈槻(2)  ﾂﾉﾀﾞ ﾅﾂｷ 女子 200002111  女子２年 ３００ｍ
496  前　橋 群大附属 2114  飯島はるか(2)  ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 200002114  女子２年 ３００ｍ
497  前　橋 群大附属 2117  加藤　陽華(2) ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 200002117  女子２年 ３００ｍ
498  前　橋 群大附属 2119  飯野　莉子(2) ｲｲﾉ ﾘｺ 女子 200002119  女子２年 ３００ｍ
499  前　橋 群大附属 2121  加部　美玲(3)  ｶﾍﾞ ﾐﾚｲ 女子 200002121  女子３年 ８００ｍ
500  前　橋 群大附属 2123  石井くるみ(3) ｲｼｲ ｸﾙﾐ 女子 200002123  女子３年 ８００ｍ
501  前　橋 群大附属 2131  鈴木実桜子(4)  ｽｽﾞｷ ﾐｵｺ 女子 200002131  女子４年 ８００ｍ
502  前　橋 群大附属 2133  田所　智羽(4)  ﾀﾄﾞｺﾛ ﾁﾊﾈ 女子 200002133  女子４年 １００ｍ
503  前　橋 群大附属 2134  角田　梓織(4)  ﾂﾉﾀﾞ ｼｵﾘ 女子 200002134  女子４年 ８００ｍ
504  前　橋 群大附属 2135  飯嶌　天音(4)  ｲｲｼﾞﾏ ｱﾏﾈ 女子 200002135  女子４年 １００ｍ
505  前　橋 群大附属 2136  大沢　理子(4) ｵｵｻﾜ ﾘｺ 女子 200002136  女子４年 ８００ｍ
506  前　橋 群大附属 2138  塚田　晏奈(4)  ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 女子 200002138  女子４年 ８００ｍ
507  前　橋 群大附属 2139  内山　愛玲(5) ｳﾁﾔﾏ ﾐﾚｲ 女子 200002139  女子５年 １００ｍ
508  前　橋 群大附属 2141  髙橋　佑瑠(5) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 女子 200002141  女子５年 ８００ｍ
509  前　橋 群大附属 2143  富田　真琴(5) ﾄﾐﾀ ﾏｺﾄ 女子 200002143  女子５年 １００ｍ
510  前　橋 群大附属 2144  岩崎　紘乃(5) ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾉ 女子 200002144  女子５年 １００ｍ
511  前　橋 群大附属 2146  瀬田　玲奈(6) ｾﾀ ﾚｲﾅ 女子 200002146  女子６年 ８０ｍＨ
512  前　橋 群大附属 2147  飯嶌かがり(6)  ｲｲｼﾞﾏ ｶｶﾞﾘ 女子 200002147  女子６年 走幅跳
513  前　橋 群大附属 2149  阿部　凪紗(6)  ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ 女子 200002149  女子６年 ８００ｍ
514  前　橋 群大附属 2151  間渕　未来(6)  ﾏﾌﾞﾁ ﾐｷ 女子 200002151  女子６年 ８０ｍＨ
515  前　橋 群大附属 2155  鈴木優由子(6)  ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 女子 200002155  女子６年 ８００ｍ
516  高　崎 高崎北 1101  谷山　晃大(1)  ﾀﾆﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 100001101  男子１年 ３００ｍ
517  高　崎 高崎北 1108  小柳　裕貴(6)  ｵﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ 男子 100001108  男子６年 １０００ｍ
518  高　崎 高崎北 1210  植原　唯斗(6) ｳｴﾊﾗ ﾕｲﾄ 男子 100001210  男子６年 ８０ｍＨ
519  高　崎 高崎北 1211  塚越　真吾(6)  ﾂｶｺﾞｼ ｼﾝｺﾞ 男子 100001211  男子６年 １０００ｍ
520  高　崎 高崎北 1212  谷山　雄大(6) ﾀﾆﾔﾏ ﾕｳﾀ 男子 100001212  男子６年 １０００ｍ
521  高　崎 高崎北 1213  新井　　拓(6) ｱﾗｲ ﾀｸ 男子 100001213  男子６年 １００ｍ
522  高　崎 高崎北 1218  馬場　宣人(6)  ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 男子 100001218
523  高　崎 高崎北 1102  坂口　日菜(3)  ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅ 女子 200001102  女子３年 ８００ｍ
524  高　崎 高崎北 1103  谷山　優衣(4) ﾀﾆﾔﾏ ﾕｲ 女子 200001103  女子４年 ８００ｍ
525  高　崎 高崎北 1104  森　和佳葉(4) ﾓﾘ ﾜｶﾅ 女子 200001104  女子４年 １００ｍ
526  高　崎 高崎北 1105  泉澤　明音(5)  ｲｽﾞﾐｻﾜ ｱｶﾈ 女子 200001105  女子５年 ８００ｍ
527  高　崎 高崎北 1106  高橋　七虹(6) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｺ 女子 200001106  女子６年 ８００ｍ
528  高　崎 高崎北 1107  土橋　茉里(6) ﾂﾁﾊｼ ﾏﾘ 女子 200001107  女子６年 ８００ｍ
529  高　崎 高崎北 1109  小柳　実玖(6)  ｵﾔﾅｷﾞ ﾐｸ 女子 200001109  女子６年 ８００ｍ
530  高　崎 高崎北 1205  坂口　実優(6)  ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 女子 200001205  女子６年 ８００ｍ
531  高　崎 高崎北 1206  矢沢　莉子(6)  ﾔｻﾞﾜ ﾘｺ 女子 200001206  女子６年 ８００ｍ
532  高　崎 高崎北 1207  植原　愛子(6) ｳｴﾊﾗ ｱｲｺ 女子 200001207  女子６年 １００ｍ
533  高　崎 高崎北 1208  大谷菜生子(6) ｵｵﾀﾆ ﾅｵｺ 女子 200001208  女子６年 １００ｍ
534  高　崎 高崎北 1209  大山　日菜(6) ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ 女子 200001209  女子６年 ８００ｍ
535  高　崎 高崎南 1110  佐藤　仁瑛(2)  ｻﾄｳ ｼﾞﾝｴｲ 男子 100001110  男子２年 ３００ｍ
536  高　崎 高崎南 1369  星野　元希(4)  ﾎｼﾉ ｹﾞﾝｷ 男子 100001369  男子４年 １０００ｍ
537  高　崎 高崎南 1349  小林　季理(6)  ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾘ 女子 200001349  女子６年 １００ｍ
538  高　崎 高崎東 1111  岩本　奎昇(3) ｲﾜﾓﾄ ｹｲｼｮｳ 男子 100001111  男子３年 １０００ｍ
539  高　崎 高崎東 1112  金田　渉吾(3)  ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 100001112  男子３年 １０００ｍ
540  高　崎 高崎東 1113  中野　泰我(3)  ﾅｶﾉ ﾀｲｶﾞ 男子 100001113  男子３年 １０００ｍ
541  高　崎 高崎東 1114  熊井勇太朗(3) ｸﾏｲ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 100001114  男子３年 １０００ｍ
542  高　崎 高崎西 1115  及川　真純(2) ｵｲｶﾜ ﾏｽﾐ 男子 100001115  男子２年 ３００ｍ
543  高　崎 高崎西 1117  天野　大地(4)  ｱﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ 男子 100001117  男子４年 １００ｍ
544  高　崎 高崎西 1367  佐々木　諒(4) ｻｻｷ ﾘｮｳ 男子 100001367  男子４年 １００ｍ
545  高　崎 高崎西 1397  成田　朝陽(1) ﾅﾘﾀ ｱｻﾋ 男子 100001397  男子１年 ３００ｍ
546  高　崎 高崎西 1116  木村　光希(2) ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ 女子 200001116  女子２年 ３００ｍ
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547  高　崎 高崎西 1118  中島　亜紀(4)  ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷ 女子 200001118  女子４年 ８００ｍ
548  高　崎 高崎西 1351  品田　咲紀(6)  ｼﾅﾀﾞ ｻｷ 女子 200001351  女子６年 １００ｍ
549  高　崎 高崎西 1394  成田　佳乃(2) ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ 女子 200001394  女子２年 ３００ｍ
550  高　崎 塚沢 1119  立石　　創(2) ﾀﾃｲｼ ｿｳ 男子 100001119  男子２年 ３００ｍ
551  高　崎 塚沢 1120  天方　峻人(2) ｱﾏｶﾀ ﾘｮｳﾄ 男子 100001120  男子２年 ３００ｍ
552  高　崎 塚沢 1122  立石　　優(4) ﾀﾃｲｼ ﾕｳ 男子 100001122  男子４年 １００ｍ
553  高　崎 塚沢 1123  小林　彩斗(4)  ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲﾄ 男子 100001123  男子４年 １００ｍ
554  高　崎 塚沢 1124  小林　佳悟(6)  ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 男子 100001124  男子６年 ボール投げ
555  高　崎 塚沢 1125  高井　　翔(6) ﾀｶｲ ｼｮｳ 男子 100001125  男子６年 １００ｍ
556  高　崎 塚沢 1121  眞下　夏姫(2) ﾏｼﾓ ﾅﾂｷ 女子 200001121  女子２年 ３００ｍ
557  高　崎 塚沢 1126  篠﨑　愛菜(6)  ｼﾉｻﾞｷ ﾏﾅ 女子 200001126  女子６年 ボール投げ
558  高　崎 塚沢 1325  富岡　　凜(5) ﾄﾐｵｶ ﾘﾝ 女子 200001325  女子５年 １００ｍ
559  高　崎 塚沢 1355  門傳　歩子(6)  ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾎﾉｺ 女子 200001355  女子６年 １００ｍ
560  高　崎 片岡 1127  星野　隆也(3) ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ 男子 100001127  男子３年 １０００ｍ
561  高　崎 片岡 1129  岩井一之助(5) ｲﾜｲ ｲﾁﾉｽｹ 男子 100001129  男子５年 ボール投げ
562  高　崎 片岡 1302  山本　龍平(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 男子 100001302  男子４年 １００ｍ
563  高　崎 片岡 1347  吉田　雄亮(6)  ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 100001347  男子６年 １００ｍ
564  高　崎 片岡 1366  川島　　啓(4) ｶﾜｼﾏ ｹｲ 男子 100001366  男子４年 １００ｍ
565  高　崎 片岡 1392  星野　一平(5)  ﾎｼﾉ ｲｯﾍﾟｲ 男子 100001392  男子５年 １０００ｍ
566  高　崎 片岡 1128  眞杉　亜実(3)  ﾏｽｷﾞ ｱﾐ 女子 200001128  女子３年 ８００ｍ
567  高　崎 片岡 1363  清水　璃乃(5)  ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ 女子 200001363  女子５年 １００ｍ
568  高　崎 片岡 1378  吉田有里彩(4)  ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ 女子 200001378  女子４年 ８００ｍ
569  高　崎 片岡 1386  山森菜津美(3) ﾔﾏﾓﾘ ﾅﾂﾐ 女子 200001386  女子３年 ８００ｍ
570  高　崎 寺尾 1130  岸　　　廉(2) ｷｼ ﾚﾝ 男子 100001130  男子２年 ３００ｍ
571  高　崎 寺尾 1133  今井　　樹(6) ｲﾏｲ ｲﾂｷ 男子 100001133  男子６年 １０００ｍ
572  高　崎 寺尾 1330  武藤　　崇(5) ﾑﾄｳ ﾀｶｼ 男子 100001330  男子５年 １００ｍ
573  高　崎 寺尾 1368  樋口　　綸(4)  ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝ 男子 100001368  男子４年 １０００ｍ
574  高　崎 寺尾 1131  阿久澤舞羽(2)  ｱｸｻﾞﾜ ﾏｲﾊ 女子 200001131  女子２年 ３００ｍ
575  高　崎 寺尾 1132  阿久澤明李(5)  ｱｸｻﾞﾜ ｱｶﾘ 女子 200001132  女子５年 ８００ｍ
576  高　崎 佐野 1134  塩月　雅史(5) ｼｵﾂｷ ﾏｻﾌﾐ 男子 100001134  男子５年 １００ｍ
577  高　崎 佐野 1135  塩月　啓史(5) ｼｵﾂｷ ﾋﾛﾌﾐ 男子 100001135  男子５年 １００ｍ
578  高　崎 佐野 1356  新井　知仁(5)  ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋﾄ 男子 100001356  男子５年 １００ｍ
579  高　崎 佐野 1136  外所　亜美(5)  ﾄﾄﾞｺﾛ ｱﾐ 女子 200001136  女子５年 １００ｍ
580  高　崎 六郷 1370  堀内　俊哉(4) ﾎﾘｳﾁ ﾄｼﾔ 男子 100001370  男子４年 １００ｍ
581  高　崎 六郷 1389  吉田虎宇太(2)  ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 100001389  男子２年 ３００ｍ
582  高　崎 六郷 1312  笠原　実紅(6) ｶｻﾊﾗ ﾐｸ 女子 200001312  女子６年 １００ｍ
583  高　崎 六郷 1393  岡田　杏樹(2)  ｵｶﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 女子 200001393  女子２年 ３００ｍ
584  高　崎 高崎城南 1137  藤倉大太郎(1)  ﾌｼﾞｸﾗ ﾀﾞｲﾀﾛｳ 男子 100001137  男子１年 ３００ｍ
585  高　崎 高崎城南 1138  磯田　遥人(2)  ｲｿﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 100001138  男子２年 ３００ｍ
586  高　崎 高崎城南 1140  大下　智也(4) ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾔ 男子 100001140  男子４年 １０００ｍ
587  高　崎 高崎城南 1141  岩沢　侑祐(4) ｲﾜｻﾜ ﾕｳｽｹ 男子 100001141  男子４年 １００ｍ
588  高　崎 高崎城南 1142  畠山　裕也(4) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳﾔ 男子 100001142  男子４年 １００ｍ
589  高　崎 高崎城南 1143  畠山　賢吾(5)  ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 男子 100001143  男子５年 １００ｍ
590  高　崎 高崎城南 1144  佐藤　稜真(5) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 男子 100001144  男子５年 走高跳
591  高　崎 高崎城南 1145  岩沢　知薫(6)  ｲﾜｻﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ 男子 100001145  男子６年 １００ｍ
592  高　崎 高崎城南 1146  中島　健一(6)  ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 男子 100001146  男子６年 １００ｍ
593  高　崎 高崎城南 1195  金井　凌雅(6)  ｶﾅｲ ﾘｮｳｶﾞ 男子 100001195  男子６年 走幅跳
594  高　崎 高崎城南 1139  三芳　夏萌(2) ﾐﾖｼ ﾅﾂﾒ 女子 200001139  女子２年 ３００ｍ
595  高　崎 高崎城南 1147  角田　琴音(6)  ﾂﾉﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 200001147  女子６年 ボール投げ
596  高　崎 高崎城南 1148  引田　真衣(6)  ﾋｷﾀﾞ ﾏｲ 女子 200001148  女子６年 １００ｍ
597  高　崎 高崎城東 1150  小林　大和(2)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 男子 100001150  男子２年 ３００ｍ
598  高　崎 高崎城東 1154  中澤　俊樹(3)  ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 男子 100001154  男子３年 １０００ｍ
599  高　崎 高崎城東 1156  中野　　丈(4)  ﾅｶﾉ ｼﾞｮｳ 男子 100001156  男子４年 １００ｍ
600  高　崎 高崎城東 1158  野口　隼杜(5)  ﾉｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男子 100001158  男子５年 １００ｍ
601  高　崎 高崎城東 1159  小林　源輝(5)  ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 男子 100001159  男子５年 １０００ｍ
602  高　崎 高崎城東 1160  小暮　大輝(5)  ｺｸﾞﾚ ﾋﾛｷ 男子 100001160  男子５年 １００ｍ
603  高　崎 高崎城東 1161  中野　　力(6) ﾅｶﾉ ﾘｷ 男子 100001161  男子６年 １００ｍ
604  高　崎 高崎城東 1162  長谷川峻大(6)  ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 男子 100001162  男子６年 １０００ｍ
605  高　崎 高崎城東 1214  松井　孝裕(6) ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 男子 100001214  男子６年 １００ｍ
606  高　崎 高崎城東 1215  萩原　雄太(6)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 男子 100001215  男子６年 １００ｍ
607  高　崎 高崎城東 1216  吉野　　江(6) ﾖｼﾉ ｺｳ 男子 100001216
608  高　崎 高崎城東 1217  小菅　優哉(6)  ｺｽｹﾞ ﾕｳﾔ 男子 100001217
609  高　崎 高崎城東 1149  長谷川菜奈(1)  ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ 女子 200001149  女子１年 ３００ｍ
610  高　崎 高崎城東 1151  宇津木　瞳(2)  ｳﾂｷﾞ ﾋﾄﾐ 女子 200001151  女子２年 ３００ｍ
611  高　崎 高崎城東 1152  小菅美優奈(2)  ｺｽｹﾞ ﾐﾕﾅ 女子 200001152  女子２年 ３００ｍ
612  高　崎 高崎城東 1153  長谷川美花(2)  ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾅ 女子 200001153  女子２年 ３００ｍ
613  高　崎 高崎城東 1155  大朝　綾真(3) ｵｵｱｻ ｱﾔﾐ 女子 200001155  女子３年 ８００ｍ
614  高　崎 高崎城東 1157  渡邉　詩乃(4)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ 女子 200001157  女子４年 ８００ｍ
615  高　崎 高崎城東 1163  遠藤　紅音(6)  ｴﾝﾄﾞｳ ｱｶﾈ 女子 200001163  女子６年 １００ｍ
616  高　崎 高崎城東 1164  高橋　陽和(6) ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 女子 200001164  女子６年 ８００ｍ
617  高　崎 高崎城東 1165  仁平ひかり(6) ﾆﾍｲ ﾋｶﾘ 女子 200001165  女子６年 １００ｍ
618  高　崎 高崎城東 1374  佐藤　実咲(4) ｻﾄｳ ﾐｻｷ 女子 200001374  女子４年 １００ｍ
619  高　崎 新高尾 252  福岡　琉太(2) ﾌｸｵｶ ﾘｭｳﾀ 男子 100000252  男子２年 ３００ｍ
620  高　崎 新高尾 253  高橋　伊央(2) ﾀｶﾊｼ ｲｵ 男子 100000253  男子２年 ３００ｍ
621  高　崎 新高尾 1303  森山　　輝(2) ﾓﾘﾔﾏ ﾋｶﾙ 男子 100001303  男子２年 ３００ｍ
622  高　崎 新高尾 1358  黒崎　翔太(5) ｸﾛｻｷ ｼｮｳﾀ 男子 100001358  男子５年 １０００ｍ
623  高　崎 新高尾 1379  黒崎　堅太(3) ｸﾛｻｷ ｹﾝﾀ 男子 100001379  男子３年 １０００ｍ
624  高　崎 新高尾 1388  塚越　　礼(2)  ﾂｶｺﾞｼ ﾚｲ 男子 100001388  男子２年 ３００ｍ



