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みんなで走ろう！
平成27年度 第19回 群馬県小学生陸上競技記録会
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及び補助陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1 北群馬 榛東北 952 山田 健介(2) ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 男子 100000952 男子２年 ５０ｍ
2 北群馬 榛東北 966 岡部 元紀(1) ｵｶﾍﾞ ﾓﾄｷ 男子 100000966 男子１年 ５０ｍ
3 北群馬 榛東北 969 山同 右秀(1) ｻﾝﾄﾞｳ ｳﾕｳ 男子 100000969 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
4 北群馬 榛東北 2257 山同 央城(4) ｻﾝﾄﾞｳ ｵｳｾ 男子 100002257 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
5 北群馬 榛東北 2258 山本 啓徳(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 男子 100002258 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
6 北群馬 榛東北 951 山本 花音(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾉﾝ 女子 200000951 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
7 北群馬 榛東北 1517 浅見 侑加(6) ｱｻﾐ ﾕｶ 女子 200001517 女子６年 ８００ｍ
8 北群馬 榛東北 2256 山田 里奈(4) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 女子 200002256 女子４年 １００ｍ
9 北群馬 榛東南 601 赤羽 榛馬(6) ｱｶﾞﾊﾞﾈ ﾊﾙﾏ 男子 100000601 男子６年 走幅跳
10 北群馬 榛東南 603 関根 大心(2) ｾｷﾈ ﾀｲｷ 男子 100000603 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
11 北群馬 榛東南 604 青木 睦斗(2) ｱｵｷ ﾘｸﾄ 男子 100000604 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
12 北群馬 榛東南 602 関根 美心(4) ｾｷﾈ ｺｺﾛ 女子 200000602 女子４年 ８００ｍ 女子４年 走幅跳
13 北群馬 榛東南 605 青木 優香(1) ｱｵｷ ﾕｳｶ 女子 200000605 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
14 北群馬 明治 1518 伊藤 知歩(6) ｲﾄｳ ﾁﾎ 女子 200001518 女子６年 ８００ｍ
15 北群馬 駒寄 953 橋本 凛(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘﾘ 女子 200000953 女子２年 ５０ｍ
16 北群馬 駒寄 965 神宮 紅羽(1) ｼﾞﾝｸﾞｳ ｸﾚﾊ 女子 200000965 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
17 北群馬 駒寄 2259 橋本 澪(4) ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ 女子 200002259 女子４年 ８００ｍ
18 甘楽 小幡 1733 飯塚 亜文(3) ｲｲﾂﾞｶ ｱﾓﾝ 男子 100001733 男子３年 ５０ｍ
19 甘楽 小幡 1732 佐藤 杏音(3) ｻﾄｳ ｱﾉﾝ 女子 200001732 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
20 甘楽 福島 1736 茂木 優斗(4) ﾓﾃｷ ﾕｳﾄ 男子 100001736 男子４年 １０００ｍ
21 吾妻 中之条 442 澤 宗也(3) ｻﾜ ｿｳﾔ 男子 100000442 男子３年 ５０ｍ
22 吾妻 中之条 443 湯本 光耀(3) ﾕﾓﾄ ｺｳﾖｳ 男子 100000443 男子３年 ５０ｍ
23 吾妻 中之条 444 起原 啓伍(3) ｷﾊﾗ ｹｲｺﾞ 男子 100000444 男子３年 ５０ｍ
24 吾妻 中之条 445 宮﨑 光(4) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾙ 男子 100000445 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
25 吾妻 中之条 446 飯塚 怜音(4) ｲｲﾂﾞｶ ﾚｵﾝ 男子 100000446 男子４年 １００ｍ
26 吾妻 中之条 447 木暮 凌汰(4) ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ 男子 100000447 男子４年 １００ｍ
27 吾妻 中之条 448 菊田 翼(3) ｷｸﾀ ﾂﾊﾞｻ 男子 100000448 男子３年 ５０ｍ
28 吾妻 中之条 451 星野 和真(5) ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾏ 男子 100000451 男子５年 １０００ｍ
29 吾妻 中之条 453 木暮 優斗(6) ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾄ 男子 100000453 男子６年 走高跳
30 吾妻 中之条 454 塩原 匠(6) ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 男子 100000454 男子６年 １００ｍ
31 吾妻 中之条 455 加邉 直哉(6) ｶﾍﾞ ﾅｵﾔ 男子 100000455 男子６年 １００ｍ 男子６年 ５０ｍＨ
32 吾妻 中之条 441 渡辺 那奈(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 女子 200000441 女子５年 １００ｍ
33 吾妻 中之条 449 木暮 萌衣(6) ｺｸﾞﾚ ﾒｲ 女子 200000449 女子６年 ボール投げ
34 吾妻 中之条 450 飯塚 澪(5) ｲｲﾂﾞｶ ﾐｵ 女子 200000450 女子５年 ボール投げ
35 吾妻 中之条 452 及川 愛梨(5) ｵｲｶﾜ ｱｲﾘ 女子 200000452 女子５年 ８００ｍ
36 吾妻 東吾妻東 421 飯塚 隼(5) ｲｲﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ 男子 100000421 男子５年 １０００ｍ
37 吾妻 東吾妻東 424 關 空翔(6) ｾｷ ｿﾗﾄ 男子 100000424 男子６年 １０００ｍ 男子６年 １００ｍ
38 吾妻 東吾妻東 422 飯塚 悠(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ 女子 200000422 女子２年 ５０ｍ
39 吾妻 東吾妻東 423 關 陽歩(4) ｾｷ ﾋﾅﾎ 女子 200000423 女子４年 走幅跳 女子４年 １００ｍ
40 吾妻 原町 425 矢嶋 大梧(4) ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 100000425 男子４年 １０００ｍ
41 吾妻 原町 403 名児耶明音(6) ﾅｺﾞﾔ ｱｶﾈ 女子 200000403 女子６年 １００ｍ
42 吾妻 原町 404 名児耶明里(3) ﾅｺﾞﾔ ｱｶﾘ 女子 200000404 女子３年 ５０ｍ
43 吾妻 原町 426 矢嶋 友葉(1) ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾊ 女子 200000426 女子１年 ５０ｍ
44 吾妻 原町 1336 松本 萌花(4) ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴｶ 女子 200001336 女子４年 １００ｍ
45 吾妻 嬬恋西部 429 黒岩慎太郎(1) ｸﾛｲﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 100000429 男子１年 ５０ｍ
46 吾妻 嬬恋西部 430 黒岩官九郎(2) ｸﾛｲﾜ ｶﾝｸﾛｳ 男子 100000430 男子２年 ５０ｍ
47 吾妻 嬬恋西部 431 黒岩 周大(3) ｸﾛｲﾜ ｼｭｳﾀﾞｲ 男子 100000431 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
48 吾妻 嬬恋西部 432 黒岩 旺太(3) ｸﾛｲﾜ ｵｳﾀ 男子 100000432 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
49 吾妻 嬬恋西部 435 土屋 龍飛(5) ﾂﾁﾔ ﾘｭｳﾋ 男子 100000435 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
50 吾妻 嬬恋西部 433 黒岩なつ子(3) ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｺ 女子 200000433 女子３年 ５０ｍ
51 吾妻 嬬恋西部 434 黒岩ゆう子(5) ｸﾛｲﾜ ﾕｳｺ 女子 200000434 女子５年 ５０ｍＨ 女子５年 １００ｍ
52 吾妻 嬬恋西部 436 黒岩 真優(6) ｸﾛｲﾜ ﾏﾕｳ 女子 200000436 女子６年 ８００ｍ 女子６年 走幅跳
53 吾妻 嬬恋西部 437 石井 夏葵(6) ｲｼｲ ﾅﾂｷ 女子 200000437 女子６年 １００ｍ
54 吾妻 嬬恋西部 438 本間 美帆(6) ﾎﾝﾏ ﾐﾎ 女子 200000438 女子６年 １００ｍ
55 吾妻 嬬恋西部 439 黒岩 美夢(6) ｸﾛｲﾜ ﾐﾕ 女子 200000439 女子６年 １００ｍ
56 吾妻 嬬恋西部 440 黒岩 望乃(6) ｸﾛｲﾜ ﾉﾉ 女子 200000440 女子６年 １００ｍ
57 吾妻 草津 405 黒岩 芽生(4) ｸﾛｲﾜ ﾒｲ 女子 200000405 女子４年 １００ｍ
58 吾妻 草津 419 本多 来依(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ 女子 200000419 女子６年 ５０ｍＨ
59 吾妻 草津 420 本多 留依(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾙｲ 女子 200000420 女子６年 ８００ｍ
60 利根 川場 427 角田 翔麻(6) ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 100000427 男子６年 １０００ｍ
61 利根 川場 428 角田 佳奏(4) ﾂﾉﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 女子 200000428 女子４年 ８００ｍ
62 利根 桃野 413 林 拓史(2) ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 男子 100000413 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
63 佐波 玉村 1363 大塚 蒼(6) ｵｵﾂｶ ｿｳ 男子 100001363 男子６年 １０００ｍ
64 佐波 玉村中央 840 春山真之介(2) ﾊﾙﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 男子 100000840 男子２年 ５０ｍ
65 佐波 玉村中央 841 春山 心花(5) ﾊﾙﾔﾏ ｺｺﾊ 女子 200000841 女子５年 ８００ｍ
66 佐波 玉村中央 1591 春山 心花(5) ﾊﾙﾔﾏ ｺｺﾊ 女子 200001591
67 佐波 玉村南 834 大浦 陽飛(4) ｵｵｳﾗ ﾊﾙﾋ 男子 100000834 男子４年 １０００ｍ
68 佐波 玉村南 1329 古川 京介(6) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｽｹ 男子 100001329 男子６年 ５０ｍＨ 男子６年 １０００ｍ
69 邑楽 板倉東 615 原島 淳(5) ﾊﾗｼﾏ ｼﾞｭﾝ 男子 100000615 男子５年 １００ｍ 男子５年 １０００ｍ
70 邑楽 明和西 614 篠木康太郎(4) ｼﾉｷ ｺｳﾀﾛｳ 男子 100000614 男子４年 １００ｍ
71 邑楽 大泉西 1102 安藤 陽太(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀ 男子 100001102 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
72 邑楽 大泉西 1101 安藤 陽和(5) ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 女子 200001101 女子５年 １００ｍ 女子５年 ８００ｍ
73 邑楽 大泉西 1103 矢野 愛依(4) ﾔﾉ ﾒｲ 女子 200001103 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
74 前 橋 桃井 1020 中里旺二郎(1) ﾅｶｻﾞﾄ ｵｵｼﾞﾛｳ 男子 100001020 男子１年 ５０ｍ
75 前 橋 桃井 1618 田村 遥斗(3) ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾄ 男子 100001618 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
76 前 橋 桃井 1021 庭野 礼子(1) ﾆﾜﾉ ﾚｲｺ 女子 200001021 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
77 前 橋 桃井 1573 阿久津円花(5) ｱｸﾂ ﾏﾄﾞｶ 女子 200001573 女子５年 １００ｍ
78 前 橋 桃井 1574 萱嶋 愛理(5) ｶﾔｼﾏ ｱｲﾘ 女子 200001574 女子５年 走幅跳
79 前 橋 桃井 1575 中村 花音(5) ﾅｶﾑﾗ ｶﾉﾝ 女子 200001575 女子５年 １００ｍ
80 前 橋 桃井 1576 寺谷 舞香(5) ﾃﾗﾔ ﾏｲｶ 女子 200001576 女子５年 走幅跳
81 前 橋 桃井 2283 谷村 文嘉(4) ﾀﾆﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 200002283 女子４年 １００ｍ
82 前 橋 前橋中川 1019 栗本 陽生(1) ｸﾘﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 100001019 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
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83 前 橋 前橋中川 2286 栗本 望来(4) ｸﾘﾓﾄ ﾐﾗ 女子 200002286 女子４年 ８００ｍ 女子４年 走幅跳
84 前 橋 敷島 2248 草處 梓音(6) ｸｻﾄﾞｺﾛ ｼｵﾝ 男子 100002248 男子６年 １００ｍ
85 前 橋 前橋城南 2245 齋藤 謙真(6) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 100002245 男子６年 ボール投げ
86 前 橋 前橋城東 339 河原 健翔(6) ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾄ 男子 100000339 男子６年 ５０ｍＨ 男子６年 走幅跳
87 前 橋 前橋城東 506 河原 健翔(6) ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾄ 男子 100000506
88 前 橋 前橋城東 1017 御園弘太郎(1) ﾐｿﾉ ｺｳﾀﾛｳ 男子 100001017 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
89 前 橋 前橋城東 2288 小林 航旗(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 男子 100002288 男子６年 １０００ｍ 男子６年 ボール投げ
90 前 橋 前橋城東 1016 御園絵理花(3) ﾐｿﾉ ｴﾘｶ 女子 200001016 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
91 前 橋 前橋城東 2287 小林 智葉(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾊ 女子 200002287 女子４年 ８００ｍ 女子４年 走幅跳
92 前 橋 若宮 322 吉良真之介(6) ｷﾗ ｼﾝﾉｽｹ 男子 100000322 男子６年 １００ｍ
93 前 橋 若宮 505 吉良真之介(6) ｷﾗ ｼﾝﾉｽｹ 男子 100000505
94 前 橋 若宮 1022 石井俊太郎(1) ｲｼｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 100001022 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
95 前 橋 若宮 2280 森田 稔瀬(4) ﾓﾘﾀ ﾅﾙｾ 男子 100002280 男子４年 １００ｍ
96 前 橋 若宮 323 吉良こころ(4) ｷﾗ ｺｺﾛ 女子 200000323 女子４年 １００ｍ
97 前 橋 天川 313 長谷部航大(4) ﾊﾔﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 100000313 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
98 前 橋 天川 314 一ノ瀬雅知也(6) ｲﾁﾉｾ ﾏﾁﾔ 男子 100000314 男子６年 １００ｍ
99 前 橋 天川 508 一ノ瀬雅知也(6) ｲﾁﾏｾ ﾏﾁﾔ 男子 100000508
100 前 橋 天川 1023 石橋 慶大(2) ｲｼﾊﾞｼ ｹｲﾀ 男子 100001023 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
101 前 橋 天川 1516 井出 大翔(6) ｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾄ 男子 100001516 男子６年 １０００ｍ
102 前 橋 天川 2298 穴澤 開(5) ｱﾅｻﾞﾜ ｶｲ 男子 100002298 男子５年 １０００ｍ 男子５年 走幅跳
103 前 橋 天川 2300 金子 浬空(4) ｶﾈｺ ﾘｸ 男子 100002300 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
104 前 橋 天川 331 小谷野葵衣(4) ｺﾔﾉ ｱｵｲ 女子 200000331 女子４年 ８００ｍ 女子４年 走幅跳
105 前 橋 天川 332 小谷野未來(1) ｺﾔﾉ ﾐﾗｲ 女子 200000332 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
106 前 橋 天川 333 角 彩綾(3) ｽﾐ ｻｱﾔ 女子 200000333 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
107 前 橋 天川 1024 金子 一華(2) ｶﾈｺ ｲﾁｶ 女子 200001024 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
108 前 橋 天川 2297 井出 梨愛(4) ｲﾃﾞ ﾘｱｲ 女子 200002297 女子４年 ８００ｍ 女子４年 走幅跳
109 前 橋 天川 2299 石橋 幸千(4) ｲｼﾊﾞｼ ｻﾁ 女子 200002299 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
110 前 橋 岩神 317 中村 凪沙(2) ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 女子 200000317 女子２年 ５０ｍ
111 前 橋 岩神 318 横山 夕渚(2) ﾖｺﾔﾏ ﾕﾅ 女子 200000318 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
112 前 橋 岩神 1585 前川 月乃(5) ﾏｴｶﾜ ﾂｷﾉ 女子 200001585 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
113 前 橋 岩神 2252 鈴木沙也佳(6) ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 女子 200002252 女子６年 走幅跳 女子６年 ８００ｍ
114 前 橋 前橋中央 315 平野 誠也(3) ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ 男子 100000315 男子３年 ５０ｍ
115 前 橋 前橋中央 340 平野 貴也(1) ﾋﾗﾉ ﾀｶﾔ 男子 100000340 男子１年 ５０ｍ
116 前 橋 前橋中央 1018 川野 陽泉(1) ｶﾜﾉ ﾋﾅﾐ 女子 200001018 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
117 前 橋 前橋広瀬 1901 國定 大聖(1) ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 100001901 男子１年 ５０ｍ
118 前 橋 前橋広瀬 1902 青木 比呂(1) ｱｵｷ ﾋﾛ 男子 100001902 男子１年 ５０ｍ
119 前 橋 前橋広瀬 1903 渡辺 太陽(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾖｳ 男子 100001903 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
120 前 橋 前橋広瀬 1904 笠原 琉聖(2) ｶｻﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 100001904 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
121 前 橋 前橋広瀬 1905 有賀 颯音(2) ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ 男子 100001905 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
122 前 橋 前橋広瀬 1908 髙橋 優斗(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 男子 100001908 男子３年 ５０ｍ
123 前 橋 前橋広瀬 1913 國定 大幹(6) ｸﾆｻﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 100001913 男子６年 １００ｍ
124 前 橋 前橋広瀬 1914 綿谷 陸(6) ﾜﾀﾔ ﾘｸ 男子 100001914 男子６年 １００ｍ
125 前 橋 前橋広瀬 1915 下田 輝月(6) ｼﾓﾀﾞ ｷﾂﾞｷ 男子 100001915 男子６年 走幅跳
126 前 橋 前橋広瀬 1916 山崎 愛弥(6) ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅﾔ 男子 100001916 男子６年 走高跳 男子６年 走幅跳
127 前 橋 前橋広瀬 1922 倉林 航汰(6) ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 男子 100001922 男子６年 １００ｍ
128 前 橋 前橋広瀬 1923 林 正晴(6) ﾊﾔｼ ﾏｻﾊﾙ 男子 100001923 男子６年 ボール投げ
129 前 橋 前橋広瀬 1924 蜂須賀匡太(5) ﾊﾁｽｶ ｷｮｳﾀ 男子 100001924 男子５年 ボール投げ
130 前 橋 前橋広瀬 1925 田村 幸司(5) ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ 男子 100001925 男子５年 １０００ｍ
131 前 橋 前橋広瀬 1906 長井瑠々夢(2) ﾅｶﾞｲ ﾙﾙﾑ 女子 200001906 女子２年 ５０ｍ
132 前 橋 前橋広瀬 1907 根岸 晏(2) ﾈｷﾞｼ ｱﾝ 女子 200001907 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
133 前 橋 前橋広瀬 1909 山口 仁菜(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾆﾅ 女子 200001909 女子３年 ５０ｍ
134 前 橋 前橋広瀬 1910 小山理彩子(3) ｺﾔﾏ ﾘｻｺ 女子 200001910 女子３年 ５０ｍ
