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平成25年度 第16回 群馬県小学生陸上競技記録会 2013/09/14 21:06
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）

 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  宝泉クラブ 100002341  新井　温大(6)

館林第六
(2341) ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ

100230 100002342  中島　大空(6)
沢野

ﾅﾝﾊﾞｰ(2301) (2342) ﾅｶｼﾞﾏ ｿﾗ
100002343  小林　　豊(5)

韮川
(2343) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ

100002344  小林　政澄(6)
太田南

(2344) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
2 ぬまたランナーズ 100001613  武田　雄大(6)

利南東
(1613) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

100160 100001614  萩原　裕太(6)
利南東

ﾅﾝﾊﾞｰ(1601) (1614) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ
100001615  堤　　雄樹(6)

昭和南
(1615) ﾂﾂﾐ ﾕｳｷ

100001616  塩野　佳佑(5)
升形

(1616) ｼｵﾉ ｹｲｽｹ
3  碓氷クラブ 100000831  須藤　康生(6)

九十九
(831) ｽﾄｳ ｺｳｾｲ

100080 100000841 中島孝一郎(6)
九十九

ﾅﾝﾊﾞｰ(801) (841) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ
100000856  足利　隆晃(6)

細野
(856) ｱｼｶｶﾞ ﾀｶﾃﾙ

100000857  金井　太陽(6)
細野

(857) ｶﾅｲ ﾀｲﾖｳ
4  高崎Ｗｉｎｄｓ 100001316  三留　伊織(6)

豊岡
(1316) ﾐﾄﾒ ｲｵﾘ

100130 100001322  三宅　温暉(6)
高崎中央

ﾅﾝﾊﾞｰ(1302) (1322) ﾐﾔｹ ﾊﾙｷ
100001389  秀島　大聖(6)

新高尾
(1389) ﾋﾃﾞｼﾏ ﾀｲｾｲ

100001392  内藤　哲也(6)
下室田

(1392) ﾅｲﾄｳ ﾃﾂﾔ
5 前橋陸協 100001807  片貝　祐太(6)

群大附属
(1807) ｶﾀｶｲ ﾕｳﾀ

100300 100001102  塩野　雄飛(6)
前橋城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(3000) (1102) ｼｵﾉ ﾕｳﾄ
100001522  稲村　　紀(6)

天川
(1522) ｲﾅﾑﾗ ﾓﾄ

100001458  諸澤　　岳(6)
大胡

(1458) ﾓﾛｻﾜ ｶﾞｸ
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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
 会場:正田醤油スタジアム群馬（敷島公園陸上競技場）

 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 アラマキッズ 200001947  谷山　優衣(6)

高崎北
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ (1947) ﾀﾆﾔﾏ ﾕｲ
100190 200001945  本保　朱理(6)

浜尻
ﾅﾝﾊﾞｰ(1901) (1945) ﾎﾝﾎﾞ ｱｶﾘ

200001926 小田切由茄(6)
長野

(1926) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｲｶ
200001961  溝口　花音(6)

下川淵
(1961) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾉﾝ

2  伊勢崎クラブ 200002401  清水　捺未(5)
三郷

ｲｾｻｷｸﾗﾌﾞ (2401) ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ
100240 200002429  齋藤このか(5)

茂呂
ﾅﾝﾊﾞｰ(2402) (2429) ｻｲﾄｳ ｺﾉｶ

200002428  太田　有咲(5)
永明

(2428) ｵｵﾀ ｱﾘｻ
200002405  渡部　　雅(5)

宮郷第二
(2405) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ

3  碓氷クラブ 200000842  町田　鈴音(6)
九十九

ｳｽｲｸﾗﾌﾞ (842) ﾏﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾈ
100080 200000851  佐藤　紗衣(6)

磯部
ﾅﾝﾊﾞｰ(802) (851) ｻﾄｳ ｻｴ

200000861  須藤　美羽(6)
臼井

(861) ｽﾄｳ ﾐｳ
200000864  須藤　美帆(6)