Page:9
2011/09/11 17:20 

 みんなで走ろう！　平成23年度 第15回 群馬県小学生陸上競技記録会
 主催:群馬陸上競技協会
 後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
 会場:正田醤油スタジアム群馬（敷島公園陸上競技場）

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ  出場種目１  出場種目２  出場種目３
625  高　崎 新高尾 254  土谷　彩花(5) ﾂﾁﾔ ｱﾔｶ 女子 200000254  女子５年 ８００ｍ
626  高　崎 高崎中川 247  吉田　蒼来(2)  ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 男子 100000247  男子２年 ３００ｍ
627  高　崎 高崎中川 250  神宮辰太郎(5)  ｼﾞﾝｸﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 100000250  男子５年 走幅跳
628  高　崎 高崎中川 248  神宮　未来(2)  ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾐﾗｲ 女子 200000248  女子２年 ３００ｍ
629  高　崎 高崎中川 249  米谷　奈月(4) ﾖﾈﾀﾆ ﾅﾂｷ 女子 200000249  女子４年 １００ｍ
630  高　崎 高崎中川 251  岩田　真由(5) ｲﾜﾀ ﾏﾕ 女子 200000251  女子５年 １００ｍ
631  高　崎 八幡 2051  黛　　晃洋(6)  ﾏﾕｽﾞﾐ ｱｷﾋﾛ 男子 100002051  男子６年 １００ｍ
632  高　崎 八幡 2053  長坂　一輝(3)  ﾅｶﾞｻｶ ｶｽﾞｷ 男子 100002053  男子３年 １０００ｍ
633  高　崎 八幡 2054  中野　　遥(3) ﾅｶﾉ ﾊﾙｶ 男子 100002054  男子３年 １０００ｍ
634  高　崎 八幡 2055  今井　龍希(3) ｲﾏｲ ﾘｭｳｷ 男子 100002055  男子３年 １０００ｍ
635  高　崎 八幡 2056  佐藤　幹也(3) ｻﾄｳ ﾐｷﾔ 男子 100002056  男子３年 １０００ｍ
636  高　崎 八幡 2052  中島　里緒(4)  ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｵ 女子 200002052  女子４年 ８００ｍ
637  高　崎 豊岡 1364  大井　晴貴(4) ｵｵｲ ﾊﾙｷ 男子 100001364  男子４年 １００ｍ
638  高　崎 豊岡 1371  三留　伊織(4) ﾐﾄﾒ ｲｵﾘ 男子 100001371  男子４年 １００ｍ
639  高　崎 豊岡 1381  平野由汰郎(3) ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 100001381  男子３年 １０００ｍ
640  高　崎 豊岡 2046  丸茂　隆哉(6) ﾏﾙﾓ ﾘｭｳﾔ 男子 100002046  男子６年 １０００ｍ
641  高　崎 豊岡 2047  中村　洸瑛(6) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｴｲ 男子 100002047  男子６年 １００ｍ
642  高　崎 豊岡 1328  船橋　由奈(5)  ﾌﾅﾊﾞｼ ﾕﾅ 女子 200001328  女子５年 １００ｍ
643  高　崎 豊岡 1372  大井　梨楓(4) ｵｵｲ ﾘｶ 女子 200001372  女子４年 １００ｍ
644  高　崎 豊岡 2048  本郷亜里紗(5)  ﾎﾝｺﾞｳ ｱﾘｻ 女子 200002048  女子５年 ８００ｍ
645  高　崎 豊岡 2049  中村　　舞(4) ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 女子 200002049  女子４年 ８００ｍ
646  高　崎 豊岡 2050  中村　美月(1)  ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 女子 200002050  女子１年 ３００ｍ
647  高　崎 長野 994  小田切龍勇(2)  ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾘｮｵ 男子 100000994  男子２年 ３００ｍ
648  高　崎 長野 995  小田切由茄(4)  ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｲｶ 女子 200000995  女子４年 ８００ｍ
649  高　崎 長野 996  清水優里奈(6)  ｼﾐｽﾞ ﾕﾘﾅ 女子 200000996  女子６年 ８００ｍ
650  高　崎 長野 1387  湯浅　咲菜(3) ﾕｱｻ ｻｷﾅ 女子 200001387  女子３年 ８００ｍ
651  高　崎 大類 1326  白田　春佳(6) ｼﾛﾀ ﾊﾙｶ 女子 200001326  女子６年 １００ｍ
652  高　崎 大類 1361  神澤　紀花(5)  ｶﾝｻﾞﾜ ﾉﾘｶ 女子 200001361  女子５年 走幅跳
653  高　崎 南八幡 1322  奥村　定佳(1)  ｵｸﾑﾗ ｻﾀﾞﾖｼ 男子 100001322  男子１年 ３００ｍ
654  高　崎 南八幡 1357  石川　　遼(5) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 100001357  男子５年 １００ｍ
655  高　崎 南八幡 246  阿部　萌生(5)  ｱﾍﾞ ﾒｲ 女子 200000246  女子５年 ８００ｍ
656  高　崎 南八幡 1323  奥村　ユリ(6) ｵｸﾑﾗ ﾕﾘ 女子 200001323  女子６年 １００ｍ
657  高　崎 南八幡 1375  南部　清夏(4)  ﾅﾝﾌﾞ ｻﾔｶ 女子 200001375  女子４年 １００ｍ
658  高　崎 倉賀野 984  田代涼太郎(1) ﾀｼﾛ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 100000984  男子１年 ３００ｍ
659  高　崎 倉賀野 986  中野　　匠(2) ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 男子 100000986  男子２年 ３００ｍ
660  高　崎 倉賀野 987  小池　隆聖(2) ｺｲｹ ﾘｭｳｾｲ 男子 100000987  男子２年 ３００ｍ
661  高　崎 倉賀野 988  赤石　篤哉(3) ｱｶｲｼ ｱﾂﾔ 男子 100000988  男子３年 １０００ｍ
662  高　崎 倉賀野 990  関口　岳留(5)  ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 男子 100000990  男子５年 １００ｍ
663  高　崎 倉賀野 991  渡辺　健介(5)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｽｹ 男子 100000991  男子５年 走幅跳
664  高　崎 倉賀野 992  小池　翔太(5) ｺｲｹ ｼｮｳﾀ 男子 100000992  男子５年 １０００ｍ
665  高　崎 倉賀野 1306  品田　悠斗(3)  ｼﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 100001306  男子３年 １０００ｍ
666  高　崎 倉賀野 1365  河合　　翔(4) ｶﾜｲ ｼｮｳ 男子 100001365  男子４年 １００ｍ
667  高　崎 倉賀野 985  萬木　美結(1)  ﾕﾙｷﾞ ﾐﾕｳ 女子 200000985  女子１年 ３００ｍ
668  高　崎 倉賀野 989  森田　結月(3)  ﾓﾘﾀ ﾕﾂﾞｷ 女子 200000989  女子３年 ８００ｍ
669  高　崎 倉賀野 993  嶋田　彩乃(5)  ｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 200000993  女子５年 ８００ｍ
670  高　崎  京ヶ島 1320  吉田　匠吾(2)  ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 100001320  男子２年 ３００ｍ
671  高　崎  京ヶ島 1321  吉田　光希(4)  ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 男子 100001321  男子４年 １０００ｍ
672  高　崎  京ヶ島 601  高橋　季子(5) ﾀｶﾊｼ ｷｺ 女子 200000601  女子５年 走幅跳
673  高　崎  京ヶ島 1376  深澤　萌花(4) ﾌｶｻﾜ ﾓｴｶ 女子 200001376  女子４年 １００ｍ
674  高　崎  京ヶ島 1377  八木　萌歌(4)  ﾔｷﾞ ﾓｴｶ 女子 200001377  女子４年 １００ｍ
675  高　崎  京ヶ島 1400  八木　風歌(1)  ﾔｷﾞ ﾌｳｶ 女子 200001400  女子１年 ３００ｍ
676  高　崎 滝川 606  原田　朋弥(4)  ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男子 100000606  男子４年 １００ｍ
677  高　崎 滝川 605  中澤　茉央(2)  ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｵ 女子 200000605  女子２年 ３００ｍ
678  高　崎 滝川 607  中澤　瑠菜(4)  ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 女子 200000607  女子４年 １００ｍ
679  高　崎 滝川 1354  中島　　菫(6)  ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 女子 200001354  女子６年 １００ｍ
680  高　崎 東部 604  藤野　統仁(1)  ﾌｼﾞﾉ ﾄｳｼﾞ 男子 100000604  男子１年 ３００ｍ
681  高　崎 東部 1353  関根　わか(6) ｾｷﾈ ﾜｶ 女子 200001353  女子６年 １００ｍ
682  高　崎 東部 1384  神宮　慶子(3)  ｼﾞﾝｸﾞｳ ｹｲｺ 女子 200001384  女子３年 ８００ｍ
683  高　崎 中居 602  武山　晴飛(1) ﾀｹﾔﾏ ﾊﾙﾋ 男子 100000602  男子１年 ３００ｍ
684  高　崎 中居 603  北川　正悟(2)  ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 男子 100000603  男子２年 ３００ｍ
685  高　崎 中居 1222  小林　将斗(6)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 男子 100001222  男子６年 １００ｍ
686  高　崎 中居 1223  佐藤　　怜(5) ｻﾄｳ ﾚﾝ 男子 100001223  男子５年 ８０ｍＨ
687  高　崎 中居 1224  堤　　慎吾(4)  ﾂﾂﾐ ｼﾝｺﾞ 男子 100001224  男子４年 １０００ｍ
688  高　崎 中居 1226  石塚　　健(3)  ｲｼﾂﾞｶ ﾀｹﾙ 男子 100001226  男子３年 １０００ｍ
689  高　崎 中居 1304  加藤　智也(6) ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ 男子 100001304  男子６年 １０００ｍ
690  高　崎 中居 1305  吉井　柊人(6) ﾖｼｲ ｼｭｳﾄ 男子 100001305  男子６年 １００ｍ
691  高　崎 中居 1001  植原　由佳(6) ｳｴﾊﾗ ﾕｲｶ 女子 200001001  女子６年 １００ｍ
692  高　崎 中居 1003  佐藤　七海(6) ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 女子 200001003
693  高　崎 中居 1004  不破亜莉珠(6) ﾌﾜ ｱﾘｽ 女子 200001004
694  高　崎 中居 1005  佐藤　怜子(6) ｻﾄｳ ﾚｲｺ 女子 200001005
695  高　崎 中居 1219  佐藤　七海(6) ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 女子 200001219  女子６年 １００ｍ
696  高　崎 中居 1220  不破亜莉珠(6) ﾌﾜ ｱﾘｽ 女子 200001220  女子６年 ８００ｍ
697  高　崎 中居 1221  佐藤　怜子(6) ｻﾄｳ ﾚｲｺ 女子 200001221  女子６年 １００ｍ
698  高　崎 中居 1225  不破聖衣来(3) ﾌﾜ ｾｲﾗ 女子 200001225  女子３年 ８００ｍ
699  高　崎 中居 1227  堤　　七香(2) ﾂﾂﾐ ﾅﾅｶ 女子 200001227  女子２年 ３００ｍ
700  高　崎 中居 1309  中山このみ(3) ﾅｶﾔﾏ ｺﾉﾐ 女子 200001309  女子３年 ８００ｍ
701  高　崎 中居 1324  利光　美砂(5) ﾄｼﾐﾂ ﾐｻ 女子 200001324  女子５年 １００ｍ
702  高　崎 北部 260  鳥屋　拓未(2) ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ 男子 100000260  男子２年 ３００ｍ
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703  高　崎 北部 259  佐々木理帆(5) ｻｻｷ ﾘﾎ 女子 200000259  女子５年 ８００ｍ
704  高　崎 乗附 1382  町田　　開(3)  ﾏﾁﾀﾞ ｶｲ 男子 100001382  男子３年 １０００ｍ
705  高　崎 乗附 1391  圓座　七果(2)  ｴﾝｻﾞ ﾅﾅｶ 女子 200001391  女子２年 ３００ｍ
706  高　崎 浜尻 258  本保　奏希(2)  ﾎﾝﾎﾞ ｶﾅｷ 男子 100000258  男子２年 ３００ｍ
707  高　崎 浜尻 255  正田　実瑠(4)  ｼｮｳﾀﾞ ﾐﾉﾙ 女子 200000255  女子４年 ８００ｍ
708  高　崎 浜尻 256  本保　朱理(4)  ﾎﾝﾎﾞ ｱｶﾘ 女子 200000256  女子４年 １００ｍ
709  高　崎 浜尻 257  飯沼　　紫(4) ｲｲﾇﾏ ﾕｶﾘ 女子 200000257  女子４年 ８００ｍ
710  高　崎 矢中 1344  小板橋良太(6)  ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 男子 100001344  男子６年 １００ｍ
711  高　崎 矢中 1345  藤井　　剛(6)  ﾌｼﾞｲ ｺﾞｳ 男子 100001345  男子６年 １０００ｍ
712  高　崎 矢中 1398  藤井　　剣(1)  ﾌｼﾞｲ ｹﾝ 男子 100001398  男子１年 ３００ｍ
713  高　崎 鼻高 1166  湯澤　一夢(1)  ﾕｻﾞﾜ ｲｽﾞﾑ 男子 100001166  男子１年 ３００ｍ
714  高　崎 鼻高 1167  大岡　優斗(3) ｵｵｵｶ ﾕｳﾄ 男子 100001167  男子３年 １０００ｍ
715  高　崎 箕輪 1314  上村　赳之(6) ｶﾐﾑﾗ ﾀｹﾕｷ 男子 100001314  男子６年 １００ｍ
716  高　崎 箕輪 1315  岡田　拓巳(5)  ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 100001315  男子５年 １０００ｍ
717  高　崎 箕輪 1316  上村　優介(3) ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 100001316  男子３年 １０００ｍ
718  高　崎 箕輪 1318  小澤　京征(2)  ｵｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 男子 100001318  男子２年 ３００ｍ
719  高　崎 箕輪 1334  根岸　琉冴(5)  ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｶﾞ 男子 100001334  男子５年 走高跳
720  高　崎 箕輪 1335  根岸　琉穏(3)  ﾈｷﾞｼ ﾙｵﾝ 男子 100001335  男子３年 １０００ｍ
721  高　崎 箕輪 1336  福田　喬介(5)  ﾌｸﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 男子 100001336  男子５年 １０００ｍ
722  高　崎 箕輪 1340  清水　思温(1)  ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ 男子 100001340  男子１年 ３００ｍ
723  高　崎 箕輪 1341  小林　憲信(2)  ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 男子 100001341  男子２年 ３００ｍ
724  高　崎 箕輪 1342  平形　亮太(4) ﾋﾗｶﾀ ﾘｮｳﾀ 男子 100001342  男子４年 １００ｍ
725  高　崎 箕輪 1343  大谷　絢心(2)  ｵｵﾀﾆ ｹﾝｺﾞ 男子 100001343  男子２年 ３００ｍ
726  高　崎 箕輪 1311  池田　友季(6)  ｲｹﾀﾞ ﾕｷ 女子 200001311  女子６年 １００ｍ
727  高　崎 箕輪 1317  篠原　奈帆(2) ｼﾉﾊﾗ ﾅﾎ 女子 200001317  女子２年 ３００ｍ
728  高　崎 箕輪 1319  小澤　怜奈(2)  ｵｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 女子 200001319  女子２年 ３００ｍ
729  高　崎 箕輪 1337  前橋　友紀(6)  ﾏｴﾊﾞｼ ﾕｷ 女子 200001337  女子６年 １００ｍ
730  高　崎 箕輪 1338  原田　　捺(5)  ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂ 女子 200001338  女子５年 ８０ｍＨ
731  高　崎 箕輪 1339  各務　玲衣(5)  ｶｶﾞﾐ ﾚｲ 女子 200001339  女子５年 １００ｍ
732  高　崎 箕輪 1348  遠藤　由菜(2)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 女子 200001348  女子２年 ３００ｍ
733  高　崎 車郷 1313  中村　　澪(6) ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 女子 200001313  女子６年 ８００ｍ
734  高　崎 金古 1703  神澤　彩人(6)  ｶﾝｻﾞﾜ ｱﾔﾄ 男子 100001703  男子６年 走高跳
735  高　崎 金古 1708  清水　康平(6)  ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ 男子 100001708  男子６年 走幅跳
736  高　崎 金古 1710  原田　天基(6)  ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｷ 男子 100001710  男子６年 走幅跳
