
第25回 ライスカップ駅伝 女子 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。

ＥＳＰｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ No.19
1901 三田 鈴(6) ﾐﾀ ﾘﾝ 大泉東小
1902 河野 琴美(6) ｺｳﾉ ｺﾄﾐ 大泉東小
1903 飯田 鈴(6) ｲｲﾀﾞ ｽｽﾞ 大泉北小
1904 廣門 明莉(6) ﾋﾛｶﾄﾞ ｱｶﾘ 大泉南小
1905 菅野 美優(6) ｽｶﾞﾉ ﾐﾕ 大泉南小
1906 松本こころ(5) ﾏﾂﾓﾄ ｺｺﾛ 大泉北小
1907 茂木 智帆(5) ﾓﾃｷﾞ ﾁﾎ 大泉南小
1908 齋藤穂乃花(5) ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 大泉南小
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

アラマキッズ No.26 No.27
2601 不破聖衣来(6) ﾌﾜ ｾｲﾗ 高崎中居小
2602 上原 心和(6) ｳｴﾊﾗ ｺｺﾜ 高崎塚沢小
2603 中嶋千紗都(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾄ 高崎北小
2604 三ツ澤歩美(6) ﾐﾂｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 高崎桜山小
2605 峯岸 咲希(6) ﾐﾈｷﾞｼ ｻｷ 甘楽新屋小
2606 石田 里菜(6) ｲｼﾀﾞ ﾘﾅ 高崎岩平小
2607 金田 留奈(6) ｶﾈﾀ ﾙﾅ 高崎桜山小
2608 柳田 梨乃(6) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘﾉ 高崎塚沢小
2609 加藤 愛子(6) ｶﾄｳ ｱｲｺ 高崎下里見小
2610 野口 未優(5) ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ 高崎金古小
2611 清水 華帆(5) ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 藤岡神流小
2612 堤 七香(5) ﾂﾂﾐ ﾅﾅｶ 高崎中居小
2613 甲斐 杏奈(6) ｶｲ ｱﾝｱ 高崎金古小
2614 佐藤 美海(6) ｻﾄｳ ﾐｳ 高崎北小
2615 中島ほのか(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 高崎北小
2616 阿久澤舞羽(5) ｱｸｻﾞﾜ ﾏｲﾊ 高崎寺尾小

おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ No.3 No.28
301 木村 爽(6) ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 大泉南小
302 萩原 彩(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 伊勢崎名和小
303 山下 真奈(5) ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ 太田休泊小
304 中村 杏莉(6) ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾘ 大泉西小
305 神谷 優奈(6) ｶﾐﾔ ﾕﾅ 笠懸東小
306 神谷 優羽(6) ｶﾐﾔ ﾕｳ 笠懸東小
307 堀越 優光(5) ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾐ 太田駒形小
308 近藤 理穏(5) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾝ ぐんま国際ｱｶﾃﾞﾐｰ
309 須藤 美姫(5) ｽﾄｳ ﾐｷ 館林第一
310 斎藤 佳音(5) ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 太田城西小
311 鈴木 里菜(6) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 太田南小
312 阿部 百花(5) ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 太田休泊小
313 髙井まひろ(5) ﾀｶｲ ﾏﾋﾛ ぐんま国際ｱｶﾃﾞﾐｰ
314 矢野 渚(6) ﾔﾉ ﾅｷﾞｻ 大泉西小
315
316



たちばなＲ．Ｃ No.20
2001 佐藤 美空(6) ｻﾄｳ ﾐｸ 渋川橘小
2002 粕川 花恋(6) ｶｽｶﾜ ｶﾚﾝ 渋川橘北小
2003 樺澤さくら(5) ｶﾊﾞｻﾜ ｻｸﾗ 前橋石井小
2004 諸田 波月(6) ﾓﾛﾀﾞ ﾊｽﾞｷ 渋川橘小
2005 大八木美沙(6) ｵｵﾔｷﾞ ﾐｻ 渋川橘小
2006 新井りりあ(5) ｱﾗｲ ﾘﾘｱ 渋川三原田小
2007 高橋 律(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾂ 渋川古巻小
2008 今井 詩織(6) ｲﾏｲ ｼｵﾘ 渋川古巻小
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