臼井
(864) ｽﾄｳ ﾐﾎ

4  境クラブ 200002424 本多明日実(6)
境

ｻｶｲｸﾗﾌﾞ (2424) ﾎﾝﾀﾞ ｱｽﾐ
100240 200002425  渋沢　麻衣(6)

境剛志
ﾅﾝﾊﾞｰ(2401) (2425) ｼﾌﾞｻﾜ ﾏｲ

200002426  浅見　百香(6)
豊受

(2426) ｱｻﾞﾐ ﾓﾓｶ
200002427  臼田　名歩(6)

境
(2427) ｳｽﾀﾞ ﾅﾎ

5 ぬまたランナーズ 200001617  髙橋　　茜(6)
利南東

ﾇﾏﾀﾗﾝﾅｰｽﾞ (1617) ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ
100160 200001618  後藤　照葉(6)

沼田
ﾅﾝﾊﾞｰ(1603) (1618) ｺﾞﾄｳ ﾃﾙﾊ

200001619  鷹嘴　未希(5)
薄根

(1619) ﾀｶﾉﾊｼ ﾐｷ
200001620  林　あみ夏(6)

沼田
(1620) ﾊﾔｼ ｱﾐｶ

6  宝泉クラブＡ 200002349  小林　愛明(6)
城西

ﾎｳｾﾝｸﾗﾌﾞA (2349) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ
100230 200002350  富澤　昌生(5)

沢野中央
ﾅﾝﾊﾞｰ(2303) (2350) ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｻｷ

200002351  正田　萌絢(5)
宝泉南

(2351) ｼｮｳﾀﾞ ﾓｱ
200002352  滝沢　渚月(6)

太田中央
(2352) ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾂｷ

7  宝泉クラブＢ 200002345  本田　瑠那(6)
韮川

ﾎｳｾﾝｸﾗﾌﾞB (2345) ﾎﾝﾀﾞ ﾙﾅ
100230 200002346  塚越かれん(6)

宝泉
ﾅﾝﾊﾞｰ(2302) (2346) ﾂｶｺﾞｼ ｶﾚﾝ

200002347  外舘　未祐(5)
鳥之郷

(2347) ﾄﾀﾞﾃ ﾐﾕｳ
200002348  小林　ゆい(5)

太田南
(2348) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
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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 前橋陸協 200001441  鈴木　沙彩(6)

桃川
ﾏｴﾊﾞｼﾘｯｷｮｳ (1441) ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ
100300 200001494  関口　　舞(6)

時沢
ﾅﾝﾊﾞｰ(3000) (1494) ｾｷｸﾞﾁ ﾏｲ

200001557  総見　　結(6)
前橋東

(1557) ｿｳﾐ ﾕｳ
200001440  平澤　絵美(6)

桃川
(1440) ﾋﾗｻﾜ ｴﾐ
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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
 会場:正田醤油スタジアム群馬（敷島公園陸上競技場）

 男子小学 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 前橋荒牧小 100002220  後藤　　柊(5)

荒牧
(2220) ｺﾞﾄｳ ｼｭｳ

100220 100002221  捧　　龍太(5)
荒牧

ﾅﾝﾊﾞｰ(2201) (2221) ｻｻｹﾞ ﾘｭｳﾀ
100002222  鈴木　輝大(5)

荒牧
(2222) ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

100002223  横尾　そら(5)
荒牧

(2223) ﾖｺｵ ｿﾗ
2 伊勢崎南小 100001823  仲宗根　純(5)

伊勢崎南
(1823) ﾅｶｿﾈ ｼﾞｭﾝ

100180 100001824  柴田　啓輔(5)
伊勢崎南

ﾅﾝﾊﾞｰ(1804) (1824) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ
100001825  寺林　照英(5)

伊勢崎南
(1825) ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｴｲ

100001826  大東　明騎(5)
伊勢崎南

(1826) ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾙｷ
3 前橋永明小 100000637  関　　雅宗(5)

永明
(637) ｾｷ ﾏｻﾑﾈ

100060 100000638  本舘　聖也(5)
永明

ﾅﾝﾊﾞｰ(601) (638) ﾓﾄﾀﾞﾃ ｾｲﾔ
100000640  吉田　貴翔(6)