737  高　崎 金古 1711  天田　　侑(5)  ｱﾏﾀﾞ ﾕｳ 男子 100001711  男子５年 ボール投げ
738  高　崎 金古 1717  井上　祐貴(5) ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 男子 100001717  男子５年 １００ｍ
739  高　崎 金古 1718  村田　遼河(5)  ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｶﾞ 男子 100001718  男子５年 １０００ｍ
740  高　崎 金古 1719  清水　玲允(5)  ｼﾐｽﾞ ﾚｲ 男子 100001719  男子５年 走高跳
741  高　崎 金古 1721  永井　天馬(5)  ﾅｶﾞｲ ﾃﾝﾏ 男子 100001721  男子５年 ボール投げ
742  高　崎 金古 1722  池田　　嗣(4)  ｲｹﾀﾞ ﾂｶｻ 男子 100001722  男子４年 １０００ｍ
743  高　崎 金古 1723  野口　陸夢(4)  ﾉｸﾞﾁ ﾋﾄﾑ 男子 100001723  男子４年 １００ｍ
744  高　崎 金古 1726  工藤　龍矢(4)  ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳﾔ 男子 100001726  男子４年 １００ｍ
745  高　崎 金古 1727  山村　樹生(4)  ﾔﾏﾑﾗ ｼﾞｭｲ 男子 100001727  男子４年 １０００ｍ
746  高　崎 金古 1731  唐澤　遼人(4) ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾄ 男子 100001731  男子４年 １００ｍ
747  高　崎 金古 1732  新宮　寛太(4)  ｼﾝｸﾞｳ ｶﾝﾀ 男子 100001732  男子４年 １００ｍ
748  高　崎 金古 1735  梅山　陸登(4) ｳﾒﾔﾏ ﾘｸﾄ 男子 100001735  男子４年 １０００ｍ
749  高　崎 金古 1737  長井　文宏(3)  ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾋﾛ 男子 100001737  男子３年 １０００ｍ
750  高　崎 金古 1738  村田　凱飛(3) ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ 男子 100001738  男子３年 １０００ｍ
751  高　崎 金古 1740  上野　　曜(3) ｳｴﾉ ｱｷﾗ 男子 100001740  男子３年 １０００ｍ
752  高　崎 金古 1741  梅山　颯太(3) ｳﾒﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 100001741  男子３年 １０００ｍ
753  高　崎 金古 1742  西川　巧朗(2) ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾛｳ 男子 100001742  男子２年 ３００ｍ
754  高　崎 金古 1743  栁澤　陽向(2)  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 男子 100001743  男子２年 ３００ｍ
755  高　崎 金古 1745  瀬川　藍生(2)  ｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 男子 100001745  男子２年 ３００ｍ
756  高　崎 金古 1747  木村　太一(2) ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 100001747  男子２年 ３００ｍ
757  高　崎 金古 1751  大塚　上颯(2)  ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｻ 男子 100001751  男子２年 ３００ｍ
758  高　崎 金古 1753  岡田　卓真(2)  ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 100001753  男子２年 ３００ｍ
759  高　崎 金古 1755  宮原　孝介(1)  ﾐﾔﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 男子 100001755  男子１年 ３００ｍ
760  高　崎 金古 1756  岩田　　力(1) ｲﾜﾀ ﾘｷ 男子 100001756  男子１年 ３００ｍ
761  高　崎 金古 1758  井上　陽人(1) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 男子 100001758  男子１年 ３００ｍ
762  高　崎 金古 1759  松本　嵩弘(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 男子 100001759  男子１年 ３００ｍ
763  高　崎 金古 1761  鈴木　拓都(1)  ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 男子 100001761  男子１年 ３００ｍ
764  高　崎 金古 1765  伊藤　隼人(6) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 100001765  男子６年 走幅跳
765  高　崎 金古 1701  和久ほなみ(6) ﾜｸ ﾎﾅﾐ 女子 200001701  女子６年 走幅跳
766  高　崎 金古 1702  矢島　李那(6)  ﾔｼﾞﾏ ﾘﾅ 女子 200001702  女子６年 走幅跳
767  高　崎 金古 1704  秋元咲津希(6) ｱｷﾓﾄ ｻﾂｷ 女子 200001704  女子６年 １００ｍ
768  高　崎 金古 1705  高橋　美緒(6) ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 女子 200001705  女子６年 走幅跳
769  高　崎 金古 1706  松本うらら(6) ﾏﾂﾓﾄ ｳﾗﾗ 女子 200001706  女子６年 ８０ｍＨ
770  高　崎 金古 1707  唐澤　杏吏(6) ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾘ 女子 200001707  女子６年 走幅跳
771  高　崎 金古 1709  川野　詩織(6) ｶﾜﾉ ｼｵﾘ 女子 200001709  女子６年 走幅跳
772  高　崎 金古 1712  松下　侑加(5) ﾏﾂｼﾀ ﾕｶ 女子 200001712  女子５年 １００ｍ
773  高　崎 金古 1713  畑内　　恵(5)  ﾊﾀﾅｲ ﾒｸﾞﾐ 女子 200001713  女子５年 ８００ｍ
774  高　崎 金古 1714  有馬　奈那(5) ｱﾘﾏ ﾅﾅ 女子 200001714  女子５年 １００ｍ
775  高　崎 金古 1715  門倉　未希(5)  ｶﾄﾞｸﾗ ﾐｷ 女子 200001715  女子５年 １００ｍ
776  高　崎 金古 1716  土屋　寿理(5)  ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾘ 女子 200001716  女子５年 １００ｍ
777  高　崎 金古 1720  小池　真汐(5) ｺｲｹ ﾏｼｵ 女子 200001720  女子５年 ８０ｍＨ
778  高　崎 金古 1724  菱沼美由喜(4) ﾋｼﾇﾏ ﾐﾕｷ 女子 200001724  女子４年 １００ｍ
779  高　崎 金古 1725  栁澤　羽純(4)  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊｽﾞﾐ 女子 200001725  女子４年 ８００ｍ
780  高　崎 金古 1728  佐藤　綺菜(4) ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 女子 200001728  女子４年 １００ｍ
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781  高　崎 金古 1729  松本萌瑛子(4) ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴｺ 女子 200001729  女子４年 １００ｍ
782  高　崎 金古 1730  瀬川　雛未(4)  ｾｶﾞﾜ ﾋﾅﾐ 女子 200001730  女子４年 １００ｍ
783  高　崎 金古 1733  大谷衣緒梨(4) ｵｵﾀﾆ ｲｵﾘ 女子 200001733  女子４年 ８００ｍ
784  高　崎 金古 1734  千明　桃歌(4)  ﾁｷﾞﾗ ﾓﾓｶ 女子 200001734  女子４年 １００ｍ
785  高　崎 金古 1736  筑井　　凜(4) ﾁｸｲ ﾘﾝ 女子 200001736  女子４年 １００ｍ
786  高　崎 金古 1739  甲斐　杏奈(3) ｶｲ ｱﾝﾅ 女子 200001739  女子３年 ８００ｍ
787  高　崎 金古 1744  新宮　萌世(2)  ｼﾝｸﾞｳ ﾓﾖ 女子 200001744  女子２年 ３００ｍ
788  高　崎 金古 1746  千明奈々瀬(2)  ﾁｷﾞﾗ ﾅﾅｾ 女子 200001746  女子２年 ３００ｍ
789  高　崎 金古 1748  岡田　小羽(2)  ｵｶﾀﾞ ｺﾊﾈ 女子 200001748  女子２年 ３００ｍ
790  高　崎 金古 1749  山田　　碧(2)  ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 女子 200001749  女子２年 ３００ｍ
791  高　崎 金古 1750  小池　胡桃(2) ｺｲｹ ｸﾙﾐ 女子 200001750  女子２年 ３００ｍ
792  高　崎 金古 1752  代田　遥香(2) ｼﾛﾀ ﾊﾙｶ 女子 200001752  女子２年 ３００ｍ
793  高　崎 金古 1754  菱沼　千賀(1) ﾋｼﾇﾏ ﾁｶ 女子 200001754  女子１年 ３００ｍ
794  高　崎 金古 1757  吉澤菜々美(1)  ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 女子 200001757  女子１年 ３００ｍ
795  高　崎 金古 1760  松下　瑞奈(1)  ﾏﾂｼﾀ ﾐｽﾞﾅ 女子 200001760  女子１年 ３００ｍ
796  高　崎 金古 1762  荒木　南那(6) ｱﾗｷ ﾅﾅ 女子 200001762  女子６年 走幅跳
797  高　崎 金古 1763  中山　愛望(6) ﾅｶﾔﾏ ｱﾐ 女子 200001763  女子６年 走高跳
798  高　崎 金古 1764  岡田　真奈(5)  ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 女子 200001764  女子５年 走幅跳
799  高　崎 国府 229  桒原　一道(6)  ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾐﾁ 男子 100000229  男子６年 １０００ｍ
800  高　崎 国府 1168  松田　祥雅(2)  ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 100001168  男子２年 ３００ｍ
801  高　崎 国府 1171  松田　大和(3)  ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 100001171  男子３年 １０００ｍ
802  高　崎 国府 1174  岸　　浩之(5) ｷｼ ﾋﾛﾕｷ 男子 100001174  男子５年 ボール投げ
803  高　崎 国府 1175  住谷　優樹(5) ｽﾐﾔ ﾕｳｷ 男子 100001175  男子５年 ボール投げ
804  高　崎 国府 1301  外山　生羅(4) ﾄﾔﾏ ｾﾗ 男子 100001301  男子４年 １０００ｍ
805  高　崎 国府 1359  髙橋　拓光(5) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 男子 100001359  男子５年 ボール投げ
806  高　崎 国府 228  桒原　志帆(5)  ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾎ 女子 200000228  女子５年 ８００ｍ
807  高　崎 国府 1169  柴崎美侑菜(2)  ｼﾊﾞｻｷ ﾐﾕﾅ 女子 200001169  女子２年 ３００ｍ
808  高　崎 国府 1170  今泉　千佳(2)  ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾁｶ 女子 200001170  女子２年 ３００ｍ
809  高　崎 国府 1172  間庭　遥香(3) ﾏﾆﾜ ﾊﾙｶ 女子 200001172  女子３年 ８００ｍ
810  高　崎 国府 1173  松田　美優(4)  ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｳ 女子 200001173  女子４年 ８００ｍ
811  高　崎 国府 1176  髙木　水奏(5)  ﾀｶｷﾞ ﾐｶﾅ 女子 200001176  女子５年 ８０ｍＨ
812  高　崎 国府 1177  中島　李菜(5)  ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ 女子 200001177  女子５年 ８００ｍ
813  高　崎 国府 1178  小黒　真夢(6)  ｵｸﾞﾛ ﾏﾕ 女子 200001178  女子６年 ８００ｍ
814  高　崎 国府 1179  今泉　奈々(6)  ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅﾅ 女子 200001179  女子６年 走幅跳
815  高　崎 国府 1310  外山蒼羽珠(3)  ﾄﾔﾏ ｿｳｼﾞｭ 女子 200001310  女子３年 ８００ｍ
816  高　崎  堤ヶ岡 1180  野本　康悟(4)  ﾉﾓﾄ ｺｳｺﾞ 男子 100001180  男子４年 １０００ｍ
817  高　崎  堤ヶ岡 1332  笹澤　宇也(3)  ｻｻｻﾞﾜ ﾀｶﾔ 男子 100001332  男子３年 １０００ｍ
818  高　崎  堤ヶ岡 1333  笹澤ひかり(5)  ｻｻｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 女子 200001333  女子５年 ８００ｍ
819  高　崎 上郊 1331  須川　　栞(2) ｽｶﾜ ｼｵﾘ 女子 200001331  女子２年 ３００ｍ
820  高　崎 上郊 1390  上原　瑞稀(2)  ｳｴﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 200001390  女子２年 ３００ｍ
821  高　崎 上郊 1395  橋本さくら(2) ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 200001395  女子２年 ３００ｍ
822  高　崎 金古南 1181  石上　敬祐(4)  ｲｼｶﾞﾐ ｹｲｽｹ 男子 100001181  男子４年 １０００ｍ
823  高　崎 金古南 1182  石上　莉絵(6)  ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ 女子 200001182  女子６年 走幅跳
824  高　崎 桜山 1183  柄澤　智哉(3) ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 男子 100001183  男子３年 １０００ｍ
825  高　崎 桜山 1396  山藤　僚真(1) ｻﾝﾄｳ ﾘｮｳﾏ 男子 100001396  男子１年 ３００ｍ
826  高　崎 桜山 1184  北村　　栞(5) ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾘ 女子 200001184  女子５年 １００ｍ
827  高　崎 桜山 1327  栗原希乃葉(2) ｸﾘﾊﾗ ﾉﾉﾊ 女子 200001327  女子２年 ３００ｍ
828  高　崎 桜山 1362  山藤　明音(5) ｻﾝﾄｳ ｱｶﾈ 女子 200001362  女子５年 走高跳
829  高　崎 新町第一 1189  柿沼　英佑(6) ｶｷﾇﾏ ｹｲｽｹ 男子 100001189  男子６年 １００ｍ
830  高　崎 新町第一 1346  発地　　翼(6)  ﾎｯﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 100001346  男子６年 １００ｍ
831  高　崎 新町第一 1360  武士　仁哉(5)  ﾀｹｼ ｼﾞﾝﾔ 男子 100001360  男子５年 １０００ｍ
832  高　崎 新町第一 1185  高橋　愛花(3) ﾀｶﾊｼ ｱｲｶ 女子 200001185  女子３年 ８００ｍ
833  高　崎 新町第一 1186  高橋　唯花(5) ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ 女子 200001186  女子５年 １００ｍ
834  高　崎 新町第一 1187  神久　莉子(5) ｼﾝｸ ﾘｺ 女子 200001187  女子５年 １００ｍ
835  高　崎 新町第一 1188  志村　琴夏(5) ｼﾑﾗ ｺﾄｶ 女子 200001188  女子５年 １００ｍ
836  高　崎 新町第一 1201  内藤　真実(6) ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 女子 200001201  女子６年 １００ｍ
837  高　崎 新町第一 1202  薬師寺聖奈(6)  ﾔｸｼｼﾞ ｾｲﾅ 女子 200001202  女子６年 走幅跳
838  高　崎 新町第一 1203  清水　千聖(6)  ｼﾐｽﾞ ﾁｻﾄ 女子 200001203  女子６年 １００ｍ
839  高　崎 新町第一 1204  斉藤　琴実(6) ｻｲﾄｳ ｺﾄﾐ 女子 200001204
840  高　崎 新町第一 1350  斉藤　琴実(6) ｻｲﾄｳ ｺﾄﾐ 女子 200001350  女子６年 １００ｍ
841  高　崎 新町第一 1373  小林さくら(4)  ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 女子 200001373  女子４年 １００ｍ
842  高　崎 新町第一 1383  斉藤　奏実(3) ｻｲﾄｳ ｶﾅﾐ 女子 200001383  女子３年 ８００ｍ
843  高　崎 新町第一 1385  増田　優衣(3)  ﾏｽﾀﾞ ﾕｲ 女子 200001385  女子３年 ８００ｍ
844  高　崎 下室田 1307  多賀　千夏(2)  ﾀｶﾞ ﾁﾅﾂ 女子 200001307  女子２年 ３００ｍ
845  高　崎 下室田 1308  染谷　希海(2)  ｿﾒﾔ ﾉｿﾞﾐ 女子 200001308  女子２年 ３００ｍ
846  高　崎 下室田 1352  清水　美有(6)  ｼﾐｽﾞ ﾐﾕｳ 女子 200001352  女子６年 １００ｍ
847  高　崎 中室田 1002  飯塚　爽太(5)  ｲｲﾂﾞｶ ｿｳﾀ 男子 100001002  男子５年 １００ｍ
848  高　崎 中室田 1190  日下部吹雪(1)  ｸｻｶﾍﾞ ﾌﾌﾞｷ 男子 100001190  男子１年 ３００ｍ