135 前 橋 前橋広瀬 1911 靜 紗里奈(4) ｼｽﾞｶ ｻﾘﾅ 女子 200001911 女子４年 １００ｍ
136 前 橋 前橋広瀬 1912 靜 彩萌(5) ｼｽﾞｶ ｱﾔﾒ 女子 200001912 女子５年 ８００ｍ
137 前 橋 前橋広瀬 1917 山本優南花(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ 女子 200001917 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
138 前 橋 前橋広瀬 1918 玉井菜々花(6) ﾀﾏｲ ﾅﾅｶ 女子 200001918 女子６年 ５０ｍＨ
139 前 橋 前橋広瀬 1919 長井莉々夢(6) ﾅｶﾞｲ ﾘﾘﾑ 女子 200001919 女子６年 走幅跳
140 前 橋 前橋広瀬 1920 矢端 花和(6) ﾔﾊﾞﾀ ﾊﾅｶ 女子 200001920 女子６年 １００ｍ
141 前 橋 前橋広瀬 1921 岩渕 月葉(6) ｲﾜﾌﾞﾁ ﾂｷﾊ 女子 200001921 女子６年 １００ｍ
142 前 橋 山王 2220 細野 夏輝(5) ﾎｿﾉ ﾅﾂｷ 男子 100002220 男子５年 １００ｍ
143 前 橋 山王 2221 鈴木 優羽(5) ｽｽﾞｷ ﾕｳ 男子 100002221 男子５年 ボール投げ
144 前 橋 山王 2222 伊澤 那應(5) ｲｻﾞﾜ ﾅｵ 男子 100002222 男子５年 １００ｍ
145 前 橋 山王 2226 飯島 勇輝(4) ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 男子 100002226 男子４年 １００ｍ
146 前 橋 山王 2227 石田 琉星(4) ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 100002227 男子４年 １００ｍ
147 前 橋 山王 2228 内田慎之介(4) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 100002228 男子４年 １００ｍ
148 前 橋 山王 2237 勝田 大翔(2) ｶﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 100002237 男子２年 ５０ｍ
149 前 橋 山王 2241 定方 柘頼(1) ｻﾀﾞｶﾀ ｼｬﾗ 男子 100002241 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
150 前 橋 山王 2210 濵野 彩香(6) ﾊﾏﾉ ｱﾔｶ 女子 200002210 女子６年 ５０ｍＨ 女子６年 ８００ｍ
151 前 橋 山王 2211 小暮 結希(6) ｺｸﾞﾚ ﾕｷ 女子 200002211 女子６年 ５０ｍＨ
152 前 橋 山王 2212 亀井 千風(6) ｶﾒｲ ﾁｶｾﾞ 女子 200002212 女子６年 ８００ｍ
153 前 橋 山王 2213 原島 日菜(6) ﾊﾗｼﾏ ﾋﾅ 女子 200002213 女子６年 １００ｍ
154 前 橋 山王 2214 高橋 心夏(6) ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ 女子 200002214 女子６年 ボール投げ
155 前 橋 山王 2215 勝田 結衣(6) ｶﾂﾀﾞ ﾕｲ 女子 200002215 女子６年 １００ｍ
156 前 橋 山王 2216 境野 愛理(6) ｻｶｲﾉ ｱｲﾘ 女子 200002216 女子６年 １００ｍ
157 前 橋 山王 2217 角田 さら(6) ﾂﾉﾀﾞ ｻﾗ 女子 200002217 女子６年 １００ｍ
158 前 橋 山王 2218 西村 舞雪(6) ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕｷ 女子 200002218 女子６年 ５０ｍＨ
159 前 橋 山王 2219 佐藤萌ノ亜(6) ｻﾄｳ ﾓﾉｱ 女子 200002219 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
160 前 橋 山王 2223 須田七夕夏(5) ｽﾀﾞ ﾅﾅｶ 女子 200002223 女子５年 １００ｍ
161 前 橋 山王 2224 髙山 栞(5) ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾘ 女子 200002224 女子５年 １００ｍ
162 前 橋 山王 2225 山根 未緒(5) ﾔﾏﾈ ﾐｵ 女子 200002225 女子５年 ８００ｍ
163 前 橋 山王 2229 樋口 涼音(4) ﾋｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ 女子 200002229 女子４年 １００ｍ
164 前 橋 山王 2230 織田 望未(4) ｵﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 女子 200002230 女子４年 １００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
165 前 橋 山王 2231 石井 萌絵(4) ｲｼｲ ﾓｴ 女子 200002231 女子４年 １００ｍ
166 前 橋 山王 2232 小山 柚果(4) ｺﾔﾏ ﾕｽﾞｶ 女子 200002232 女子４年 ８００ｍ 女子４年 １００ｍ
167 前 橋 山王 2233 武藤 心美(4) ﾑﾄｳ ｺｺﾐ 女子 200002233 女子４年 １００ｍ
168 前 橋 山王 2234 濵野 晴香(4) ﾊﾏﾉ ﾊﾙｶ 女子 200002234 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
169 前 橋 山王 2235 山田真優奈(4) ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕﾅ 女子 200002235 女子４年 ８００ｍ
170 前 橋 山王 2236 関 莉乃(3) ｾｷ ﾘﾉ 女子 200002236 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
171 前 橋 山王 2238 山根 伶奈(2) ﾔﾏﾈ ﾚﾅ 女子 200002238 女子２年 ５０ｍ
172 前 橋 山王 2239 酒井 彩音(2) ｻｶｲ ｱﾔﾈ 女子 200002239 女子２年 ５０ｍ
173 前 橋 山王 2240 小黒 真祐(2) ｵｸﾞﾛ ﾏﾋﾛ 女子 200002240 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
174 前 橋 天神 304 長竹 桜(6) ﾅｶﾞﾀｹ ｻｸﾗ 女子 200000304 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
175 前 橋 下川淵 1008 成田 優樹(1) ﾅﾘﾀ ﾕｳｷ 男子 100001008 男子１年 ５０ｍ
176 前 橋 下川淵 1009 石田 滉樹(1) ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 100001009 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
177 前 橋 下川淵 1010 木島 大耀(1) ｷｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 男子 100001010 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
178 前 橋 下川淵 1013 干川 脩人(2) ﾎｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 男子 100001013 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
179 前 橋 下川淵 1014 持田 真優(2) ﾓﾁﾀﾞ ﾏﾋﾛ 男子 100001014 男子２年 ５０ｍ
180 前 橋 下川淵 1015 町田 元喜(2) ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 男子 100001015 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
181 前 橋 下川淵 1878 石原 雅大(3) ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ 男子 100001878 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
182 前 橋 下川淵 1880 櫛渕 快哩(3) ｸｼﾌﾞﾁ ｶｲﾘ 男子 100001880 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
183 前 橋 下川淵 1881 水出 大地(3) ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 100001881 男子３年 ５０ｍ
184 前 橋 下川淵 1882 西原 源樹(3) ﾆｼﾊﾗ ﾓﾄｷ 男子 100001882 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
185 前 橋 下川淵 2246 田島 充(6) ﾀｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 男子 100002246 男子６年 １００ｍ
186 前 橋 下川淵 319 山河 千紘(5) ﾔﾏｶﾜ ﾁﾋﾛ 女子 200000319 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
187 前 橋 下川淵 1011 種田 幸絆(2) ﾀﾈﾀﾞ ｻﾅ 女子 200001011 女子２年 ５０ｍ
188 前 橋 下川淵 1012 長谷川朋香(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ 女子 200001012 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
189 前 橋 下川淵 1879 干川 花奏(3) ﾎｼｶﾜ ﾊﾅ 女子 200001879 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
190 前 橋 下川淵 2247 石原 実怜(1) ｲｼﾊﾗ ﾐﾚｲ 女子 200002247 女子１年 立幅跳
191 前 橋 下川淵 2289 三橋菜々花(4) ﾐﾂﾊｼ ﾅﾅｶ 女子 200002289 女子４年 １００ｍ
192 前 橋 桂萱 329 村田 侑紀(3) ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 男子 100000329 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
193 前 橋 桂萱 330 村田 昂紀(3) ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 男子 100000330 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
194 前 橋 桂萱 1007 奈良 凌汰(1) ﾅﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 100001007 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
195 前 橋 桂萱 1029 舩津 豊幸(2) ﾌﾅﾂ ﾋﾛﾕｷ 男子 100001029 男子２年 ５０ｍ
196 前 橋 桂萱 1580 小林 英竜(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾘｭｳ 男子 100001580 男子５年 １０００ｍ
197 前 橋 桂萱 501 戸塚 葵(6) ﾄﾂﾞｶ ｱｵｲ 女子 200000501
198 前 橋 桂萱 1030 中嶋 百花(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 女子 200001030 女子２年 ５０ｍ
199 前 橋 桂萱 1886 横山 涼葉(3) ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 女子 200001886 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
200 前 橋 桂萱 2290 奈良実由香(4) ﾅﾗ ﾐﾕｶ 女子 200002290 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
201 前 橋 桃木 1572 有海幸祐貴(5) ｱﾘｳﾐ ｺｳｷ 男子 100001572 男子５年 １０００ｍ
202 前 橋 桃木 2206 横澤 慶(2) ﾖｺｻﾞﾜ ｹｲ 男子 100002206 男子２年 ５０ｍ
203 前 橋 桃木 2208 小曽根大一(6) ｵｿﾞﾈ ﾀｲﾁ 男子 100002208 男子６年 走幅跳 男子６年 ５０ｍＨ
204 前 橋 桃木 2282 岩田朋太朗(4) ｲﾜﾀ ﾄﾓﾀﾛｳ 男子 100002282 男子４年 １０００ｍ 男子４年 走幅跳
205 前 橋 桃木 2201 後藤 優花(6) ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶ 女子 200002201 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
206 前 橋 桃木 2202 植木 彩名(6) ｳｴｷ ｱﾔﾅ 女子 200002202 女子６年 ８００ｍ 女子６年 １００ｍ
207 前 橋 桃木 2203 横澤 陽香(6) ﾖｺｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 女子 200002203 女子６年 １００ｍ 女子６年 ８００ｍ
208 前 橋 桃木 2204 湯澤 奈夕(6) ﾕｻﾞﾜ ﾅﾕ 女子 200002204 女子６年 ８００ｍ
209 前 橋 桃木 2205 片貝 莉蝶(4) ｶﾀｶｲ ﾘｽﾞ 女子 200002205 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
210 前 橋 桃木 2207 小池 実羽(4) ｺｲｹ ﾐﾊﾈ 女子 200002207 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
211 前 橋 桃木 2281 川上 雛乃(4) ｶﾜｶﾐ ﾋﾅﾉ 女子 200002281 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
212 前 橋 桂萱東 1885 須田 悠斗(3) ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 100001885 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
213 前 橋 桂萱東 305 町田 結香(6) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲｶ 女子 200000305 女子６年 ８００ｍ
214 前 橋 桃瀬 1034 篠原 聖和(2) ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 男子 100001034 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
215 前 橋 桃瀬 1617 宮内 悠真(3) ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾏ 男子 100001617 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
216 前 橋 桃瀬 1035 山口 小晴(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 女子 200001035 女子２年 ５０ｍ
217 前 橋 桃瀬 2344 舘野 未琴(4) ﾀﾃﾉ ﾐｺﾄ 女子 200002344 女子４年 １００ｍ
218 前 橋 桃瀬 2345 堤 なつほ(3) ﾂﾂﾐ ﾅﾂﾎ 女子 200002345 女子３年 ５０ｍ
219 前 橋 芳賀 1620 小林 加穏(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 女子 200001620 女子３年 ５０ｍ
220 前 橋 総社 1033 谷津和夏菜(2) ﾔﾂ ﾜｶﾅ 女子 200001033 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
221 前 橋 勝山 1032 中村 琥珀(2) ﾅｶﾑﾗ ｺﾊｸ 男子 100001032 男子２年 ５０ｍ
222 前 橋 勝山 1579 長尾 颯大(5) ﾅｶﾞｵ ｿｳﾀ 男子 100001579 男子５年 走幅跳 男子５年 １００ｍ
223 前 橋 勝山 1884 住谷 晃規(3) ｽﾐﾔ ｺｳｷ 男子 100001884 男子３年 ５０ｍ
224 前 橋 勝山 1883 長尾 若奈(3) ﾅｶﾞｵ ﾜｶﾅ 女子 200001883 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
225 前 橋 元総社 606 澤野 太一(6) ｻﾜﾉ ﾀｲﾁ 男子 100000606 男子６年 １００ｍ
226 前 橋 元総社 321 黒岩 夏奈(6) ｸﾛｲﾜ ｶﾅ 女子 200000321 女子６年 １００ｍ
227 前 橋 元総社 502 黒岩 夏奈(6) ｸﾛｲﾜ ｶﾅ 女子 200000502
228 前 橋 元総社 1619 黒岩 知榎(3) ｸﾛｲﾜ ﾁｶ 女子 200001619 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
229 前 橋 前橋東 2326 中川 到(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾀﾙ 男子 100002326 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
230 前 橋 前橋東 1890 小林万佑子(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ 女子 200001890 女子３年 ５０ｍ
231 前 橋 大利根 1006 荻野 幸紀(1) ｵｷﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 男子 100001006 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
232 前 橋 大利根 1031 松田 大志(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲｼ 男子 100001031 男子２年 ５０ｍ
233 前 橋 大利根 2291 中林 活智(4) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾄﾓ 男子 100002291 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
234 前 橋 大利根 2292 児玉 康輔(4) ｺﾀﾞﾏ ｺｳｽｹ 男子 100002292 男子４年 １００ｍ
235 前 橋 大利根 2293 児玉 諒輔(4) ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 男子 100002293 男子４年 １００ｍ
236 前 橋 大利根 2249 大友はるな(6) ｵｵﾄﾓ ﾊﾙﾅ 女子 200002249 女子６年 １００ｍ 女子６年 走高跳
237 前 橋 新田 307 浜名 欧(6) ﾊﾏﾅ ｵｳ 男子 100000307 男子６年 走幅跳
238 前 橋 新田 507 浜名 欧(6) ﾊﾏﾅ ｵｳ 男子 100000507
239 前 橋 新田 311 浜名ひらり(6) ﾊﾏﾅ ﾋﾗﾘ 女子 200000311 女子６年 走幅跳
240 前 橋 新田 504 浜名ひらり(6) ﾊﾏﾅ ﾋﾗﾘ 女子 200000504
241 前 橋 細井 301 鈴木 悠斗(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 100000301 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
242 前 橋 細井 303 早川 遼(2) ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 男子 100000303 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
243 前 橋 細井 316 三森 優太(1) ﾐﾂﾓﾘ ﾕｳﾀ 男子 100000316 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
244 前 橋 細井 334 住谷 拓実(4) ｽﾐﾔ ﾀｸﾐ 男子 100000334 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
245 前 橋 細井 2285 鈴木 慶博(4) ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 男子 100002285 男子４年 １０００ｍ
246 前 橋 細井 2327 斉藤 駿河(6) ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｶﾞ 男子 100002327 男子６年 １００ｍ 男子６年 １０００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
247 前 橋 細井 2328 香川 柊人(5) ｶｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ 男子 100002328 男子５年 １００ｍ
248 前 橋 細井 2329 大友 亮(6) ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳ 男子 100002329 男子６年 １００ｍ 男子６年 １０００ｍ
249 前 橋 細井 2334 藤井 泰成(5) ﾌｼﾞｲ ﾀｲｾｲ 男子 100002334 男子５年 １００ｍ
250 前 橋 細井 2335 大友 直希(4) ｵｵﾄﾓ ﾅｵｷ 男子 100002335 男子４年 １００ｍ
251 前 橋 細井 2337 多加谷 颯(4) ﾀｶﾞﾔ ｿｳ 男子 100002337 男子４年 １００ｍ
252 前 橋 細井 2340 今井 悠貴(4) ｲﾏｲ ﾕｳｷ 男子 100002340 男子４年 １０００ｍ
253 前 橋 細井 2341 入澤 圭汰(1) ｲﾘｻﾜ ｹｲﾀ 男子 100002341 男子１年 立幅跳 男子１年 ５０ｍ
254 前 橋 細井 2342 田村 招太(4) ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 男子 100002342 男子４年 １０００ｍ 男子４年 １００ｍ
255 前 橋 細井 302 住谷 咲季(1) ｽﾐﾔ ｻｷ 女子 200000302 女子１年 ５０ｍ
256 前 橋 細井 2330 鈴木 光希(6) ｽｽﾞｷ ﾐﾂｷ 女子 200002330 女子６年 ５０ｍＨ
257 前 橋 細井 2331 蛯名 彩(6) ｴﾋﾞﾅ ｱﾔ 女子 200002331 女子６年 １００ｍ
258 前 橋 細井 2332 石澤まひる(5) ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾋﾙ 女子 200002332 女子５年 １００ｍ 女子５年 ８００ｍ
259 前 橋 細井 2333 黒岩 穂夏(5) ｸﾛｲﾜ ﾎﾅﾂ 女子 200002333 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
260 前 橋 細井 2336 斉藤 沙采(4) ｻｲﾄｳ ｻｱﾔ 女子 200002336 女子４年 １００ｍ
261 前 橋 細井 2338 伊藤 遥香(5) ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 女子 200002338 女子５年 １００ｍ
262 前 橋 細井 2339 中島このみ(4) ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾉﾐ 女子 200002339 女子４年 １００ｍ
263 前 橋 細井 2343 野中 るい(5) ﾉﾅｶ ﾙｲ 女子 200002343 女子５年 １００ｍ
264 前 橋 桃川 1851 齊藤 和希(6) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 男子 100001851 男子６年 １００ｍ 男子６年 ボール投げ
265 前 橋 桃川 1852 養田 創太(5) ﾖｳﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 100001852 男子５年 ５０ｍＨ 男子５年 走幅跳
266 前 橋 桃川 1853 吉田 陸玖(5) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ 男子 100001853 男子５年 １００ｍ 男子５年 ５０ｍＨ