永明
(640) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄ

100000646  青木　里来(6)
永明

(646) ｱｵｷ ﾘｸ
4  群大附属小Ａ 100001807  片貝　祐太(6)

群大附属
(1807) ｶﾀｶｲ ﾕｳﾀ

100180 100001808  吉川　暁大(6)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(1801) (1808) ﾖｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ
100001809  反町　惠眞(5)

群大附属
(1809) ｿﾘﾏﾁ ｹｲﾏ

100001810  山田　　丞(5)
群大附属

(1810) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｮｳ
5  群大附属小Ｂ 100001811  根津　　隼(6)

群大附属
(1811) ﾈﾂﾞ ｼｭﾝ

100180 100001812  内田　　空(6)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(1802) (1812) ｳﾁﾀﾞ ｿﾗ
100001813  伊藤　達郎(6)

群大附属
(1813) ｲﾄｳ ﾀﾂﾛｳ

100001814  小川　大夢(6)
群大附属

(1814) ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ
6  群大附属小Ｃ 100001815  西郷　　光(5)

群大附属
(1815) ｻｲｺﾞｳ ﾋｶﾙ

100180 100001816  安藤　広貴(5)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(1803) (1816) ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ
100001817  松原　羽快(5)

群大附属
(1817) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾜｶ

100001818  髙橋　香貴(5)
群大附属

(1818) ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ
7 吉岡駒寄小 100000505  関　　勇翔(6)

駒寄
(505) ｾｷ ﾕｳﾄ

100050 100000508  朝井　力也(6)
駒寄

ﾅﾝﾊﾞｰ(501) (508) ｱｻｲ ﾘｷﾔ
100000506  根木　貴章(6)

駒寄
(506) ﾈｷ ﾀｶｱｷ

100000507  栗原　拓未(6)
駒寄

(507) ｸﾘﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
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主催:群馬陸上競技協会
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 男子小学 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
8 渋川北小 100000214  小林　大晟(6)

渋川北
(214) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ

100020 100000216 津久井悠翔(6)
渋川北

ﾅﾝﾊﾞｰ(201) (216) ﾂｸｲ ﾊﾙﾄ
100000215  小林　快静(6)

渋川北
(215) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ

100000210  野口　聖矢(6)
渋川北

(210) ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ
9 渋川長尾小 100000405  寺村　亮介(6)

長尾
(405) ﾃﾗﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

100040 100000406  梅澤　郁也(6)
長尾

ﾅﾝﾊﾞｰ(401) (406) ｳﾒｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ
100000407  大山　　慧(6)

長尾
(407) ｵｵﾔﾏ ｹｲ

100000415  相原　寛斗(6)
長尾

(415) ｱｲﾊﾗ ﾋﾛﾄ
10 太田城西小 100002358  城代　博斗(6)

城西
(2358) ｷﾉｼﾛ ﾋﾛﾄ

100230 100002359  加藤　直樹(6)
城西

ﾅﾝﾊﾞｰ(2302) (2359) ｶﾄｳ ﾅｵｷ
100002360  小林　涼介(6)

城西
(2360) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

100002361  林　　輝祐(6)
城西

(2361) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ
11  高崎金古小Ａ 100002617  池田　　嗣(6)

金古
(2617) ｲｹﾀﾞ ﾂｶｻ

100260 100002622 藤谷龍之介(6)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(2602) (2622) ﾌｼﾞﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ
100002614  新宮　寛太(6)

金古
(2614) ｼﾝｸﾞｳ ｶﾝﾀ

100002623  東野　　蒼(6)
金古

(2623) ﾋｶﾞｼﾉ ｱｵｲ
12  高崎金古小Ｂ 100002601  村田　凱飛(5)

金古
(2601) ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ

100260 100002604  上野　　曜(5)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(2601) (2604) ｳｴﾉ ｱｷﾗ
100002612  梅山　颯太(5)