849  高　崎 中室田 1191  清水　裕翔(4)  ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 男子 100001191  男子４年 １００ｍ
850  高　崎 中室田 1192  清水貴久巳(6)  ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 男子 100001192  男子６年 １００ｍ
851  高　崎 上室田 1399  加藤　美風(1)  ｶﾄｳ ﾐｶｾﾞ 女子 200001399  女子１年 ３００ｍ
852  高　崎 久留馬 1380  中嶋　敬昇(3)  ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｼｮｳ 男子 100001380  男子３年 １０００ｍ
853  高　崎 下里見 1194  加藤　大貴(6) ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 男子 100001194  男子６年 １０００ｍ
854  高　崎 下里見 1193  加藤　愛子(3) ｶﾄｳ ｱｲｺ 女子 200001193  女子３年 ８００ｍ
855  高　崎 馬庭 1329  佐々木亜美(6) ｻｻｷ ｱﾐ 女子 200001329  女子６年 １００ｍ
856  桐　生 桐生南 427  加藤　茜子(4) ｶﾄｳ ｱｶﾈ 女子 200000427  女子４年 ８００ｍ
857  桐　生 境野 426  鈴木麻優里(5)  ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾘ 女子 200000426  女子５年 ８０ｍＨ
858  桐　生 梅田南 423  村岡　芽依(3) ﾑﾗｵｶ ﾒｲ 女子 200000423  女子３年 ８００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ  出場種目１  出場種目２  出場種目３
859  桐　生 梅田南 424  石島　実歩(1)  ｲｼｼﾞﾏ ﾐﾎ 女子 200000424  女子１年 ３００ｍ
860  桐　生 相生 425  藤生ｾｽ亘輝(6)  ﾌｼﾞｳ ｾｽ ｺｳｷ 男子 100000425  男子６年 走幅跳
861  桐　生 川内 432  刈部　将吾(4)  ｶﾘﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 100000432  男子４年 １０００ｍ
862  桐　生 川内 433  小屋隆太郎(5) ｺﾔ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 100000433  男子５年 １００ｍ
863  桐　生 天沼 421  松井　尚輝(6) ﾏﾂｲ ﾅｵｷ 男子 100000421  男子６年 走幅跳
864  桐　生 天沼 422  横田　偉大(6) ﾖｺﾀ ｲｵ 男子 100000422  男子６年 １０００ｍ
865  桐　生 天沼 419  小堀　伶菜(2)  ｺﾎﾞﾘ ﾚﾅ 女子 200000419  女子２年 ３００ｍ
866  桐　生 天沼 420  宮平ﾏﾘｱﾅﾍﾞﾚｰﾝ(6)  ﾐﾔﾋﾗ ﾏﾘｱﾅ ﾍﾞﾚｰﾝ 女子 200000420  女子６年 走幅跳
867  桐　生 神明 434  武田　裕輝(5)  ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 100000434  男子５年 １００ｍ
868  桐　生 新里東 428  大類　康靖(5)  ｵｵﾙｲ ﾔｽﾉﾌﾞ 男子 100000428  男子５年 １０００ｍ
869  桐　生 新里東 430  今泉　朝貴(6)  ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 男子 100000430  男子６年 ８０ｍＨ
870  桐　生 新里東 429  大類　瑞祥(3)  ｵｵﾙｲ ﾐｽﾞｷ 女子 200000429  女子３年 ８００ｍ
871  桐　生 新里東 431  松嶋　未空(6) ﾏﾂｼﾏ ﾐｸ 女子 200000431  女子６年 ８００ｍ
872 伊勢崎 伊勢崎北 330  尾藤　　巧(5)  ｵﾌｼﾞ ﾀｸﾐ 男子 100000330  男子５年 １０００ｍ
873 伊勢崎 伊勢崎北 2302  岩丸　祐大(5) ｲﾜﾏﾙ ﾕｳﾄ 男子 100002302  男子５年 １０００ｍ
874 伊勢崎 伊勢崎北 313  関上和佳奈(6)  ｾｷｶﾞﾐ ﾜｶﾅ 女子 200000313  女子６年 走幅跳
875 伊勢崎 伊勢崎南 323  安達宗次郎(6)  ｱﾀﾞﾁ ｿｳｼﾞﾛｳ 男子 100000323  男子６年 １００ｍ
876 伊勢崎 伊勢崎南 334  國安真由子(5) ｸﾆﾔｽ ﾏﾕｺ 女子 200000334  女子５年 １００ｍ
877 伊勢崎 伊勢崎南 355  細谷　遥香(4) ﾎｿﾔ ﾊﾙｶ 女子 200000355  女子４年 ８００ｍ
878 伊勢崎 殖蓮 332  斎藤　詳太(5) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 100000332  男子５年 １０００ｍ
879 伊勢崎 殖蓮 347  山本　京介(5) ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 男子 100000347  男子５年 １００ｍ
880 伊勢崎 殖蓮 312  野村　瑞歩(6)  ﾉﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 女子 200000312  女子６年 １００ｍ
881 伊勢崎 殖蓮 331  小林　華乃(5)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅﾉ 女子 200000331  女子５年 １００ｍ
882 伊勢崎 茂呂 317  大塚　瀬成(2) ｵｵﾂｶ ｾﾅ 男子 100000317  男子２年 ３００ｍ
883 伊勢崎 茂呂 320  半田　悠斗(1)  ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 100000320  男子１年 ３００ｍ
884 伊勢崎 茂呂 319  半田　美汐(5)  ﾊﾝﾀﾞ ﾐｵ 女子 200000319  女子５年 １００ｍ
885 伊勢崎 茂呂 337  齋藤このか(3) ｻｲﾄｳ ｺﾉｶ 女子 200000337  女子３年 ８００ｍ
886 伊勢崎 三郷 318  清水　僚太(6)  ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 100000318  男子６年 １００ｍ
887 伊勢崎 三郷 348  眞鍋　朝陽(3)  ﾏﾅﾍﾞ ｱｻﾋ 男子 100000348  男子３年 １０００ｍ
888 伊勢崎 三郷 357  牛久　賢哉(3) ｳｼｸ ｹﾝﾔ 男子 100000357  男子３年 １０００ｍ
889 伊勢崎 三郷 359  青木　理人(6) ｱｵｷ ﾏｻﾄ 男子 100000359  男子６年 １００ｍ
890 伊勢崎 三郷 360  丸山　祐弥(6) ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾔ 男子 100000360  男子６年 １００ｍ
891 伊勢崎 三郷 1907  浅田　陽太(2)  ｱｻﾀﾞ ﾖｳﾀ 男子 100001907  男子２年 ３００ｍ
892 伊勢崎 三郷 1908  浅田　紘太(4)  ｱｻﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 100001908  男子４年 １０００ｍ
893 伊勢崎 三郷 1923  須藤　大貴(3) ｽﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 男子 100001923  男子３年 １０００ｍ
894 伊勢崎 三郷 338  細谷　柚衣(6) ﾎｿﾔ ﾕｲ 女子 200000338  女子６年 ８００ｍ
895 伊勢崎 三郷 340  岡村　華暖(5) ｵｶﾑﾗ ｶﾉﾝ 女子 200000340  女子５年 ８００ｍ
896 伊勢崎 三郷 341  岡村美桜暖(3) ｵｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 女子 200000341  女子３年 ８００ｍ
897 伊勢崎 三郷 344  金子　祐佳(3) ｶﾈｺ ﾕｶ 女子 200000344  女子３年 ８００ｍ
898 伊勢崎 三郷 345  金子　紗依(5) ｶﾈｺ ｻｵﾘ 女子 200000345  女子５年 ８００ｍ
899 伊勢崎 三郷 1233  藤田あまね(1)  ﾌｼﾞﾀ ｱﾏﾈ 女子 200001233  女子１年 ３００ｍ
900 伊勢崎 宮郷 346  田島　　丈(3)  ﾀｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 男子 100000346  男子３年 １０００ｍ
901 伊勢崎 宮郷 356  星野　哲郎(3) ﾎｼﾉ ﾃﾂﾛｳ 男子 100000356  男子３年 １０００ｍ
902 伊勢崎 宮郷 1228  松田　悠佑(2)  ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 100001228  男子２年 ３００ｍ
903 伊勢崎 宮郷 1903  中島　健人(4)  ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 男子 100001903  男子４年 １００ｍ
904 伊勢崎 宮郷 1905  林　　凱世(4) ﾊﾔｼ ｶｲｾｲ 男子 100001905  男子４年 １０００ｍ
905 伊勢崎 宮郷 1906  井上　太陽(3) ｲﾉｳｴ ﾀｲﾖｳ 男子 100001906  男子３年 １０００ｍ
906 伊勢崎 宮郷 1926  白井　　結(1) ｼﾗｲ ﾕｲ 男子 100001926  男子１年 ３００ｍ
907 伊勢崎 宮郷 1935  荒牧　海里(3) ｱﾗﾏｷ ｶｲﾘ 男子 100001935  男子３年 １０００ｍ
908 伊勢崎 宮郷 1936  荒牧　里駆(6) ｱﾗﾏｷ ﾘｸ 男子 100001936  男子６年 １０００ｍ
909 伊勢崎 宮郷 261  菊池　祥乃(3) ｷｸﾁ ﾖｼﾉ 女子 200000261  女子３年 ８００ｍ
910 伊勢崎 宮郷 342  俵山　莉実(4) ﾀﾜﾗﾔﾏ ﾘﾐ 女子 200000342  女子４年 １００ｍ
911 伊勢崎 宮郷 350  萩原　桃香(6)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾓﾓｶ 女子 200000350  女子６年 ８０ｍＨ
912 伊勢崎 宮郷 352  中澤芽衣子(6)  ﾅｶｻﾞﾜ ﾒｲｺ 女子 200000352  女子６年 １００ｍ
913 伊勢崎 宮郷 1229  金子明香里(2) ｶﾈｺ ｱｶﾘ 女子 200001229  女子２年 ３００ｍ
914 伊勢崎 宮郷 1904  井上　夏実(5) ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾐ 女子 200001904  女子５年 ８００ｍ
915 伊勢崎 名和 310  大和　利成(5) ﾔﾏﾄ ﾄｼﾅﾘ 男子 100000310  男子５年 １００ｍ
916 伊勢崎 名和 335  荒木　朋也(6) ｱﾗｷ ﾄﾓﾔ 男子 100000335  男子６年 １０００ｍ
917 伊勢崎 名和 336  荒木　清か(4) ｱﾗｷ ｻﾔｶ 女子 200000336  女子４年 ８００ｍ
918 伊勢崎 豊受 1902  藤倉　暉斗(4)  ﾌｼﾞｸﾗ ｱｷﾄ 男子 100001902  男子４年 １０００ｍ
919 伊勢崎 豊受 343  田島　未来(6)  ﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 女子 200000343  女子６年 １００ｍ
920 伊勢崎 豊受 1901  藤倉　麻衣(6)  ﾌｼﾞｸﾗ ﾏｲ 女子 200001901  女子６年 ８００ｍ
921 伊勢崎 豊受 1914  尾内　夏輝(6) ｵﾅｲ ﾅﾂｷ 女子 200001914  女子６年 ８００ｍ
922 伊勢崎 殖蓮第二 301  山口　颯太(5)  ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 100000301  男子５年 ８０ｍＨ
923 伊勢崎 殖蓮第二 302  佐藤　　慧(5) ｻﾄｳ ｹｲ 男子 100000302  男子５年 １００ｍ
924 伊勢崎 殖蓮第二 363  大澤　鳳雅(4)  ｵｵｻﾜ ﾌｳｶﾞ 男子 100000363  男子４年 １００ｍ
925 伊勢崎 殖蓮第二 364  萩原沙哉隼(5)  ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾔﾄ 男子 100000364  男子５年 走幅跳
926 伊勢崎 殖蓮第二 303  平野　小雪(5) ﾋﾗﾉ ｺﾕｷ 女子 200000303  女子５年 １００ｍ
927 伊勢崎 殖蓮第二 304  狩野　美月(5)  ｶﾉｳ ﾐﾂﾞｷ 女子 200000304  女子５年 １００ｍ
928 伊勢崎 殖蓮第二 305  下城そよか(5)  ｼﾓｼﾞｮｳ ｿﾖｶ 女子 200000305  女子５年 １００ｍ
929 伊勢崎 殖蓮第二 306  森田　乃絵(5) ﾓﾘﾀ ﾉｴ 女子 200000306  女子５年 走高跳
930 伊勢崎 殖蓮第二 307  山口　夢乃(5)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒﾉ 女子 200000307  女子５年 １００ｍ
931 伊勢崎 殖蓮第二 308  太田　真尋(5) ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ 女子 200000308  女子５年 走幅跳
932 伊勢崎 殖蓮第二 309  大木彩季乃(5)  ｵｵｷﾞ ｻｷﾉ 女子 200000309  女子５年 走幅跳
933 伊勢崎 伊勢崎広瀬 311  福田　光基(5)  ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 男子 100000311  男子５年 １０００ｍ
934 伊勢崎 伊勢崎広瀬 321  並木　佳乃(6) ﾅﾐｷ ｶﾉ 女子 200000321  女子６年 １００ｍ
935 伊勢崎 宮郷第二 324  木村　汐里(6) ｷﾑﾗ ｼｵﾘ 女子 200000324  女子６年 １００ｍ
936 伊勢崎 宮郷第二 339  田村　　藍(6) ﾀﾑﾗ ｱｲ 女子 200000339  女子６年 １００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ  出場種目１  出場種目２  出場種目３
937 伊勢崎 宮郷第二 1919  千吉良明花(5)  ﾁｷﾞﾗ ﾒｲｶ 女子 200001919  女子５年 １００ｍ
938 伊勢崎 赤堀南 328  神戸　颯太(5)  ｶﾝﾍﾞ ｿｳﾀ 男子 100000328  男子５年 １０００ｍ
939 伊勢崎 赤堀南 358  山田みどり(6)  ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 女子 200000358  女子６年 ８００ｍ
940 伊勢崎  伊・あずま 1912  河原　諒弥(3) ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 男子 100001912  男子３年 １０００ｍ
941 伊勢崎  伊・あずま 1928  手島　翔太(5) ﾃｼﾏ ｼｮｳﾀ 男子 100001928  男子５年 １０００ｍ
942 伊勢崎  伊・あずま 1931  吉岡　到真(5) ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 男子 100001931  男子５年 ８０ｍＨ
943 伊勢崎  伊・あずま 1933  矢崎　優真(5)  ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾏ 男子 100001933  男子５年 １０００ｍ
944 伊勢崎  伊・あずま 1934  矢崎理玖也(2)  ﾔｻﾞｷ ﾘｸﾔ 男子 100001934  男子２年 ３００ｍ
945 伊勢崎  伊・あずま 1913  河原　暖果(5) ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｶ 女子 200001913  女子５年 ８００ｍ
946 伊勢崎  伊・あずま 1927  手島　唯花(3) ﾃｼﾏ ﾕｲｶ 女子 200001927  女子３年 ８００ｍ
947 伊勢崎  伊・あずま 1929  小沢　　優(4)  ｵｻﾞﾜ ﾕｳ 女子 200001929  女子４年 １００ｍ
948 伊勢崎  伊・あずま 1930  芝崎　杏優(4)  ｼﾊﾞｻｷ ｱﾕ 女子 200001930  女子４年 １００ｍ
949 伊勢崎  伊・あずま 1932  吉岡　琉亜(3) ﾖｼｵｶ ﾙｱ 女子 200001932  女子３年 ８００ｍ
950 伊勢崎  あずま南 329  小野寺駿弥(6)  ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭﾝﾔ 男子 100000329  男子６年 ８０ｍＨ
951 伊勢崎  あずま南 1917  長島隆之介(5)  ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 100001917  男子５年 走幅跳
952 伊勢崎  あずま南 1918  川田　喬介(5)  ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 男子 100001918  男子５年 ８０ｍＨ
953 伊勢崎  あずま南 314  塩原　　聖(6)  ｼｵﾊﾞﾗ ｻﾄｲ 女子 200000314  女子６年 １００ｍ
954 伊勢崎  あずま南 315  中村　　藍(6) ﾅｶﾑﾗ ｱｲ 女子 200000315  女子６年 走高跳
955 伊勢崎  あずま南 316  石倉　菜摘(6) ｲｼｸﾗ ﾅﾂﾐ 女子 200000316  女子６年 走幅跳
956 伊勢崎  あずま南 361  倉林　美空(6)  ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 女子 200000361  女子６年 １００ｍ
957 伊勢崎  あずま南 1915  長島由弥奈(4)  ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾐﾅ 女子 200001915  女子４年 １００ｍ
958 伊勢崎  あずま南 1916  須永　麻奈(5)  ｽﾅｶﾞ ｱｻﾅ 女子 200001916  女子５年 走幅跳
959 伊勢崎  あずま南 1920  須永　莉央(6)  ｽﾅｶﾞ ﾘｵ 女子 200001920  女子６年 １００ｍ
960 伊勢崎  あずま南 1921  島田　梨花(6)  ｼﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 女子 200001921  女子６年 ８００ｍ
961 伊勢崎  あずま南 1922  栗原　佑奈(6) ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾅ 女子 200001922  女子６年 走高跳
962 伊勢崎 境 1232  五十嵐　翔(6)  ｲｶﾞﾗｼ ｶｹﾙ 男子 100001232  男子６年 １００ｍ
963 伊勢崎 境 1235  関口　健介(5)  ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 男子 100001235  男子５年 １０００ｍ
