
第２４回ライスカップ駅伝　男子　登録選手一覧表

おおたスポーツアカデミー No.1
101 山岸　龍聖(6) ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｭｳﾄ 太田九合小
102 小林　　豊(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 太田韮川小
103 小林　政澄(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 太田南小
104 山下　航平(6) ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 太田休泊小
105 鍵村　　優(6) ｶｷﾞﾑﾗ ﾕｳ 太田中央小
106 小林　智也(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 太田尾島小
107 根岸　　賢(6) ﾈｷﾞｼ ｹﾝ 館林第五小
108 松村　省吾(6) ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 館林第十小
109
110
111
112
113
114
115
116

高崎市陸上競技協会 No.2 No.7
201 星野　元希(6) ﾎｼﾉ ｹﾞﾝｷ 高崎南小
202 吉田　光希(6) ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 高崎京ヶ島小
203 菊池　圭汰(6) ｷｸﾁ ｹｲﾀ 高崎城東小
204 落合　　周(6) ｵﾁｱｲ ｼｭｳ 高崎金古小
205 面田　尚輝(6) ｵﾓﾀﾞ ﾅｵｷ 高崎桜山小
206 池田　　嗣(6) ｲｹﾀﾞ ﾂｶｻ 高崎金古小
207 土屋　琉世(6) ﾂﾁﾔ ﾘｭｳｾｲ 高崎片岡小
208 新地　隆人(6) ｼﾝﾁ ﾘｭｳﾄ 高崎六郷小
209 原　　彪雅(6) ﾊﾗ ﾋｮｳｶﾞ 高崎鼻高小
210 内藤　哲也(6) ﾅｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 高崎下室田小
211 石塚　　健(5) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｹﾙ 高崎中居小
212 柄澤　智哉(5) ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 高崎桜山小
213 善養寺　諒(5) ｾﾞﾝﾖｳｼﾞ ﾘｮｳ 高崎桜山小
214 村田　凱飛(5) ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ 高崎金古小
215 岡田　晃政(5) ｵｶﾀﾞ ｱｷﾏｻ 高崎桜山小
216 梅田　帆高(5) ｳﾒﾀﾞ ﾎﾀｶ 高崎箕輪小

吾妻榛嶺クラブ No.3 No.9
301 新井　健将(6) ｱﾗｲ ｹﾝｼｮｳ 東吾妻原町小
302 加藤　快都(6) ｶﾄｳ ｶｲﾄ 東吾妻東小
303 鶴谷　　峻(6) ﾂﾙｶﾞｲ ｼｭﾝ 東吾妻太田小
304 町田　成夢(6) ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾙﾑ 東吾妻東小
305 剣持　　蓮(6) ｹﾝﾓﾁ ﾚﾝ 中之条沢田小
306 小渕　倖太(6) ｵﾌﾞﾁ ｺｳﾀ 東吾妻太田小
307 加辺　碧唯(5) ｶﾍﾞ ｱｵｲ 東吾妻原町小
308 剣持　　魁(6) ｹﾝﾓﾁ ｶｲ 中之条沢田小
309 冨沢　哲生(5) ﾄﾐｻﾞﾜ ﾃﾂｵ 中之条中之条小
310 高橋　欧介(6) ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ 東吾妻岩島小
311 高橋　冴京(5) ﾀｶﾊｼ ｻｷｮｳ 東吾妻東小
312 金井　康希(6) ｶﾅｲ ｺｳｷ 東吾妻岩島小
313 田邊　麗真(5) ﾀﾅﾍﾞ ﾗｲﾏ 中之条中之条小
314 星野　拓樹(5) ﾎｼﾉ ﾋﾛｷ 中之条沢田小
315 深井　大輔(5) ﾌｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 嬬恋東部小
316 町田　　翼(6) ﾏﾁﾀﾞﾀｽｸ 東吾妻東小



利根陸上競技クラブ No.4
401 北村　　元(6) ｷﾀﾑﾗ ｹﾞﾝ みなかみ新治小
402 堤　　雄樹(6) ﾂﾂﾐ ﾕｳｷ 昭和昭和南小
403 高橋　晃生(6) ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 昭和昭和東小
404 林　　大介(6) ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 昭和昭和東小
405 入澤　太台(6) ｲﾘｻﾜ ﾀﾞｲﾀﾞｲ 片品片品小
406 堤　　昭瑛(6) ﾂﾂﾐ ｼｮｳｴｲ 昭和昭和南小
407 高橋　哲太(5) ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾀ みなかみ新治小
408 岡田　朋海(5) ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ みなかみ桃野小
409
410
411
412
413
414
415
416