金古
(2612) ｳﾒﾔﾏ ｿｳﾀ

100002629  山口　優心(5)
金古

(2629) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾝ
13  高崎京ヶ島小 100001213  吉田　光希(6)

 京ヶ島
(1213) ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

100120 100001214  天田　力暉(6)
 京ヶ島

ﾅﾝﾊﾞｰ(1201) (1214) ｱﾏﾀﾞ ﾘｷ
100001215  信澤　暁世(6)

 京ヶ島
(1215) ﾉﾌﾞｻﾜ ﾄｼﾔ

100001216  氏家　信太(6)
 京ヶ島

(1216) ｳｼﾞｲｴ ｼﾝﾀ
14 高崎西小 100001338  大山　隼政(5)

高崎西
(1338) ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ

100130 100001326  佐々木　諒(6)
高崎西

ﾅﾝﾊﾞｰ(1301) (1326) ｻｻｷ ﾘｮｳ
100001348  山中　柊弥(5)

高崎西
(1348) ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾔ

100001349  松村　理久(6)
高崎西

(1349) ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ
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 男子小学 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
15 渋川橘小 100001645  萩原　明輝(5)

橘
(1645) ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｻﾋ

100160 100001646  星野　颯吾(5)
橘

ﾅﾝﾊﾞｰ(1602) (1646) ﾎｼﾉ ｿｳｺﾞ
100001647  髙橋　颯真(5)

橘
(1647) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ

100001648  黒沢　晟也(5)
橘

(1648) ｸﾛｻﾜ ｾｲﾔ
16  前橋原小Ａ 100001033  栁井　秀斗(5)

原
(1033) ﾔﾅｲ ｼｭｳﾄ

100100 100001051  関口　和真(6)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(1001) (1051) ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
100001049  羽生田　凜(6)

原
(1049) ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾘﾝ

100001052  下田　康太(6)
原

(1052) ｼﾓﾀﾞ ｺｳﾀ
17  前橋原小Ｂ 100001041  鎌塚　諒人(5)

原
(1041) ｶﾏﾂﾞｶ ｱｷﾄ

100100 100001035  安井　　怜(5)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(1002) (1035) ﾔｽｲ ﾚｲ
100001038  本多　智弥(5)

原
(1038) ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ

100001036 蛭川康太郎(5)
原

(1036) ﾋﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ
18  前橋原小Ｃ 100001039  下田　翔夢(5)

原
(1039) ｼﾓﾀﾞ ﾄﾑ

100100 100001050  小林　英斗(6)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(1003) (1050) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾄ
100001047  宮越　雅斗(6)

原
(1047) ﾐﾔｺｼ ﾏｻﾄ

100001057  大谷　　陸(5)
原

(1057) ｵｵﾀﾆ ﾘｸ
19  前橋原小Ｄ 100001040  岩﨑　愛斗(5)

原
(1040) ｲﾜｻｷ ﾏﾅﾄ

100100 100001034  山﨑　唯人(5)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(1004) (1034) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲﾄ
100001055  石井　一輝(5)

原
(1055) ｲｼｲ ｶｽﾞｷ

100001037  石橋　楓斗(5)
原

(1037) ｲｼﾊﾞｼ ﾌｳﾄ
20 渋川古巻小 100002522  小林　哲平(6)

古巻
(2522) ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ

100250 100002523  青木　寛太(6)
古巻

ﾅﾝﾊﾞｰ(2501) (2523) ｱｵｷ ｶﾝﾀ
100002524

100002512  関　　駿介(6)
古巻

(2512) ｾｷ ｼｭﾝｽｹ
21 前橋嶺小 100001452  福田　篤広(6)

嶺
(1452) ﾌｸﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ

100140 100001453  田中　智也(6)
嶺

ﾅﾝﾊﾞｰ(1401) (1453) ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ
100001454  山田　優樹(6)

嶺
(1454) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

100001455  青木　慶介(6)
嶺

(1455) ｱｵｷ ｹｲｽｹ
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 女子小学 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 前橋天川小 200001528  角　　真綾(6)