964 伊勢崎 境 1238  臼田　伊吹(5)  ｳｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 男子 100001238  男子５年 １０００ｍ
965 伊勢崎 境 1236  本多明日実(4)  ﾎﾝﾀﾞ ｱｽﾐ 女子 200001236  女子４年 １００ｍ
966 伊勢崎 境 1237  臼田　名歩(4)  ｳｽﾀﾞ ﾅﾎ 女子 200001237  女子４年 １００ｍ
967 伊勢崎 境剛志 1239  石原　快都(4) ｲｼﾊﾗ ｶｲﾄ 男子 100001239  男子４年 １０００ｍ
968 伊勢崎 境剛志 1240  重田　吉貴(5)  ｼｹﾞﾀ ﾖｼｷ 男子 100001240  男子５年 １０００ｍ
969 伊勢崎 境東 333  谷田　怜奈(5)  ﾀﾆﾀﾞ ﾚﾅ 女子 200000333  女子５年 １００ｍ
970  太　田 九合 407  永田　　大(1)  ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛ 男子 100000407  男子１年 ３００ｍ
971  太　田 九合 408  村井　想弥(4) ﾑﾗｲ ｿｳﾔ 男子 100000408  男子４年 １０００ｍ
972  太　田 九合 409  村井　悠祐(6) ﾑﾗｲ ﾕｳｽｹ 男子 100000409  男子６年 １０００ｍ
973  太　田 韮川 418  奥山　優香(6) ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 女子 200000418  女子６年 ８００ｍ
974  太　田 宝泉東 413  齋藤　　司(6) ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ 男子 100000413  男子６年 １０００ｍ
975  太　田 宝泉東 412  原野　　愛(6) ﾊﾗﾉ ﾏﾅ 女子 200000412  女子６年 ８００ｍ
976  太　田 旭 405  佐藤　竜介(5) ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 男子 100000405  男子５年 １００ｍ
977  太　田 旭 403  小山　真由(6) ｺﾔﾏ ﾐﾕ 女子 200000403  女子６年 ８００ｍ
978  太　田 旭 404  佐藤　里菜(2) ｻﾄｳ ﾘﾅ 女子 200000404  女子２年 ３００ｍ
979  太　田 旭 406  佐藤　亜美(2) ｻﾄｳ ｱﾐ 女子 200000406  女子２年 ３００ｍ
980  太　田 太田駒形 414  亀山　一輝(5)  ｶﾒﾔﾏ ｶｽﾞｷ 男子 100000414  男子５年 １０００ｍ
981  太　田 城西 410  片海　美槻(6) ｶﾀｳﾐ ﾐﾂｷ 女子 200000410  女子６年 走幅跳
982  太　田 城西 411  小林　愛明(4)  ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 女子 200000411  女子４年 １００ｍ
983  太　田 尾島 417  和久　達也(6) ﾜｸ ﾀﾂﾔ 男子 100000417  男子６年 ８０ｍＨ
984  太　田 木崎 402  川村　朋弘(6) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 男子 100000402  男子６年 走幅跳
985  太　田 藪塚本町 415  福島　一夏(6) ﾌｸｼﾏ ｲﾁﾅﾂ 男子 100000415  男子６年 １００ｍ
986  太　田 ＧＫＡ 416  鹿山　鼓文(6)  ｶﾔﾏ ﾂﾂﾞﾐ 女子 200000416  女子６年 ８０ｍＨ
987  沼　田 沼田 233  小舘　甲英(5)  ｺﾀﾞﾃ ｺｳｴｲ 男子 100000233  男子５年 １００ｍ
988  沼　田 沼田 216  東　　千尋(6)  ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 女子 200000216  女子６年 ８０ｍＨ
989  沼　田 沼田 218  山館　千春(6)  ﾔﾏﾀﾞﾃ ﾁﾊﾙ 女子 200000218  女子６年 ８００ｍ
990  沼　田 沼田 220  阿部　七海(5)  ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ 女子 200000220  女子５年 ８００ｍ
991  沼　田 沼田北 223  林　明由菜(5) ﾊﾔｼ ｱﾕﾅ 女子 200000223  女子５年 ８００ｍ
992  沼　田 升形 214  小泉　俊輔(6)  ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 男子 100000214  男子６年 １００ｍ
993  沼　田 利南東 219  駒ヶ峯悠吏(5)  ｺﾏｶﾞﾐﾈ ﾕｳﾘ 男子 100000219  男子５年 １０００ｍ
994  沼　田 利南東 226  武田　雄大(4)  ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 100000226  男子４年 １００ｍ
995  沼　田 利南東 230  萩原　裕太(4)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 男子 100000230  男子４年 １００ｍ
996  沼　田 利南東 225  石田　海南(4)  ｲｼﾀﾞ ﾐﾅﾐ 女子 200000225  女子４年 ８００ｍ
997  沼　田 利南東 227  高橋　　茜(4) ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ 女子 200000227  女子４年 １００ｍ
998  沼　田 薄根 217  星野　颯真(6) ﾎｼﾉ ｿｳﾏ 男子 100000217  男子６年 １０００ｍ
999  沼　田 利根東 222  星野　七海(5) ﾎｼﾉ ﾅﾅﾐ 女子 200000222  女子５年 １００ｍ
1000  沼　田 平川 224  富田　順仁(5)  ﾄﾐﾀ ﾉﾌﾞﾋﾄ 男子 100000224  男子５年 １００ｍ
1001  館　林 館林第一 444  岩﨑　圭吾(6)  ｲﾜｻｷ ｹｲｺﾞ 男子 100000444  男子６年 １０００ｍ
1002  館　林 館林第一 445  清水　丈朗(6)  ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾛｳ 男子 100000445  男子６年 １００ｍ
1003  館　林 館林第二 446  江本　円香(6)  ｴﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 女子 200000446  女子６年 ８００ｍ
1004  館　林 館林第十 442  半田　悠人(6)  ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 100000442  男子６年 １０００ｍ
1005  館　林 館林第十 443  榎本　竜也(6) ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 100000443  男子６年 走幅跳
1006  館　林 館林第十 438  渡辺貴美子(6)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｺ 女子 200000438  女子６年 走幅跳
1007  館　林 館林第十 439  羽鳥　可夏(6) ﾊﾄﾘ ｶﾅ 女子 200000439  女子６年 ８００ｍ
1008  館　林 館林第十 440  立川　由依(6) ﾀﾁｶﾜ ﾕｲ 女子 200000440  女子６年 ８００ｍ
1009  館　林 館林第十 441  岡部　麗南(6)  ｵｶﾍﾞ ﾚｲﾅ 女子 200000441  女子６年 ８００ｍ
1010  渋　川 渋川南 1408  小林　　優(6)  ｺﾊﾞﾔｼﾕﾀｶ 男子 100001408  男子６年 １０００ｍ
1011  渋　川 古巻 801  関　　涼介(1) ｾｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 100000801  男子１年 ３００ｍ
1012  渋　川 古巻 803  関　　駿介(4) ｾｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 100000803  男子４年 １００ｍ
1013  渋　川 古巻 804  小林　哲平(4)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 100000804  男子４年 １００ｍ
1014  渋　川 古巻 807  加藤　竣也(5) ｶﾄｳ ｼｭﾝﾔ 男子 100000807  男子５年 １００ｍ
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1015  渋　川 古巻 808  須藤　駿介(5) ｽﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 100000808  男子５年 走幅跳
1016  渋　川 古巻 809  竹田　颯汰(5)  ﾀｹﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 100000809  男子５年 １００ｍ
1017  渋　川 古巻 834  塩野　敦洋(6) ｼｵﾉ ｱﾂﾋﾛ 男子 100000834  男子６年 １０００ｍ
1018  渋　川 古巻 835  松本　成史(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾌﾐ 男子 100000835  男子６年 １００ｍ
1019  渋　川 古巻 836  川辺　成音(5)  ｶﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 男子 100000836  男子５年 １０００ｍ
1020  渋　川 古巻 842  林　　　凌(4) ﾊﾔｼ ﾘｮｳ 男子 100000842  男子４年 １００ｍ
1021  渋　川 古巻 844  木暮　宇京(2)  ｺｸﾞﾚ ｳｷｮｳ 男子 100000844  男子２年 ３００ｍ
1022  渋　川 古巻 802  磯部　由佳(2)  ｲｿﾍﾞ ﾕｶ 女子 200000802  女子２年 ３００ｍ
1023  渋　川 古巻 805  割田　佳永(4) ﾜﾘﾀ ｶｴ 女子 200000805  女子４年 １００ｍ
1024  渋　川 古巻 806  川崎日菜乃(4) ｶﾜｻｷ ﾋﾅﾉ 女子 200000806  女子４年 １００ｍ
1025  渋　川 古巻 810  弦間　明穂(5)  ｹﾞﾝﾏ ｱｷﾎ 女子 200000810  女子５年 ８００ｍ
1026  渋　川 古巻 811  横坂美乃里(5) ﾖｺｻｶ ﾐﾉﾘ 女子 200000811  女子５年 １００ｍ
1027  渋　川 古巻 812  後閑　　唯(5)  ｺﾞｶﾝ ﾕｲ 女子 200000812  女子５年 走幅跳
1028  渋　川 古巻 813  奥泉　結衣(5)  ｵｸｲｽﾞﾐ ﾕｲ 女子 200000813  女子５年 １００ｍ
1029  渋　川 古巻 814  島村莉理子(5) ｼﾏﾑﾗ ﾘﾘｺ 女子 200000814  女子５年 １００ｍ
1030  渋　川 古巻 815  宇佐美奈々(5) ｳｻﾐ ﾅﾅ 女子 200000815  女子５年 １００ｍ
1031  渋　川 古巻 816  落合　美綺(5) ｵﾁｱｲ ﾐｷ 女子 200000816  女子５年 １００ｍ
1032  渋　川 古巻 817  並木沙耶花(5) ﾅﾐｷ ｻﾔｶ 女子 200000817  女子５年 走幅跳
1033  渋　川 古巻 818  中村　花菜(5) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 女子 200000818  女子５年 ８００ｍ
1034  渋　川 古巻 819  奥泉　未花(5)  ｵｸｲｽﾞﾐ ﾐｶ 女子 200000819  女子５年 １００ｍ
1035  渋　川 古巻 820  角田　妃優(5)  ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾕ 女子 200000820  女子５年 １００ｍ
1036  渋　川 古巻 821  小菅　真穂(5)  ｺｽｹﾞ ﾏﾎ 女子 200000821  女子５年 １００ｍ
1037  渋　川 古巻 822  山田あすか(6)  ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ 女子 200000822  女子６年 ボール投げ
1038  渋　川 古巻 823  関　　優奈(6) ｾｷ ﾕｳﾅ 女子 200000823  女子６年 走高跳
1039  渋　川 古巻 824  齊藤　礼奈(6) ｻｲﾄｳ ﾚｲﾅ 女子 200000824  女子６年 ８０ｍＨ
1040  渋　川 古巻 825  林　里花子(6) ﾊﾔｼ ﾘｶｺ 女子 200000825  女子６年 １００ｍ
1041  渋　川 古巻 826  小久保茉優(6)  ｺｸﾎﾞ ﾏﾕ 女子 200000826  女子６年 １００ｍ
1042  渋　川 古巻 827  久米　杏果(6) ｸﾒ ｷｮｳｶ 女子 200000827  女子６年 １００ｍ
1043  渋　川 古巻 828  金子　美夢(6) ｶﾈｺ ﾐﾑ 女子 200000828  女子６年 ボール投げ
1044  渋　川 古巻 829  狩野　菜々(6) ｶﾉｳ ﾅﾅ 女子 200000829  女子６年 １００ｍ
1045  渋　川 古巻 830  野口　未夢(6)  ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ 女子 200000830  女子６年 ８０ｍＨ
1046  渋　川 古巻 831  有馬姫咲蘭(6) ｱﾘﾏ ｷｻﾗ 女子 200000831  女子６年 走幅跳
1047  渋　川 古巻 832  山添　　桜(6)  ﾔﾏｿﾞｴ ｻｸﾗ 女子 200000832  女子６年 走幅跳
1048  渋　川 古巻 833  羽鳥　有紀(6) ﾊﾄﾘ ﾕｷ 女子 200000833  女子６年 ８００ｍ
1049  渋　川 古巻 837  小泉　琴音(5)  ｺｲｽﾞﾐ ｺﾄﾈ 女子 200000837  女子５年 １００ｍ
1050  渋　川 古巻 838  嶋田　伶南(5)  ｼﾏﾀﾞ ﾚﾅ 女子 200000838  女子５年 １００ｍ
1051  渋　川 古巻 839  長岡　　空(4)  ﾅｶﾞｵｶ ｿﾗ 女子 200000839  女子４年 １００ｍ
1052  渋　川 古巻 840  杉木舞唯帆(6)  ｽｷﾞｷ ﾏｲﾎ 女子 200000840  女子６年 走幅跳
1053  渋　川 古巻 841  綿貫　優希(6) ﾜﾀﾇｷ ﾕｳｷ 女子 200000841  女子６年 走幅跳
1054  渋　川 古巻 843  木暮　彩乃(5)  ｺｸﾞﾚ ｱﾔﾉ 女子 200000843  女子５年 １００ｍ
1055  渋　川 渋川西 901  石下　燎矢(6) ｲｼｵﾛｼ ﾘｮｳﾔ 男子 100000901  男子６年 １００ｍ
1056  渋　川 渋川西 903  髙橋　智哉(6) ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 男子 100000903  男子６年 ８０ｍＨ
1057  渋　川 渋川西 904  橋爪　健太(6)  ﾊｼﾂﾞﾒ ｹﾝﾀ 男子 100000904  男子６年 走高跳
1058  渋　川 渋川西 905  橋爪　智洋(4)  ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾋﾛ 男子 100000905  男子４年 １００ｍ
1059  渋　川 渋川西 902  三俣　　結(2) ﾐﾂﾏﾀ ﾕｲ 女子 200000902  女子２年 ３００ｍ
1060  渋　川 渋川西 906  荻原　明菜(2)  ｵｷﾞﾜﾗ ｱｷﾅ 女子 200000906  女子２年 ３００ｍ
1061  渋　川 小野上 1410  佐藤　花菜(4) ｻﾄｳｶﾅ 女子 200001410  女子４年 １００ｍ
1062  渋　川 上白井 1409  小渕　愛弓(6)  ｵﾌﾞﾁｱﾕﾐ 女子 200001409  女子６年 １００ｍ
1063  渋　川 中郷 1411  高尾　晴空(1) ﾀｶｵﾊﾙﾀｶ 男子 100001411  男子１年 ３００ｍ
1064  渋　川 長尾 1403  阿久津悠佑(6) ｱｸﾂ ﾕｳｽｹ 男子 100001403  男子６年 走高跳
1065  渋　川 長尾 1404  押江　翔太(6) ｵｼｴ ｼｮｳﾀ 男子 100001404  男子６年 １０００ｍ
1066  渋　川 長尾 1405  安部　楓也(6)  ｱﾍﾞ ﾌｳﾔ 男子 100001405  男子６年 ８０ｍＨ
1067  渋　川 長尾 1406  塩野　開生(6) ｼｵﾉ ｶｲｾｲ 男子 100001406  男子６年 走幅跳
1068  渋　川 長尾 1407  金井　宏樹(1) ｶﾅｲ ﾋﾛｷ 男子 100001407  男子１年 ３００ｍ
1069  渋　川 長尾 1401  金井　　優(4) ｶﾅｲ ﾕｳ 女子 200001401  女子４年 ８００ｍ
1070  渋　川 長尾 1402  矢野　百華(2) ﾔﾉ ﾓﾓｶ 女子 200001402  女子２年 ３００ｍ
1071  渋　川 三原田 1425  大谷　奏太(3) ｵｵﾀﾆｶﾅﾀ 男子 100001425  男子３年 １０００ｍ
1072  渋　川 津久田 1423  都丸　裕太(1) ﾄﾏﾙﾕｳﾀ 男子 100001423  男子１年 ３００ｍ
1073  渋　川 橘 701  藤木　崇暉(5)  ﾌｼﾞｷ ﾀｶｷ 男子 100000701  男子５年 ボール投げ
1074  渋　川 橘 702  神澤　　瑛(5)  ｶﾝｻﾞﾜ ｱｷﾗ 男子 100000702  男子５年 １０００ｍ
1075  渋　川 橘 703  萩原　陽礼(5)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾗｲ 男子 100000703  男子５年 １００ｍ
1076  渋　川 橘 704  石田　大喜(6)  ｲｼﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 100000704  男子６年 １０００ｍ
1077  渋　川 橘 705  田邉　　楓(6)  ﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 男子 100000705  男子６年 走幅跳
1078  渋　川 橘 706  髙橋　颯太(6) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 男子 100000706  男子６年 走高跳
1079  渋　川 橘 707  吉田　智晴(6)  ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ 男子 100000707  男子６年 １００ｍ
1080  渋　川 橘 708  久保　美希(6)  ｸﾎﾞ ﾖｼｷ 男子 100000708  男子６年 走高跳
1081  渋　川 橘 709  登坂　天馬(4) ﾄｻｶ ﾃﾝﾏ 男子 100000709  男子４年 １００ｍ
1082  渋　川 橘 710  栁澤剣士朗(4)  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝｼﾛｳ 男子 100000710  男子４年 １００ｍ
1083  渋　川 橘 716  黒澤　将太(6) ｸﾛｻﾜ ｼｮｳﾀ 男子 100000716  男子６年 ８０ｍＨ