安中市陸上競技協会 No.13 No.21
1301 阿部田莉月(5) ｱﾍﾞﾀ ﾘﾂﾞｷ 安中安中小
1302 大塚 千愛(6) ｵｵﾂｶ ﾁｴ 安中安中小
1303 中嶋 真菜(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾅ 安中安中小
1304 石塚 彩(6) ｲｼﾂﾞｶ ｱﾔ 安中安中小
1305 藤波 悠那(5) ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕｳﾅ 安中安中小
1306 佐々木彩乃(6) ｻｻｷ ｱﾔﾉ 安中原市小
1307 小板橋叶夢(6) ｺｲﾀﾊﾞｼ ｶﾉﾝ 安中原市小
1308 西澤 梨沙(5) ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｻ 安中原市小
1309 伏田 琉那(6) ﾌｾﾀﾞ ﾙﾅ 安中原市小
1310 萩原 里菜(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘﾅ 安中原市小
1311 西森 夏希(6) ﾆｼﾓﾘ ﾅﾂｷ 安中原市小
1312 中島 萌花(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 安中磯部小
1313 小見 乃杏(6) ｵﾐ ﾉｱﾝ 安中磯部小
1314 野村 未桜(5) ﾉﾑﾗ ﾐｵ 安中磯部小
1315 中道 彩日(6) ﾅｶﾐﾁ ｱﾔｶ 安中秋間小
1316 茂木日向子(6) ﾓﾃｷ ﾋﾅｺ 安中秋間小

伊勢崎陸上競技クラブ No.9 No.22
901 佐藤 里優(6) ｻﾄｳ ﾘﾕ 伊勢崎殖蓮小
902 長瀬 彩(6) ﾅｶﾞｾ ｱﾔ 伊勢崎殖蓮小
903 二渡 汐那(6) ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾕﾅ 伊勢崎殖蓮小
904 野永 倖未(5) ﾉﾅｶﾞ ｺｳﾐ 伊勢崎殖蓮小
905 小林 志穂(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 伊勢崎殖蓮小
906 荻野ひかる(5) ｵｷﾞﾉ ﾋｶﾙ 伊勢崎殖蓮小
907 大島里緒奈(5) ｵｵｼﾏ ﾘｵﾅ 伊勢崎殖蓮小
908 茂木 美那(5) ﾓﾃｷﾞ ﾐﾅ 伊勢崎殖蓮小
909 飯塚 菫(6) ｲｲﾂﾞｶ ｽﾐﾚ 伊勢崎宮郷第二小
910 渡部 雅(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ 伊勢崎宮郷第二小
911 久保田優花(5) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｶ 伊勢崎宮郷第二小
912 清水 捺未(6) ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 伊勢崎三郷小
913 岡村美桜暖(6) ｵｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 伊勢崎三郷小
914 中野 紗季(6) ﾅｶﾉ ｻｷ 伊勢崎三郷小
915 齋藤このか(6) ｻｲﾄｳ ｺﾉｶ 伊勢崎茂呂小
916 太田 有咲(6) ｵｵﾀ ｱﾘｻ 前橋永明小



碓氷陸上競技クラブ No.23
2301 佐藤ゆいか(5) ｻﾄｳ ﾕｲヵ 安中松井田小
2302 茂木 結芽(5) ﾓﾃｷ ﾕﾒ 安中臼井小
2303 高橋 紬(6) ﾀｶﾊｼ ﾂﾑｷﾞ 安中西横野小
2304 左近 知美(5) ｻｺﾝ ﾄﾓﾐ 安中松井田小
2305 寺嶋 咲季(6) ﾃﾗｼﾏ ｻｷ 安中西横野小
2306 猿谷 琳(5) ｻﾙﾔ ﾘﾝ 安中西横野小
2307 中澤 縁(5) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 安中西横野小
2308 岐津 舞(6) ｷｽﾞ ﾏｲ 安中西横野小
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316

境陸上競技クラブ No.14
1401 千勝 紫音(6) ﾁｶﾂ ｼｵﾝ 伊勢崎境剛志小
1402 小林英里香(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 伊勢崎境剛志小
1403 大貫 芽依(6) ｵｵﾇｷ ﾒｲ 伊勢崎境剛志小
1404 政木 莉子(6) ﾏｻｷ ﾘｺ 伊勢崎境剛志小
1405 山田 羽妙(6) ﾔﾏﾀﾞ ｳﾀ 伊勢崎境剛志小
1406 小澤 凪彩(5) ｵｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 伊勢崎境小
1407 柳 彩音(5) ﾔﾅｷﾞ ｱﾔﾈ 伊勢崎境小
1408 富岡 美羽(5) ﾄﾐｵｶ ﾐｳ 伊勢崎境小
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416

桐生市陸上競技協会 No.12
1201 宮﨑 由依(6) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ 桐生西小
1202 松田 琉那(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾙﾅ みどり大間々北小
1203 大類 瑞祥(6) ｵｵﾙｲ ﾐｽﾞｷ 桐生新里東小
1204 外山 美羽(5) ｿﾄﾔﾏ ﾐｳ 桐生境野小
1205 瀧本 真弥(5) ﾀｷﾓﾄ ﾏﾔ 桐生境野小
1206 河合 莉子(6) ｶﾜｲ ﾘｺ 桐生神明小
1207 小堀 伶菜(5) ｺﾎﾞﾘ ﾚﾅ 桐生天沼小
1208 関口 由華(6) ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳｶ 桐生西小
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216



吾妻榛嶺クラブ No.5 No.8
501 唐澤 舞(6) ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 東吾妻東小
502 篠原 愛(6) ｼﾉﾊﾗ ｱｲ 長野原中央小
503 青木 萌(6) ｱｵｷ ﾓｴ 中之条名久田小
504 黒﨑 慶奈(6) ｸﾛｻｷ ｹｲﾅ 中之条沢田小
505 加邉 葵(6) ｶﾍﾞ ｱｵｲ 中之条中之条小
506 山村 惠(6) ﾔﾏﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 東吾妻原町小
507 加部 桃香(6) ｶﾍﾞ ﾓﾓｶ 東吾妻坂上小
508 都筑 汐里(6) ﾂﾂﾞｷ ｼｵﾘ 高山高山小
509 竹和 凜(5) ﾀｹﾜ ﾘﾝ 中之条中之条小
510 黒岩 真優(5) ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 嬬恋干俣小
511 荻原 沙和(5) ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾜ 東吾妻原町小
512 鈴木 愛唯(5) ｽｽﾞｷ ｱｲ 東吾妻原町小
513 唐澤ひかり(5) ｶﾗｻﾜ ﾋｶﾘ 東吾妻東小
514 小池 光(5) ｺｲｹ ﾋｶﾙ 東吾妻岩島小
515 田中あいり(5) ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 東吾妻岩島小
516 関口 心羽(5) ｾｷｸﾞﾁ ｺﾄﾊ 東吾妻太田小

高崎市陸上競技協会 No.1 No.4
101 齋藤 奏実(6) ｻｲﾄｳ ｶﾅﾐ 高崎新町一小
102 内海 槙(6) ｳﾂﾐ ｺｽﾞｴ 高崎中室田小
103 増田 優依(6) ﾏｽﾀﾞ ﾕｲ 高崎新町一小
104 橋本さくら(5) ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 高崎上郊小
105 伊勢川芽生(5) ｲｾｶﾞﾜ ﾒｲ 高崎京ヶ島小
106 上原 瑞稀(5) ｳｴﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 高崎上郊小
107 星野ひかる(5) ﾎｼﾉ ﾋｶﾙ 高崎片岡小
108 栗原希乃葉(5) ｸﾘﾊﾗ ﾉﾉﾊ 高崎桜山小
109 近藤 伶美(5) ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾐ 高崎京ヶ島小
110 戸塚 玲那(5) ﾄﾂﾞｶ ﾚｲﾅ 高崎箕輪小
111 小澤 怜奈(5) ｵｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 高崎箕輪小
112 貝塚 美月(5) ｶｲﾂﾞｶ ﾐﾂﾞｷ 高崎六郷小
113 宇津木 瞳(5) ｳﾂｷﾞ ﾋﾄﾐ 高崎城東小
114 篠原 奈帆(5) ｼﾉﾊﾗ ﾅﾎ 高崎箕輪小
115 湯浅 咲菜(6) ﾕｱｻ ｻｷﾅ 高崎長野小
116 神宮 慶子(6) ｼﾞﾝｸﾞｳ ｹｲｺ 高崎東部小