267 前 橋 桃川 1854 長井 颯馬(5) ﾅｶﾞｲ ﾌｳﾏ 男子 100001854 男子５年 １００ｍ
268 前 橋 桃川 1855 本多 竜也(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 男子 100001855 男子３年 立幅跳
269 前 橋 桃川 1856 佐藤 源(3) ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 男子 100001856 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
270 前 橋 桃川 1857 吉田 聖那(3) ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ 男子 100001857 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
271 前 橋 桃川 1859 成田 拓夢(2) ﾅﾘﾀ ﾀｸﾑ 男子 100001859 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
272 前 橋 桃川 1863 本多 朔也(5) ﾎﾝﾀﾞ ｻｸﾔ 男子 100001863 男子５年 １００ｍ 男子５年 ５０ｍＨ
273 前 橋 桃川 1864 豊田 暖真(5) ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾏ 男子 100001864 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
274 前 橋 桃川 1865 岩崎 遥人(6) ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾄ 男子 100001865 男子６年 １０００ｍ
275 前 橋 桃川 1866 齊藤 将之(6) ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 男子 100001866 男子６年 走高跳 男子６年 ５０ｍＨ
276 前 橋 桃川 1858 白井 仁美(2) ｼﾗｲ ﾋﾄﾐ 女子 200001858 女子２年 ５０ｍ
277 前 橋 桃川 1860 長井 梓(2) ﾅｶﾞｲ ｱｽﾞｻ 女子 200001860 女子２年 ５０ｍ
278 前 橋 桃川 1861 太田 桃葉(1) ｵｵﾀ ﾓﾓﾊ 女子 200001861 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
279 前 橋 桃川 1862 小暮 乃蒼(1) ｺｸﾞﾚ ﾉｱ 女子 200001862 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
280 前 橋 桃川 1867 須田美梨彩(2) ｽﾀﾞ ﾐﾘｱ 女子 200001867 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
281 前 橋 桃川 1868 永宮 果怜(5) ﾅｶﾞﾐﾔ ｶﾚﾝ 女子 200001868 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
282 前 橋 桃川 1869 永宮 彩羽(3) ﾅｶﾞﾐﾔ ｲﾛﾊ 女子 200001869 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
283 前 橋 桃川 1870 西山 七緒(3) ﾆｼﾔﾏ ﾅﾅｵ 女子 200001870 女子３年 ５０ｍ
284 前 橋 桃川 1871 西山 祐月(2) ﾆｼﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 200001871 女子２年 ５０ｍ
285 前 橋 桃川 1872 関上 奈々(2) ｾｷｶﾞﾐ ﾅﾅ 女子 200001872 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
286 前 橋 桃川 1873 高山 恵実(5) ﾀｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 女子 200001873 女子５年 ボール投げ
287 前 橋 桃川 1874 中山 莉奈(6) ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ 女子 200001874 女子６年 ボール投げ
288 前 橋 桃川 1875 池田 華歩(6) ｲｹﾀﾞ ｶﾎ 女子 200001875 女子６年 ８００ｍ 女子６年 走高跳
289 前 橋 荒牧 335 佐俣 結己(1) ｻﾏﾀ ﾕｲｷ 男子 100000335 男子１年 ５０ｍ
290 前 橋 荒牧 337 佐俣 啓悟(4) ｻﾏﾀ ｹｲｺﾞ 男子 100000337 男子４年 １００ｍ
291 前 橋 荒牧 338 佐俣 和輝(6) ｻﾏﾀ ｶｽﾞｷ 男子 100000338 男子６年 １００ｍ
292 前 橋 荒牧 1002 木暮 航大(1) ｺｸﾞﾚ ｺｳﾀﾞｲ 男子 100001002 男子１年 立幅跳
293 前 橋 荒牧 1025 伊澤 吏玖(2) ｲｻﾞﾜ ﾘｸ 男子 100001025 男子２年 ５０ｍ
294 前 橋 荒牧 1026 堀上瑛太郎(2) ﾎﾘｶﾐ ｴｲﾀﾛｳ 男子 100001026 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
295 前 橋 荒牧 1510 高木 智哉(6) ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾔ 男子 100001510 男子６年 １０００ｍ
296 前 橋 荒牧 1511 守屋 真聖(6) ﾓﾘﾔ ｼﾝｾｲ 男子 100001511 男子６年 １００ｍ 男子６年 ５０ｍＨ
297 前 橋 荒牧 1512 伊澤 碧大(6) ｲｻﾞﾜ ｱｵﾄ 男子 100001512 男子６年 １００ｍ
298 前 橋 荒牧 1513 本間 諒(6) ﾎﾝﾏ ﾘｮｳ 男子 100001513 男子６年 １００ｍ
299 前 橋 荒牧 1514 矢中 陸斗(6) ﾔﾅｶ ﾘｸﾄ 男子 100001514 男子６年 ボール投げ
300 前 橋 荒牧 1515 宮内はやて(6) ﾐﾔｳﾁ ﾊﾔﾃ 男子 100001515 男子６年 １００ｍ
301 前 橋 荒牧 1889 髙山裕次郎(3) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 100001889 男子３年 ５０ｍ
302 前 橋 荒牧 2294 高橋 拓士(4) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾄ 男子 100002294 男子４年 １０００ｍ 男子４年 走幅跳
303 前 橋 荒牧 2295 大山 右京(4) ｵｵﾔﾏ ｳｷｮｳ 男子 100002295 男子４年 １００ｍ
304 前 橋 荒牧 2296 大角 忠靖(4) ｵｵｽﾐ ﾀﾀﾞﾔｽ 男子 100002296 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
305 前 橋 荒牧 336 土屋 憂凪(2) ﾂﾁﾔ ﾕｳﾅ 女子 200000336 女子２年 ５０ｍ
306 前 橋 荒牧 1003 菊地 志歩(1) ｷｸﾁ ｼﾎ 女子 200001003 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
307 前 橋 荒牧 1501 小笠原亜優(6) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾕ 女子 200001501 女子６年 ８００ｍ
308 前 橋 荒牧 1502 菊地 真由(6) ｷｸﾁ ﾏﾕ 女子 200001502 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
309 前 橋 荒牧 1503 岡田 梓(6) ｵｶﾀﾞ ｱｽﾞｻ 女子 200001503 女子６年 １００ｍ
310 前 橋 荒牧 1504 横山 愛怜(6) ﾖｺﾔﾏ ｴﾚﾝ 女子 200001504 女子６年 ８００ｍ
311 前 橋 荒牧 1505 土田 有紗(6) ﾂﾁﾀﾞ ｱﾘｻ 女子 200001505 女子６年 １００ｍ 女子６年 走高跳
312 前 橋 荒牧 1506 坂田 星来(6) ｻｶﾀ ｾｲﾗ 女子 200001506 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
313 前 橋 荒牧 1507 大角 桃子(6) ｵｵｽﾐ ﾓﾓｺ 女子 200001507 女子６年 ８００ｍ 女子６年 走幅跳
314 前 橋 荒牧 1508 堀口 莉花(6) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｶ 女子 200001508 女子６年 走幅跳 女子６年 走高跳
315 前 橋 荒牧 1509 千木良凜香(6) ﾁｷﾞﾗ ﾘﾝｶ 女子 200001509 女子６年 １００ｍ
316 前 橋 荒牧 1586 横尾 美海(5) ﾖｺｵ ｳﾐ 女子 200001586 女子５年 ８００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
317 前 橋 荒牧 1587 大谷 妃詩(5) ｵｵﾀﾆ ﾋﾅﾀ 女子 200001587 女子５年 ８００ｍ 女子５年 １００ｍ
318 前 橋 荒牧 1588 金子 鈴香(5) ｶﾈｺ ｽｽﾞｶ 女子 200001588 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
319 前 橋 荒牧 1589 和田 章沙(5) ﾜﾀﾞ ｷｻ 女子 200001589 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
320 前 橋 荒牧 1888 小暮 真悠(3) ｺｸﾞﾚ ﾏﾕ 女子 200001888 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
321 前 橋 永明 2348 山下 倫弘(3) ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男子 100002348 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
322 前 橋 永明 2349 柳岡 脩雅(3) ﾔﾅｵｶ ｼｭｳﾏ 男子 100002349 男子３年 ５０ｍ
323 前 橋 永明 2350 野村 駿斗(3) ﾉﾑﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 100002350 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
324 前 橋 永明 2354 田口 明樹(4) ﾀｸﾞﾁ ｱｷ 男子 100002354 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
325 前 橋 永明 2355 青木創太郎(5) ｱｵｷ ｿｳﾀﾛｳ 男子 100002355 男子５年 １００ｍ 男子５年 １０００ｍ
326 前 橋 永明 2356 野村 優貴(5) ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 100002356 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
327 前 橋 永明 2361 関口 晴彦(6) ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ 男子 100002361 男子６年 ５０ｍＨ
328 前 橋 永明 2346 大槻 凜子(1) ｵｵﾂｷ ﾘﾝｺ 女子 200002346 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳



Page:5
2015/09/13 15:11

みんなで走ろう！
平成27年度 第19回 群馬県小学生陸上競技記録会
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及び補助陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
329 前 橋 永明 2347 大場 葉水(2) ｵｵﾊﾞ ﾊﾅ 女子 200002347 女子２年 立幅跳 女子２年 ５０ｍ
330 前 橋 永明 2351 関口 愛子(3) ｾｷｸﾞﾁ ｱｲｺ 女子 200002351 女子３年 ５０ｍ
331 前 橋 永明 2352 新保莉里花(3) ｼﾝﾎﾞ ﾘﾘｶ 女子 200002352 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
332 前 橋 永明 2353 関口 桃佳(3) ｾｷｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 女子 200002353 女子３年 ５０ｍ
333 前 橋 永明 2357 石野 光那(5) ｲｼﾉ ﾐﾅ 女子 200002357 女子５年 ５０ｍＨ
334 前 橋 永明 2358 清水 佑衣(5) ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 女子 200002358 女子５年 ５０ｍＨ
335 前 橋 永明 2359 三上 胡桃(5) ﾐｶﾐ ｸﾙﾐ 女子 200002359 女子５年 １００ｍ
336 前 橋 永明 2360 湯澤 香心(5) ﾕｻﾞﾜ ｶｺ 女子 200002360 女子５年 ８００ｍ 女子５年 ボール投げ
337 前 橋 荒子 324 髙橋 将太(5) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 男子 100000324 男子５年 １０００ｍ 男子５年 １００ｍ
338 前 橋 荒子 325 須永 健心(1) ｽﾅｶﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 100000325 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
339 前 橋 荒子 2255 堀越 健吾(4) ﾎﾘｺｼ ｹﾝｺﾞ 男子 100002255 男子４年 １００ｍ
340 前 橋 荒子 326 須永ひなの(5) ｽﾅｶﾞ ﾋﾅﾉ 女子 200000326 女子５年 走幅跳 女子５年 １００ｍ
341 前 橋 荒子 1001 堀越 早智(1) ﾎﾘｺｼ ｻﾁ 女子 200001001 女子１年 ５０ｍ
342 前 橋 二之宮 1319 大村 菜月(6) ｵｵﾑﾗ ﾅﾂｷ 女子 200001319 女子６年 走幅跳
343 前 橋 二之宮 1320 内田 愛乃(6) ｳﾁﾀﾞ ｱﾉﾝ 女子 200001320 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
344 前 橋 二之宮 1621 齋藤 咲良(3) ｻｲﾄｳ ｻﾗ 女子 200001621 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
345 前 橋 笂井 308 引田 翠(3) ﾋｷﾀﾞ ｽｲ 女子 200000308 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
346 前 橋 大胡 310 山田 理基(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｷ 男子 100000310 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
347 前 橋 大胡 1004 林 心菜(1) ﾊﾔｼ ｺｺﾅ 女子 200001004 女子１年 ５０ｍ
348 前 橋 大胡 1581 福田 真子(5) ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ 女子 200001581 女子５年 走幅跳
349 前 橋 大胡 1582 平石 葵(5) ﾋﾗｲｼ ｱｵｲ 女子 200001582 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
350 前 橋 大胡 1583 堀内 花鈴(5) ﾎﾘｳﾁ ｶﾘﾝ 女子 200001583 女子５年 １００ｍ
351 前 橋 大胡 1584 福田 桃子(5) ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｺ 女子 200001584 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
352 前 橋 滝窪 309 関口 海都(6) ｾｷｸﾞﾁ ｶｲﾄ 男子 100000309 男子６年 １００ｍ
353 前 橋 大胡東 2251 安藤 主朗(6) ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾛｳ 男子 100002251 男子６年 １０００ｍ
354 前 橋 大胡東 306 岡田 典子(6) ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ 女子 200000306 女子６年 １００ｍ
355 前 橋 大胡東 503 岡田 典子(6) ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ 女子 200000503
356 前 橋 大胡東 1005 谷 陽夏(1) ﾀﾆ ﾋﾅｶ 女子 200001005 女子１年 ５０ｍ
357 前 橋 大胡東 1027 中村 咲(2) ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 女子 200001027 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
358 前 橋 大胡東 1028 高桑明日香(2) ﾀｶｸﾜ ｱｽｶ 女子 200001028 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
359 前 橋 大胡東 2250 吉澤穂乃佳(6) ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 女子 200002250 女子６年 ８００ｍ
360 前 橋 宮城 2209 樋口 葵一(5) ﾋｸﾞﾁ ｷｲﾁ 男子 100002209 男子５年 走幅跳
361 前 橋 宮城 2284 鈴木 光剣(4) ｽｽﾞｷ ｱﾂﾙ 男子 100002284 男子４年 １００ｍ
362 前 橋 原 2362 狩野 善(1) ｶﾉｳ ｾﾞﾝ 男子 100002362 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
363 前 橋 原 2363 狩野 想明(1) ｶﾉｳ ｿｱﾗ 男子 100002363 男子１年 ５０ｍ
364 前 橋 原 2364 小平 巧之(1) ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｸﾉ 男子 100002364 男子１年 ５０ｍ
365 前 橋 原 2365 関口 陽汰(1) ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 男子 100002365 男子１年 ５０ｍ
366 前 橋 原 2366 田代 瑞樹(1) ﾀｼﾛ ﾐｽﾞｷ 男子 100002366 男子１年 ５０ｍ
367 前 橋 原 2367 阿久澤智希(2) ｱｸｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 100002367 男子２年 ５０ｍ
368 前 橋 原 2368 大木 日向(2) ｵｵｷ ﾋﾅﾀ 男子 100002368 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
369 前 橋 原 2369 大谷 龍斗(2) ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾄ 男子 100002369 男子２年 ５０ｍ
370 前 橋 原 2370 岡田 壮真(2) ｵｶﾀﾞ ｿｳﾏ 男子 100002370 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
371 前 橋 原 2371 田代 陸人(2) ﾀｼﾛ ﾘｸﾄ 男子 100002371 男子２年 ５０ｍ
372 前 橋 原 2372 狩野 珠摩(3) ｶﾉｳ ｼｭﾏ 男子 100002372 男子３年 ５０ｍ
373 前 橋 原 2373 関口 柑汰(3) ｾｷｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 男子 100002373 男子３年 ５０ｍ
374 前 橋 原 2374 青木 翔吾(4) ｱｵｷ ｼｮｳｺﾞ 男子 100002374 男子４年 １０００ｍ
375 前 橋 原 2375 狩野 来空(4) ｶﾉｳ ﾗｲｱ 男子 100002375 男子４年 １０００ｍ
376 前 橋 原 2376 近藤 奎太(4) ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 男子 100002376 男子４年 走幅跳
377 前 橋 原 2377 野中 陸(4) ﾉﾅｶ ﾘｸ 男子 100002377 男子４年 １０００ｍ
378 前 橋 原 2378 船津 智司(4) ﾌﾅﾂ ｻﾄｼ 男子 100002378 男子４年 １０００ｍ
379 前 橋 原 2379 大木 来珀(5) ｵｵｷ ｸﾚﾊ 男子 100002379 男子５年 １００ｍ 男子５年 ボール投げ
380 前 橋 原 2380 樺澤 温輝(5) ｶﾊﾞｻﾜ ｱﾂｷ 男子 100002380 男子５年 １０００ｍ
381 前 橋 原 2381 下田 隼大(5) ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾀ 男子 100002381 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
382 前 橋 原 2382 羽鳥 温人(5) ﾊﾄﾘ ﾊﾙﾄ 男子 100002382 男子５年 走幅跳 男子５年 ボール投げ
383 前 橋 原 2383 阿久澤勇真(6) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 男子 100002383 男子６年 １００ｍ
384 前 橋 原 2384 齋藤 英翔(6) ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ 男子 100002384 男子６年 ボール投げ
385 前 橋 原 2385 竹内 駿介(6) ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 男子 100002385 男子６年 ボール投げ
386 前 橋 原 2386 戸丸 智裕(6) ﾄﾏﾙ ﾄﾓﾋﾛ 男子 100002386 男子６年 １０００ｍ
387 前 橋 原 2387 松原 悠也(6) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾔ 男子 100002387 男子６年 １００ｍ
388 前 橋 原 2001 岩﨑 珠奈(5) ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾅ 女子 200002001 女子５年 １００ｍ
389 前 橋 原 2002 岡田 菜摘(5) ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 女子 200002002 女子５年 走幅跳 女子５年 １００ｍ
390 前 橋 原 2003 岡田 美咲(5) ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 200002003 女子５年 走幅跳 女子５年 １００ｍ
391 前 橋 原 2004 高橋 遥香(5) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 女子 200002004 女子５年 ボール投げ
392 前 橋 原 2005 山本 七々(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ 女子 200002005 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
393 前 橋 原 2006 大川みさき(6) ｵｵｶﾜ ﾐｻｷ 女子 200002006 女子６年 ８００ｍ
394 前 橋 原 2007 金田 梨伽(6) ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝｶ 女子 200002007 女子６年 走幅跳
395 前 橋 原 2008 関口 若奈(6) ｾｷｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 女子 200002008 女子６年 走高跳
396 前 橋 原 2009 高橋明日香(6) ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 女子 200002009 女子６年 ボール投げ
397 前 橋 原 2010 羽生田穏希(6) ﾊﾆｳﾀﾞ ｼｽﾞｷ 女子 200002010 女子６年 走幅跳
398 前 橋 原 2011 廣瀬 綾音(6) ﾋﾛｾ ｱﾔﾈ 女子 200002011 女子６年 １００ｍ
399 前 橋 原 2012 前川みすず(6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾐｽｽﾞ 女子 200002012 女子６年 ボール投げ