1084  渋　川 橘 718  北田　颯馬(1)  ｷﾀﾀﾞ ｿｳﾏ 男子 100000718  男子１年 ３００ｍ
1085  渋　川 橘 719  角田　柊和(2)  ﾂﾉﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 100000719  男子２年 ３００ｍ
1086  渋　川 橘 720  串淵　祐介(2)  ｸｼﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 男子 100000720  男子２年 ３００ｍ
1087  渋　川 橘 721  小林　優介(6)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 男子 100000721  男子６年 １００ｍ
1088  渋　川 橘 722  増田　創志(6)  ﾏｽﾀﾞ ｿｳｼ 男子 100000722  男子６年 １０００ｍ
1089  渋　川 橘 1412  高梨　海李(1) ﾀｶﾅｼｶｲﾘ 男子 100001412  男子１年 ３００ｍ
1090  渋　川 橘 1414  萩原　明輝(3)  ﾊｷﾞﾜﾗｱｻﾋ 男子 100001414  男子３年 １０００ｍ
1091  渋　川 橘 1415  星野　颯吾(3)  ﾎｼﾉｿｳｺﾞ 男子 100001415  男子３年 １０００ｍ
1092  渋　川 橘 1416  高橋　颯真(3) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 男子 100001416  男子３年 １０００ｍ
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1093  渋　川 橘 1420  大八木健哉(6)  ｵｵﾔｷﾞｹﾝﾔ 男子 100001420  男子６年 １０００ｍ
1094  渋　川 橘 711  諸田　鈴乃(6)  ﾓﾛﾀﾞ ｽｽﾞﾉ 女子 200000711  女子６年 １００ｍ
1095  渋　川 橘 712  串淵　真季(6)  ｸｼﾌﾞﾁ ﾏｷ 女子 200000712  女子６年 １００ｍ
1096  渋　川 橘 713  木暮　清楓(6)  ｺｸﾞﾚ ｻﾔｶ 女子 200000713  女子６年 走幅跳
1097  渋　川 橘 714  木島　妃葉(5)  ｷｼﾞﾏ ﾋﾒﾊ 女子 200000714  女子５年 １００ｍ
1098  渋　川 橘 715  高橋　美希(5) ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 女子 200000715  女子５年 １００ｍ
1099  渋　川 橘 717  高橋　　葵(1) ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 女子 200000717  女子１年 ３００ｍ
1100  渋　川 橘 723  今井　紅緒(6)  ｲﾏｲ ﾍﾞﾆｵ 女子 200000723  女子６年 走幅跳
1101  渋　川 橘 724  瀬下ななこ(6) ｾｼﾓ ﾅﾅｺ 女子 200000724  女子６年 ８０ｍＨ
1102  渋　川 橘 725  櫻井愛友奈(6) ｻｸﾗｲ ｱﾕﾅ 女子 200000725  女子６年 ８０ｍＨ
1103  渋　川 橘 726  栁岡　麻衣(5) ﾔﾅｵｶ ﾏｲ 女子 200000726  女子５年 １００ｍ
1104  渋　川 橘 1413  大八木美沙(3)  ｵｵﾔｷﾞﾐｻ 女子 200001413  女子３年 ８００ｍ
1105  渋　川 橘 1417  星野真梨菜(4) ﾎｼﾉﾏﾘﾅ 女子 200001417  女子４年 １００ｍ
1106  渋　川 橘 1418  萩原　美咲(4)  ﾊｷﾞﾜﾗﾐｻｷ 女子 200001418  女子４年 ８００ｍ
1107  渋　川 橘 1419  今井友莉奈(6) ｲﾏｲﾕﾘﾅ 女子 200001419  女子６年 １００ｍ
1108  渋　川 橘北 1421  今井　　英(6) ｲﾏｲ ﾊﾅ 女子 200001421  女子６年 ８００ｍ
1109  渋　川 橘北 1422  塩谷　琴乃(6)  ｼｵｶﾞｲ ｺﾄﾉ 女子 200001422  女子６年 走幅跳
1110  藤・多 藤岡第一 1602  新井　悠大(3)  ｱﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 100001602  男子３年 １０００ｍ
1111  藤・多 藤岡第一 1603  泉　　大智(3)  ｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 男子 100001603  男子３年 １０００ｍ
1112  藤・多 藤岡第一 1606  新井　蓮司(6)  ｱﾗｲ ﾚﾝｼﾞ 男子 100001606  男子６年 ８０ｍＨ
1113  藤・多 藤岡第一 1604  坂爪　里穂(4)  ｻｶﾂﾞﾒ ﾘﾎ 女子 200001604  女子４年 ８００ｍ
1114  藤・多 藤岡第一 1605  惠後原ゆず(5)  ｴｺﾞﾊﾗ ﾕｽﾞ 女子 200001605  女子５年 １００ｍ
1115  藤・多 藤岡第一 2305  荒井日菜子(1) ｱﾗｲ ﾋﾅｺ 女子 200002305  女子１年 ３００ｍ
1116  藤・多 藤岡第二 1610  長田　碧仁(2)  ｵｻﾀﾞ ｱｵﾄ 男子 100001610  男子２年 ３００ｍ
1117  藤・多 藤岡第二 1611  福田　颯吾(3)  ﾌｸﾀﾞ ｿｳｺﾞ 男子 100001611  男子３年 １０００ｍ
1118  藤・多 藤岡第二 1615  瀧　　海人(4) ﾀｷ ｶｲﾄ 男子 100001615  男子４年 １００ｍ
1119  藤・多 藤岡第二 1616  内山　拓実(6) ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ 男子 100001616  男子６年 走幅跳
1120  藤・多 藤岡第二 101  柵木　彩花(5)  ﾏｾｷﾞ ｱﾔｶ 女子 200000101  女子５年 １００ｍ
1121  藤・多 藤岡第二 1607  福島　紡希(1)  ﾌｼｼﾏ ﾂﾑｷﾞ 女子 200001607  女子１年 ３００ｍ
1122  藤・多 藤岡第二 1608  三添　花菜(2)  ﾐｿﾞｴ ﾊﾅ 女子 200001608  女子２年 ３００ｍ
1123  藤・多 藤岡第二 1609  武田　菜月(2)  ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 女子 200001609  女子２年 ３００ｍ
1124  藤・多 藤岡第二 1612  根岸　美羽(3)  ﾈｷﾞｼ ﾐｳ 女子 200001612  女子３年 ８００ｍ
1125  藤・多 藤岡第二 1613  山田　梨央(3)  ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 女子 200001613  女子３年 ８００ｍ
1126  藤・多 藤岡第二 1614  森尻　真優(5)  ﾓﾘｼﾞﾘ ﾏﾕ 女子 200001614  女子５年 ８００ｍ
1127  藤・多 神流 103  大久保　隼(6)  ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ 男子 100000103  男子６年 １００ｍ
1128  藤・多 神流 104  渡辺　光紀(6)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 男子 100000104  男子６年 １００ｍ
1129  藤・多 神流 105  楯岡　友広(6) ﾀﾃｵｶ ﾄﾓﾋﾛ 男子 100000105  男子６年 １００ｍ
1130  藤・多 神流 106  木村　政哉(6) ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 男子 100000106  男子６年 １０００ｍ
1131  藤・多 神流 109  清水　優斗(5)  ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 男子 100000109  男子５年 １０００ｍ
1132  藤・多 神流 110  渡辺　喬介(4)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ 男子 100000110  男子４年 １０００ｍ
1133  藤・多 神流 111  山田　悠生(6)  ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 100000111  男子６年 １０００ｍ
1134  藤・多 神流 102  須永　玲音(1)  ｽﾅｶﾞ ﾚｵﾝ 女子 200000102  女子１年 ３００ｍ
1135  藤・多 神流 107  木村有香子(4) ｷﾑﾗ ﾕｶｺ 女子 200000107  女子４年 ８００ｍ
1136  藤・多 神流 108  清水　華帆(2)  ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 女子 200000108  女子２年 ３００ｍ
1137  藤・多 藤岡小野 1621  柳澤　すず(3)  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｽｽﾞ 女子 200001621  女子３年 ８００ｍ
1138  藤・多 藤岡小野 1622  柳澤　琴乃(5)  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾄﾉ 女子 200001622  女子５年 走幅跳
1139  藤・多 藤岡小野 1623  齋藤茉由子(6) ｻｲﾄｳ ﾏﾕｺ 女子 200001623  女子６年 ８００ｍ
1140  藤・多 美土里 1618  野口　弘人(4)  ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 100001618  男子４年 １０００ｍ
1141  藤・多 美土里 1619  新井万紀也(5) ｱﾗｲ ﾏｷﾔ 男子 100001619  男子５年 １０００ｍ
1142  藤・多 美土里 1617  白石美桜子(3) ｼﾗｲｼ ﾐｵｺ 女子 200001617  女子３年 ８００ｍ
1143  藤・多 美土里 1620  蟻川ゆりあ(6) ｱﾘｶﾜ ﾕﾘｱ 女子 200001620  女子６年 １００ｍ
1144  藤・多 平井 1624  戸塚　　諒(5)  ﾄﾂﾞｶ ﾘｮｳ 男子 100001624  男子５年 １００ｍ
1145  富　岡 高瀬 2031  岡野　光聖(2) ｵｶﾉ ｺｳｾｲ 男子 100002031  男子２年 ３００ｍ
1146  富　岡 高瀬 2033  新井　駿佑(3) ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 100002033  男子３年 １０００ｍ
1147  富　岡 高瀬 2032  山口　遥花(3)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 200002032  女子３年 ８００ｍ
1148  富　岡 額部 2034  阿久澤臣斗(3)  ｱｸｻﾞﾜ ｵﾐﾄ 男子 100002034  男子３年 １０００ｍ
1149  富　岡 丹生 2035  北村　桃香(6) ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｶ 女子 200002035  女子６年 ８００ｍ
1150  富　岡 高田 2036  佐藤　達哉(1) ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 男子 100002036  男子１年 ３００ｍ
1151  富　岡 高田 2037  佐藤　智哉(5) ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 男子 100002037  男子５年 １０００ｍ
1152  安　中 原市 1427  萩原　賢己(3)  ﾊｷﾞﾜﾗﾄｼｷ 男子 100001427  男子３年 １０００ｍ
1153  安　中 原市 1429  高杉　　士(3)  ﾀｶｽｷﾞﾂｶｻ 男子 100001429  男子３年 １０００ｍ
1154  安　中 原市 1430  佐藤　正輝(3) ｻﾄｳﾏｻｷ 男子 100001430  男子３年 １０００ｍ
1155  安　中 原市 1431  儘田　雄士(4)  ﾏﾏﾀﾞﾕｳｼ 男子 100001431  男子４年 １０００ｍ
1156  安　中 原市 1432  高杉　　魁(5)  ﾀｶｽｷﾞｶｲ 男子 100001432  男子５年 １０００ｍ
1157  安　中 原市 1433  須藤　　蓮(5) ｽﾄｳﾚﾝ 男子 100001433  男子５年 １００ｍ
1158  安　中 原市 1426  高山　若菜(2) ﾀｶﾔﾏﾜｶﾅ 女子 200001426  女子２年 ３００ｍ
1159  安　中 原市 1428  悴田　華海(3)  ｶｾﾀﾞﾊﾅﾐ 女子 200001428  女子３年 ８００ｍ
1160  安　中 碓東 2063  小林沙友里(6)  ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾕﾘ 女子 200002063  女子６年 ８００ｍ
1161  安　中 碓東 2064  小林　佑好(4)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ 女子 200002064  女子４年 ８００ｍ
1162  安　中 碓東 2065  今井　玲那(4) ｲﾏｲ ﾚﾅ 女子 200002065  女子４年 ８００ｍ
1163  安　中 碓東 2066  土田　怜奈(4)  ﾂﾁﾀﾞ ﾚｲﾅ 女子 200002066  女子４年 ８００ｍ
1164  安　中 松井田 2060  布施　優河(5)  ﾌｾ ﾕｳｶﾞ 男子 100002060  男子５年 １００ｍ
1165  安　中 松井田 2061  松本　　諒(5) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 100002061  男子５年 １０００ｍ
1166  安　中 松井田 2062  笠井　翔太(5) ｶｻｲ ｼｮｳﾀ 男子 100002062  男子５年 走幅跳
1167  安　中 松井田 2059  武井　里菜(5) ﾀｹｲ ﾘﾅ 女子 200002059  女子５年 ８０ｍＨ
1168  安　中 臼井 1449  野田　裕貴(6)  ﾉﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 100001449  男子６年 １００ｍ
1169  安　中 臼井 1450  猿谷　拓海(5) ｻﾙﾔﾀｸﾐ 男子 100001450  男子５年 １０００ｍ
1170  安　中 臼井 1451  猿谷　佑真(5) ｻﾙﾔﾕｳﾏ 男子 100001451  男子５年 １００ｍ
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 主催:群馬陸上競技協会
 後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ  出場種目１  出場種目２  出場種目３
1171  安　中 臼井 1452  峰岸　宗嗣(5)  ﾐﾈｷﾞｼｿｳｼ 男子 100001452  男子５年 １００ｍ
1172  安　中 臼井 1453  猿谷虎太郎(5) ｻﾙﾔｺﾀﾛｳ 男子 100001453  男子５年 走幅跳
1173  安　中 臼井 1454  佐藤　恵星(3) ｻﾄｳｹｲ 男子 100001454  男子３年 １０００ｍ
1174  安　中 臼井 1455  須藤　美帆(4) ｽﾄｳﾐﾎ 女子 200001455  女子４年 ８００ｍ
1175  安　中 臼井 1456  須藤　美羽(4) ｽﾄｳﾐｳ 女子 200001456  女子４年 １００ｍ
1176  安　中 坂本 2058  加藤　鉄大(5) ｶﾄｳ ﾃﾂﾋﾛ 男子 100002058  男子５年 ボール投げ
1177  安　中 坂本 2057  山田　桃華(4)  ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 200002057  女子４年 ８００ｍ
1178  安　中 西横野 1447  神岡太久磨(5) ｶﾐｵｶﾀｸﾏ 男子 100001447  男子５年 １００ｍ
1179  安　中 西横野 1448  黒田　光希(5)  ｸﾛﾀﾞｺｳｷ 男子 100001448  男子５年 １００ｍ
1180  安　中 西横野 1441  瀧川　萌彩(2)  ﾀｷｶﾞﾜﾓｴｻ 女子 200001441  女子２年 ３００ｍ
1181  安　中 西横野 1442  寺島　咲季(3) ﾃﾗｼﾏｻｷ 女子 200001442  女子３年 ８００ｍ
1182  安　中 西横野 1443  佐藤　杏香(5) ｻﾄｳｷｮｳｶ 女子 200001443  女子５年 ボール投げ
1183  安　中 西横野 1444  上原穂奈美(6) ｳｴﾊﾗﾎﾅﾐ 女子 200001444  女子６年 １００ｍ
1184  安　中 西横野 1445  瀧川　智菜(6)  ﾀｷｶﾞﾜﾄﾓﾅ 女子 200001445  女子６年 ボール投げ
1185  安　中 西横野 1446  小山　達己(5) ｺﾔﾏﾀﾂｷ 女子 200001446  女子５年 １００ｍ
1186  安　中 九十九 1457  泉　はるか(6)  ｲｽﾞﾐﾊﾙｶ 女子 200001457  女子６年 走幅跳
1187  安　中 九十九 1458  小板橋美菜(6)  ｺｲﾀﾊﾞｼﾐﾅ 女子 200001458  女子６年 ８００ｍ
1188  安　中 九十九 1459  横澤　紗希(6)  ﾖｺｻﾞﾜｻｷ 女子 200001459  女子６年 走高跳
1189  安　中 九十九 1460  伊藤　　萌(6) ｲﾄｳﾓｴ 女子 200001460  女子６年 １００ｍ
1190  安　中 細野 1437  上原　淳暉(2) ｳｴﾊﾗｱﾂｷ 男子 100001437  男子２年 ３００ｍ
1191  安　中 細野 1438  徳久　青輝(5) ﾄｸﾋｻｱｵｷ 男子 100001438  男子５年 走幅跳
1192  安　中 細野 1439  上原　秀喜(5)  ｳｴﾊﾗﾋﾃﾞｷ 男子 100001439  男子５年 １０００ｍ
1193  安　中 細野 1440  武井　佑介(6) ﾀｹｲﾕｳｽｹ 男子 100001440  男子６年 １００ｍ
1194  安　中 細野 1434  金澤くるみ(5)  ｶﾅｻﾞﾜｸﾙﾐ 女子 200001434  女子５年 ８００ｍ
1195  安　中 細野 1435  上原　鈴香(5)  ｳｴﾊﾗｽｽﾞｶ 女子 200001435  女子５年 ８００ｍ
1196  安　中 細野 1436  佐藤　琴乃(6) ｻﾄｳｺﾄﾉ 女子 200001436  女子６年 ８００ｍ
1197 みどり 笠懸東 401  高田　修造(2)  ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 男子 100000401  男子２年 ３００ｍ
1198 みどり  大間々北 435  石川　桂也(5) ｲｼｶﾜ ｹｲﾔ 男子 100000435  男子５年 １００ｍ
1199 みどり  大間々東 436  栗田　拓実(4) ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ 男子 100000436  男子４年 １００ｍ
1200 みどり  大間々東 437  栗田　将実(1) ｸﾘﾀ ﾏｻﾐ 男子 100000437  男子１年 ３００ｍ
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 男子 ４×１００ｍ
連番  登録チーム  D/B code 競技者氏名 所属団体
1 藤岡神流 100000104  渡辺　光紀(6)