天川
(1528) ｽﾐ ﾏｱﾔ

100150 200001529  山口　実桜(6)
天川

ﾅﾝﾊﾞｰ(1501) (1529) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ
200001530  棚木　佑香(6)

天川
(1530) ﾀﾅｷ ﾕｳｶ

200001531  櫻井　葉月(6)
天川

(1531) ｻｸﾗｲ ﾊﾂﾞｷ
2 前橋永明小 200000634  小山　百華(6)

永明
(634) ｺﾔﾏ ﾓﾓｶ

100060 200000639  生形　理菜(5)
永明

ﾅﾝﾊﾞｰ(602) (639) ｳﾌﾞｶﾀ ﾘﾅ
200000643 清水美那実(6)

永明
(643) ｼﾐｽﾞ ﾐﾅﾐ

200000645  本舘　菜々(6)
永明

(645) ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾅﾅ
3  みどり笠懸北小 200002321  髙野　なな(6)

笠懸北
(2321) ﾀｶﾉ ﾅﾅ

100230 200002322  武井　優奈(6)
笠懸北

ﾅﾝﾊﾞｰ(2301) (2322) ﾀｹｲ ﾕｳﾅ
200002323  小林　若葉(6)

笠懸北
(2323) ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾊﾞ

200002324 久保塚理名(6)
笠懸北

(2324) ｸﾎﾞﾂﾞｶ ﾘﾅ
4 前橋粕川小 200000614 久松寿美怜(6)

粕川
(614) ﾋｻﾏﾂ ｽﾐﾚ

100060 200000613  松村　花紀(5)
粕川

ﾅﾝﾊﾞｰ(601) (613) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾉ
200000611  上岡　帆花(6)

粕川
(611) ｶﾐｵｶ ﾎﾉｶ

200000612  木村　眞子(6)
粕川

(612) ｷﾑﾗ ﾏｺ
5 群大附属小 200001801  廣田　奈央(5)

群大附属
(1801) ﾋﾛﾀ ﾅｵ

100180 200001804  吉成　彩夏(5)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(1801) (1804) ﾖｼﾅﾘ ｱﾔｶ
200001805  樋口　夢乃(5)

群大附属
(1805) ﾋｸﾞﾁ ﾕﾉ

200001806  石井くるみ(5)
群大附属

(1806) ｲｼｲ ｸﾙﾐ
6 前橋山王小 200000708  武藤くるみ(6)

山王
(708) ﾑﾄｳ ｸﾙﾐ

100070 200000709  森下　涼音(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(701) (709) ﾓﾘｼﾀ ｽｽﾞﾈ
200000710  女屋　穂佳(6)

山王
(710) ｵﾅﾔ ﾎﾉｶ

200000711 松井菜々美(6)
山王

(711) ﾏﾂｲ ﾅﾅﾐ
7 渋川北小 200000209  真下　琳加(6)

渋川北
(209) ﾏｼﾓ ﾘﾝｶ

100020 200000206 吉澤奈菜子(6)
渋川北

ﾅﾝﾊﾞｰ(201) (206) ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾅｺ
200000207  橋爪　　琳(6)

渋川北
(207) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾝ

200000208  田　愛莉(6)
渋川北

(208) ﾂﾉﾀﾞ ｱｲﾘ
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 女子小学 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
8  渋川長尾小Ａ 200000402 桑原真梨奈(6)

長尾
(402) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾘﾅ

100040 200000404 福島麻理亜(6)
長尾

ﾅﾝﾊﾞｰ(401) (404) ﾌｸｼﾏ ﾏﾘｱ
200000401  小林みなみ(6)

長尾
(401) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ

200000403  河内　夏奈(6)
長尾

(403) ｶﾜｳﾁ ﾅﾂﾅ
9  渋川長尾小Ｂ 200000414  須田　遥香(5)

長尾
(414) ｽﾀﾞ ﾊﾙｶ

100040 200000408  広瀬あゆみ(6)
長尾

ﾅﾝﾊﾞｰ(402) (408) ﾋﾛｾ ｱﾕﾐ
200000416  渡邉　　雅(6)