400 前 橋 原 2388 近藤 詩(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｳﾀ 女子 200002388 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
401 前 橋 原 2389 田島 沙希(2) ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 女子 200002389 女子２年 ５０ｍ
402 前 橋 原 2390 松村 華音(2) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾉﾝ 女子 200002390 女子２年 ５０ｍ
403 前 橋 原 2391 松本 ゆず(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｽﾞ 女子 200002391 女子２年 ５０ｍ
404 前 橋 原 2392 大崎 優香(3) ｵｵｻｷ ﾕｳｶ 女子 200002392 女子３年 立幅跳
405 前 橋 原 2393 村上ひすい(4) ﾑﾗｶﾐ ﾋｽｲ 女子 200002393 女子４年 １００ｍ
406 前 橋 時沢 327 福田 達也(3) ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ 男子 100000327 男子３年 ５０ｍ
407 前 橋 時沢 2242 城田 楓雅(6) ｼﾛﾀ ﾌｳｶﾞ 男子 100002242 男子６年 １００ｍ
408 前 橋 時沢 2243 梶間 晏璃(6) ｶｼﾞﾏ ｱﾝﾘ 男子 100002243 男子６年 ５０ｍＨ
409 前 橋 時沢 2244 伊吹 風雅(6) ｲﾌﾞｷ ﾌｳｶﾞ 男子 100002244 男子６年 １００ｍ 男子６年 走幅跳
410 前 橋 時沢 2254 福田 和樹(5) ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 100002254 男子５年 １００ｍ
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411 前 橋 時沢 1622 荒井 七海(3) ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 女子 200001622 女子３年 ５０ｍ
412 前 橋 時沢 1876 大野 萌葉(3) ｵｵﾉ ﾓｴﾊ 女子 200001876 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
413 前 橋 石井 1887 石橋 愛佳(3) ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅｶ 女子 200001887 女子３年 ５０ｍ
414 前 橋 石井 2253 樺澤さくら(6) ｶﾊﾞｻﾜ ｻｸﾗ 女子 200002253 女子６年 ８００ｍ
415 前 橋 白川 1577 窪田 悠乃(5) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾉ 男子 100001577 男子５年 １０００ｍ
416 前 橋 白川 1578 小野 悠馬(5) ｵﾉ ﾕｳﾏ 男子 100001578 男子５年 １０００ｍ
417 前 橋 白川 1877 窪田 碧音(3) ｸﾎﾞﾀ ｱｵﾄ 男子 100001877 男子３年 立幅跳
418 前 橋 群大附属 320 山越 智揮(3) ﾔﾏｺｼ ﾄﾓｷ 男子 100000320 男子３年 ５０ｍ
419 前 橋 群大附属 2301 須賀 蒼介(1) ｽｶﾞ ｿｳｽｹ 男子 100002301 男子１年 ５０ｍ
420 前 橋 群大附属 2302 近藤 夏気(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｷ 男子 100002302 男子１年 ５０ｍ
421 前 橋 群大附属 2303 米倉 健太(1) ﾖﾈｸﾗ ｹﾝﾀ 男子 100002303 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
422 前 橋 群大附属 2304 羽柴 陽輝(1) ﾊｼﾊﾞ ﾋｭｳｷ 男子 100002304 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
423 前 橋 群大附属 2306 金古 颯平(2) ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ 男子 100002306 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
424 前 橋 群大附属 2307 富嶋 俊介(2) ﾄﾐｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 男子 100002307 男子２年 ５０ｍ
425 前 橋 群大附属 2308 森田 碧大(2) ﾓﾘﾀ ｱｵｲ 男子 100002308 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
426 前 橋 群大附属 2309 立見心之輔(2) ﾀﾂﾐ ｼﾝﾉｽｹ 男子 100002309 男子２年 ５０ｍ
427 前 橋 群大附属 2311 鳥山 陽(3) ﾄﾘﾔﾏ ﾖｳ 男子 100002311 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
428 前 橋 群大附属 2313 高橋 瑠音(4) ﾀｶﾊｼ ﾙｲﾝ 男子 100002313 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
429 前 橋 群大附属 2314 宮原 啓(4) ﾐﾔﾊﾗ ｹｲ 男子 100002314 男子４年 １００ｍ
430 前 橋 群大附属 2315 田口 響(4) ﾀｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 男子 100002315 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
431 前 橋 群大附属 2317 川 拓未(5) ｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 100002317 男子５年 ５０ｍＨ 男子５年 走幅跳
432 前 橋 群大附属 2319 金古 諒太(5) ｶﾈｺ ﾘｮｳﾀ 男子 100002319 男子５年 ボール投げ 男子５年 １０００ｍ
433 前 橋 群大附属 2324 長井 優汰(6) ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 男子 100002324 男子６年 １０００ｍ 男子６年 走幅跳
434 前 橋 群大附属 2305 臼井 清華(1) ｳｽｲ ｻﾔｶ 女子 200002305 女子１年 ５０ｍ
435 前 橋 群大附属 2310 志和 唯佳(2) ｼﾜ ﾕｲｶ 女子 200002310 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
436 前 橋 群大附属 2312 大野 優希(3) ｵｵﾉ ﾕｳｷ 女子 200002312 女子３年 ５０ｍ
437 前 橋 群大附属 2316 奥野日向子(4) ｵｸﾉ ﾋﾅｺ 女子 200002316 女子４年 １００ｍ
438 前 橋 群大附属 2318 竹 和沙(5) ﾀｹ ｶｽﾞｻ 女子 200002318 女子５年 ８００ｍ 女子５年 １００ｍ
439 前 橋 群大附属 2320 桑原 希望(5) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 200002320 女子５年 ８００ｍ 女子５年 ボール投げ
440 前 橋 群大附属 2321 熊木 杏菜(5) ｸﾏｷ ｱﾝﾅ 女子 200002321 女子５年 ８００ｍ 女子５年 ボール投げ
441 前 橋 群大附属 2322 塚田 華乃(5) ﾂｶﾀﾞ ｶﾉ 女子 200002322 女子５年 １００ｍ
442 前 橋 群大附属 2323 西郷 百華(5) ｻｲｺﾞｳ ﾓﾓｶ 女子 200002323 女子５年 ５０ｍＨ 女子５年 ボール投げ
443 前 橋 群大附属 2325 畑 那奈美(6) ﾊﾀ ﾅﾅﾐ 女子 200002325 女子６年 走幅跳 女子６年 ５０ｍＨ
444 高 崎 高崎中央 696 関 太陽(2) ｾｷ ﾀｲﾖｳ 男子 100000696 男子２年 ５０ｍ
445 高 崎 高崎北 124 井澤 颯斗(3) ｲｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 100000124 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
446 高 崎 高崎北 1734 小山田篤司(4) ｵﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 100001734 男子４年 １０００ｍ 男子４年 １００ｍ
447 高 崎 高崎北 1740 立岡明日登(4) ﾀﾂｵｶ ｱｽﾄ 男子 100001740 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
448 高 崎 高崎北 1742 塩川 貴啓(4) ｼｵｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 男子 100001742 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
449 高 崎 高崎北 1764 谷山 晃大(5) ﾀﾆﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 100001764 男子５年 １００ｍ 男子５年 ５０ｍＨ
450 高 崎 高崎北 1711 谷口 和以(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞｲ 女子 200001711 女子３年 ５０ｍ
451 高 崎 高崎北 1765 小川明日香(5) ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ 女子 200001765 女子５年 ８００ｍ
452 高 崎 高崎北 1792 中島ほのか(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 女子 200001792 女子６年 ８００ｍ
453 高 崎 高崎南 139 井形 光希(4) ｲｶﾀ ｺｳｷ 男子 100000139 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
454 高 崎 高崎南 201 阿久澤侑佑(5) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 100000201 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
455 高 崎 高崎南 682 大岩幸太郎(1) ｵｵｲﾜ ｺｳﾀﾛｳ 男子 100000682 男子１年 ５０ｍ
456 高 崎 高崎南 110 井形 玲菜(2) ｲｶﾀ ﾚﾅ 女子 200000110 女子２年 ５０ｍ
457 高 崎 高崎南 253 梁瀬 華(6) ﾔﾅｾ ﾊﾅ 女子 200000253 女子６年 １００ｍ
458 高 崎 高崎南 1789 川田 葉(6) ｶﾜﾀﾞ ﾖｳ 女子 200001789 女子６年 １００ｍ
459 高 崎 高崎東 1744 桑原 克実(4) ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾂﾐ 男子 100001744 男子４年 １００ｍ
460 高 崎 高崎東 1797 桑原 拓巳(6) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 男子 100001797 男子６年 １００ｍ
461 高 崎 高崎西 213 成田 朝陽(5) ﾅﾘﾀ ｱｻﾋ 男子 100000213 男子５年 １０００ｍ
462 高 崎 高崎西 1786 新後閑壮太(5) ｼｺﾞｶ ｿｳﾀ 男子 100001786 男子５年 １００ｍ
463 高 崎 高崎西 155 後閑 咲来(4) ｺﾞｶﾝ ｻﾗ 女子 200000155 女子４年 １００ｍ
464 高 崎 高崎西 250 成田 佳乃(6) ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ 女子 200000250 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
465 高 崎 高崎西 1714 澁谷 唯生(3) ｼﾌﾞﾔ ﾕｲ 女子 200001714 女子３年 ５０ｍ
466 高 崎 高崎西 1748 清水明日香(4) ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ 女子 200001748 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
467 高 崎 塚沢 126 黒岩 秀哉(3) ｸﾛｲﾜ ｼｭｳﾔ 男子 100000126 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
468 高 崎 塚沢 202 植松 旺介(5) ｳｴﾏﾂ ｵｳｽｹ 男子 100000202 男子５年 １０００ｍ
469 高 崎 塚沢 203 大澤 颯斗(5) ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ 男子 100000203 男子５年 １０００ｍ
470 高 崎 塚沢 211 手嶋 潤也(5) ﾃｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 100000211 男子５年 １０００ｍ
471 高 崎 塚沢 1752 大久保 綾(4) ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ 男子 100001752 男子４年 １０００ｍ
472 高 崎 塚沢 111 植松ひなの(2) ｳｴﾏﾂ ﾋﾅﾉ 女子 200000111 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
473 高 崎 塚沢 115 小島 紗季(2) ｺｼﾞﾏ ｻｷ 女子 200000115 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
474 高 崎 塚沢 702 菊池 愛美(6) ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ 女子 200000702 女子６年 ８００ｍ
475 高 崎 塚沢 1770 望月 咲幸(5) ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾕｷ 女子 200001770 女子５年 ８００ｍ
476 高 崎 佐野 123 阿久津輝也(3) ｱｸﾂ ﾃﾙﾔ 男子 100000123 男子３年 ５０ｍ
477 高 崎 六郷 231 古屋 凛(6) ﾌﾙﾔ ﾘﾝ 男子 100000231 男子６年 １００ｍ
478 高 崎 六郷 233 吉田虎宇太(6) ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 100000233 男子６年 １００ｍ
479 高 崎 六郷 1799 金川真之典(6) ｶﾅｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ 男子 100001799 男子６年 １０００ｍ
480 高 崎 六郷 116 柴山結以菜(2) ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｲﾅ 女子 200000116 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
481 高 崎 六郷 136 吉田 涼雅(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 女子 200000136 女子３年 ５０ｍ
482 高 崎 六郷 158 高野 空奏(4) ﾀｶﾉ ｿﾗｶ 女子 200000158 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
483 高 崎 六郷 216 柴山菜乃実(5) ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ 女子 200000216 女子５年 走幅跳 女子５年 ５０ｍＨ
484 高 崎 六郷 241 岡田 杏樹(6) ｵｶﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 女子 200000241 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
485 高 崎 六郷 248 館 遥香(6) ﾀﾁ ﾊﾙｶ 女子 200000248 女子６年 走高跳 女子６年 ５０ｍＨ
486 高 崎 六郷 1771 松岡 愛優(5) ﾏﾂｵｶ ｱﾕ 女子 200001771 女子５年 ８００ｍ
487 高 崎 高崎城南 228 髙橋 幸佑(6) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 男子 100000228 男子６年 １００ｍ
488 高 崎 高崎城南 1758 引田 裕太(5) ﾋｷﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 100001758 男子５年 １０００ｍ
489 高 崎 高崎城南 1759 坂本 亮(5) ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 100001759 男子５年 １０００ｍ
490 高 崎 高崎城南 1741 清水 京華(4) ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 女子 200001741 女子４年 １００ｍ
491 高 崎 高崎城南 1755 藤田 桃佳(4) ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ 女子 200001755 女子４年 １００ｍ
492 高 崎 高崎城南 1760 小野向日葵(5) ｵﾉ ﾋﾏﾘ 女子 200001760 女子５年 ８００ｍ



Page:7
2015/09/13 15:11

みんなで走ろう！
平成27年度 第19回 群馬県小学生陸上競技記録会
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及び補助陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
493 高 崎 高崎城南 1761 清水 姫華(5) ｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 女子 200001761 女子５年 ８００ｍ 女子５年 １００ｍ
494 高 崎 高崎城東 1793 金子正之助(6) ｶﾈｺ ｾｲﾉｽｹ 男子 100001793 男子６年 １０００ｍ
495 高 崎 高崎城東 1824 青木 大翔(5) ｱｵｷ ﾋﾛﾄ 男子 100001824 男子５年 １０００ｍ
496 高 崎 高崎城東 1825 松田 琢杜(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 100001825 男子６年 １００ｍ
497 高 崎 高崎城東 1826 小林 大和(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 男子 100001826 男子６年 １０００ｍ
498 高 崎 高崎城東 1827 青木 一翔(5) ｱｵｷ ｶｽﾞﾄ 男子 100001827 男子５年 １００ｍ
499 高 崎 高崎城東 1836 内田 陽仁(5) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 100001836 男子５年 ボール投げ 男子５年 １００ｍ
500 高 崎 高崎城東 1837 山崎 公太(6) ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀ 男子 100001837 男子６年 １００ｍ
501 高 崎 高崎城東 1843 上村 奏和(3) ｶﾐﾑﾗ ｶﾅﾄ 男子 100001843 男子３年 ５０ｍ
502 高 崎 高崎城東 1844 大澤 優貴(3) ｵｵｻﾜ ﾕｳｷ 男子 100001844 男子３年 ５０ｍ
503 高 崎 高崎城東 1846 石田 開智(2) ｲｼﾀﾞ ｶｲﾁ 男子 100001846 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
504 高 崎 高崎城東 1847 戸塚 涼真(1) ﾄﾂｶ ﾘｮｳﾏ 男子 100001847 男子１年 ５０ｍ
505 高 崎 高崎城東 254 長谷川美花(6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｶ 女子 200000254
506 高 崎 高崎城東 255 宇津木 瞳(6) ｳﾂｷﾞ ﾋﾄﾐ 女子 200000255
507 高 崎 高崎城東 256 渡丸 希愛(5) ﾄﾏﾙ 女子 200000256
508 高 崎 高崎城東 1709 金子 雅(3) ｶﾈｺ ﾐﾔﾋﾞ 女子 200001709 女子３年 ５０ｍ
509 高 崎 高崎城東 1762 黒澤 綾音(5) ｸﾛｻﾜ ｱﾔﾈ 女子 200001762 女子５年 ８００ｍ
510 高 崎 高崎城東 1828 渡丸 希愛(5) ﾄﾏﾙ ﾉｴ 女子 200001828 女子５年 １００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
511 高 崎 高崎城東 1829 長谷川美花(6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾅ 女子 200001829 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
512 高 崎 高崎城東 1830 宇津木 瞳(6) ｳﾂｷﾞ ﾋﾄﾐ 女子 200001830 女子６年 ８００ｍ 女子６年 １００ｍ
513 高 崎 高崎城東 1831 川原 沙月(6) ｶﾜﾊﾗ ｻﾂｷ 女子 200001831 女子６年 走幅跳
514 高 崎 高崎城東 1832 北村 凛花(5) ｷﾀﾑﾗ ﾘﾝｶ 女子 200001832 女子５年 １００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
515 高 崎 高崎城東 1833 小菅美優奈(6) ｺｽｹﾞ ﾐﾕﾅ 女子 200001833 女子６年 走高跳
516 高 崎 高崎城東 1834 末村 祥子(6) ｽｴﾑﾗ ｼｮｳｺ 女子 200001834 女子６年 ボール投げ
517 高 崎 高崎城東 1835 小笠原あすな(6) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｽﾅ 女子 200001835 女子６年 走幅跳
518 高 崎 高崎城東 1838 広瀬知耶子(4) ﾋﾛｾ ﾁﾔｺ 女子 200001838 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
519 高 崎 高崎城東 1839 伊藤 利佳(4) ｲﾄｳ ﾘｶ 女子 200001839 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
520 高 崎 高崎城東 1840 髙瀬 美祐(4) ﾀｶｾ ﾐﾕｳ 女子 200001840 女子４年 ８００ｍ
521 高 崎 高崎城東 1841 重田 紗依(4) ｼｹﾞﾀ ｻｴ 女子 200001841 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
522 高 崎 高崎城東 1842 江原茉利奈(4) ｴﾊﾞﾗ ﾏﾘﾅ 女子 200001842 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
523 高 崎 高崎城東 1845 中林 和華(3) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 女子 200001845 女子３年 ５０ｍ
524 高 崎 高崎城東 1848 群高松美礼(1) ｸﾞﾝﾀｶﾏﾂ ﾐﾚｲ 女子 200001848 女子１年 ５０ｍ
525 高 崎 高崎城東 1849 宮坂 葉音(4) ﾐﾔｻｶ ﾊﾉﾝ 女子 200001849 女子４年 走幅跳
526 高 崎 新高尾 106 郷緒 孝成(2) ｺﾞｳｵ ｺｳｾｲ 男子 100000106 男子２年 ５０ｍ
527 高 崎 新高尾 109 湯浅 達(2) ﾕｱｻ ｲﾀﾙ 男子 100000109 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
528 高 崎 新高尾 127 秀島 弘聖(3) ﾋﾃﾞｼﾏ ｺｳｾｲ 男子 100000127 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
529 高 崎 新高尾 142 狩野 孝幸(4) ｶﾉｳ ﾀｶﾕｷ 男子 100000142 男子４年 １０００ｍ
530 高 崎 新高尾 143 黒崎 雄介(4) ｸﾛｻｷ ﾕｳｽｹ 男子 100000143 男子４年 １０００ｍ
531 高 崎 新高尾 146 塚越 展(4) ﾂｶｺﾞｼ ﾃﾝ 男子 100000146 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