神流
 (104)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

100101 100000103  大久保　隼(6)
神流

 ﾅﾝﾊﾞｰ(101)  (103)  ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ
100000106  木村　政哉(6)

神流
 (106) ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ

100000105  楯岡　友広(6)
神流

 (105) ﾀﾃｵｶ ﾄﾓﾋﾛ
2 伊勢崎殖蓮第二 100000335  荒木　朋也(6)

名和
 (335) ｱﾗｷ ﾄﾓﾔ

100303 100000301  山口　颯太(5)
殖蓮第二

 ﾅﾝﾊﾞｰ(303)  (301)  ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ
 (1:03.50) 100000302  佐藤　　慧(5)

殖蓮第二
 (302) ｻﾄｳ ｹｲ

100000364  萩原沙哉隼(5)
殖蓮第二

 (364)  ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾔﾄ
3  大泉東Ａ 100000450  岩瀬　　駿(6)

大泉東
 (450) ｲﾜｾ ｼｭﾝ

100402 100000451  石崎　青葉(6)
大泉東

 ﾅﾝﾊﾞｰ(402)  (451)  ｲｼｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ
 (1:05.23) 100000452  三坂　　凱(6)

大泉東
 (452)  ﾐｻｶ ｶﾞｲ

100000456  大塚　名朗(5)
大泉東

 (456) ｵｵﾂｶ ﾅｵ
4  大泉東Ｂ 100000453  木島　　駿(5)

大泉東
 (453)  ｷｼﾞﾏ ｼｭﾝ

100403 100000454  三沢　立有(5)
大泉東

 ﾅﾝﾊﾞｰ(403)  (454) ﾐｻﾜ ﾘｭｳ
 (1:05.75) 100000455  柳沢　義和(5)

大泉東
 (455)  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼｶｽﾞ

100000457  青木　幸作(5)
大泉東

 (457) ｱｵｷ ｺｳｻｸ
5  渋川古巻Ａ 100000807  加藤　竣也(5)

古巻
 (807) ｶﾄｳ ｼｭﾝﾔ

100801 100000835  松本　成史(6)
古巻

 ﾅﾝﾊﾞｰ(801)  (835) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾌﾐ
100000809  竹田　颯汰(5)

古巻
 (809)  ﾀｹﾀﾞ ｿｳﾀ

100000808  須藤　駿介(5)
古巻

 (808) ｽﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
6 前橋広瀬 100000922  久保庭洋人(6)

前橋広瀬
 (922)  ｸﾎﾞﾆﾜ ﾋﾛﾄ

100901 100000921  正田　信大(6)
前橋広瀬

 ﾅﾝﾊﾞｰ(901)  (921)  ｼｮｳﾀﾞ ｱｷﾋﾛ
100000920  林　　俊文(6)

前橋広瀬
 (920) ﾊﾔｼ ﾄｼﾌﾐ

100000923  清水　要杜(6)
前橋広瀬

 (923)  ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾄ
7 前橋山王 100000924  川端　駿介(6)

山王
 (924)  ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ

100902 100000926  諸田　友輝(6)
山王

 ﾅﾝﾊﾞｰ(902)  (926)  ﾓﾛﾀﾞ ﾄﾓｷ
100000927  稲原　好人(6)

山王
 (927) ｲﾅﾊﾗ ﾖｼﾄ

100000925  新井　智也(6)
山王

 (925) ｱﾗｲ ﾄﾓﾔ
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 男子 ４×１００ｍ
連番  登録チーム  D/B code 競技者氏名 所属団体
8  前橋時沢Ｂ 100000966  伊吹　隼人(6)

時沢
 (966)  ｲﾌﾞｷ ﾊﾔﾄ

100903 100000981  椛沢　陸夢(6)
時沢

 ﾅﾝﾊﾞｰ(903)  (981)  ｶﾊﾞｻﾜ ﾘｸﾑ
100000982  田中　宏樹(6)

時沢
 (982) ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ

100000983  藤井　良平(6)
時沢

 (983)  ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ
9 高崎北 100001210  植原　唯斗(6)

高崎北
 (1210) ｳｴﾊﾗ ﾕｲﾄ

101201 100001211  塚越　真吾(6)
高崎北

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1201)  (1211)  ﾂｶｺﾞｼ ｼﾝｺﾞ
 (  57.00) 100001212  谷山　雄大(6)

高崎北
 (1212) ﾀﾆﾔﾏ ﾕｳﾀ

100001213  新井　　拓(6)
高崎北

 (1213) ｱﾗｲ ﾀｸ
10 高崎城東 100001214  松井　孝裕(6)

高崎城東
 (1214) ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ

101202 100001215  萩原　雄太(6)
高崎城東

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1202)  (1215)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ
100001216  吉野　　江(6)

高崎城東
 (1216) ﾖｼﾉ ｺｳ

100001217  小菅　優哉(6)
高崎城東

 (1217)  ｺｽｹﾞ ﾕｳﾔ
11 高崎箕輪 100001334  根岸　琉冴(5)

箕輪
 (1334)  ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｶﾞ

101303 100001314  上村　赳之(6)
箕輪

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1303)  (1314) ｶﾐﾑﾗ ﾀｹﾕｷ
 (  59.00) 100001315  岡田　拓巳(5)

箕輪
 (1315)  ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ

100001336  福田　喬介(5)
箕輪

 (1336)  ﾌｸﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
12 渋川長尾 100001403  阿久津悠佑(6)

長尾
 (1403) ｱｸﾂ ﾕｳｽｹ

101401 100000604  藤野　統仁(1)
東部

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1401)  (604)  ﾌｼﾞﾉ ﾄｳｼﾞ
100000606  原田　朋弥(4)

滝川
 (606)  ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ

100001405  安部　楓也(6)
長尾

 (1405)  ｱﾍﾞ ﾌｳﾔ
13 前橋桃川 100001665  竹田　直希(6)

桃川
 (1665)  ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ

101601 100001661  勝山　翔太(6)
桃川

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1601)  (1661) ｶﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ
100001671  久保　吏輝(6)

桃川
 (1671)  ｸﾎﾞ ﾘｷ

100001664  荒木　颯平(6)
桃川

 (1664) ｱﾗｷ ｿｳﾍｲ
14  前橋原Ａ 100001677  林　　楓真(6)

原
 (1677) ﾊﾔｼ ﾌｳﾏ

101602 100001695  船津　光輝(6)
原

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1602)  (1695) ﾌﾅﾂ ｺｳｷ
100001696  蓑谷　龍司(6)

原
 (1696)  ﾐﾉﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ

100000322  矢尻　達也(6)
玉村中央

 (322)  ﾔｼﾞﾘ ﾀﾂﾔ
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15  前橋原Ｂ 100001674  石橋　直也(6)

原
 (1674)  ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾔ

101603 100001691  阿久澤隆成(5)
原

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1603)  (1691)  ｱｸｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ
100000608  船津　望光(5)

原
 (608)  ﾌﾅﾂ ﾉｿﾞﾐ

100001692  笹澤　蒼生(5)
原

 (1692)  ｻｻｻﾞﾜ ｿｳ
16 高崎金古 100001703  神澤　彩人(6)

金古
 (1703)  ｶﾝｻﾞﾜ ｱﾔﾄ

101701 100001765  伊藤　隼人(6)
金古

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1701)  (1765) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ
100001719  清水　玲允(5)

金古
 (1719)  ｼﾐｽﾞ ﾚｲ

100001718  村田　遼河(5)
金古

 (1718)  ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｶﾞ
17 前橋荒牧 100001822  関　　宏太(6)

荒牧
 (1822) ｾｷ ｺｳﾀ

101801 100001823  林　　涼太(6)
荒牧

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1801)  (1823) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ
100001824  坂西　啓佑(6)

荒牧
 (1824) ｻｶﾆｼ ｹｲｽｹ

100001849  関根　　彗(6)
荒牧

 (1849) ｾｷﾈ ｹｲ
18 前橋永明 100002014  吉原　晃生(5)

永明
 (2014) ﾖｼﾊﾗ ｺｳｷ

102001 100002023  川島　拓郎(6)
永明

 ﾅﾝﾊﾞｰ(2001)  (2023) ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾛｳ
100002020  矢部　達也(6)

永明
 (2020)  ﾔﾍﾞ ﾀﾂﾔ

100002027  渡辺　悠太(6)
永明

 (2027)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ
19  前橋時沢Ａ 100002201  諸田　悠人(6)

時沢
 (2201) ﾓﾛﾀ ﾕｳﾄ

102201 100002204  井野奈央哉(6)
時沢

 ﾅﾝﾊﾞｰ(2201)  (2204) ｲﾉ ﾅｵﾔ
100002223  寺嶌　渓一(6)

時沢
 (2223) ﾃﾗｼﾏ ｹｲｲﾁ

100002212  磯田　将太(6)
時沢

 (2212)  ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ
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1  伊勢崎あずま南 200000361  倉林　美空(6)

 あずま南
 (361)  ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｸ

100101 200000314  塩原　　聖(6)
 あずま南

 ﾅﾝﾊﾞｰ(303)  (314)  ｼｵﾊﾞﾗ ｻﾄｲ
200000315  中村　　藍(6)

 あずま南
 (315) ﾅｶﾑﾗ ｱｲ

200000316  石倉　菜摘(6)
 あずま南

 (316) ｲｼｸﾗ ﾅﾂﾐ
2 前橋下川淵 200000504  佐藤　祐希(5)

下川淵
 (504) ｻﾄｳ ﾕｳｷ

100102 200000503  須藤　李恩(5)
下川淵

 ﾅﾝﾊﾞｰ(501)  (503) ｽﾄｳ ﾘｵﾝ
200000505  山河　愛実(5)

下川淵
 (505) ﾔﾏｶﾜ ﾏﾅﾐ

200000506  今井　香乃(5)
下川淵

 (506) ｲﾏｲ ｶﾉ
3  高崎金古Ａ 200001702  矢島　李那(6)

金古
 (1702)  ﾔｼﾞﾏ ﾘﾅ

100103 200001762  荒木　南那(6)
金古

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1701)  (1762) ｱﾗｷ ﾅﾅ
200001701  和久ほなみ(6)

金古
 (1701) ﾜｸ ﾎﾅﾐ

200001707  唐澤　杏吏(6)
金古

 (1707) ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾘ
4  高崎金古Ｂ 200001705  高橋　美緒(6)

金古
 (1705) ﾀｶﾊｼ ﾐｵ

100104 200001763  中山　愛望(6)
金古

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1702)  (1763) ﾅｶﾔﾏ ｱﾐ
200001709  川野　詩織(6)

金古
 (1709) ｶﾜﾉ ｼｵﾘ

200001706  松本うらら(6)
金古

 (1706) ﾏﾂﾓﾄ ｳﾗﾗ
5  高崎金古Ｃ 200001720  小池　真汐(5)

金古
 (1720) ｺｲｹ ﾏｼｵ

100105 200001764  岡田　真奈(5)
金古

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1703)  (1764)  ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ
200001713  畑内　　恵(5)

金古
 (1713)  ﾊﾀﾅｲ ﾒｸﾞﾐ

200001715  門倉　未希(5)
金古

 (1715)  ｶﾄﾞｸﾗ ﾐｷ
6  群大附属A 200002147  飯嶌かがり(6)

群大附属
 (2147)  ｲｲｼﾞﾏ ｶｶﾞﾘ

100106 200002146  瀬田　玲奈(6)
群大附属

 ﾅﾝﾊﾞｰ(2101)  (2146) ｾﾀ ﾚｲﾅ
200002149  阿部　凪紗(6)

群大附属
 (2149)  ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ

200002151  間渕　未来(6)
群大附属

 (2151)  ﾏﾌﾞﾁ ﾐｷ
7  群大附属B 200002144  岩崎　紘乃(5)

群大附属
 (2144) ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾉ

100107 200002139  内山　愛玲(5)
群大附属

 ﾅﾝﾊﾞｰ(2102)  (2139) ｳﾁﾔﾏ ﾐﾚｲ
200002143  富田　真琴(5)

群大附属
 (2143) ﾄﾐﾀ ﾏｺﾄ

200002141  髙橋　佑瑠(5)
群大附属

 (2141) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ
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8  渋川古巻Ａ 200000825  林　里花子(6)

古巻
 (825) ﾊﾔｼ ﾘｶｺ

100108 200000823  関　　優奈(6)
古巻

 ﾅﾝﾊﾞｰ(801)  (823) ｾｷ ﾕｳﾅ
200000829  狩野　菜々(6)

古巻
 (829) ｶﾉｳ ﾅﾅ

200000828  金子　美夢(6)
古巻

 (828) ｶﾈｺ ﾐﾑ
9  渋川古巻Ｂ 200000832  山添　　桜(6)

古巻
 (832)  ﾔﾏｿﾞｴ ｻｸﾗ

100109 200000831  有馬姫咲蘭(6)
古巻

 ﾅﾝﾊﾞｰ(802)  (831) ｱﾘﾏ ｷｻﾗ
200000840  杉木舞唯帆(6)

古巻
 (840)  ｽｷﾞｷ ﾏｲﾎ

200000827  久米　杏果(6)
古巻

 (827) ｸﾒ ｷｮｳｶ
10  渋川古巻Ｃ 200000833  羽鳥　有紀(6)

古巻
 (833) ﾊﾄﾘ ﾕｷ

100110 200000826  小久保茉優(6)
古巻

 ﾅﾝﾊﾞｰ(803)  (826)  ｺｸﾎﾞ ﾏﾕ
200000824  齊藤　礼奈(6)

古巻
 (824) ｻｲﾄｳ ﾚｲﾅ

200000830  野口　未夢(6)
古巻

 (830)  ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ
11  渋川古巻Ｄ 200000821  小菅　真穂(5)

古巻
 (821)  ｺｽｹﾞ ﾏﾎ

100111 200000819  奥泉　未花(5)
古巻

 ﾅﾝﾊﾞｰ(804)  (819)  ｵｸｲｽﾞﾐ ﾐｶ
200000820  角田　妃優(5)

古巻
 (820)  ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾕ

200000838  嶋田　伶南(5)
古巻

 (838)  ｼﾏﾀﾞ ﾚﾅ
12  渋川古巻Ｅ 200000814  島村莉理子(5)

古巻
 (814) ｼﾏﾑﾗ ﾘﾘｺ

100112 200000813  奥泉　結衣(5)
古巻

 ﾅﾝﾊﾞｰ(805)  (813)  ｵｸｲｽﾞﾐ ﾕｲ
200000818  中村　花菜(5)

古巻
 (818) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ

200000810  弦間　明穂(5)
古巻

 (810)  ｹﾞﾝﾏ ｱｷﾎ
13  渋川古巻Ｆ 200000817  並木沙耶花(5)

古巻
 (817) ﾅﾐｷ ｻﾔｶ

100113 200000815  宇佐美奈々(5)
古巻

 ﾅﾝﾊﾞｰ(806)  (815) ｳｻﾐ ﾅﾅ
200000816  落合　美綺(5)

古巻
 (816) ｵﾁｱｲ ﾐｷ

200000812  後閑　　唯(5)
古巻

 (812)  ｺﾞｶﾝ ﾕｲ
14 高崎新町第一 200001201  内藤　真実(6)

新町第一
 (1201) ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ

100114 200001202  薬師寺聖奈(6)
新町第一

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1201)  (1202)  ﾔｸｼｼﾞ ｾｲﾅ
 (1:01.00) 200001203  清水　千聖(6)

新町第一
 (1203)  ｼﾐｽﾞ ﾁｻﾄ

200001204  斉藤　琴実(6)
新町第一

 (1204) ｻｲﾄｳ ｺﾄﾐ
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15 高崎中居 200001003  佐藤　七海(6)

中居
 (1003) ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ

100115 200001001  植原　由佳(6)
中居

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1001)  (1001) ｳｴﾊﾗ ﾕｲｶ
200001004  不破亜莉珠(6)

中居
 (1004) ﾌﾜ ｱﾘｽ

200001005  佐藤　怜子(6)
中居

 (1005) ｻﾄｳ ﾚｲｺ
16 高崎北 200001205  坂口　実優(6)

高崎北
 (1205)  ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕｳ

100116 200001206  矢沢　莉子(6)
高崎北

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1202)  (1206)  ﾔｻﾞﾜ ﾘｺ
 (  59.00) 200001207  植原　愛子(6)

高崎北
 (1207) ｳｴﾊﾗ ｱｲｺ

200001208  大谷菜生子(6)
高崎北

 (1208) ｵｵﾀﾆ ﾅｵｺ
17 高崎箕輪 200001338  原田　　捺(5)

箕輪
 (1338)  ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂ

100117 200001311  池田　友季(6)
箕輪

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1304)  (1311)  ｲｹﾀﾞ ﾕｷ
 (1:00.00) 200001337  前橋　友紀(6)

箕輪
 (1337)  ﾏｴﾊﾞｼ ﾕｷ

200001339  各務　玲衣(5)
箕輪

 (1339)  ｶｶﾞﾐ ﾚｲ
18 殖蓮第二 200000306  森田　乃絵(5)

殖蓮第二
 (306) ﾓﾘﾀ ﾉｴ

100118 200000308  太田　真尋(5)
殖蓮第二

 ﾅﾝﾊﾞｰ(301)  (308) ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ
 (1:04.00) 200000307  山口　夢乃(5)

殖蓮第二
 (307)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒﾉ

200000309  大木彩季乃(5)
殖蓮第二

 (309)  ｵｵｷﾞ ｻｷﾉ
19  前橋永明Ａ 200002026  青木　桜花(6)

永明
 (2026) ｱｵｷ ｻｸﾗ

100119 200002025  岩崎安里寿(6)
永明

 ﾅﾝﾊﾞｰ(2001)  (2025) ｲﾜｻｷ ｱﾘｽ
200002028  齊藤　美空(6)

永明
 (2028) ｻｲﾄｳ ﾐｸ

200002029  渡邉　千宙(6)
永明

 (2029)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ
20  前橋永明Ｂ 200002019  石田菜穂美(5)

永明
 (2019)  ｲｼﾀﾞ ﾅﾎﾐ

100120 200002018  太田　友唯(5)
永明

 ﾅﾝﾊﾞｰ(2002)  (2018) ｵｵﾀ ﾕｲ
200002016  一倉　夏帆(5)

永明
 (2016) ｲﾁｸﾗ ｶﾎ

200002017  岩崎実留紅(5)
永明

 (2017) ｲﾜｻｷ ﾐﾙｸ
21  前橋原Ａ 200001676  蛭川　夏生(6)

原
 (1676) ﾋﾙｶﾜ ﾅﾂｷ

100121 200001699  田中　美帆(6)
原

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1602)  (1699) ﾀﾅｶ ﾐﾎ
200001697  伊藤　佳菜(6)

原
 (1697) ｲﾄｳ ｶﾅ

200000321  並木　佳乃(6)
伊勢崎広瀬

 (321) ﾅﾐｷ ｶﾉ
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22  前橋原Ｂ 200001675  石井恵里佳(6)

原
 (1675) ｲｼｲ ｴﾘｶ

100122 200001503  田代明日香(6)
原

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1603)  (1503) ﾀｼﾛ ｱｽｶ
200001501  浅見　優依(6)

原
 (1501) ｱｻﾐ ﾕｲ

200001698  木村　沙羅(6)
原

 (1698) ｷﾑﾗ ｻﾗ
23 前橋広瀬 200000919  安田　結女(6)

前橋広瀬
 (919)  ﾔｽﾀﾞ ﾕﾒ

100123 200000917  下田　真衣(6)
前橋広瀬

 ﾅﾝﾊﾞｰ(901)  (917)  ｼﾓﾀﾞ ﾏｲ
200000916

200000918  大勝麻衣奈(6)
前橋広瀬

 (918) ｵｵｶﾂ ﾏｲﾅ
24 前橋山王 200000928  後藤　桃夏(6)

山王
 (928)  ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｶ

100124 200000933  長谷川遥花(6)
山王

 ﾅﾝﾊﾞｰ(902)  (933)  ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ
200000929  山田　鈴華(6)

山王
 (929)  ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ

200000931  石井　夏帆(6)
山王

 (931) ｲｼｲ ｶﾎ
25 前橋時沢 200002224  黒澤ミライ(6)

時沢
 (2224) ｸﾗｻﾜ ﾐﾗｲ

100125 200002225  須田　梨湖(6)
時沢

 ﾅﾝﾊﾞｰ(2201)  (2225)  ｽﾀﾞ ﾘｺ
200002218  林　芙美香(6)

時沢
 (2218) ﾊﾔｼ ﾌﾐｶ

200002214  松本　　唯(6)
時沢

 (2214) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ
26 前橋城南 200000516  細貝美菜子(6)

前橋城南
 (516)  ﾎｿｶﾞｲ ﾐﾅｺ

100126 200000519  笹澤　桃子(6)
前橋城南

 ﾅﾝﾊﾞｰ(502)  (519)  ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓｺ
200000521  寺内　結菜(6)

前橋城南
 (521) ﾃﾗｳﾁ ﾕﾅ

200000518  丸山　亜未(6)
前橋城南

 (518) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾐ
27 前橋桃瀬 200000524  横山　夢月(6)

桃瀬
 (524) ﾖｺﾔﾏ ﾑﾂｷ

100127 200000525  吉田　　楓(6)
桃瀬

 ﾅﾝﾊﾞｰ(101)  (525)  ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
200000526  林　　花野(6)

桃瀬
 (526) ﾊﾔｼ ﾊﾅﾉ

200000527  佐藤　遥香(6)
桃瀬

 (527) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ
28 前橋桃川 200001668  大巾沙也伽(6)

桃川
 (1668)  ｵｵﾊﾊﾞ ｻﾔｶ

100128 200001659  樺澤愛七海(6)
桃川

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1601)  (1659)  ｶﾊﾞｻﾜ ﾏﾅﾐ
200001666  廣多　美穂(6)

桃川
 (1666) ﾋﾛﾀ ﾐﾎ

200001657  関口　季佐(6)
桃川

 (1657)  ｾｷｸﾞﾁ ｷｻ
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 女子 ４×１００ｍ
連番  登録チーム  D/B code 競技者氏名 所属団体
29  大泉東Ａ 200000464  榎本　晏都(6)

大泉東
 (464) ｴﾉﾓﾄ ｱｻ

100129 200000465  藤倉　玲依(6)
大泉東

 ﾅﾝﾊﾞｰ(401)  (465)  ﾌｼﾞｸﾗ ﾚｲ
 (1:07.52) 200000466  笠松　もえ(6)

大泉東
 (466) ｶｻﾏﾂ ﾓｴ

200000470  河野　美咲(5)
大泉東

 (470) ｺｳﾉ ﾐｻｷ
30  大泉東Ｂ 200000467  阿部美也里(5)

大泉東
 (467)  ｱﾍﾞ ﾐﾔﾘ

100130 200000468  西田　涼乃(5)
大泉東

 ﾅﾝﾊﾞｰ(402)  (468)  ﾆｼﾀﾞ ｽｽﾞﾉ
 (1:08.18) 200000469  五十木志歩(5)

大泉東
 (469)  ｲｶﾙｷﾞ ｼﾎ

200000471  西田　智咲(5)
大泉東

 (471)  ﾆｼﾀﾞ ﾁｻｷ
31 前橋桃瀬 200000524  横山　夢月(6)

桃瀬
 (524) ﾖｺﾔﾏ ﾑﾂｷ

100131 200000525  吉田　　楓(6)
桃瀬

 ﾅﾝﾊﾞｰ(503)  (525)  ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
200000526  林　　花野(6)

桃瀬
 (526) ﾊﾔｼ ﾊﾅﾉ

200000527  佐藤　遥香(6)
桃瀬

 (527) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ
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 男子クラブ対抗 ４×１００ｍ
連番  登録チーム  D/B code 競技者氏名 所属団体
1  伊勢崎クラブＡ 100000359  青木　理人(6)

三郷
 (359) ｱｵｷ ﾏｻﾄ

100301 100000323  安達宗次郎(6)
伊勢崎南

 ﾅﾝﾊﾞｰ(301)  (323)  ｱﾀﾞﾁ ｿｳｼﾞﾛｳ
100000318  清水　僚太(6)

三郷
 (318)  ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

100000322  矢尻　達也(6)
玉村中央

 (322)  ﾔｼﾞﾘ ﾀﾂﾔ
2  伊勢崎クラブＢ 100000325  細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(6)

二之宮
 (325)  ﾎｿｲ ﾌﾞﾗｲｱﾝ

100302 100000347  山本　京介(5)
殖蓮

 ﾅﾝﾊﾞｰ(302)  (347) ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｽｹ
100000329  小野寺駿弥(6)

 あずま南
 (329)  ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭﾝﾔ

100000360  丸山　祐弥(6)
三郷

 (360) ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾔ
3  伊勢崎クラブＣ 100000310  大和　利成(5)

名和
 (310) ﾔﾏﾄ ﾄｼﾅﾘ

100304 100000311  福田　光基(5)
伊勢崎広瀬

 ﾅﾝﾊﾞｰ(304)  (311)  ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ
 (1:02.20) 100000332  斎藤　詳太(5)

殖蓮
 (332) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ

100000330  尾藤　　巧(5)
伊勢崎北

 (330)  ｵﾌｼﾞ ﾀｸﾐ
4  太田宝泉クラブ 100000417  和久　達也(6)

尾島
 (417) ﾜｸ ﾀﾂﾔ

100401 100000415  福島　一夏(6)
藪塚本町

 ﾅﾝﾊﾞｰ(401)  (415) ﾌｸｼﾏ ｲﾁﾅﾂ
100000413  齋藤　　司(6)

宝泉東
 (413) ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ

100000402  川村　朋弘(6)
木崎

 (402) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ
5  境陸上クラブ 100001232  五十嵐　翔(6)

境
 (1232)  ｲｶﾞﾗｼ ｶｹﾙ

101203 100001235  関口　健介(5)
境

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1203)  (1235)  ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ
100001238  臼田　伊吹(5)

境
 (1238)  ｳｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

100001240  重田　吉貴(5)
境剛志

 (1240)  ｼｹﾞﾀ ﾖｼｷ
6  高崎市陸協Ａ 100001347  吉田　雄亮(6)

片岡
 (1347)  ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ

101301 100001346  発地　　翼(6)
新町第一

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1301)  (1346)  ﾎｯﾁ ﾂﾊﾞｻ
 (  54.30) 100001314  上村　赳之(6)

箕輪
 (1314) ｶﾐﾑﾗ ﾀｹﾕｷ

100001304  加藤　智也(6)
中居

 (1304) ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ
7  高崎市陸協Ｂ 100001392  星野　一平(5)

片岡
 (1392)  ﾎｼﾉ ｲｯﾍﾟｲ

101302 100001330  武藤　　崇(5)
寺尾

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1302)  (1330) ﾑﾄｳ ﾀｶｼ
 (  57.00) 100001356  新井　知仁(5)

佐野
 (1356)  ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋﾄ

100001357  石川　　遼(5)
南八幡

 (1357) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ
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 男子クラブ対抗 ４×１００ｍ
連番  登録チーム  D/B code 競技者氏名 所属団体
8  碓井陸上競技クラブ 100001440  武井　佑介(6)

細野
 (1440) ﾀｹｲﾕｳｽｹ

101402 100001439  上原　秀喜(5)
細野

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1402)  (1439)  ｳｴﾊﾗﾋﾃﾞｷ
100001438  徳久　青輝(5)

細野
 (1438) ﾄｸﾋｻｱｵｷ

100001447  神岡太久磨(5)
西横野

 (1447) ｶﾐｵｶﾀｸﾏ
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 女子クラブ対抗 ４×１００ｍ
連番  登録チーム  D/B code 競技者氏名 所属団体
1  伊勢崎クラブＡ 200000339  田村　　藍(6)

宮郷第二
 (339) ﾀﾑﾗ ｱｲ

100132 200000314  塩原　　聖(6)
 あずま南

 ﾅﾝﾊﾞｰ(302)  (314)  ｼｵﾊﾞﾗ ｻﾄｲ
200000321  並木　佳乃(6)

伊勢崎広瀬
 (321) ﾅﾐｷ ｶﾉ

200000312  野村　瑞歩(6)
殖蓮

 (312)  ﾉﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ
2  伊勢崎クラブＢ 200000326  松浦はるか(6)

玉村
 (326) ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙｶ

100133 200000331  小林　華乃(5)
殖蓮

 ﾅﾝﾊﾞｰ(304)  (331)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅﾉ
200000324  木村　汐里(6)

宮郷第二
 (324) ｷﾑﾗ ｼｵﾘ

200000350  萩原　桃香(6)
宮郷

 (350)  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾓﾓｶ
3  伊勢崎クラブＣ 200000362  太田　友唯(5)

永明
 (362) ｵｵﾀ ﾕｲ

100134 200000333  谷田　怜奈(5)
境東

 ﾅﾝﾊﾞｰ(305)  (333)  ﾀﾆﾀﾞ ﾚﾅ
 (1:01.20) 200000352  中澤芽衣子(6)

宮郷
 (352)  ﾅｶｻﾞﾜ ﾒｲｺ

200000319  半田　美汐(5)
茂呂

 (319)  ﾊﾝﾀﾞ ﾐｵ
4  伊勢崎クラブＤ 200000334  國安真由子(5)

伊勢崎南
 (334) ｸﾆﾔｽ ﾏﾕｺ

100135 200000353  島﨑　静乃(6)
玉村南

 ﾅﾝﾊﾞｰ(306)  (353)  ｼﾏｻﾞｷ ｼｽﾞﾉ
 (1:04.00) 200000343  田島　未来(6)

豊受
 (343)  ﾀｼﾞﾏ ﾐｸ

200000358  山田みどり(6)
赤堀南

 (358)  ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ
5  碓井陸上競技クラブ 200001457  泉　はるか(6)

九十九
 (1457)  ｲｽﾞﾐﾊﾙｶ

100136 200001460  伊藤　　萌(6)
九十九

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1401)  (1460) ｲﾄｳﾓｴ
200001436  佐藤　琴乃(6)

細野
 (1436) ｻﾄｳｺﾄﾉ

200001444  上原穂奈美(6)
西横野

 (1444) ｳｴﾊﾗﾎﾅﾐ
6  高崎市陸協Ａ 200001326  白田　春佳(6)

大類
 (1326) ｼﾛﾀ ﾊﾙｶ

100137 200001311  池田　友季(6)
箕輪

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1301)  (1311)  ｲｹﾀﾞ ﾕｷ
 (  54.22) 200001354  中島　　菫(6)

滝川
 (1354)  ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ

200001312  笠原　実紅(6)
六郷

 (1312) ｶｻﾊﾗ ﾐｸ
7  高崎市陸協Ｂ 200001329  佐々木亜美(6)

馬庭
 (1329) ｻｻｷ ｱﾐ

100138 200001323  奥村　ユリ(6)
南八幡

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1302)  (1323) ｵｸﾑﾗ ﾕﾘ
 (  57.00) 200001351  品田　咲紀(6)

高崎西
 (1351)  ｼﾅﾀﾞ ｻｷ

200001353  関根　わか(6)
東部

 (1353) ｾｷﾈ ﾜｶ
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 女子クラブ対抗 ４×１００ｍ
連番  登録チーム  D/B code 競技者氏名 所属団体
8  高崎市陸協Ｃ 200001324  利光　美砂(5)

中居
 (1324) ﾄｼﾐﾂ ﾐｻ

100139 200001325  富岡　　凜(5)
塚沢

 ﾅﾝﾊﾞｰ(1303)  (1325) ﾄﾐｵｶ ﾘﾝ
 (1:02.00) 200001362  山藤　明音(5)

桜山
 (1362) ｻﾝﾄｳ ｱｶﾈ

200001363  清水　璃乃(5)
片岡

 (1363)  ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ
9  沼田ランナーズクラブ 200000220  阿部　七海(5)

沼田
 (220)  ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ

100140 200000223  林　明由菜(5)
沼田北

 ﾅﾝﾊﾞｰ(201)  (223) ﾊﾔｼ ｱﾕﾅ
200000221  堤　　優佳(5)

昭和南
 (221) ﾂﾂﾐ ﾕｳｶ

200000222  星野　七海(5)
利根東

 (222) ﾎｼﾉ ﾅﾅﾐ