長尾
(416) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ

200000417 藤井紗弥花(6)
長尾

(417) ﾌｼﾞｲ ｻﾔｶ
10 前橋下川淵小 200001472  高橋　里緒(4)

下川淵
(1472) ﾀｶﾊｼ ﾘｵ

100140 200001473  髙藤　優羽(4)
下川淵

ﾅﾝﾊﾞｰ(1403) (1473) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾊ
200001474  内田　彩花(4)

下川淵
(1474) ｳﾁﾀﾞ ｻﾔｶ

200001475  坂本　美遥(4)
下川淵

(1475) ｻｶﾓﾄ ﾐﾊﾙ
11 玉村上陽小 200002105  高橋　那捺(5)

上陽
(2105) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

100210 200002106  高木　美羽(5)
上陽

ﾅﾝﾊﾞｰ(2101) (2106) ﾀｶｷﾞ ﾐｳ
200002107  中村　璃希(5)

上陽
(2107) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉﾝ

200002108  清水　美咲(5)
上陽

(2108) ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ
12 利根昭和南小 200001605  兵藤　風花(6)

昭和南
(1605) ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾌｳｶ

100160 200001606  諸田　ゆず(6)
昭和南

ﾅﾝﾊﾞｰ(1601) (1606) ﾓﾛﾀ ﾕｽﾞ
200001607  倉澤　　桜(6)

昭和南
(1607) ｸﾗｻﾜ ｻｸﾗ

200001608  堤　　涼音(6)
昭和南

(1608) ﾂﾂﾐ ｽｽﾞﾈ
13 伊勢崎殖蓮小 200001571 岡田安緒生(6)

殖蓮
(1571) ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ

100150 200001568  高橋　璃乃(6)
殖蓮

ﾅﾝﾊﾞｰ(1502) (1568) ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ
200001577  佐藤　里優(5)

殖蓮
(1577) ｻﾄｳ ﾘﾕｳ

200001576 上原久瑠美(6)
殖蓮

(1576) ｳｴﾊﾗ ｸﾙﾐ
14  高崎金古小Ａ 200002641  森谷　　花(6)

金古
(2641) ﾓﾘﾔ ﾊﾅ

100260 200002632  筑井　　凜(6)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(2602) (2632) ﾁｸｲ ﾘﾝ
200002634 大谷衣緒梨(6)

金古
(2634) ｵｵﾀﾆ ｲｵﾘ

200002650  角谷　侑南(6)
金古

(2650) ｽﾐﾔ ﾕﾅ
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連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
15  高崎金古小Ｂ 200002637  鈴木　希香(5)

金古
(2637) ｽｽﾞｷ ﾉﾉｶ

100260 200002638 中山愛里彩(5)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(2601) (2638) ﾅｶﾔﾏ ｱﾘｻ
200002639  甲斐　杏奈(5)

金古
(2639) ｶｲ ｱﾝﾅ

200002646  町田　愛弥(5)
金古

(2646) ﾏﾁﾀﾞ ｱﾔ
16  高崎金古小Ｃ 200002630  神沢　帆夏(5)

金古
(2630) ｶﾝｻﾞﾜ ﾎﾉｶ

100260 200002652  川上　聖奈(5)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(2603) (2652) ｶﾜｶﾐ ｾｲﾅ
200002661  福島　生巳(5)

金古
(2661) ﾌｸｼﾏ ｲｸﾐ

200002655  渡辺　瑞季(3)
金古

(2655) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ
17 高崎城東小 200001230  羽鳥　里彩(6)

高崎城東
(1230) ﾊﾄﾘ ﾘｻ

100120 200001231  佐藤　実咲(6)
高崎城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(1201) (1231) ｻﾄｳ ﾐｻｷ
200001234  渡丸　有愛(6)

高崎城東
(1234) ﾄﾏﾙ ﾕﾅ

200001233  戸所　琴心(6)
高崎城東

(1233) ﾄﾄﾞｺﾛ ｺﾄﾐ
18 高崎新町一小 200001308  高橋　愛花(5)