532 高 崎 新高尾 148 平賀 永悟(4) ﾋﾗｶﾞ ｴｲｺﾞ 男子 100000148 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
533 高 崎 新高尾 150 堀越 遥斗(4) ﾎﾘｺｼ ﾊﾙﾄ 男子 100000150 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
534 高 崎 新高尾 204 郷緒 快成(5) ｺﾞｳｵ ｶｲｾｲ 男子 100000204 男子５年 １００ｍ
535 高 崎 新高尾 220 浅見 彪央(6) ｱｻﾐ ﾋｮｳﾎｳ 男子 100000220 男子６年 １００ｍ
536 高 崎 新高尾 223 狩野 優人(6) ｶﾉｳ ﾕｳﾄ 男子 100000223 男子６年 １０００ｍ
537 高 崎 新高尾 230 塚越 礼(6) ﾂｶｺﾞｼ ﾚｲ 男子 100000230 男子６年 １００ｍ 男子６年 １０００ｍ
538 高 崎 新高尾 232 森山 輝(6) ﾓﾘﾔﾏ ﾋｶﾙ 男子 100000232 男子６年 １００ｍ 男子６年 走高跳
539 高 崎 新高尾 120 平賀 有惟(2) ﾋﾗｶﾞ ﾕｲ 女子 200000120 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
540 高 崎 新高尾 122 森山 晄妃(2) ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾂｷ 女子 200000122 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
541 高 崎 新高尾 130 浅見 明可(3) ｱｻﾐ ﾒｲｶ 女子 200000130 女子３年 ５０ｍ
542 高 崎 新高尾 159 秀島ひなた(4) ﾋﾃﾞｼﾏ ﾋﾅﾀ 女子 200000159 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
543 高 崎 新高尾 1737 清水 咲帆(4) ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ 女子 200001737 女子４年 ８００ｍ
544 高 崎 高崎中川 160 松井 咲妃(4) ﾏﾂｲ ｻｷ 女子 200000160 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
545 高 崎 八幡 1749 櫻井俊太郎(4) ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 100001749 男子４年 １００ｍ
546 高 崎 八幡 690 松田 瑚々(1) ﾏﾂﾀﾞ ｺｺ 女子 200000690 女子１年 ５０ｍ
547 高 崎 豊岡 1739 剱持 稟麻(4) ｹﾝﾓﾁ ﾙｱ 女子 200001739 女子４年 ８００ｍ
548 高 崎 豊岡 1775 中村 美月(5) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 女子 200001775 女子５年 ８００ｍ
549 高 崎 長野 1720 小田切茉由(3) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏﾕｳ 女子 200001720 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
550 高 崎 長野 1776 土田 心杏(5) ﾂﾁﾀﾞｺｺｱ 女子 200001776 女子５年 ８００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
551 高 崎 長野 1777 鈴木菜奈葉(5) ｽｽﾞｷﾅﾅﾊ 女子 200001777 女子５年 ８００ｍ 女子５年 １００ｍ
552 高 崎 大類 1746 浅川 祐衣(4) ｱｻｶﾜ ﾕｲ 女子 200001746 女子４年 １００ｍ
553 高 崎 大類 1800 浅川 玲衣(6) ｱｻｶﾜ ﾚｲ 女子 200001800 女子６年 １００ｍ
554 高 崎 南八幡 1769 奥村 定佳(5) ｵｸﾑﾗ ｻﾀﾞﾖｼ 男子 100001769 男子５年 １００ｍ 男子５年 １０００ｍ
555 高 崎 南八幡 1772 吉田 旭(5) ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 男子 100001772 男子５年 １０００ｍ
556 高 崎 倉賀野 128 藤井 大輔(3) ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子 100000128 男子３年 ５０ｍ
557 高 崎 倉賀野 226 坂下航太郎(6) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ 男子 100000226 男子６年 １００ｍ
558 高 崎 倉賀野 1757 田代涼太郎(5) ﾀｼﾛ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 100001757 男子５年 １００ｍ 男子５年 １０００ｍ
559 高 崎 倉賀野 105 藤井 桃子(1) ﾌｼﾞｲ ﾓﾓｺ 女子 200000105 女子１年 ５０ｍ
560 高 崎 倉賀野 686 中野 美波(1) ﾅｶﾉ ﾐﾅﾐ 女子 200000686 女子１年 ５０ｍ
561 高 崎 倉賀野 1778 和田 優那(5) ﾜﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 200001778 女子５年 １００ｍ
562 高 崎 京ヶ島 125 伊勢川大雅(3) ｲｾｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 男子 100000125 男子３年 ５０ｍ
563 高 崎 京ヶ島 137 天田 凌聖(4) ｱﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 男子 100000137 男子４年 １００ｍ
564 高 崎 京ヶ島 205 櫻井 凪人(5) ｻｸﾗｲ ﾅｷﾞﾄ 男子 100000205 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
565 高 崎 京ヶ島 234 吉田 匠吾(6) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 100000234 男子６年 ５０ｍＨ 男子６年 走高跳
566 高 崎 京ヶ島 218 八木 風歌(5) ﾔｷﾞ ﾌｳｶ 女子 200000218 女子５年 ８００ｍ 女子５年 走高跳
567 高 崎 京ヶ島 235 天田 涼葉(6) ｱﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾊ 女子 200000235 女子６年 １００ｍ
568 高 崎 京ヶ島 238 伊勢川芽生(6) ｲｾｶﾞﾜ ﾒｲ 女子 200000238 女子６年 走幅跳
569 高 崎 京ヶ島 244 近藤 伶美(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾐ 女子 200000244 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
570 高 崎 滝川 1717 倉林 咲空(3) ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾗ 女子 200001717 女子３年 ５０ｍ
571 高 崎 東部 212 中嶋 亮太(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 男子 100000212 男子５年 走幅跳
572 高 崎 東部 1738 宮澤 尚哉(4) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 男子 100001738 男子４年 １００ｍ
573 高 崎 東部 1747 高橋 海心(4) ﾀｶﾊｼ ｶﾝ 男子 100001747 男子４年 １０００ｍ
574 高 崎 東部 1779 井口 祐斗(6) ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾄ 男子 100001779 男子６年 １０００ｍ
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みんなで走ろう！
平成27年度 第19回 群馬県小学生陸上競技記録会
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及び補助陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
575 高 崎 東部 1791 箱田 向哉(6) ﾊｺﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 100001791 男子６年 １０００ｍ
576 高 崎 東部 1794 吉田 律喜(6) ﾖｼﾀﾞ ﾘﾂｷ 男子 100001794 男子６年 １０００ｍ
577 高 崎 東部 1795 吉田 希羽(3) ﾖｼﾀﾞ ｷﾊﾈ 女子 200001795 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
578 高 崎 東部 1796 渡辺 萌花(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴｶ 女子 200001796 女子６年 走幅跳 女子６年 １００ｍ
579 高 崎 中居 208 鈴木 脩斗(5) ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ 男子 100000208 男子５年 １００ｍ
580 高 崎 中居 704 吉井 海凪(6) ﾖｼｲ ﾅｷﾞ 男子 100000704 男子６年 ボール投げ
581 高 崎 中居 131 牛込 茉結(3) ｳｼｺﾞﾒ ﾏﾕ 女子 200000131 女子３年 ５０ｍ
582 高 崎 中居 133 大月 光(3) ｵｵﾂｷ ﾋｶﾘ 女子 200000133 女子３年 ５０ｍ
583 高 崎 中居 1701 木暮 絵菜(2) ｺｸﾞﾚ ｴﾅ 女子 200001701 女子２年 立幅跳 女子２年 ５０ｍ
584 高 崎 中居 1745 石塚 遥名(4) ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ 女子 200001745 女子４年 ８００ｍ 女子４年 １００ｍ
585 高 崎 中居 1751 吉井 紫空(4) ﾖｼｲ ｼｴﾙ 女子 200001751 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
586 高 崎 中居 1767 堤 七香(6) ﾂﾂﾐ ﾅﾅｶ 女子 200001767 女子６年 ８００ｍ 女子６年 １００ｍ
587 高 崎 北部 149 福田 晴仁(4) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 100000149 男子４年 １０００ｍ 男子４年 走幅跳
588 高 崎 北部 152 矢島 昂龍(4) ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾘｭｳ 男子 100000152 男子４年 １０００ｍ 男子４年 走幅跳
589 高 崎 北部 161 矢島 好逢(4) ﾔｼﾞﾏ ｺﾉｱ 女子 200000161 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
590 高 崎 西部 1728 加部 啓人(3) ｶﾍﾞ ｹｲﾄ 男子 100001728 男子３年 ５０ｍ
591 高 崎 西部 1735 久保田京介(4) ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 男子 100001735 男子４年 １０００ｍ
592 高 崎 西部 1783 下平 悠斗(5) ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 男子 100001783 男子５年 １００ｍ
593 高 崎 西部 1787 加部 航多(5) ｶﾍﾞ ｺｳﾀ 男子 100001787 男子５年 １０００ｍ
594 高 崎 西部 1790 久保田陽菜(6) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 女子 200001790 女子６年 １００ｍ
595 高 崎 乗附 144 木暮 輝翔(4) ｺｸﾞﾚ ｱｷﾄ 男子 100000144 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
596 高 崎 乗附 1763 長谷川凌真(5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 男子 100001763 男子５年 １０００ｍ
597 高 崎 乗附 135 川崎 千遙(3) ｶﾜｻｷ ﾁﾊﾙ 女子 200000135 女子３年 ５０ｍ
598 高 崎 浜尻 1788 田村健一郎(5) ﾀﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 男子 100001788 男子５年 １００ｍ
599 高 崎 浜尻 252 平塚 美咲(6) ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ 女子 200000252 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
600 高 崎 浜尻 1710 中村 愛花(3) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅｶ 女子 200001710 女子３年 ５０ｍ
601 高 崎 浜尻 1774 正田 瑠奈(5) ｼｮｳﾀﾞ ﾙﾅ 女子 200001774 女子５年 ８００ｍ
602 高 崎 箕輪 101 飯塚 友祐(1) ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 男子 100000101 男子１年 ５０ｍ
603 高 崎 箕輪 141 遠藤 優斗(4) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 男子 100000141 男子４年 １００ｍ
604 高 崎 箕輪 221 及川 翔滝(6) ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 100000221 男子６年 １０００ｍ
605 高 崎 箕輪 222 小澤 京征(6) ｵｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 男子 100000222 男子６年 １００ｍ
606 高 崎 箕輪 225 小林 憲信(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 男子 100000225 男子６年 １０００ｍ
607 高 崎 箕輪 227 重田 利家(6) ｼｹﾞﾀ ﾄｼｲｴ 男子 100000227 男子６年 １００ｍ 男子６年 １０００ｍ
608 高 崎 箕輪 1823 豊島 隼人(1) ﾄﾖｼﾏ ﾊﾔﾄ 男子 100001823 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
609 高 崎 箕輪 102 清水 来都(1) ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 女子 200000102 女子１年 ５０ｍ
610 高 崎 箕輪 104 戸塚 心媛(1) ﾄﾂﾞｶ ｺｺﾛ 女子 200000104 女子１年 ５０ｍ
611 高 崎 箕輪 112 太田 玲(2) ｵｵﾀ ﾚｲ 女子 200000112 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
612 高 崎 箕輪 113 上村 奈央(2) ｶﾐﾑﾗ ﾅｵ 女子 200000113 女子２年 ５０ｍ
613 高 崎 箕輪 121 福島 知笑(2) ﾌｸｼﾏ ﾁｴﾐ 女子 200000121 女子２年 ５０ｍ
614 高 崎 箕輪 132 太田 藍(3) ｵｵﾀ ｱｲ 女子 200000132 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
615 高 崎 箕輪 134 門倉 由依(3) ｶﾄﾞｸﾗ ﾕｲ 女子 200000134 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
616 高 崎 箕輪 214 及川穂乃果(5) ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ 女子 200000214 女子５年 ８００ｍ
617 高 崎 箕輪 215 太田 舞(5) ｵｵﾀ ﾏｲ 女子 200000215 女子５年 ８００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
618 高 崎 箕輪 236 飯塚 美翔(6) ｲｲﾂﾞｶ ﾐｳ 女子 200000236 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
619 高 崎 箕輪 240 遠藤 由菜(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 女子 200000240 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
620 高 崎 箕輪 242 小澤 怜奈(6) ｵｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 女子 200000242 女子６年 ８００ｍ
621 高 崎 箕輪 249 戸塚 玲那(6) ﾄﾂﾞｶ ﾚｲﾅ 女子 200000249 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
622 高 崎 車郷 1722 小菅琳太郎(3) ｺｽｹﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 100001722 男子３年 ５０ｍ
623 高 崎 箕郷東 107 西井 瑛人(2) ﾆｼｲ ｴｲﾄ 男子 100000107 男子２年 ５０ｍ
624 高 崎 箕郷東 138 新井 琉斗(4) ｱﾗｲ ﾘｭｳﾄ 男子 100000138 男子４年 １００ｍ
625 高 崎 箕郷東 145 滝野 友也(4) ﾀｷﾉ ﾄﾓﾔ 男子 100000145 男子４年 １００ｍ
626 高 崎 箕郷東 151 村上 純平(4) ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 100000151 男子４年 １００ｍ
627 高 崎 箕郷東 224 木村 祥太(6) ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 男子 100000224 男子６年 ５０ｍＨ 男子６年 走高跳
628 高 崎 箕郷東 229 滝野 直峻(6) ﾀｷﾉ ﾅｵﾀｶ 男子 100000229 男子６年 １００ｍ 男子６年 走幅跳
629 高 崎 箕郷東 217 西井 瑞葵(5) ﾆｼｲ ﾐｽﾞｷ 女子 200000217 女子５年 １００ｍ
630 高 崎 箕郷東 247 滝野 真唯(6) ﾀｷﾉ ﾏｲ 女子 200000247 女子６年 １００ｍ
631 高 崎 金古 363 清水 星那(6) ｼﾐｽﾞ ｾﾅ 男子 100000363 男子６年 １００ｍ
632 高 崎 金古 364 瀬川 藍生(6) ｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 男子 100000364 男子６年 ５０ｍＨ
633 高 崎 金古 365 木村 太一(6) ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 100000365 男子６年 走高跳
634 高 崎 金古 366 岡田 卓真(6) ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 100000366 男子６年 走高跳 男子６年 １００ｍ
635 高 崎 金古 376 貫井 伶恩(5) ﾇｸｲ ﾚｵﾝ 男子 100000376 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
636 高 崎 金古 377 島村 優平(5) ｼﾏﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 100000377 男子５年 ５０ｍＨ 男子５年 走幅跳
637 高 崎 金古 378 飯嶋 教倫(5) ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾄ 男子 100000378 男子５年 ５０ｍＨ 男子５年 走幅跳
638 高 崎 金古 379 大畠 亨斗(5) ｵｵﾊﾀ ｷｮｳﾄ 男子 100000379 男子５年 １０００ｍ 男子５年 走幅跳
639 高 崎 金古 380 木村 賢世(5) ｷﾑﾗ ｹﾝｾｲ 男子 100000380 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
640 高 崎 金古 381 青木 嘉杜(5) ｱｵｷ ﾖｼﾄ 男子 100000381 男子５年 走幅跳
641 高 崎 金古 382 松本 嵩弘(5) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 男子 100000382 男子５年 ボール投げ 男子５年 走幅跳
642 高 崎 金古 386 森山 翼(4) ﾓﾘﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 男子 100000386 男子４年 １００ｍ
643 高 崎 金古 387 坂田こころ(4) ｻｶﾀ ｺｺﾛ 男子 100000387 男子４年 １００ｍ
644 高 崎 金古 388 間渕 巧実(4) ﾏﾌﾞﾁ ﾀｸﾐ 男子 100000388 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
645 高 崎 金古 398 石関 理夢(3) ｲｼｾﾞｷ ﾘﾑ 男子 100000398 男子３年 ５０ｍ
646 高 崎 金古 399 中島 蒼太(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ 男子 100000399 男子３年 ５０ｍ
647 高 崎 金古 400 飯嶋 洸瑛(3) ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 男子 100000400 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
648 高 崎 金古 1753 池田 力哉(4) ｲｹﾀﾞ ﾘｷﾔ 男子 100001753 男子４年 １０００ｍ
649 高 崎 金古 1801 新宮 陽太(3) ｼﾝｸﾞｳ ﾖｳﾀ 男子 100001801 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
650 高 崎 金古 1818 狩野 直(1) ｶﾉｳ ﾅｵ 男子 100001818 男子１年 ５０ｍ
651 高 崎 金古 1819 内山 詩穏(1) ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾝ 男子 100001819 男子１年 ５０ｍ
652 高 崎 金古 1820 関 悠里(1) ｾｷ ﾕｳﾘ 男子 100001820 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
653 高 崎 金古 1821 戸塚 陽亮(1) ﾄﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ 男子 100001821 男子１年 ５０ｍ
654 高 崎 金古 353 渡邉 綾夏(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 女子 200000353 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
655 高 崎 金古 354 松本 茉季(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾌｷ 女子 200000354 女子６年 走高跳 女子６年 ５０ｍＨ
656 高 崎 金古 355 阿部 祐李(6) ｱﾍﾞ ﾕﾘ 女子 200000355 女子６年 １００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
657 高 崎 金古 356 小池 胡桃(6) ｺｲｹ ｸﾙﾐ 女子 200000356 女子６年 走幅跳 女子６年 １００ｍ
658 高 崎 金古 357 代田 莉子(6) ｼﾛﾀ ﾘｺ 女子 200000357 女子６年 ５０ｍＨ 女子６年 走高跳
659 高 崎 金古 358 浦野 友花(6) ｳﾗﾉ ﾄﾓｶ 女子 200000358 女子６年 走幅跳
660 高 崎 金古 359 山田 碧(6) ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 女子 200000359 女子６年 走幅跳
661 高 崎 金古 360 岡田 小羽(6) ｵｶﾀﾞ ｺﾊﾈ 女子 200000360 女子６年 ボール投げ
662 高 崎 金古 361 千明奈々瀬(6) ﾁｷﾞﾗ ﾅﾅｾ 女子 200000361 女子６年 １００ｍ