渋川陸上競技クラブ No.6 No.7
601 小柳ひより(6) ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾖﾘ 吉岡駒寄小
602 柄澤 乃愛(6) ｶﾗｻﾜ ﾉｱ 吉岡駒寄小
603 一場 結菜(6) ｲﾁﾊﾞ ﾕﾅ 吉岡駒寄小
604 中山 綾乃(6) ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾉ 吉岡駒寄小
605 山田 梨湖(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 吉岡駒寄小
606 小松すみれ(6) ｺﾏﾂ ｽﾐﾚ 吉岡駒寄小
607 小堀千枝里(5) ｺﾎﾞﾘ ﾁｴﾘ 吉岡駒寄小
608 登坂 琉衣(5) ﾄｻｶ ﾙｲ 吉岡駒寄小
609 高橋 実穂(6) ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 榛東南小
610 金井ひかり(6) ｶﾅｲ ﾋｶﾘ 榛東南小
611 富澤 奈緒(5) ﾄﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 榛東南小
612 湯本 莉央(6) ﾕﾓﾄ ﾘｵ 榛東南小
613 藤生 沙耶(5) ﾌｼﾞｳ ｻﾔ 榛東南小
614 古澤安香音(5) ﾌﾙｻﾜ ｱｶﾈ 榛東南小
615 笹澤 由奈(6) ｻｻｻﾞﾜ ﾕｲﾅ 榛東南小
616 新平 楓(6) ﾆｲﾋﾗ ｶｴﾃﾞ 榛東南小



沼田市陸上クラブ No.15
1501 三田 麗月(6) ﾐﾀ ﾊﾂﾞｷ 沼田沼田小
1502 清水 優花(6) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 沼田利根西小
1503 柿崎 彩羅(6) ｶｷｻﾞｷ ｻﾗ 沼田利南東小
1504 角田 茉祐(5) ﾂﾉﾀﾞ ﾏﾕ 沼田白沢小
1505 鷹嘴 未希(6) ﾀｶﾉﾊｼ ﾐｷ 沼田薄根小
1506 外山 華(6) ﾄﾔﾏ ﾊﾅ 沼田沼田北小
1507 髙橋 波(5) ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ 沼田沼田小
1508 大戸 琴葉(5) ｵｵﾄﾞ ｺﾄﾊ 沼田沼田小
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516

新田陸上競技倶楽部 No.18
1801 中村 瑠里(6) ﾅｶﾑﾗ ﾙﾘ 太田市沢野小
1802 小林 ゆい(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 太田市南小
1803 荒川 芽衣(6) ｱﾗｶﾜ ﾒｲ 太田市城西小
1804 栗原 澪夢(5) ｸﾘﾊﾗ ﾐｵﾝ 太田市木崎小
1805 松本 奈々(5) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 太田市木崎小
1806 大谷 凛華(5) ｵｵﾔ ﾘﾝｶ 太田市木崎小
1807 境野 月菜(5) ｻｶｲﾉ ﾙﾅ 太田市木崎小
1808 櫛田 心優(5) ｸｼﾀﾞ ﾐﾕｳ 太田市世良田小
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

