
第25回 ライスカップ駅伝 男子 登録選手一覧表
大会当日に提出するオーダー用紙には、
この一覧表に記載の選手番号（氏名の前の番号）を記入してください。

アラマキッズ No.24 No.25
2401 中野 匠(5) ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 高崎倉賀野小
2402 柄澤 智哉(6) ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 高崎桜山小
2403 善養寺 諒(6) ｾﾞﾝﾖｳｼﾞ ﾘｮｳ 高崎桜山小
2404 石塚 健(6) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｹﾙ 高崎中居小
2405 金井 澄人(6) ｶﾅｲ ｷﾖﾄ 前橋桃川小
2406 山田 景翔(6) ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾄ 甘楽新屋小
2407 井口 裕斗(5) ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾄ 高崎東部小
2408 箱田 向哉(5) ﾊｺﾀﾞ ｺｳﾔ 高崎東部小
2409 佐藤 仁瑛(5) ｻﾄｳ ｼﾞﾝｴｲ 高崎南小
2410 村田 凱飛(6) ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ 高崎金古小
2411 岡田 紋宗(6) ｵｶﾀﾞ ﾓﾄｷ 高崎城南小
2412 岡田 晃政(6) ｵｶﾀﾞ ｱｷﾏｻ 高崎桜山小
2413 杉森 星彦(5) ｽｷﾞﾓﾘ ﾎｼﾋｺ 高崎倉賀野小
2414 金井 渓人(6) ｶﾅｲ ｹｲﾄ 前橋桃川小
2415 鳥屋 拓未(5) ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ 高崎北部小
2416 高野 凛(6) ｺｳﾉ ﾘﾝ 高崎桜山小

おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ No.1
101 国定 巧(6) ｸﾆｻﾀﾞ ﾀｸﾐ 大泉南小
102 小林 豊(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 太田韮川小
103 髙橋 廉(6) ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 太田休泊小
104 根本 航大(6) ﾈﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 太田駒形小
105 矢守 峻脩(6) ﾔﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 太田韮川小
106 山岸 尚聖(5) ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵﾄ 太田九合小
107 関 風太(5) ｾｷ ﾌｳﾀ 太田九合小
108 塩原 慧大(6) ｼｵﾊﾞﾗ ｹｲﾀ 太田城西小
109
110
111
112
113
114
115
116

たちばなＲ．Ｃ No.22 No.26
2201 長谷川湧哉(6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 渋川津久田小
2202 星野 颯吾(6) ﾎｼﾉ ｿｳｺﾞ 渋川橘小
2203 近藤 大翔(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 渋川橘北小
2204 中島 天吏(5) ﾅｶｼﾞﾏ ｿﾗﾘ 渋川古巻小
2205 高橋 颯真(6) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 渋川橘小
2206 萩原 明輝(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｻﾋ 渋川橘小
2207 田邉 凛(5) ﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 渋川北小
2208 澤 昂志(6) ｻﾜ ｺｳｼ 渋川橘小
2209 町田 悠斗(6) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 渋川橘小
2210 諸田 唯人(6) ﾓﾛﾀﾞ ﾕｲﾄ 渋川橘小
2211 黒沢 晟也(6) ｸﾛｻﾜ ｾｲﾔ 渋川橘小
2212 大畠 陸也(6) ｵｵﾊﾀ ﾘｸﾔ 渋川南雲小
2213 大谷 奏太(6) ｵｵﾀﾆ ｶﾅﾀ 渋川三原田小
2214
2215
2216



安中市陸上競技協会 No.5 No.17
501 上原 真翔(5) ｳｴﾊﾗ ﾏﾅﾄ 安中安中小
502 中島 達哉(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 安中安中小
503 小林 和史(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾌﾐ 安中安中小
504 野中 勇介(6) ﾉﾅｶ ﾕｳｽｹ 安中安中小
505 小島 寛大(6) ｺｼﾞﾏ ｶﾝﾀﾞｲ 安中安中小
506 佐藤 正輝(6) ｻﾄｳ ﾏｻｷ 安中原市小
507 高橋 拓真(6) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ 安中原市小
508 岡田 遥斗(6) ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 安中原市小
509 伊丹 柚貴(5) ｲﾀﾐ ﾕｽﾞｷ 安中原市小
510 佐藤 和也(6) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 安中東横野小
511 坂井 大和(6) ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 安中碓東小
512 熊谷 嘉人(6) ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 安中碓東小
513 葛西 駿哉(6) ｶｻｲ ｼｭｳﾔ 安中碓東小
514 渡邉 雄宇(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 安中秋間小
515 村田 幸鮮(5) ﾑﾗﾀ ｺｳｾﾝ 安中秋間小
516 高橋 真尋(6) ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ 安中秋間小

伊勢崎陸上競技クラブ No.15 No.23
1501 赤石 健(6) ｱｶｲｼ ﾀｹｼ 伊勢崎あずま南小
1502 久保田圭亮(6) ｸﾎﾞﾀ ｹｲｽｹ 伊勢崎宮郷第二小
1503 今井 涼介(6) ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 伊勢崎あずま北小
1504 大塚 蒼(5) ｵｵﾂｶ ｿｳ 玉村玉村小
1505 松島 竣成(5) ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝｾｲ 伊勢崎殖蓮小
1506 高橋 天海(5) ﾀｶﾊｼ ﾃﾝｶｲ 伊勢崎殖蓮小
1507 藤井 蓮(6) ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 伊勢崎宮郷小
1508 荒木椋太郞(6) ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 伊勢崎坂東小
1509 古川 京介(5) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｽｹ 玉村玉村南小
1510 並木 乃聖(6) ﾅﾐｷ ﾀﾞｲｾｲ 伊勢崎広瀬小
1511 牛久 賢哉(6) ｳｼｸ ｹﾝﾔ 伊勢崎三郷小
1512 青木 瑠郁(5) ｱｵｷ ﾙｲ 伊勢崎豊受小
1513 折原 宙(5) ｵﾘﾊﾗ ｿﾗ 伊勢崎宮郷第二小
1514 島田 航(5) ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 伊勢崎北第二小
1515
1516

碓氷陸上競技クラブ No.19
1901 儘田 康平(6) ﾏﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 安中西横野小
1902 保坂 拓真(6) ﾎｻｶ ﾀｸﾏ 安中西横野小
1903 佐藤 恵星(6) ｻﾄｳ ｹｲ 安中臼井小
1904 家根谷 優(6) ﾔﾅﾀﾆ ﾕｳ 安中西横野小
1905 青木 将哉(5) ｱｵｷ ﾏｻﾔ 安中磯部小
1906 佐俣 洸太(5) ｻﾏﾀ ｺｳﾀ 安中西横野小
1907 宇佐美稜登(6) ｳｻﾐ ﾘｮｳﾄ 安中九十九小
1908 猿谷 彰馬(6) ｻﾙﾔ ｼｮｳﾏ 安中臼井小
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916



境陸上競技クラブ No.13
1301 原島亜沙人(6) ﾊﾗｼﾏ ｱｻﾄ 伊勢崎豊受小
1302 新井 将太(6) ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 伊勢崎境剛志小
1303 野口 大雅(6) ﾉｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 伊勢崎境剛志小
1304 高橋光太郎(6) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 伊勢崎境剛志小
1305 五十嵐匡祐(6) ｲｶﾞﾗｼ ｷｮｳｽｹ 伊勢崎境采女小
1306 富田 琉仁(5) ﾄﾐﾀ ﾙｲﾄ 伊勢崎境剛志小
1307 深町 寛矛(5) ﾌｶﾏﾁ ﾋﾛﾑ 伊勢崎豊受小
1308 小此木琳大郎(5) ｵｺﾉｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 伊勢崎豊受小
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316

桐生市陸上競技協会 No.11
1101 帰山 侑大(5) ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 桐生北小
1102 荒牧 海里(6) ｱﾗﾏｷ ｶｲﾘ 伊勢崎宮郷小
1103 山岸 大起(6) ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｷ 桐生西小
1104 藤掛 凜大(6) ﾌｼﾞｶｹ ﾘﾝﾀ みどり笠懸東小
1105 丸山 隼矢(6) ﾏﾙﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 桐生菱小
1106 小此木海翔(5) ｵｺﾉｷﾞ ｳﾐ 桐生菱小
1107 松下 拓夢(6) ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾑ 桐生桜木小
1108 三宅 諒瞳(5) ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾄ 桐生菱小
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