663 高 崎 金古 362 新宮 萌世(6) ｼﾝｸﾞｳ ﾓﾖ 女子 200000362 女子６年 走幅跳
664 高 崎 金古 367 大塚 百夏(5) ｵｵﾂｶ ﾓﾓｶ 女子 200000367 女子５年 １００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
665 高 崎 金古 368 石関 花音(5) ｲｼｾﾞｷ ｶﾉﾝ 女子 200000368 女子５年 走幅跳
666 高 崎 金古 369 高橋 由依(5) ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 女子 200000369 女子５年 走高跳
667 高 崎 金古 370 渡邉 瑞季(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 200000370 女子５年 １００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
668 高 崎 金古 371 松下 瑞奈(5) ﾏﾂｼﾀ ﾐｽﾞﾅ 女子 200000371 女子５年 走幅跳
669 高 崎 金古 372 内山 楓琳(5) ｳﾁﾔﾏ ｶﾘﾝ 女子 200000372 女子５年 １００ｍ
670 高 崎 金古 373 菱沼 千賀(5) ﾋｼﾇﾏ ﾁｶ 女子 200000373 女子５年 ８００ｍ
671 高 崎 金古 374 戸塚 友惟(5) ﾄﾂﾞｶ ﾕｳｲ 女子 200000374 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
672 高 崎 金古 375 岡部 莉奈(5) ｵｶﾍﾞ ﾘﾅ 女子 200000375 女子５年 １００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
673 高 崎 金古 383 大谷瑠梨伽(4) ｵｵﾀﾆ ﾙﾘｶ 女子 200000383 女子４年 １００ｍ
674 高 崎 金古 384 岩田 結子(4) ｲﾜﾀ ﾕｲｺ 女子 200000384 女子４年 １００ｍ
675 高 崎 金古 385 梅山 夏波(4) ｳﾒﾔﾏ ﾅﾂﾊ 女子 200000385 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
676 高 崎 金古 389 後藤莉々可(3) ｺﾞﾄｳ ﾘﾘｶ 女子 200000389 女子３年 ５０ｍ
677 高 崎 金古 390 杉澤 愛依(3) ｽｷﾞｻﾜ ﾒｲ 女子 200000390 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
678 高 崎 金古 391 権藤希和子(3) ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾜｺ 女子 200000391 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
679 高 崎 金古 392 深津 羽那(3) ﾌｶﾂﾞ ﾊﾅ 女子 200000392 女子３年 ５０ｍ
680 高 崎 金古 393 浦野 莉花(3) ｳﾗﾉ ﾘｶ 女子 200000393 女子３年 ５０ｍ
681 高 崎 金古 394 大畠 那月(3) ｵｵﾊﾀ ﾅﾂｷ 女子 200000394 女子３年 ５０ｍ
682 高 崎 金古 395 廣木 和栞(3) ﾋﾛｷ ﾎﾉｶ 女子 200000395 女子３年 ５０ｍ
683 高 崎 金古 396 小池 千紗(3) ｺｲｹ ﾁｻ 女子 200000396 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
684 高 崎 金古 397 一場 亜実(3) ｲﾁﾊﾞ ｱﾐ 女子 200000397 女子３年 ５０ｍ
685 高 崎 金古 1802 藤村 妃南(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾅ 女子 200001802 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
686 高 崎 金古 1803 萩原 心那(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｺﾅ 女子 200001803 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
687 高 崎 金古 1804 今城 杏紀(2) ｲﾏﾅﾘ ｱｷ 女子 200001804 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
688 高 崎 金古 1805 石井 水月(2) ｲｼｲ ﾐﾂﾞｷ 女子 200001805 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
689 高 崎 金古 1806 川野 柚季(2) ｶﾜﾉ ﾕｽﾞｷ 女子 200001806 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
690 高 崎 金古 1807 青木 優芽(2) ｱｵｷ ﾕﾒ 女子 200001807 女子２年 ５０ｍ
691 高 崎 金古 1808 植杉 加音(2) ｳｴｽｷﾞ ｶｵﾝ 女子 200001808 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
692 高 崎 金古 1812 橋本 妃菜(1) ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅ 女子 200001812 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
693 高 崎 金古 1813 野口 ゆめ(1) ﾉｸﾞﾁ ﾕﾒ 女子 200001813 女子１年 ５０ｍ
694 高 崎 金古 1814 中澤 柚珂(1) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 女子 200001814 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
695 高 崎 金古 1815 飯塚 結菜(1) ｲｲﾂﾞｶ ﾕｲﾅ 女子 200001815 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
696 高 崎 金古 1816 柳岡あかり(1) ﾔﾅｵｶ ｱｶﾘ 女子 200001816 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
697 高 崎 金古 1817 大塚 萌生(1) ｵｵﾂｶ ﾒｲ 女子 200001817 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
698 高 崎 堤ヶ岡 699 上野山新夢(2) ｳｴﾉﾔﾏ ｱﾗﾀ 男子 100000699 男子２年 ５０ｍ
699 高 崎 堤ヶ岡 700 城田 開翔(2) ｼﾛﾀ ｶｲﾄ 男子 100000700 男子２年 ５０ｍ
700 高 崎 堤ヶ岡 154 小池 涼葉(4) ｺｲｹ ｽｽﾞﾊ 女子 200000154 女子４年 １００ｍ
701 高 崎 堤ヶ岡 698 片山さくら(2) ｶﾀﾔﾏ ｻｸﾗ 女子 200000698 女子２年 立幅跳 女子２年 ５０ｍ
702 高 崎 堤ヶ岡 1731 小林 望愛(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ 女子 200001731 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
703 高 崎 上郊 108 橋本 天馬(2) ﾊｼﾓﾄ ﾃﾝﾏ 男子 100000108 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
704 高 崎 上郊 140 上原 大雅(4) ｳｴﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 男子 100000140 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
705 高 崎 上郊 157 関 天嶺(4) ｾｷ ｱﾏﾈ 女子 200000157 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
706 高 崎 上郊 239 上原 瑞稀(6) ｳｴﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 200000239 女子６年 走幅跳
707 高 崎 上郊 251 橋本さくら(6) ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 200000251 女子６年 １００ｍ 女子６年 走高跳
708 高 崎 金古南 1704 植木 郁人(2) ｳｴｷ ｲｸﾄ 男子 100001704 男子２年 立幅跳 男子２年 ５０ｍ
709 高 崎 金古南 1809 鹿沼 龍雅(2) ｶﾇﾏ ﾘｭｳｶﾞ 男子 100001809 男子２年 ５０ｍ
710 高 崎 金古南 1810 中島 心(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝ 男子 100001810 男子２年 ５０ｍ
711 高 崎 金古南 1811 中島 蓮(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾝ 男子 100001811 男子２年 ５０ｍ
712 高 崎 金古南 114 倉島 由衣(2) ｸﾗｼﾏ ﾕｲ 女子 200000114 女子２年 ５０ｍ
713 高 崎 金古南 692 塚田 紗良(1) ﾂｶﾀﾞ ｻﾗ 女子 200000692 女子１年 ５０ｍ
714 高 崎 金古南 1713 羽鳥 心蕗(3) ﾊﾄﾘ ｺｺﾛ 女子 200001713 女子３年 ５０ｍ
715 高 崎 桜山 206 山藤 僚真(5) ｻﾝﾄｳ ﾘｮｳﾏ 男子 100000206 男子５年 走高跳 男子５年 ５０ｍＨ
716 高 崎 桜山 1729 上原 直人(3) ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 男子 100001729 男子３年 ５０ｍ
717 高 崎 桜山 1730 上原 俊也(6) ｳｴﾊﾗ ｼｭﾝﾔ 男子 100001730 男子６年 １００ｍ
718 高 崎 桜山 1780 横山 敦(6) ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｼ 男子 100001780 男子６年 １００ｍ
719 高 崎 桜山 1784 面田 拓輝(5) ｵﾓﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 100001784 男子５年 １０００ｍ
720 高 崎 桜山 243 栗原希乃葉(6) ｸﾘﾊﾗ ﾉﾉﾊ 女子 200000243 女子６年 走幅跳
721 高 崎 桜山 1822 鈴木保乃馨(1) ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 女子 200001822 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
722 高 崎 下室田 119 多賀 真尋(2) ﾀｶﾞ ﾏﾋﾛ 女子 200000119 女子２年 ５０ｍ
723 高 崎 下室田 246 多賀 千夏(6) ﾀｶﾞ ﾁﾅﾂ 女子 200000246 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
724 高 崎 久留馬 147 中島 綾佑(4) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 男子 100000147 男子４年 １００ｍ
725 高 崎 久留馬 209 芹澤 陸斗(5) ｾﾘｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 男子 100000209 男子５年 １００ｍ
726 高 崎 久留馬 695 木暮 悠貴(1) ｺｸﾞﾚ ﾕｳｷ 男子 100000695 男子１年 ５０ｍ
727 高 崎 久留馬 153 今成 心菜(4) ｲﾏﾅﾘ ｺｺﾅ 女子 200000153 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
728 高 崎 久留馬 237 今成 陽菜(6) ｲﾏﾅﾘ ﾊﾙﾅ 女子 200000237 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
729 高 崎 下里見 207 下平 夏生(5) ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｲ 男子 100000207 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
730 高 崎 下里見 210 高橋 陽向(5) ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 男子 100000210 男子５年 １０００ｍ
731 高 崎 下里見 103 下平 乙寧(1) ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵﾄﾈ 女子 200000103 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
732 高 崎 下里見 118 高橋 由奈(2) ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 女子 200000118 女子２年 ５０ｍ
733 高 崎 宮沢 117 鈴木 心(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾙ 女子 200000117 女子２年 ５０ｍ
734 高 崎 宮沢 156 鈴木 風(4) ｽｽﾞｷ ﾌｳ 女子 200000156 女子４年 １００ｍ
735 高 崎 宮沢 245 鈴木 音(6) ｽｽﾞｷ ﾉﾝ 女子 200000245 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
736 高 崎 吉井 129 古山 閏埜(3) ﾌﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 100000129 男子３年 ５０ｍ
737 高 崎 吉井 219 山口 萌乃(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｴﾉ 女子 200000219 女子５年 １００ｍ
738 高 崎 吉井 1708 野嶋菜々美(3) ﾉｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ 女子 200001708 女子３年 ５０ｍ
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739 高 崎 南陽台 1702 奥山 七琉(2) ｵｸﾔﾏ ﾅﾙ 男子 100001702 男子２年 立幅跳
740 高 崎 南陽台 1756 奥山 晟帆(4) ｵｸﾔﾏ ｾﾝﾊ 男子 100001756 男子４年 １００ｍ
741 高 崎 南陽台 1785 神戸まひる(5) ｶﾝﾍﾞ ﾏﾋﾙ 女子 200001785 女子５年 ８００ｍ
742 高 崎 岩平 705 嘉部 心羽(6) ｶﾍﾞ ｺﾊﾈ 女子 200000705 女子６年 １００ｍ
743 高 崎 岩平 1705 上野 鈴奈(3) ｳｴﾉ ｽｽﾞﾅ 女子 200001705 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
744 高 崎 岩平 1721 嘉部 清乃(3) ｶﾍﾞ ｻﾔﾉ 女子 200001721 女子３年 ５０ｍ
745 桐生 桐生東 1201 菊地 一花(2) ｷｸﾁ ｲﾁｶ 女子 200001201 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
746 桐生 桐生西 1202 小山 愛歩(2) ｺﾔﾏ ｱﾕﾐ 女子 200001202 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
747 桐生 桐生南 1203 松倉 孔(2) ﾏﾂｸﾗ ｺｳ 男子 100001203 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
748 桐生 桐生北 1204 斉藤 圭吾(4) ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 100001204 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
749 桐生 桐生北 1205 帰山 侑大(6) ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 100001205 男子６年 １０００ｍ
750 桐生 境野 1209 本郷 辰(4) ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾞﾝ 男子 100001209 男子４年 １０００ｍ
751 桐生 境野 1224 瀧本 吉輝(4) ﾀｷﾓﾄ ﾖｼｷ 男子 100001224 男子４年 １０００ｍ
752 桐生 境野 1206 外山 愛乃(4) ｿﾄﾔﾏ ｱﾉ 女子 200001206 女子４年 １００ｍ
753 桐生 境野 1207 外山 美羽(6) ｿﾄﾔﾏ ﾐｳ 女子 200001207 女子６年 １００ｍ
754 桐生 境野 1208 本郷 樺乃(6) ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾉ 女子 200001208 女子６年 ８００ｍ
755 桐生 境野 1210 瀧本 真弥(6) ﾀｷﾓﾄ ﾏﾔ 女子 200001210 女子６年 ８００ｍ
756 桐生 菱 1212 小此木海翔(6) ｵｺﾉｷﾞ ｳﾐ 男子 100001212 男子６年 １００ｍ
757 桐生 菱 1222 三宅 諒瞳(6) ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾄ 男子 100001222 男子６年 ５０ｍＨ
758 桐生 菱 1211 松本しおり(6) ﾏﾂﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 200001211 女子６年 １００ｍ
759 桐生 天沼 1223 丸山 陸大(6) ﾏﾙﾔﾏ ﾘｸﾀ 男子 100001223 男子６年 ５０ｍＨ
760 桐生 天沼 1213 小堀 伶菜(6) ｺﾎﾞﾘ ﾚﾅ 女子 200001213 女子６年 １００ｍ
761 桐生 神明 1214 阿部 ナオ(4) ｱﾍﾞ ﾅｵ 女子 200001214 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
762 桐生 新里東 838 野中 駿哉(6) ﾉﾅｶ ｼｭﾝﾔ 男子 100000838 男子６年 ボール投げ 男子６年 １００ｍ
763 伊勢崎 伊勢崎北 820 上田 漣斗(2) ｳｴﾀﾞ ﾚﾝﾄ 男子 100000820 男子２年 ５０ｍ
764 伊勢崎 伊勢崎北 1314 山鹿 快琉(3) ﾔﾏｶﾞ ｶｲﾙ 男子 100001314 男子３年 ５０ｍ
765 伊勢崎 伊勢崎北 1323 佐藤 賢人(2) ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 男子 100001323 男子２年 ５０ｍ
766 伊勢崎 伊勢崎北 1334 関上 幸弥(4) ｾｷｶﾞﾐ ｺｳﾔ 男子 100001334 男子４年 １００ｍ
767 伊勢崎 伊勢崎北 1335 滝澤 匡人(4) ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 男子 100001335 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
768 伊勢崎 伊勢崎北 1315 設楽 洋菜(3) ｼﾀﾗ ﾋﾛﾅ 女子 200001315 女子３年 ５０ｍ
769 伊勢崎 伊勢崎北 1331 佐藤ひかる(5) ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 女子 200001331 女子５年 ８００ｍ
770 伊勢崎 伊勢崎北 1345 設楽 陽花(5) ｼﾀﾗ ﾊﾙｶ 女子 200001345 女子５年 ８００ｍ
771 伊勢崎 伊勢崎南 830 神坂 優正(3) ｶﾐｻｶ ﾕｳｾｲ 男子 100000830 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
772 伊勢崎 伊勢崎南 831 田部井源仁(2) ﾀﾍﾞｲ ｹﾞﾝﾄ 男子 100000831 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
773 伊勢崎 伊勢崎南 832 大野 優真(2) ｵｵﾉ ﾕｳﾏ 男子 100000832 男子２年 ５０ｍ
774 伊勢崎 殖蓮 821 三井田陸音(4) ﾐｲﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 100000821 男子４年 １０００ｍ
775 伊勢崎 殖蓮 822 三井田悠音(2) ﾐｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 100000822 男子２年 ５０ｍ
776 伊勢崎 殖蓮 823 岡田 陸(2) ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 男子 100000823 男子２年 ５０ｍ
777 伊勢崎 殖蓮 1310 青山 大輝(2) ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 100001310 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
778 伊勢崎 殖蓮 1325 長瀬 慎平(3) ﾅｶﾞｾ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 100001325 男子３年 ５０ｍ
779 伊勢崎 殖蓮 1332 松島 泰史(2) ﾏﾂｼﾏ ﾀｲｼ 男子 100001332 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
780 伊勢崎 殖蓮 1376 長瀬 裕夢(5) ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾑ 男子 100001376 男子５年 １００ｍ
781 伊勢崎 殖蓮 1380 小畑 旬矢(1) ｺﾊﾞﾀｹ ｼｭﾝﾔ 男子 100001380 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
782 伊勢崎 殖蓮 1382 茂木 勇希(4) ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｷ 男子 100001382 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
783 伊勢崎 殖蓮 1383 松島 竣成(6) ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝｾｲ 男子 100001383 男子６年 １０００ｍ
784 伊勢崎 殖蓮 1384 髙橋 天海(6) ﾀｶﾊｼ ﾃﾝｶｲ 男子 100001384 男子６年 ５０ｍＨ
785 伊勢崎 殖蓮 1385 三井田陸音(4) ﾐｲﾀ ﾘｸﾄ 男子 100001385 男子４年 １０００ｍ
786 伊勢崎 殖蓮 1307 長瀬 藍那(2) ﾅｶﾞｾ ｱｲﾅ 女子 200001307 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
787 伊勢崎 殖蓮 1308 齋藤 麻穂(2) ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 女子 200001308 女子２年 ５０ｍ
788 伊勢崎 殖蓮 1346 田口 愛夢(5) ﾀｸﾞﾁ ｱﾕﾒ 女子 200001346 女子５年 １００ｍ
789 伊勢崎 殖蓮 1364 茂木 美那(6) ﾓﾃｷﾞ ﾐﾅ 女子 200001364 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
790 伊勢崎 殖蓮 1365 大島里緒奈(6) ｵｵｼﾏ ﾘｵﾅ 女子 200001365 女子６年 ８００ｍ 女子６年 走幅跳
791 伊勢崎 殖蓮 1366 小畑 彩葉(6) ｺﾊﾞﾀｹ ｱﾔﾊ 女子 200001366 女子６年 ボール投げ 女子６年 １００ｍ
792 伊勢崎 殖蓮 1367 野永 倖未(6) ﾉﾅｶﾞ ｺｳﾐ 女子 200001367 女子６年 ８００ｍ 女子６年 ボール投げ
793 伊勢崎 殖蓮 1368 小堀 友花(4) ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｶ 女子 200001368 女子４年 走幅跳
794 伊勢崎 殖蓮 1369 小林 志穂(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 女子 200001369 女子６年 ８００ｍ
795 伊勢崎 殖蓮 1370 大島萌衣里(3) ｵｵｼﾏ ﾒｲﾘ 女子 200001370 女子３年 ５０ｍ
796 伊勢崎 殖蓮 1371 長谷川留花(4) ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｶ 女子 200001371 女子４年 １００ｍ