前橋市陸上競技協会 No.5 No.23
501 諸澤　　岳(6) ﾓﾛｻﾜ ｶﾞｸ 前橋大胡小
502 稲村　　紀(6) ｲﾅﾑﾗ ﾓﾄ 前橋天川小
503 中山　晴杜(6) ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾄ 前橋桃川小
504 小林　英斗(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾄ 前橋原小
505 塩野　雄飛(6) ｼｵﾉ ﾕｳﾋ 前橋城東小
506 谷村　健竜(6) ﾀﾆﾑﾗ ｹﾝﾘｭｳ 前橋桃井小
507 片貝　祐太(6) ｶﾀｶｲ ﾕｳﾀ 前橋群大附属小
508 齋木隆太郎(5) ｻｲｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 前橋天川小
509 橘　　陽希(5) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾙｷ 前橋芳賀小
510 細谷　海斗(5) ﾎｿﾔ ｶｲﾄ 前橋元総社南小
511 武尾　宗大(5) ﾀｹｵ ｿｳﾀ 前橋敷島小
512 都丸　裕翔(5) ﾄﾏﾙ ﾋﾛﾄ 前橋芳賀小
513 伊藤　光稀(6) ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 前橋天神小
514 矢端　　廉(6) ﾔﾊﾞﾀ ﾚﾝ 前橋天神小
515 橋本　隼人(5) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 前橋天神小
516

渋川陸上競技クラブ No.6 No.8
601 関　　勇翔(6) ｾｷ ﾕｳﾄ 吉岡駒寄小
602 市村　瞭汰(6) ｲﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 吉岡駒寄小
603 塚田　雄大(6) ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 吉岡駒寄小
604 大川原大智(6) ｵｵｶﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 吉岡駒寄小
605 栗原　拓未(6) ｸﾘﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 吉岡駒寄小
606 朝井　力也(6) ｱｻｲ ﾘｷﾔ 吉岡駒寄小
607 加藤　雪斗(6) ｶﾄｳ ﾕｷﾄ 吉岡駒寄小
608 根木　貴章(6) ﾈｷ ﾀｶｱｷ 吉岡駒寄小
609 岩倉　翔吾(6) ｲﾜｸﾗ ｼｮｳｺﾞ 榛東南小
610 小林　湧茉(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 榛東南小
611 山川　慧斗(6) ﾔﾏｶﾜ ｹｲﾄ 榛東南小
612 八高　篤弥(5) ﾔｺｳ ｱﾂﾔ 榛東南小
613 宮崎　脩人(6) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳﾄ 榛東南小
614 山崎仁午郎(6) ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝｺﾞﾛｳ 榛東南小
615 清水　励皇(6) ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 榛東南小
616 三串　航大(6) ﾐｸｼ ｺｳﾀ 榛東南小



伊勢崎陸上競技クラブ No.10 No.22
1001 新井今生人(6) ｱﾗｲ ﾏｷﾄ 玉村中央小
1002 藤倉　暉人(6) ﾌｼﾞｸﾗ ｱｷﾄ 伊勢崎豊受小
1003 牛久　賢哉(5) ｳｼｸ ｹﾝﾔ 伊勢崎三郷小
1004 根岸　洸綺(6) ﾈｷﾞｼ ｺｳｷ 伊勢崎豊受小
1005 荒木椋太郎(5) ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 伊勢崎坂東小
1006 深町　彰真(6) ﾌｶﾏﾁ ｼｮｳﾏ 玉村中央小
1007 久保田圭亮(5) ｸﾎﾞﾀ ｹｲｽｹ 伊勢崎宮郷第二小
1008 佐藤　壮太(6) ｻﾄｳ ｿｳﾀ 伊勢崎宮郷第二小
1009 坂上　慶樹(5) ｻｶｳｴ ﾖｼｷ 玉村中央小
1010 坂本　悠馬(5) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 伊勢崎茂呂小
1011 並木　乃聖(5) ﾅﾐｷ ﾀﾞｲｾｲ 伊勢崎広瀬小
1012 岡田　絃暉(6) ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 伊勢崎殖蓮小
1013 小川　智也(6) ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 伊勢崎三郷小
1014 松浦　智亮(6) ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓｱｷ 玉村玉村小
1015 佐藤　侑輝(5) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 伊勢崎茂呂小
1016 梶原　　匠(6) ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 玉村中央小

安中市陸上競技協会 No.11 No.17
1101 上原　慶太(6) ｳｴﾊﾗ ｹｲﾀ 安中安中小
1102 伊藤　悠斗(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 安中安中小
1103 上原　龍生(6) ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳｷ 安中原市小
1104 青木　響也(5) ｱｵｷ ｷｮｳﾔ 安中原市小
1105 岡田　　颯(6) ｵｶﾀﾞ ﾊﾔﾃ 安中原市小
1106 長橋　良尚(6) ﾅｶﾞﾊｼ ﾖｼﾅｵ 安中原市小
1107 湯浅　耕作(6) ﾕｱｻ ｺｳｻｸ 安中原市小
1108 伏田　悠貴(6) ﾌｾﾀﾞ ﾕｳｷ 安中原市小
1109 柳生　　諒(6) ﾔｷﾞｭｳ ﾘｮｳ 安中磯部小
1110 須貝　　匠(6) ｽｶﾞｲ ﾀｸﾐ 安中磯部小
1111 多胡　雅貴(6) ﾀｺﾞ ﾏｻｷ 安中東横野小
1112 下谷　海斗(6) ｼﾓﾀﾆ ｶｲﾄ 安中碓東小
1113 坂井　大和(5) ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 安中碓東小
1114 清水　魁人(6) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 安中秋間小
1115 櫻井伽圭留(6) ｻｸﾗｲ ｶｹﾙ 安中後閑小
1116 中嶋　　脩(6) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳ 安中後閑小

富岡市陸上競技協会 No.12
1201 小嶋　淳仁(6) ｺｼﾞﾏ ｱﾂﾋﾄ 富岡富岡西小
1202 新井　駿佑(5) ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 富岡高瀬小
1203 植村　勇太(6) ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 富岡富岡小
1204 大手　陽介(6) ｵｵﾃ ﾖｳｽｹ 富岡丹生小
1205 大塚　叶登(6) ｵｵﾂｶ ｶﾅﾄ 富岡富岡小
1206 黛　　佳楠(6) ﾏﾕｽﾞﾐ ｶﾅﾝ 富岡一ノ宮小
1207 強矢　凱斗(6) ｺﾞｳﾔ ｶｲﾄ 富岡一ノ宮小
1208 小野澤博文(6) ｵﾉｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ 富岡富岡西小
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216



桐生市陸上競技協会 No.13
1301 刈部　将吾(6) ｶﾘﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 桐生川内小
1302 阿部　紘大(6) ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 桐生神明小
1303 西村　和紘(6) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 桐生境野小
1304 荒牧　海里(5) ｱﾗﾏｷ ｶｲﾘ 伊勢崎宮郷第二小
1305 山岸　大起(5) ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｷ 桐生西小
1306 藤掛　凜大(5) ﾌｼﾞｶｹ ﾘﾝﾀ みどり笠懸東小
1307 栗田　拓実(6) ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ みどり大間々東小
1308 山口　芳生(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｷ みどり大間々東小
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316

勢多陸上競技クラブ No.14 No.24
1401 加藤　皓生(6) ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 前橋大胡小
1402 奥泉　優真(6) ｵｸｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 前橋大胡小
1403 前原　貴文(6) ﾏｴﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 前橋大胡小
1404 岩渕　圭佑(6) ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｽｹ 前橋大胡小
1405 本川　　優(6) ﾓﾄｶﾜ ﾕｳ 前橋大胡小
1406 登丸　虹希(6) ﾄﾏﾙ ｺｳｷ 前橋大胡小
1407 長坂　晃希(6) ﾅｶﾞｻｶ ｺｳｷ 前橋大胡小
1408 渡邊　佑斗(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 前橋大胡小
1409 齋藤　勇気(6) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 前橋大胡小
1410 深澤慎之助(5) ﾌｶｻﾜ ｼﾝﾉｽｹ 前橋大胡小
1411 永井　春樹(5) ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ 前橋大胡小
1412 橋本すばる(5) ﾊｼﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ 前橋大胡小
1413 安藤　幹将(5) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾄ 前橋大胡小
1414 高橋　樹生(5) ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ 前橋大胡小
1415 阿久澤雄太(5) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 前橋原小
1416 摺淵　　凜(6) ｽﾘﾌﾞﾁ ﾘﾝ 前橋大胡東小