吾妻榛嶺クラブ No.3 No.14
301 塩原 匠(5) ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 中之条中之条小
302 冨沢 哲生(6) ﾄﾐｻﾞﾜ ﾃﾂｵ 中之条中之条小
303 高橋 冴京(6) ﾀｶﾊｼ ｻｷｮｳ 東吾妻東小
304 加部 碧唯(6) ｶﾍﾞ ｱｵｲ 東吾妻原町小
305 土屋 慶介(6) ﾂﾁﾔ ｹｲｽｹ 嬬恋西小
306 小林 大介(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 長野原応桑小
307 関口 曜生(6) ｾｷｸﾞﾁ ﾖｵ 中之条沢田小
308 星野 拓樹(6) ﾎｼﾉ ﾋﾛｷ 中之条沢田小
309 朝比奈大翔(5) ｱｻﾋﾅ ﾋﾛﾄ 東吾妻原町小
310 中島 快翔(5) ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 東吾妻原町小
311 中野 悠真(5) ﾅｶﾉ ﾕｳﾏ 東吾妻太田小
312 小菅 遥(6) ｺｽｹﾞ ﾊﾙｶ 中之条中之条小
313 青山 海弥(6) ｱｵﾔﾏ ﾐﾔ 中之条中之条小
314 中村 望夢(6) ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ 東吾妻太田小
315 福島 大雅(5) ﾌｸｼﾏ ﾀｲｶﾞ 中之条中之条小
316 高橋 大地(5) ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 中之条中之条小



高崎市陸上競技協会 No.2 No.6
201 東野 竜馬(6) ﾋｶﾞｼﾉ ﾘｮｳﾏ 高崎東部小
202 保木 竣次(6) ﾔｽｷ ｼｭﾝｼﾞ 高崎城東小
203 小澤 京征(5) ｵｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 高崎箕輪小
204 吉田 匠吾(5) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 高崎京ヶ島小
205 野中 琉生(6) ﾉﾅｶ ﾙｲ 高崎吉井西小
206 根岸 琉穏(6) ﾈｷﾞｼ ﾙｵﾝ 高崎箕輪小
207 石井 琢斗(6) ｲｼｲ ﾀｸﾄ 高崎豊岡小
208 高橋 幸佑(5) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 高崎城南小
209 柏戸 葵志(6) ｶｼﾜﾄﾞ ｱｵｼ 高崎金古南小
210 星野 隆也(6) ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ 高崎片岡小
211 梅田 帆高(6) ｳﾒﾀﾞ ﾎﾀｶ 高崎箕輪小
212 小林 憲信(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 高崎箕輪小
213 後閑万菜斗(6) ｺﾞｶﾝ ﾏﾅﾄ 高崎国府小
214 石井 大翔(6) ｲｼｲ ﾊﾙﾄ 高崎吉井西小
215 黒崎 堅太(6) ｸﾛｻｷ ｹﾝﾀ 高崎新高尾小
216 坂下航太郎(5) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ 高崎倉賀野小

渋川陸上競技クラブ No.4 No.8
401 戸塚 洋輔(6) ﾄﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ 渋川古巻小
402 藤生 滉太(6) ﾌｼﾞｳ ｺｳﾀ 渋川古巻小
403 布施 孝太(6) ﾌｾ ｺｳﾀ 渋川古巻小
404 久米 一輝(6) ｸﾒ ｶｽﾞｷ 渋川古巻小
405 佐藤 大輝(6) ｻﾄｳ ﾀｲｷ 渋川古巻小
406 高宮明日翔(6) ﾀｶﾐﾔ ｱｽｶ 渋川古巻小
407 多賀谷大輝(6) ﾀｶﾞﾔ ﾀｲｷ 渋川古巻小
408 横手 亮眞(6) ﾖｺﾃ ﾘｮｳﾏ 渋川古巻小
409 多賀谷一志(6) ﾀｶﾞﾔ ｶｽﾞｼ 吉岡駒寄小
410 高橋 陸人(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾄ 吉岡駒寄小
411 佐藤 伽威(6) ｻﾄｳ ｶｲ 吉岡駒寄小
412 金子 梨玖(6) ｶﾈｺ ﾘｸ 吉岡駒寄小
413 水上 颯大(6) ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳﾀ 吉岡駒寄小
414 吉沢 太一(6) ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 吉岡駒寄小
415 橋本 紘征(5) ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 吉岡駒寄小
416 山本 海翔(5) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 吉岡駒寄小

沼田市陸上クラブ No.16
1601 大楢 龍輝(5) ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ 沼田利根西小
1602 佐藤 伶(5) ｻﾄｳ ﾚｲ 沼田沼田北小
1603 日向 力也(6) ﾋﾅﾀ ﾘｷﾔ 沼田升形小
1604 藤井 颯(6) ﾌｼﾞｲ ﾊﾔﾃ 沼田沼田小
1605 青木 夕渡(6) ｱｵｷ ﾕｳﾄ 沼田利根西小
1606 新井 正人(6) ｱﾗｲ ﾏｻﾄ 沼田川田小
1607 青木 愛斗(5) ｱｵｷ ﾏﾅﾄ 沼田利根西小
1608 山田 堅心(6) ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 沼田白沢小
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616



新田陸上競技倶楽部 No.18
1801 佐藤 翔星(6) ｻﾄｳ ｼｮｳｾｲ 太田市綿打小
1802 小暮 大雅(6) ｺｸﾞﾚ ﾀｲｶﾞ 太田市綿打小
1803 木村 一翔(6) ｸﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 太田市綿打小
1804 渡辺 雄斗(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 太田市綿打小
1805 大西 優吾(6) ｵｵﾆｼ ﾕｳｺﾞ 太田市沢野中央小
1806 土屋 拓未(6) ﾂﾂﾔ ﾀｸﾐ 太田市綿打小
1807 服部 好晟(6) ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｾｲ 太田市綿打小
1808 村上 修斗(5) ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 太田市藪塚本町小
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

勢多陸上競技クラブ No.9 No.21
901 久保田智樹(5) ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓｷ 前橋大胡小
902 岡 拓真(5) ｵｶ ﾀｸﾏ 前橋大胡小
903 山口 翔平(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 前橋大胡小
904 沢田 一秀(5) ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 前橋大胡小
905 安藤 主朗(5) ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾛｳ 前橋大胡東小
906 清水怜旺奈(5) ｼﾐｽﾞ ﾚｵﾅ 前橋粕川小
907 塩原 弾(6) ｼｵﾊﾞﾗ ﾀﾞﾝ 前橋白川小
908 橋本すばる(6) ﾊｼﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ 前橋大胡小
909 宇佐川道彬(6) ｳｻｶﾞﾜ ﾐﾁｱｷ 前橋大胡小
910 石原 雅樹(6) ｲｼﾊﾗ ﾏｻｷ 前橋大胡小
911 田中 悠(6) ﾀﾅｶ ﾕｳ 前橋大胡小
912 秋庭 潤一(6) ｱｷﾆﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 前橋大胡小
913 佐藤 海(6) ｻﾄｳ ｶｲ 前橋大胡東小
914 中島 理人(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾋﾄ 前橋粕川小
915 阿久澤雄太(6) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 前橋原小
916

前橋市陸上競技協会 No.10 No.20
1001 米丸 諒(6) ﾖﾈﾏﾙ ﾘｮｳ 前橋天川小
1002 橋本 隼人(6) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 前橋天神小
1003 深澤慎之助(6) ﾌｶｻﾜ ｼﾝﾉｽｹ 前橋大胡小
1004 永井 春樹(6) ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ 前橋大胡小
1005 武尾 宗大(6) ﾀｹｵ ｿｳﾀ 前橋敷島小
1006 真下 瑠星(6) ﾏｼﾓ ﾙｳｼｪ 前橋大胡小
1007 多田 夏也(6) ﾀﾀﾞ ﾅﾂﾔ 前橋群大附属小
1008 都丸 裕翔(6) ﾄﾏﾙ ﾋﾛﾄ 前橋芳賀小
1009 植木 啓太(5) ｳｴｷ ｹｲﾀ 前橋桃木小
1010 橘 陽希(5) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾙｷ 前橋芳賀小
1011 一ノ瀬雅知也(5) ｲﾁﾉｾ ﾏﾁﾔ 前橋天川小
1012 原田 翔(5) ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳ 前橋時沢小
1013 吉良真之介(6) ｷﾗ ｼﾝﾉｽ 前橋若宮小
1014 小林 航旗(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 前橋城東小
1015 松原 羽快(6) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾜｶ 前橋群大附属小
1016



藤岡市陸上競技クラブ No.12
1201 温井 祥斗(6) ﾇｸｲ ﾖｼﾄ 藤岡小野小
1202 井上 将吾(6) ｲﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ 藤岡第一小
1203 新井 悠大(6) ｱﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ 藤岡第一小
1204 倉林 航大(6) ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 藤岡平井小
1205 島﨑 研愛(6) ｼﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 藤岡美九里西小
1206 設楽 悠汰(6) ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ 藤岡美九里東小
1207 中里 光希(5) ﾅｶｻﾞﾄ ｺｳｷ 藤岡美九里東小
1208 坂口 旭(6) ｻｶｸﾞﾁ ｱｻﾋ 藤岡神流小
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216

富岡市陸上競技協会 No.7
701 新井 駿佑(6) ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 富岡高瀬小
702 佐藤 祐(6) ｻﾄｳ ﾀｽｸ 甘楽福島小
703 田中 蒼大(6) ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 富岡富岡小
704 丸山 慶介(5) ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 富岡富岡西小
705 寺田 航大(5) ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 富岡富岡小
706 鈴木 大夢(5) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾑ 富岡富岡西小
707 茂木 大知(5) ﾓﾃｷ ﾀﾞｲﾁ 富岡富岡小
708
709
710
711
712
713
714
715
716