797 伊勢崎 殖蓮 1372 二渡 柚月(4) ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾕﾂﾞｷ 女子 200001372 女子４年 １００ｍ
798 伊勢崎 殖蓮 1373 小堀野乃花(6) ｺﾎﾞﾘ ﾉﾉｶ 女子 200001373 女子６年 走幅跳
799 伊勢崎 殖蓮 1374 荻野ひかる(6) ｵｷﾞﾉ ﾋｶﾙ 女子 200001374 女子６年 走高跳
800 伊勢崎 殖蓮 1375 野永 倫未(3) ﾉﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 女子 200001375 女子３年 立幅跳
801 伊勢崎 殖蓮 1377 新井暖乃香(5) ｱﾗｲ ﾎﾉｶ 女子 200001377 女子５年 １００ｍ
802 伊勢崎 殖蓮 1378 新井菜々美(6) ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 女子 200001378 女子６年 ５０ｍＨ
803 伊勢崎 殖蓮 1379 長岡 茉姫(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾏｷ 女子 200001379 女子２年 ５０ｍ
804 伊勢崎 殖蓮 1381 長谷川夢渚(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾅ 女子 200001381 女子２年 ５０ｍ
805 伊勢崎 茂呂 1304 杉原 大斗(4) ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲﾄ 男子 100001304 男子４年 １００ｍ
806 伊勢崎 茂呂 1324 大塚 瀬成(6) ｵｵﾂｶ ｾﾅ 男子 100001324 男子６年 走幅跳
807 伊勢崎 茂呂 1326 鈴木 奏汰(5) ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 男子 100001326 男子５年 ５０ｍＨ 男子５年 走幅跳
808 伊勢崎 茂呂 1327 鈴木 朝陽(1) ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ 男子 100001327 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
809 伊勢崎 茂呂 1305 杉原 可純(2) ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾐ 女子 200001305 女子２年 ５０ｍ
810 伊勢崎 三郷 1317 新井 悠太(3) ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 男子 100001317 男子３年 ５０ｍ
811 伊勢崎 三郷 1318 新井 唯仁(1) ｱﾗｲ ﾕﾋﾄ 男子 100001318 男子１年 ５０ｍ
812 伊勢崎 三郷 1322 松本 海里(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾘ 男子 100001322 男子２年 ５０ｍ
813 伊勢崎 三郷 1343 渋澤 慶平(4) ｼﾌﾞｻﾜ ｷｮｳﾍｲ 男子 100001343 男子４年 １０００ｍ
814 伊勢崎 三郷 1316 浅田 菖(3) ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾒ 女子 200001316 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
815 伊勢崎 宮郷 1355 吉澤 優(5) ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳ 男子 100001355 男子５年 １０００ｍ
816 伊勢崎 宮郷 1321 根岸 美乃(1) ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾉ 女子 200001321 女子１年 ５０ｍ
817 伊勢崎 宮郷 1349 茂木 華珂(4) ﾓｷﾞ ﾊﾅｶ 女子 200001349 女子４年 ８００ｍ
818 伊勢崎 宮郷 1354 茂木 桃華(2) ﾓｷﾞ ﾓﾓｶ 女子 200001354 女子２年 ５０ｍ
819 伊勢崎 名和 839 吉井 優希(5) ﾖｼｲ ﾕｳｷ 男子 100000839 男子５年 １００ｍ 男子５年 ５０ｍＨ
820 伊勢崎 名和 1302 若月 煌空(2) ﾜｶﾂｷ ｿﾗ 男子 100001302 男子２年 ５０ｍ
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みんなで走ろう！
平成27年度 第19回 群馬県小学生陸上競技記録会
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及び補助陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
821 伊勢崎 名和 1337 松丸健太朗(5) ﾏﾂﾏﾙ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 100001337 男子５年 １００ｍ
822 伊勢崎 名和 1341 川島 空翔(3) ｶﾜｼﾏ ｿﾗ 男子 100001341 男子３年 ５０ｍ
823 伊勢崎 名和 1347 石橋 大晟(5) ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｾｲ 男子 100001347 男子５年 １００ｍ
824 伊勢崎 名和 1333 西村 瑞紀(6) ﾆｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 200001333 女子６年 ５０ｍＨ
825 伊勢崎 名和 1342 川島 月愛(5) ｶﾜｼﾏ ﾙﾅ 女子 200001342 女子５年 ８００ｍ
826 伊勢崎 名和 1350 小林 桃子(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 女子 200001350 女子３年 ５０ｍ
827 伊勢崎 名和 1351 小林明日香(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 女子 200001351 女子５年 ８００ｍ
828 伊勢崎 豊受 812 小此木琳大郎(6) ｵｺﾉｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 100000812 男子６年 １０００ｍ
829 伊勢崎 豊受 813 原島凜輝斗(5) ﾊﾗｼﾏ ﾘｷﾄ 男子 100000813 男子５年 １０００ｍ
830 伊勢崎 豊受 814 柴野 翔斗(5) ｼﾊﾞﾉ ｼｮｳﾄ 男子 100000814 男子５年 １００ｍ 男子５年 １０００ｍ
831 伊勢崎 豊受 815 徳江 啓太(5) ﾄｸｴ ｹｲﾀ 男子 100000815 男子５年 １００ｍ 男子５年 １０００ｍ
832 伊勢崎 豊受 1356 青木 瑠郁(6) ｱｵｷ ﾙｲ 男子 100001356 男子６年 １０００ｍ
833 伊勢崎 豊受 1357 芝﨑 玲鷹(4) ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾚｵ 男子 100001357 男子４年 １０００ｍ
834 伊勢崎 豊受 1358 松本宗司郎(1) ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｼﾞﾛｳ 男子 100001358 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
835 伊勢崎 豊受 1361 品川 皓隆(1) ｼﾅｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ 男子 100001361 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
836 伊勢崎 豊受 1362 品川 智陽(3) ｼﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾊﾙ 男子 100001362 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
837 伊勢崎 豊受 1395 中里 蓮(1) ﾅｶｻﾞﾄ ﾚﾝ 男子 100001395 男子１年 ５０ｍ
838 伊勢崎 豊受 1396 小泉 力輝(6) ｺｲｽﾞﾐ ﾘｷ 男子 100001396 男子６年 １０００ｍ 男子６年 走幅跳
839 伊勢崎 豊受 1397 日野原拓也(5) ﾋﾉﾊﾗ ﾀｸﾔ 男子 100001397 男子５年 １０００ｍ
840 伊勢崎 豊受 1398 小野関亮太(6) ｵﾉｾﾞｷﾘｮｳﾀ 男子 100001398 男子６年 １００ｍ
841 伊勢崎 豊受 1399 斉藤 知翔(5) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ 男子 100001399 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
842 伊勢崎 豊受 1400 斉藤 奨真(6) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 男子 100001400 男子６年 １００ｍ 男子６年 走幅跳
843 伊勢崎 豊受 1359 松本花仔乃(3) ﾏﾂﾓﾄ ｶｺﾉ 女子 200001359 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
844 伊勢崎 豊受 1360 新井 結衣(6) ｱﾗｲ ﾕｲ 女子 200001360 女子６年 ５０ｍＨ
845 伊勢崎 豊受 1394 清水 一葉(5) ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾊ 女子 200001394 女子５年 ８００ｍ 女子５年 １００ｍ
846 伊勢崎 殖蓮第二 837 梶塚 汐音(6) ｶｼﾞﾂﾞｶ ｼｵﾈ 女子 200000837 女子６年 走高跳
847 伊勢崎 殖蓮第二 1393 木村 唯愛(4) ｷﾑﾗ ｲﾁｶ 女子 200001393 女子４年 １００ｍ
848 伊勢崎 伊勢崎広瀬 1301 奥山 慎仁(1) ｵｸﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 男子 100001301 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
849 伊勢崎 坂東 824 岡田 倖典(1) ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 100000824 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
850 伊勢崎 坂東 825 石川 愛琉(2) ｲｼｶﾜ ｱｲﾙ 女子 200000825 女子２年 ５０ｍ
851 伊勢崎 宮郷第二 829 宮本 里玖(3) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｸ 男子 100000829 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
852 伊勢崎 宮郷第二 835 塩野 学幹(4) ｼｵﾉ ｶﾞｸﾓ 男子 100000835 男子４年 １０００ｍ
853 伊勢崎 宮郷第二 1303 久保田啓太(1) ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ 男子 100001303 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
854 伊勢崎 宮郷第二 1306 久保田大翔(3) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ 男子 100001306 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
855 伊勢崎 宮郷第二 1312 中島 文陽(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻﾔ 男子 100001312 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
856 伊勢崎 宮郷第二 1328 星野 佑生(1) ﾎｼﾉ ﾕｳｷ 男子 100001328 男子１年 ５０ｍ
857 伊勢崎 宮郷第二 1340 石川 央陸(6) ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾑ 男子 100001340 男子６年 走幅跳
858 伊勢崎 宮郷第二 1344 加藤 耕平(4) ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ 男子 100001344 男子４年 １００ｍ
859 伊勢崎 宮郷第二 1352 糸井 大貴(5) ｲﾄｲ ﾀﾞｲｷ 男子 100001352 男子５年 １０００ｍ
860 伊勢崎 宮郷第二 1388 新井 遥人(6) ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 男子 100001388 男子６年 ボール投げ
861 伊勢崎 宮郷第二 1389 川井 俊祐(6) ｶﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 100001389 男子６年 １００ｍ
862 伊勢崎 宮郷第二 1309 久保田優花(6) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｶ 女子 200001309 女子６年 １００ｍ 女子６年 ８００ｍ
863 伊勢崎 宮郷第二 1311 中島 栞(6) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ 女子 200001311 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
864 伊勢崎 宮郷第二 1313 中島 陽夏(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾅﾂ 女子 200001313 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
865 伊勢崎 宮郷第二 1353 糸井 咲愛(2) ｲﾄｲ ｻｴ 女子 200001353 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
866 伊勢崎 宮郷第二 1387 小池 優香(6) ｺｲｹ ﾕｳｶ 女子 200001387 女子６年 ８００ｍ
867 伊勢崎 宮郷第二 1390 原田 凜音(4) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｵﾝ 女子 200001390 女子４年 ８００ｍ
868 伊勢崎 宮郷第二 1391 山野 紗幸(6) ﾔﾏﾉ ｻﾕｷ 女子 200001391 女子６年 ８００ｍ
869 伊勢崎 宮郷第二 1392 原田 愛来(6) ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾅ 女子 200001392 女子６年 ８００ｍ
870 伊勢崎 赤堀 819 田谷 尚輝(6) ﾀｶﾞﾔ ﾅｵｷ 男子 100000819 男子６年 ５０ｍＨ 男子６年 １００ｍ
871 伊勢崎 赤堀 1348 須藤 寛斗(5) ｽﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 100001348 男子５年 １００ｍ
872 伊勢崎 赤堀南 833 平田 一晃(2) ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 男子 100000833 男子２年 ５０ｍ
873 伊勢崎 伊・あずま 817 岡村 啓斗(2) ｵｶﾑﾗ ｹｲﾄ 男子 100000817 男子２年 ５０ｍ
874 伊勢崎 伊・あずま 816 岡村 柚音(4) ｵｶﾑﾗ ﾕﾉ 女子 200000816 女子４年 ８００ｍ
875 伊勢崎 伊・あずま 818 須田こころ(5) ｽﾀﾞ ｺｺﾛ 女子 200000818 女子５年 ８００ｍ
876 伊勢崎 境 808 柳 咲吾(4) ﾔﾅｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 100000808 男子４年 １００ｍ
877 伊勢崎 境 836 大塚 優樹(3) ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 男子 100000836 男子３年 ５０ｍ
878 伊勢崎 境 809 小澤 凪彩(6) ｵｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 女子 200000809 女子６年 ８００ｍ
879 伊勢崎 境 810 柳 彩音(6) ﾔﾅｷﾞ ｱﾔﾈ 女子 200000810 女子６年 １００ｍ
880 伊勢崎 境采女 811 関口 岬(5) ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 男子 100000811 男子５年 １０００ｍ 男子５年 走幅跳
881 伊勢崎 境剛志 802 富田 琉仁(6) ﾄﾐﾀ ﾙｲﾄ 男子 100000802 男子６年 １０００ｍ
882 伊勢崎 境剛志 803 村田 遼(3) ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ 男子 100000803 男子３年 ５０ｍ
883 伊勢崎 境剛志 804 高橋 玄(3) ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 男子 100000804 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
884 伊勢崎 境剛志 805 小牧 威琉(4) ｺﾏｷ ﾀｹﾙ 男子 100000805 男子４年 １００ｍ
885 伊勢崎 境剛志 806 松山 大空(5) ﾏﾂﾔﾏ ｿﾗ 男子 100000806 男子５年 １００ｍ
886 伊勢崎 境剛志 807 村田 結花(5) ﾑﾗﾀ ﾕｳｶ 女子 200000807 女子５年 ８００ｍ
887 太田 太田太田 1417 坂本 波南(1) ｻｶﾓﾄ ﾊﾅ 女子 200001417 女子１年 ５０ｍ
888 太田 鳥之郷 1423 大貫 廉(1) ｵｵﾇｷ ﾚﾝ 男子 100001423 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
889 太田 太田南 1401 高橋 希(5) ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 女子 200001401 女子５年 １００ｍ
890 太田 太田南 1402 中田 茉那(6) ﾅｶﾀ ﾏﾅ 女子 200001402 女子６年 １００ｍ 女子６年 走幅跳
891 太田 休泊 1409 阿部なつき(4) ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 女子 200001409 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
892 太田 休泊 1410 小林 莉緒(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾝ 女子 200001410 女子５年 １００ｍ
893 太田 宝泉 1411 関根 拓真(5) ｾｷﾈ ﾀｸﾏ 男子 100001411 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
894 太田 宝泉東 1418 大和田愛海(5) ｵｵﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 200001418 女子５年 走幅跳 女子５年 １００ｍ
895 太田 韮川西 1421 須永 涼音(3) ｽﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ 男子 100001421 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
896 太田 韮川西 1420 小林 優苗(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 女子 200001420 女子４年 ８００ｍ
897 太田 旭 801 生駒 音織(4) ｲｺﾏ ﾈｵ 男子 100000801 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
898 太田 太田駒形 1422 飯田 匠哉(4) ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾔ 男子 100001422 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
899 太田 尾島 1419 塩ノ谷颯太(3) ｼｵﾉﾔ ｿｳﾀ 男子 100001419 男子３年 ５０ｍ
900 太田 綿打 1408 岩﨑 陸(3) ｲﾜｻｷ ﾘｸ 男子 100001408 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
901 太田 綿打 1330 北爪 莉菜(4) ｷﾀﾂﾞﾒ ﾘﾅ 女子 200001330 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
902 太田 藪塚南 1404 津田 大和(3) ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 100001404 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
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みんなで走ろう！
平成27年度 第19回 群馬県小学生陸上競技記録会
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及び補助陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
903 太田 藪塚南 1405 津田 純麗(2) ﾂﾀﾞ ｽﾐﾚ 女子 200001405 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
904 太田 藪塚南 1406 成澤 柚日(2) ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾋ 女子 200001406 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
905 太田 藪塚南 1407 成澤 柚杏(5) ﾅﾘｻﾜ ﾕｱﾝ 女子 200001407 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
906 太田 ＧＫＡ 312 丸山 夢路(4) ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾒｼﾞ 男子 100000312 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
907 太田 ＧＫＡ 1412 宇澤 弘充(1) ｳｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 男子 100001412 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
908 太田 ＧＫＡ 1414 古島 弘康(1) ﾌﾙｼﾏ ﾋﾛﾔｽ 男子 100001414 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
909 太田 ＧＫＡ 1415 古島 弘大(2) ﾌﾙｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 100001415 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
910 太田 ＧＫＡ 1416 阿部 海斗(1) ｱﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 100001416 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
911 太田 ＧＫＡ 1403 増田 泉(2) ﾏｽﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 200001403 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
912 太田 ＧＫＡ 1413 勝 佳音(4) ｶﾂ ｱﾔﾈ 女子 200001413 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
913 沼田 沼田 401 関 駿斗(5) ｾｷ ﾊﾔﾄ 男子 100000401 男子５年 １０００ｍ
914 沼田 沼田 406 石澤 知世(6) ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 女子 200000406 女子６年 ５０ｍＨ 女子６年 １００ｍ