勢多陸上競技クラブ No.17 No.24
1701 工藤つむぎ(5) ｸﾄﾞｳ ﾂﾑｷﾞ 前橋大胡小
1702 松野 美琴(5) ﾏﾂﾉ ﾐｺﾄ 前橋大胡小
1703 黛 柚花(5) ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｽﾞｶ 前橋大胡小
1704 武江 芽衣(5) ﾀｹｴ ﾒｲ 前橋大胡小
1705 松村 星(5) ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾘ 前橋大胡小
1706 實川 珠奈(5) ｼﾞﾂｶﾜ ﾐｲﾅ 前橋大胡小
1707 吉澤穂乃佳(5) ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 前橋大胡東小
1708 川上 莉奈(6) ｶﾜｶﾐ ﾘﾅ 前橋大胡小
1709 蟻川 莉央(6) ｱﾘｶﾜ ﾘｵ 前橋大胡小
1710 市川 優音(6) ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾈ 前橋大胡小
1711 大原 美絃(6) ｵｵﾊﾗ ﾐﾂﾙ 前橋大胡小
1712 南雲 莉奈(6) ﾅｸﾞﾓ ﾘﾅ 前橋大胡小
1713 實川 紗綾(6) ｼﾞﾂｶﾜ ｻｱﾔ 前橋大胡小
1714 黒石 萌花(6) ｸﾛｲｼ ﾓﾓｶ 前橋白川小
1715 木村 優花(6) ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 前橋滝窪小
1716 佐藤 楓(6) ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 前橋宮城小



前橋市陸上競技協会 No.2 No.10
201 石黒 春妃(6) ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙﾋ 高崎東部小
202 高橋 理紗(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 前橋桃川小
203 齋藤みなみ(6) ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 前橋原小
204 松村 花紀(6) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾉ 前橋粕川小
205 穂苅 珠璃(6) ﾎｶﾘ ｼﾞｭﾘ 前橋桃川小
206 石井くるみ(6) ｲｼｲ ｸﾙﾐ 前橋群大附属小
207 山田 倫香(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ 前橋大胡小
208 町田 結香(5) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲｶ 前橋桂萱東小
209 藤原 妃那(5) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅ 前橋岩神小
210 土屋 遥(6) ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ 前橋荒牧小
211 鈴木沙也佳(5) ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 前橋岩神小
212 村山 陽彩(6) ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｱ 前橋勝山小
213 伊藤 知歩(5) ｲﾄｳ ﾁﾎ 吉岡明治小
214 細川 優衣(6) ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 前橋岩神小
215
216

藤岡市陸上競技クラブ No.25
2501 関口 楓花(6) ｾｷｸﾞﾁ ﾌｳｶ 藤岡第一小
2502 高橋 亜希(6) ﾀｶﾊｼ ｱｷ 藤岡第一小
2503 篇原 茉子(6) ｱﾐﾊﾗ ﾏｺ 藤岡第一小
2504 鈴木 紅奈(6) ｽｽﾞｷ ｸﾚﾅ 藤岡美九里東小
2505 井口 凜奈(6) ｲｸﾞﾁ ﾘﾝﾅ 藤岡美九里西小
2506 武田 菜月(5) ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 藤岡第二小
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516

富岡市陸上競技協会 No.11
1101 木本 帆香(6) ｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 富岡富岡小
1102 山口 祐奈(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 富岡富岡小
1103 伊藤 優花(6) ｲﾄｳ ﾕｳｶ 富岡富岡小
1104 松浦 晏里(5) ﾏﾂｳﾗ ｱﾝﾘ 富岡富岡小
1105 佐藤 叶優(5) ｻﾄｳ ｶﾅｳ 富岡小野小
1106 田中 真緒(6) ﾀﾅｶ ﾏｵ 富岡額部小
1107 内山 未稀(6) ｳﾁﾔﾏ ﾐｷ 富岡富岡西小
1108 原田那奈美(5) ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ 富岡額部小
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116



利根陸上競技クラブ No.16
1601 佐藤 萌絵(6) ｻﾄｳ ﾓｴ みなかみ桃野小
1602 井熊 萌乃(6) ｲｸﾏ ﾓｴﾉ みなかみ桃野小
1603 原 望結(6) ﾊﾗ ﾐﾕｳ みなかみ桃野小
1604 田村 花恋(6) ﾀﾑﾗ ｶﾚﾝ みなかみ新治小
1605 本多 莉彩(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ みなかみ新治小
1606 増田 香月(5) ﾏｽﾀﾞ ｶﾂｷ みなかみ古馬牧小
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616