新町第一
(1308) ﾀｶﾊｼ ｱｲｶ

100130 200001319  小林さくら(6)
新町第一

ﾅﾝﾊﾞｰ(1301) (1319) ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ
200001320  斉藤　奏実(5)

新町第一
(1320) ｻｲﾄｳ ｶﾅﾐ

200001383  増田　優依(5)
新町第一

(1383) ﾏｽﾀﾞ ﾕｲ
19 高崎箕輪小 200000803 石川莉々花(6)

箕輪
(803) ｲｼｶﾜ ﾘﾘｶ

100080 200000804  安田　春音(6)
箕輪

ﾅﾝﾊﾞｰ(801) (804) ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾈ
200000805  茂田　佳奈(6)

箕輪
(805) ｼｹﾞﾀ ｶﾅ

200000806  小澤　理乃(6)
箕輪

(806) ｵｻﾞﾜ ﾘﾉ
20 渋川橘小 200001649  萩原　美咲(6)

橘
(1649) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｻｷ

100160 200001650  川上　莉歩(6)
橘

ﾅﾝﾊﾞｰ(1604) (1650) ｶﾜｶﾐ ﾘﾎ
200001651 星野真梨菜(6)

橘
(1651) ﾎｼﾉ ﾏﾘﾅ

200001652  諸田　波月(5)
橘

(1652) ﾓﾛﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ
21  前橋原小Ａ 200001045  下田　莉未(5)

原
(1045) ｼﾓﾀﾞ ﾘﾐ

100100 200001042  大崎　夏菜(5)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(1001) (1042) ｵｵｻｷ ｶﾅ
200001043  齋藤みなみ(5)

原
(1043) ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾐ

200001053  岡田　夏美(6)
原

(1053) ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ
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連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
22  前橋原小Ｂ 200001044 狩野真理菜(5)

原
(1044) ｶﾉｳ ﾏﾘﾅ

100100 200001058  佐藤　望愛(5)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(1002) (1058) ｻﾄｳ ﾉｱ
200001054  茂木　亜依(6)

原
(1054) ﾓｷﾞ ｱｲ

200001059 萩原沙耶香(5)
原

(1059) ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾔｶ
23 東吾妻原町小 200001609  上原　　萌(5)

原町
(1609) ｳｴﾊﾗ ﾓｴ

100160 200001610  嶋村　美咲(5)
原町

ﾅﾝﾊﾞｰ(1602) (1610) ｼﾏﾑﾗ ﾐｻｷ
200001611  柳田　花歩(5)

原町
(1611) ﾔﾅｷﾞﾀ ｶﾎ

200001612  山村　　惠(5)
原町

(1612) ﾔﾏﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ
24 前橋城東小 200001103  黒岩　美音(5)

前橋城東
(1103) ｸﾛｲﾜ ﾐｵ

100110 200001104  加藤　咲恋(5)
前橋城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(1101) (1104) ｶﾄｳ ｻﾚﾝ
200001105  岩田　爽香(5)

前橋城東
(1105) ｲﾜﾀ ｻﾔｶ

200001106 下田柚貴乃(5)
前橋城東

(1106) ｼﾓﾀﾞ ﾕｷﾉ
25 前橋嶺小 200001448  磯田　桜花(6)

嶺
(1448) ｲｿﾀﾞ ｵｳｶ

100140 200001449  須田　衣純(6)
嶺

ﾅﾝﾊﾞｰ(1402) (1449) ｽﾀﾞ ｲｽﾞﾐ
200001450  福島　優凪(6)

嶺
(1450) ﾌｸｼﾏ ﾕﾅ

200001451 長谷川由菜(6)
嶺

(1451) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾅ
26 前橋桃川小 200001440  平澤　絵美(6)

桃川
(1440) ﾋﾗｻﾜ ｴﾐ

100140 200001441  鈴木　沙彩(6)
桃川

ﾅﾝﾊﾞｰ(1401) (1441) ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ
200001442  目黒　花穂(6)

桃川
(1442) ﾒｸﾞﾛ ｶﾎ

200001443  石田　遥真(6)
桃川

(1443) ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾏ




