
第２４回ライスカップ駅伝　女子　登録選手一覧表

おおたスポーツアカデミー No.1
101 村松　紗幸(6) ﾑﾗﾏﾂ ｻﾕｷ 太田休泊小
102 塚越かれん(6) ﾂｶｺﾞｼ ｶﾚﾝ 太田宝泉小
103 福島　芽生(6) ﾌｸｼﾏ ﾒｲ 太田宝泉小
104 大澤　香乃(6) ｵｵｻﾜ ｶﾉ 太田城西小
105 漆畑　有里(6) ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾕﾘ 太田尾島小
106 中村　杏莉(5) ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾘ 大泉西小
107 日野　絢菜(5) ﾋﾉ ｱﾔﾅ 大泉西小
108 本田　瑠那(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾙﾅ 太田韮川小
109
110
111
112
113
114
115
116

高崎市陸上競技協会 No.2 No.6
201 谷山　優衣(6) ﾀﾆﾔﾏ ﾕｲ 高崎北小
202 小田切由茄(6) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｲｶ 高崎長野小
203 吉田有里彩(6) ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ 高崎片岡小
204 本保　朱理(6) ﾎﾝﾎﾞ ｱｶﾘ 高崎浜尻小
205 高野　結里(6) ﾀｶﾉ ﾕｳﾘ 高崎六郷小
206 佐藤　琴音(6) ｻﾄｳ ｺﾄﾈ 高崎新町第二小
207 八木　萌歌(6) ﾔｷﾞ ﾓｴｶ 高崎京ヶ島小
208 中嶋菜々美(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ 高崎北小
209 石田　里菜(5) ｲｼﾀﾞ ﾘﾅ 高崎岩平小
210 増田　優依(5) ﾏｽﾀﾞ ﾕｲ 高崎新町第一小
211 斉藤　奏実(5) ｻｲﾄｳ ｶﾅﾐ 高崎新町第一小
212 上原　心和(5) ｳｴﾊﾗ ｺｺﾜ 高崎塚沢小
213 内海　　槙(5) ｳﾂﾐ ｺｽﾞｴ 高崎中室田小
214 金田　留奈(5) ｶﾈﾀ ﾙﾅ 高崎桜山小
215 加藤　愛子(5) ｶﾄｳ ｱｲｺ 高崎下里見小
216 不破聖衣来(5) ﾌﾜ ｾｲﾗ 高崎中居小

吾妻榛嶺クラブ No.3 No.8
301 町田　莉菜(6) ﾏﾁﾀﾞ ﾘﾅ 長野原第一小
302 篠原　梨乃(6) ｼﾉﾊﾗ ﾘﾉ 嬬恋干俣小
303 寺島　帆乃(6) ﾃﾗｼﾞﾏ ﾎﾉ 中之条中之条小
304 木暮友里夏(6) ｺｸﾞﾚ ﾕﾘｶ 中之条沢田小
305 高橋　里奈(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 中之条中之条小
306 黒岩　磨那(6) ｸﾛｲﾜ ﾏﾅ 嬬恋干俣小
307 唐沢　実里(6) ｶﾗｻﾜ ﾐﾉﾘ 長野原中央小
308 荒井深優希(6) ｱﾗｲ ﾐﾕｷ 東吾妻東小
309 蜂須賀瞳依(6) ﾊﾁｽｶ ﾒｲ 中之条名久田小
310 小室　瀬南(6) ｺﾑﾛ ｾﾅ 中之条名久田小
311 唐澤　　舞(5) ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 東吾妻東小
312 篠原　　愛(5) ｼﾉﾊﾗ ｱｲ 長野原中央小
313 青木　　萌(5) ｱｵｷ ﾓｴ 中之条名久田小
314 叶井　桃花(5) ｶﾉｲ ﾓﾓｶ 東吾妻原町小
315 黒﨑　慶奈(5) ｸﾛｻｷ ｹｲﾅ 中之条沢田小
316 嶋村　美咲(5) ｼﾏﾑﾗ ﾐｻｷ 東吾妻原町小



前橋市陸上競技協会 No.4 No.21
401 鈴木　沙彩(6) ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ 前橋桃川小
402 平澤　絵美(6) ﾋﾗｻﾜ ｴﾐ 前橋桃川小
403 樺沢帆乃佳(6) ｶﾊﾞｻﾜ ﾎﾉｶ 前橋時沢小
404 矢野　芽唯(6) ﾔﾉ ﾒｲ 前橋元総社小
405 中島　千尋(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 前橋勝山小
406 有田　　瞳(6) ｱﾘﾀ ﾋﾄﾐ 前橋桃井小
407 山口　史華(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｶ 前橋大利根小
408 高橋　理紗(5) ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 前橋桃川小
409 石黒　春妃(5) ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙﾋ 高崎東部小
410 穂苅　珠璃(5) ﾎｶﾘ ｼﾞｭﾘ 前橋桃川小
411 藤原　妃那(5) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅ 前橋岩神小
412 松村　花紀(5) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾉ 前橋粕川小
413 総見　　結(6) ｿｳﾐ ﾕｲ 前橋東小
414 石田　遥真(6) ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾏ 前橋桃川小
415 関口　　舞(6) ｾｷｸﾞﾁ ﾏｲ 前橋時沢小
416 石井くるみ(5) ｲｼｲ ｸﾙﾐ 前橋群大附属小

安中市陸上競技協会 No.5 No.12
501 小林　由芽(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ 安中安中小
502 伊藤　智春(6) ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 安中安中小
503 柿沼　愛梨(6) ｶｷﾇﾏ ｱｲﾘ 安中安中小
504 森岡　正代(6) ﾓﾘｵｶ ﾏｻﾖ 安中安中小
505 星野　愛実(6) ﾎｼﾉ ｱｲﾐ 安中原市小
506 青木　リコ(5) ｱｵｷ ﾘｺ 安中原市小
507 小板橋叶夢(5) ｺｲﾀﾊﾞｼ ｶﾉﾝ 安中原市小
508 川島　優藍(6) ｶﾜｼﾏ ﾕﾗ 安中原市小
509 佐藤　紗衣(6) ｻﾄｳ ｻｴ 安中磯部小
510 和田　咲良(6) ﾜﾀﾞ ｻｸﾗ 安中東横野小
511 前川　南菜(6) ﾏｴｶﾜ ﾅﾅ 安中碓東小
512 土田　怜奈(6) ﾂﾁﾀﾞ ﾚｲﾅ 安中碓東小
513 清水　美羽(5) ｼﾐｽﾞ ﾐｳ 安中碓東小
514 長谷部　輝(6) ﾊｾﾍﾞ ﾋｶﾘ 安中秋間小
515 茂木日向子(5) ﾓﾃｷ ﾋﾅｺ 安中秋間小
516 清水優風菜(6) ｼﾐｽﾞ ﾕﾌﾅ 安中後閑小

富岡市陸上競技協会 No.7
701 峯岸　咲希(5) ﾐﾈｷﾞｼ ｻｷ 甘楽新屋小
702 吉田　実冬(6) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾌﾕ 富岡一ノ宮小
703 伊藤　優花(5) ｲﾄｳ ﾕｳｶ 富岡富岡小
704 村田　　暖(6) ﾑﾗﾀ ﾉﾝ 富岡富岡小
705 小川　由依(6) ｵｶﾞﾜ ﾕｲ 富岡一ノ宮小
706 山口　莉奈(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾅ 富岡富岡小
707 木本　帆香(5) ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 富岡富岡小
708 田中　真緒(5) ﾀﾅｶ ﾏｵ 富岡額部小
709
710
711
712
713
714
715
716



渋川陸上競技クラブ No.9 No.13
901 梶原なごみ(6) ｶｼﾞﾜﾗ ﾅｺﾞﾐ 吉岡駒寄小
902 黒澤　璃音(6) ｸﾛｻﾜ ﾘｵﾝ 吉岡駒寄小
903 丸山　　理(6) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔ 吉岡駒寄小
904 藤多梨里香(6) ﾌｼﾞﾀ ﾘﾘｶ 吉岡駒寄小
905 岡　奈々絵(6) ｵｶ ﾅﾅｴ 吉岡駒寄小
906 佐藤　愛香(6) ｻﾄｳ ﾏﾅｶ 吉岡駒寄小
907 大久　樹麗(6) ｵｵﾋｻ ｼﾞｭﾘ 吉岡駒寄小
908 柄澤　乃愛(5) ｶﾗｻﾜ ﾉｱ 吉岡駒寄小
909 土橋　奈穂(6) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾅﾎ 渋川古巻小
910 井上　陽菜(6) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 渋川古巻小
911 中山　茉優(6) ﾅｶﾔﾏ ﾏﾕ 渋川古巻小
912 樋口　穏紅(6) ﾋｸﾞﾁ ｼｽﾞｸ 渋川古巻小
913 飯塚　美貴(6) ｲｲﾂﾞｶ ﾐｷ 渋川古巻小
914 割田　佳永(6) ﾜﾘﾀ ｶｴ 渋川古巻小
915 小久保夏鈴(6) ｺｸﾎﾞ ｶﾘﾝ 渋川古巻小
916 矢島　優花(6) ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｶ 渋川古巻小

新田陸上競技倶楽部 No.10
1001 大澤　麗桜(6) ｵｵｻﾜ ﾚｵ 太田生品小
1002 中村　瑠里(5) ﾅｶﾑﾗ ﾙﾘ 太田沢野小
1003 鵤木あすか(6) ｲｶﾙｷﾞ ｱｽｶ 太田生品小
1004 正田あづみ(6) ｼｮｳﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ 太田生品小
1005 服部　桜子(6) ﾊｯﾄﾘ ｻｸﾗｺ 太田強戸小
1006 小林　ゆい(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 太田南小
1007 荒川　芽衣(5) ｱﾗｶﾜ ﾒｲ 太田城西小
1008  
1009  
1010  
1011  
1012  
1013  
1014  
1015  
1016

伊勢崎陸上競技クラブ No.11 No.20
1101 荒木　清か(6) ｱﾗｷ ｻﾔｶ 伊勢崎名和小
1102 岡村美桜暖(5) ｵｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 伊勢崎三郷小
1103 萩原　　彩(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 伊勢崎名和小
1104 佐藤　里優(5) ｻﾄｳ ﾘﾕ 伊勢崎殖蓮小
1105 伊藤　美野(6) ｲﾄｳ ﾐﾉ 伊勢崎あずま南小
1106 地田　友香(6) ﾁﾀﾞ ﾄﾓｶ 伊勢崎三郷小
1107 太田　有咲(5) ｵｵﾀ ｱﾘｻ 前橋永明小
1108 岡田安緒生(6) ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ 伊勢崎殖蓮小
1109 高橋　璃乃(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ 伊勢崎殖蓮小
1110 清水　捺未(5) ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 伊勢崎三郷小
1111 渡部　　雅(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ 伊勢崎宮郷第二小
1112 齋藤このか(5) ｻｲﾄｳ ｺﾉｶ 伊勢崎茂呂小
1113 阿久津　舞(6) ｱｸﾂ ﾏｲ 伊勢崎三郷小
1114 星野　玲那(6) ﾎｼﾉ ﾚﾅ 伊勢崎三郷小
1115 飯塚　　菫(5) ｲｲﾂﾞｶ ｽﾐﾚ 伊勢崎宮郷第二小
1116 中野　紗季(5) ﾅｶﾉ ｻｷ 伊勢崎三郷小



利根陸上競技クラブ No.14 No.23
1401 原澤　雛璃(6) ﾊﾗｻﾜ ﾋﾖﾘ みなかみ桃野小
1402 兵藤　風花(6) ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾌｳｶ 昭和昭和南小
1403 堤　　涼音(6) ﾂﾂﾐ ｽｽﾞﾈ 昭和昭和南小
1404 堀江　望来(6) ﾎﾘｴ ﾐｸ みなかみ新治小
1405 加藤　　愛(6) ｶﾄｳ ｱｲ 昭和昭和東小
1406 本多　莉彩(5) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ みなかみ新治小
1407 田村　花恋(5) ﾀﾑﾗ ｶﾚﾝ みなかみ新治小
1408 林　　愛莉(5) ﾊﾔｼ ｱｲﾘ みなかみ新治小
1409 杉木　玲美(5) ｽｷﾞｷ ﾚﾐ みなかみ新治小
1410 大野陽菜乃(5) ｵｵﾉ ﾋﾅﾉ みなかみ古馬牧小
1411 佐藤　萌絵(5) ｻﾄｳ ﾓｴ みなかみ桃野小
1412 井熊　萌乃(5) ｲｸﾏ ﾓｴﾉ みなかみ桃野小
1413 椎原　　遼(5) ｼｲﾊﾗ ﾊﾙｶ みなかみ桃野小
1414 香山　愛莉(5) ｶﾔﾏ ｱｲﾘ みなかみ桃野小
1415 堤　　梨乃(5) ﾂﾂﾐ ﾘﾉ 昭和昭和南小
1416 兵藤　杏海(5) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾐ 昭和昭和南小

沼田市陸上クラブ No.15
1501 林　あみ夏(6) ﾊﾔｼ ｱﾐｶ 沼田沼田小
1502 鷹嘴　未希(5) ﾀｶﾉﾊｼ ﾐｷ 沼田薄根小
1503 片野日佳梨(6) ｶﾀﾉ ﾋﾖﾘ 沼田利根東小
1504 斎藤日予里(6) ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 沼田池田小
1505 大竹　菜優(6) ｵｵﾀｹ ﾅﾕ 沼田沼田東小
1506 三田　麗月(5) ﾐﾀ ﾊﾂﾞｷ 沼田沼田小
1507 清水　優花(5) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 沼田利根西小
1508 小林　絵莉(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 沼田多那小
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516

藤岡市陸上競技クラブ No.16
1601 大野　瀬奈(5) ｵｵﾉ ｾﾅ 藤岡平井小
1602 塚越　未結(6) ﾂｶｺﾞｼ ﾐﾕｳ 藤岡鬼石小
1603 大久保七海(6) ｵｵｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 藤岡神流小
1604 大澤　里奈(5) ｵｵｻﾜ ﾘﾅ 藤岡藤岡第一小
1605 大野　麗菜(6) ｵｵﾉ ﾚｲﾅ 藤岡平井小
1606 反町　瑠菜(6) ｿﾘﾏﾁ ﾙﾅ 藤岡藤岡第二小
1607 外処　紗良(6) ﾄﾄﾞｺﾛ ｻﾗ 藤岡藤岡第二小
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615



勢多陸上競技クラブ No.17 No.26
1701 堀内　涼乃(6) ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞﾉ 前橋大胡小
1702 中嶋　朋花(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｶ 前橋大胡小
1703 戸塚　美智(6) ﾄﾂｶ ﾐｻﾄ 前橋大胡小
1704 髙橋　莉穂(6) ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｽｹ 前橋大胡小
1705 須藤　咲子(6) ｽﾄｳ ｻｷｺ 前橋大胡小
1706 飯野　咲季(6) ｲｲﾉ ｻｷ 前橋大胡小
1707 奥泉　桃果(6) ｵｸｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ 前橋大胡小
1708 橋爪　美奈(6) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾅ 前橋大胡小
1709 市川　優音(5) ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾈ 前橋大胡小
1710 大原　美絃(5) ｵｵﾊﾗ ﾐﾂﾙ 前橋大胡小
1711 川上　莉奈(5) ｶﾜｶﾐ ﾘﾅ 前橋大胡小
1712 木村　優花(5) ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 前橋滝窪小
1713 齋藤みなみ(5) ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 前橋原小
1714 佐藤　　楓(5) ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 前橋大胡小
1715
1716

境陸上クラブ No.18
1801 千勝　紫音(5) ﾁｶﾂ ｼｵﾝ 境剛志小
1802 小林英里香(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 境剛志小
1803 大貫　芽衣(5) ｵｵﾇｷ ﾒｲ 境剛志小
1804 浅見　百香(6) ｱｻﾞﾐ ﾓﾓｶ 豊受小
1805 臼田　名歩(6) ｳｽﾀﾞ ﾅﾎ 境小
1806 渋沢　麻衣(6) ｼﾌﾞｻﾜ ﾏｲ 境剛志小
1807 本多明日実(6) ﾎﾝﾀﾞ ｱｽﾐ 境小
1808 田島　千優(6) ﾀｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 境剛志小
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

桐生市陸上競技協会 No.19
1901 加藤　茜子(6) ｶﾄｳ ｱｶﾈ 桐生南小
1902 宮﨑　由依(5) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ 桐生西小
1903 髙草木陽菜(6) ﾀｶｸｻｷ ﾋﾅ 桐生南小
1904 小林　若葉(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾊﾞ みどり笠懸北小
1905 松本　りお(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ 桐生境野小
1906 久保塚理名(6) ｸﾎﾞﾂﾞｶ ﾘﾅ みどり笠懸北小
1907 武井　優奈(6) ﾀｹｲ ﾕｳﾅ みどり笠懸北小
1908 大類　瑞祥(5) ｵｵﾙｲ ﾐｽﾞｷ 桐生新里東小
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1616



碓氷陸上競技クラブ No.22
2201 吉田向日葵(6) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ 安中西横野小
2202 須藤　美帆(6) ｽﾄｳ ﾐﾎ 安中臼井小
2203 中村　桃華(6) ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 安中臼井小
2204 児玉　真紀(6) ｺﾀﾞﾏ ﾏｷ 安中松井田小
2205 須藤　美羽(6) ｽﾄｳ ﾐｳ 安中臼井小
2206 高橋　　紬(5) ﾀｶﾊｼ ﾂﾑｷﾞ 安中西横野小
2207 大塚　千愛(5) ｵｵﾂｶ ﾁｴ 安中小
2208 大野　鈴乃(5) ｵｵﾉ ｽｽﾞﾉ 安中西横野小
2209 中島　亜純(5) ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾐ 安中西横野小
2210 寺嶋　咲季(5) ﾃﾗｼﾏ ｻｷ 安中西横野小
2211
2212
2213
2214
2215
2216

たちばなＲ.Ｃ No.24
2401 川上　莉歩(6) ｶﾜｶﾐ ﾘﾎ 渋川橘小
2402 萩原　美咲(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｻｷ 渋川橘小
2403 星野真梨菜(6) ﾎｼﾉ ﾏﾘﾅ 渋川橘小
2404 佐藤　美空(5) ｻﾄｳ ﾐｸ 渋川橘小
2405 大八木美沙(5) ｵｵﾔｷﾞ ﾐｻ 渋川橘小
2406 諸田　波月(5) ﾓﾛﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 渋川橘小
2407 堀　　妃伽(5) ﾎﾘ ﾋﾒｶ 渋川橘小
2408 今井　綾乃(5) ｲﾏｲ ｱﾔﾉ 渋川橘小
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416

ＥＳＰアスレチッククラブ No.25
2501 川崎　すず(6) ｶﾜｻｷ ｽｽﾞ 大泉南小
2502 塩脇　美希(6) ｼｵﾜｷ ﾐｷ 大泉北小
2503 飯田　　鈴(5) ｲｲﾀﾞ ｽｽﾞ 大泉北小
2504 上條　ひな(5) ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾅ 大泉南小
2505 河野　琴美(5) ｺｳﾉ ｺﾄﾐ 大泉東小
2506 菅野　美優(5) ｽｶﾞﾉ ﾐﾕ 大泉南小
2507 廣門　明莉(5) ﾋﾛｶﾄﾞ ｱｶﾘ 大泉南小
2508 三田　　鈴(5) ﾐﾀ ﾘﾝ 大泉東小
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516