沼田市陸上クラブ No.15
1501 南雲　　怜(6) ﾅｸﾞﾓ ﾚｲ 沼田利南東小
1502 高山　将成(6) ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｼｹﾞ 沼田沼田東小
1503 助川　伊吹(6) ｽｹｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 沼田薄根小
1504 萩原　裕太(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 沼田利南東小
1505 青木　夕渡(5) ｱｵｷ ﾕｳﾄ 沼田利根西小
1506 木榑　那哉(6) ｺｸﾞﾚ ﾄﾓﾔ 沼田薄根小
1507 星野　　望(6) ﾎｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 沼田川田小
1508 佐々木　駿(5) ｻｻｷ ｼｭﾝ 沼田沼田小
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516



境陸上クラブ No.16
1601 岩崎　主佑(5) ｲﾜｻｷ ｼｭｳ 豊受小
1602 原島亜沙人(5) ﾊﾗｼﾏ ｱｻﾄ 豊受小
1603 新井　将太(5) ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 境剛志小
1604 五十嵐匡祐(5) ｲｶﾞﾗｼ ｷｮｳｽｹ 境采女小
1605 中山　龍宰(6) ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳｻｲ 境小
1606 石原　快都(6) ｲｼﾊﾗ ｶｲﾄ 境剛志小
1607 福島　悠介(6) ﾌｸｼﾏ ﾕｳｽｹ 境東小
1608 影山　晴也(6) ｶｹﾞﾔﾏ ｾｲﾔ 境小
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616

藤岡市陸上競技クラブ No.18
1801 渡辺　喬介(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ 藤岡神流小
1802 髙橋　　卓(6) ﾀｶﾊｼ ｽｸﾞﾙ 藤岡鬼石小
1803 黒澤　瑛紀(6) ｸﾛｻﾜ ｴｲｷ 藤岡藤岡第二小
1804 江口　歩夢(6) ｴｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 藤岡藤岡第二小
1805 原　　龍生(6) ﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 藤岡藤岡第二小
1806 山口　智也(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 藤岡鬼石小
1807 坂上　太一(6) ｻｶｳｴ ﾀｲﾁ 藤岡藤岡第二小
1808 温井　祥斗(5) ﾇｸｲ ﾖｼﾄ 藤岡小野小
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

たちばなＲ.Ｃ No.19
1901 萩原　稜太(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 渋川橘小
1902 萩原　明輝(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｻﾋ 渋川橘小
1903 星野　颯吾(5) ﾎｼﾉ ｿｳｺﾞ 渋川橘小
1904 高橋　颯真(5) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 渋川橘小
1905 澤　　昂志(5) ｻﾜ ｺｳｼ 渋川橘小
1906 近藤　大翔(5) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 渋川橘北小
1907 長谷川湧哉(5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 渋川津久田小
1908 大谷　奏太(5) ｵｵﾀﾆ ｶﾅﾀ 渋川三原田小
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916



新田陸上競技倶楽部 No.20
2001 栗原　悠駆(6) ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｶﾞ 太田木崎小
2002 高山　尚人(6) ﾀｶﾔﾏ ﾅｵﾄ 太田生品小
2003 加藤　一杜(6) ｶﾄｳ ｶｽﾞﾄ 太田生品小
2004 塚越　涼介(6) ﾂｶｺﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 太田生品小
2005 渡辺　雄斗(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 太田綿打小
2006 籾山　大翔(6) ﾓﾐﾔﾏ ﾋﾛﾄ 太田沢野中央小
2007 柿沼　天我(6) ｶｷﾇﾏ ﾃﾝｶﾞ 太田木崎小
2008 佐藤　翔星(5) ｻﾄｳ ｼｮｳｾｲ 太田綿打小
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

碓氷陸上競技クラブ No.21
2101 上原　宏太(6) ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 安中西横野小
2102 岩崎　巧己(6) ｲﾜｻｷ ｵｳｷ 安中西横野小
2103 加藤　豊大(6) ｶﾄｳ ﾄﾖﾋﾛ 安中臼井小
2104 中島孝一郎(6) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 安中西横野小
2105 儘田　康平(5) ﾏﾏﾀﾞｺｳｲﾁﾛｳ 安中西横野小
2106 佐藤　恵星(5) ｻﾄｳ ｹｲ 安中臼井小
2107 保坂　拓真(5) ﾎｻｶ ﾀｸﾏ 安中西横野小
2108 金井　太陽(6) ｶﾅｲ ﾀｲﾖｳ 安中細野小
2109 飯沼　　学(6) ｲｲﾇﾏ ｶﾞｸ 安中松井田小
2110 澤下　　慧(5) ｻﾜｼﾀ ｹｲ 安中西横野小
2111 須藤　康生(6) ｽﾄｳ ｺｳｾｲ 安中西横野小
2112
2113
2114
2115
2116