915 沼田 沼田 407 吉澤 昊(2) ﾖｼｻﾞﾜ ｿﾗ 女子 200000407 女子２年 ５０ｍ
916 沼田 沼田 408 石澤 綾子(4) ｲｼｻﾞﾜ ｱﾔｺ 女子 200000408 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
917 沼田 沼田北 411 小林 夏葵(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 男子 100000411 男子５年 １０００ｍ
918 沼田 沼田北 412 松井 翔夢(4) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾑ 男子 100000412 男子４年 １０００ｍ
919 沼田 薄根 402 竹内康太郎(1) ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ 男子 100000402 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
920 沼田 薄根 410 松井 理子(3) ﾏﾂｲ ﾘｺ 女子 200000410 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
921 沼田 白沢 409 角田 茉祐(6) ﾂﾉﾀﾞ ﾏﾕ 女子 200000409 女子６年 ８００ｍ
922 沼田 利根西 415 青木 愛斗(6) ｱｵｷ ﾏﾅﾄ 男子 100000415 男子６年 １００ｍ
923 沼田 利根西 416 大楢 龍輝(6) ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ 男子 100000416 男子６年 １００ｍ 男子６年 ボール投げ
924 沼田 利根西 418 田辺 紅牙(2) ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｶﾞ 男子 100000418 男子２年 ５０ｍ
925 沼田 利根西 414 田辺 怜奈(6) ﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾅ 女子 200000414 女子６年 走幅跳
926 沼田 利根西 417 星野佳乃子(2) ﾎｼﾉ ｶﾉｺ 女子 200000417 女子２年 ５０ｍ
927 館林 館林第一 623 柳田 聖大(3) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 男子 100000623 男子３年 ５０ｍ
928 館林 館林第一 624 柳田 聖人(5) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｷﾖﾄ 男子 100000624 男子５年 走幅跳
929 館林 館林第一 625 柳田 大輝(6) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 100000625 男子６年 １００ｍ
930 館林 館林第一 616 須藤 心愛(1) ｽﾄｳ ｺﾉｱ 女子 200000616 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
931 館林 館林第一 617 五十嵐はる(1) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙ 女子 200000617 女子１年 立幅跳
932 館林 館林第一 618 小島 羽暖(2) ｺｼﾞﾏ ﾊﾉﾝ 女子 200000618 女子２年 ５０ｍ
933 館林 館林第一 619 村田 知沙(3) ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｻ 女子 200000619 女子３年 ５０ｍ
934 館林 館林第一 620 村田 汐香(5) ﾑﾗﾀ ｷﾖｶ 女子 200000620 女子５年 走幅跳
935 館林 館林第一 621 小島 璃桜(5) ｺｼﾞﾏ ﾘｵ 女子 200000621 女子５年 １００ｍ
936 館林 館林第一 622 佐々木香澄(5) ｻｻｷ ｶｽﾐ 女子 200000622 女子５年 １００ｍ
937 館林 館林第八 628 吉田 実篤(6) ﾖｼﾀﾞ ｻﾈｱﾂ 男子 100000628 男子６年 １０００ｍ
938 館林 館林第十 627 熊倉 大翔(5) ｸﾏｸﾗ ﾀｲｼｮｳ 男子 100000627 男子５年 １０００ｍ
939 館林 館林第十 626 石澤 怜奈(5) ｲｼｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 女子 200000626 女子５年 ８００ｍ
940 渋川 渋川北 956 萩原 龍紀(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｭｳｷ 男子 100000956 男子２年 ５０ｍ
941 渋川 渋川北 957 小川 典眞(2) ｵｶﾞﾜ ﾃﾝﾏ 男子 100000957 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
942 渋川 渋川北 958 井上 拓海(2) ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 男子 100000958 男子２年 ５０ｍ
943 渋川 渋川北 1553 横山 凰未(5) ﾖｺﾔﾏ ｵｳﾐ 男子 100001553 男子５年 ボール投げ
944 渋川 渋川北 1554 髙橋秀太朗(5) ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 男子 100001554 男子５年 ボール投げ
945 渋川 渋川北 1555 塙 隆誠(5) ﾊﾅﾜ ﾘｭｳｾｲ 男子 100001555 男子５年 １０００ｍ
946 渋川 渋川北 1556 髙山 竜聖(5) ﾀｶﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 男子 100001556 男子５年 １００ｍ
947 渋川 渋川北 1557 眞下 大地(5) ﾏｼﾓ ﾀﾞｲﾁ 男子 100001557 男子５年 １００ｍ
948 渋川 渋川北 1558 上石瑠稀也(5) ｱｹﾞｲｼ ﾙｷﾔ 男子 100001558 男子５年 １００ｍ
949 渋川 渋川北 1559 柴田 天也(5) ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾔ 男子 100001559 男子５年 １００ｍ
950 渋川 渋川北 1611 佐藤 涼(3) ｻﾄｳ ﾘｮｳ 男子 100001611 男子３年 ５０ｍ
951 渋川 渋川北 1612 福田 大河(3) ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 100001612 男子３年 ５０ｍ
952 渋川 渋川北 1613 後藤 煌晴(3) ｺﾞﾄｳ ｺｳｾｲ 男子 100001613 男子３年 ５０ｍ
953 渋川 渋川北 2131 石関 哲平(6) ｲｼｾﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 100002131 男子６年 ボール投げ
954 渋川 渋川北 2132 加藤 真弘(6) ｶﾄｳ ﾏﾋﾛ 男子 100002132 男子６年 走幅跳
955 渋川 渋川北 2133 村山 尚吾(6) ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 男子 100002133 男子６年 １００ｍ
956 渋川 渋川北 2134 岸 龍之介(6) ｷｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 100002134 男子６年 走幅跳
957 渋川 渋川北 2135 小泉 涼太(6) ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 男子 100002135 男子６年 １００ｍ
958 渋川 渋川北 2136 品田 将太(6) ｼﾅﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 100002136 男子６年 １００ｍ
959 渋川 渋川北 2269 田村凛太郎(4) ﾀﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 100002269 男子４年 １０００ｍ
960 渋川 渋川北 2270 岸 駿也太(4) ｷｼ ﾊﾔﾀ 男子 100002270 男子４年 １０００ｍ
961 渋川 渋川北 2271 加藤 泰斗(4) ｶﾄｳ ﾀｲﾄ 男子 100002271 男子４年 １０００ｍ
962 渋川 渋川北 2272 村田竜之介(4) ﾑﾗﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 100002272 男子４年 １００ｍ
963 渋川 渋川北 955 佐藤 花絵(2) ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 女子 200000955 女子２年 ５０ｍ
964 渋川 渋川北 962 山縣 芽依(1) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾒｲ 女子 200000962 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
965 渋川 渋川北 1549 永村 日菜(5) ﾅｶﾞﾑﾗ ﾋﾅ 女子 200001549 女子５年 走幅跳
966 渋川 渋川北 1550 井上 七海(5) ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 女子 200001550 女子５年 ８００ｍ
967 渋川 渋川北 1551 永村 莉菜(5) ﾅｶﾞﾑﾗ ﾘﾅ 女子 200001551 女子５年 走幅跳
968 渋川 渋川北 1552 吉澤 知里(5) ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻﾄ 女子 200001552 女子５年 走幅跳 女子５年 １００ｍ
969 渋川 渋川北 1606 山縣 由依(3) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｲ 女子 200001606 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
970 渋川 渋川北 1607 矢島 綾華(3) ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｶ 女子 200001607 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
971 渋川 渋川北 1608 後藤 愛佳(3) ｺﾞﾄｳ ﾏﾅｶ 女子 200001608 女子３年 ５０ｍ
972 渋川 渋川北 1609 田村 優衣(3) ﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 200001609 女子３年 ５０ｍ
973 渋川 渋川北 1610 松岡 朋花(3) ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｶ 女子 200001610 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
974 渋川 渋川北 2128 松岡 和花(6) ﾏﾂｵｶ ﾉﾄﾞｶ 女子 200002128 女子６年 走幅跳
975 渋川 渋川北 2129 吉澤 碧(6) ﾖｼｻﾞﾜ ｱｵｲ 女子 200002129 女子６年 走幅跳
976 渋川 渋川北 2130 橋爪 瑛(6) ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷ 女子 200002130 女子６年 ８００ｍ
977 渋川 渋川北 2145 村田 蒼空(5) ﾑﾗﾀ ｿﾗ 女子 200002145 女子５年 １００ｍ 女子５年 ５０ｍＨ
978 渋川 金島 2147 岡村 武(6) ｵｶﾑﾗ ﾀｹﾙ 男子 100002147 男子６年 １００ｍ
979 渋川 金島 2148 松村 幸紀(6) ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｷ 男子 100002148 男子６年 １００ｍ
980 渋川 金島 961 松村ほのか(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾎﾉｶ 女子 200000961 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
981 渋川 金島 1563 石川 茜(5) ｲｼｶﾜ ｾﾝ 女子 200001563 女子５年 ８００ｍ
982 渋川 金島 1571 本間 優空(5) ﾎﾝﾏ ﾕﾗ 女子 200001571 女子５年 ８００ｍ 女子５年 走幅跳
983 渋川 金島 2146 飯塚 沙希(6) ｲｲﾂﾞｶ ｻｷ 女子 200002146 女子６年 １００ｍ
984 渋川 金島 2279 千木良夢菜(4) ﾁｷﾞﾗ ﾕﾒﾅ 女子 200002279 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
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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及び補助陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
985 渋川 古巻 629 星野新之介(6) ﾎｼﾉ ｼﾝﾉｽｹ 男子 100000629 男子６年 走幅跳 男子６年 ５０ｍＨ
986 渋川 古巻 630 阿部 唯人(6) ｱﾍﾞ ﾕｲﾄ 男子 100000630 男子６年 １００ｍ
987 渋川 古巻 631 高橋 俊介(6) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 男子 100000631 男子６年 走幅跳
988 渋川 古巻 632 清水 玲央(6) ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 男子 100000632 男子６年 １０００ｍ
989 渋川 古巻 633 竹田 優希(6) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 100000633 男子６年 ボール投げ
990 渋川 古巻 634 木暮 宇京(6) ｺｸﾞﾚ ｳｷｮｳ 男子 100000634 男子６年 １０００ｍ
991 渋川 古巻 635 筑田 歩夢(6) ﾁｸﾀ ｱﾕﾑ 男子 100000635 男子６年 走高跳
992 渋川 古巻 636 武藤 駿(5) ﾑﾄｳ ｼｭﾝ 男子 100000636 男子５年 ５０ｍＨ
993 渋川 古巻 637 深江 昂世(5) ﾌｶｴ ｺｳｾｲ 男子 100000637 男子５年 走幅跳
994 渋川 古巻 638 萩原 志道(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾄﾞｳ 男子 100000638 男子５年 ５０ｍＨ 男子５年 走幅跳
995 渋川 古巻 639 永井 柚希(5) ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞｷ 男子 100000639 男子５年 １０００ｍ
996 渋川 古巻 640 髙橋 優斗(5) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 男子 100000640 男子５年 ５０ｍＨ
997 渋川 古巻 641 石井 緋真(5) ｲｼｲ ﾋｻﾅ 男子 100000641 男子５年 １００ｍ
998 渋川 古巻 642 中澤 煌平(5) ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 男子 100000642 男子５年 走幅跳
999 渋川 古巻 643 加藤 宏行(5) ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 男子 100000643 男子５年 ５０ｍＨ
1000 渋川 古巻 644 飯野 颯人(4) ｲｲﾉ ﾊﾔﾄ 男子 100000644 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
1001 渋川 古巻 645 飯塚 一成(4) ｲｲﾂﾞｶ ｲｯｾｲ 男子 100000645 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
1002 渋川 古巻 646 森山 暖輝(4) ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 100000646 男子４年 １００ｍ
1003 渋川 古巻 647 高橋 一輝(3) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 男子 100000647 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
1004 渋川 古巻 648 飯野 佑太(2) ｲｲﾉ ﾕｳﾀ 男子 100000648 男子２年 立幅跳
1005 渋川 古巻 649 小板橋英琉(2) ｺｲﾀﾊﾞｼ ｴﾙ 男子 100000649 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1006 渋川 古巻 650 金子 紫音(2) ｶﾈｺ ｼｵﾝ 男子 100000650 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1007 渋川 古巻 651 永井 春希(2) ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ 男子 100000651 男子２年 ５０ｍ
1008 渋川 古巻 652 田村 徳隆(2) ﾀﾑﾗ ﾅﾘﾀｶ 男子 100000652 男子２年 立幅跳
1009 渋川 古巻 653 武藤 成馬(1) ﾑﾄｳ ｾｲﾏ 男子 100000653 男子１年 ５０ｍ
1010 渋川 古巻 654 星野 智哉(1) ﾎｼﾉ ﾄﾓﾔ 男子 100000654 男子１年 ５０ｍ
1011 渋川 古巻 655 奥泉 悠己(1) ｵｸｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 男子 100000655 男子１年 ５０ｍ
1012 渋川 古巻 656 木村咲太郎(1) ｷﾑﾗ ｻｸﾀﾛｳ 男子 100000656 男子１年 ５０ｍ
1013 渋川 古巻 657 津久井愛花(6) ﾂｸｲ ｱｲｶ 女子 200000657 女子６年 走幅跳
1014 渋川 古巻 658 樋口 紗菜(6) ﾋｸﾞﾁ ｻﾅ 女子 200000658 女子６年 ８００ｍ
1015 渋川 古巻 659 磯部 由佳(6) ｲｿﾍﾞ ﾕｶ 女子 200000659 女子６年 １００ｍ
1016 渋川 古巻 660 大中 愛海(6) ｵｵﾅｶ ｱｲﾐ 女子 200000660 女子６年 １００ｍ
1017 渋川 古巻 661 吉田 陽愛(6) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾙ 女子 200000661 女子６年 １００ｍ
1018 渋川 古巻 662 武藤 沙李(4) ﾑﾄｳ ｻﾘ 女子 200000662 女子４年 ８００ｍ
1019 渋川 古巻 663 中島 翼(4) ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 女子 200000663 女子４年 １００ｍ
1020 渋川 古巻 664 金子結愛来(4) ｶﾈｺ ﾕｱﾗ 女子 200000664 女子４年 ８００ｍ 女子４年 １００ｍ
1021 渋川 古巻 665 高橋 ゆら(5) ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 女子 200000665 女子５年 １００ｍ 女子５年 ボール投げ
1022 渋川 古巻 666 渡邉 凜(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 女子 200000666 女子５年 １００ｍ
1023 渋川 古巻 667 石関 紗耶(5) ｲｼｾﾞｷ ｻﾔ 女子 200000667 女子５年 ボール投げ
1024 渋川 古巻 668 小林穂乃実(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾐ 女子 200000668 女子５年 走幅跳 女子５年 ５０ｍＨ
1025 渋川 古巻 669 田村 涼華(5) ﾀﾑﾗ ｽｽﾞｶ 女子 200000669 女子５年 走幅跳
1026 渋川 古巻 670 桑原 理緒(3) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｵ 女子 200000670 女子３年 ５０ｍ
1027 渋川 古巻 671 森田 一琉(3) ﾓﾘﾀ ｲﾁﾙ 女子 200000671 女子３年 ５０ｍ
1028 渋川 古巻 672 筑田 遥花(2) ﾁｸﾀ ﾊﾙｶ 女子 200000672 女子２年 ５０ｍ
1029 渋川 古巻 673 野村このか(2) ﾉﾑﾗ ｺﾉｶ 女子 200000673 女子２年 ５０ｍ
1030 渋川 古巻 674 飯野 栞(2) ｲｲﾉ ｼｵﾘ 女子 200000674 女子２年 立幅跳 女子２年 ５０ｍ
1031 渋川 古巻 675 森山 柚葉(2) ﾓﾘﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ 女子 200000675 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
1032 渋川 古巻 676 井上 菜帆(2) ｲﾉｳｴ ﾅﾎ 女子 200000676 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
1033 渋川 古巻 677 星野 円香(2) ﾎｼﾉ ﾏﾄﾞｶ 女子 200000677 女子２年 ５０ｍ
1034 渋川 古巻 678 清水 りの(2) ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ 女子 200000678 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
1035 渋川 古巻 679 飯塚 仁菜(1) ｲｲﾂﾞｶ ﾆﾅ 女子 200000679 女子１年 ５０ｍ
1036 渋川 古巻 680 髙橋 莉奈(1) ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 女子 200000680 女子１年 ５０ｍ
1037 渋川 豊秋 954 吉田 塁(2) ﾖｼﾀﾞ ﾙｲ 男子 100000954 男子２年 ５０ｍ
1038 渋川 豊秋 963 鈴木 正賢(1) ｽｽﾞｷ ｼｮｳｹﾝ 男子 100000963 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
1039 渋川 豊秋 964 狩野 琉嘉(1) ｶﾉｳ ﾙｶ 男子 100000964 男子１年 ５０ｍ
1040 渋川 豊秋 1542 小菅 慈人(5) ｺｽｹﾞ ﾅﾘﾄ 男子 100001542 男子５年 走幅跳
1041 渋川 豊秋 1543 小林 創太(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 男子 100001543 男子５年 １０００ｍ
1042 渋川 豊秋 1544 桒原 拓未(5) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 男子 100001544 男子５年 １０００ｍ
1043 渋川 豊秋 1545 上原 悠希(5) ｳｴﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 100001545 男子５年 １００ｍ
1044 渋川 豊秋 1546 木暮 瑛太(5) ｺｸﾞﾚ ｴｲﾀ 男子 100001546 男子５年 １００ｍ
1045 渋川 豊秋 1547 割田 航平(5) ﾜﾘﾀ ｺｳﾍｲ 男子 100001547 男子５年 １００ｍ
1046 渋川 豊秋 1548 佐藤 星空(5) ｻﾄｳ ｼｮｳｸ 男子 100001548 男子５年 １００ｍ
1047 渋川 豊秋 1602 吉澤 斐月(3) ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾂﾞｷ 男子 100001602 男子３年 ５０ｍ
1048 渋川 豊秋 1603 三好 佐和(3) ﾐﾖｼ ｻﾜ 男子 100001603 男子３年 ５０ｍ
1049 渋川 豊秋 1604 石塚 健心(3) ｲｼﾂﾞｶ ｹﾝｼﾝ 男子 100001604 男子３年 ５０ｍ
1050 渋川 豊秋 2114 田村ジュン(6) ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 男子 100002114 男子６年 走幅跳
1051 渋川 豊秋 2115 真塩 駿(6) ﾏｼｵ ｼｭﾝ 男子 100002115 男子６年 走幅跳
1052 渋川 豊秋 2116 木村 碧空(6) ｷﾑﾗ ｱｸｱ 男子 100002116 男子６年 走幅跳
1053 渋川 豊秋 2117 佐藤 嘉宏(6) ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 男子 100002117 男子６年 走幅跳
1054 渋川 豊秋 2118 飯沼 隼矢(6) ｲｲﾇﾏ ｼｭﾝﾔ 男子 100002118 男子６年 １００ｍ
1055 渋川 豊秋 2119 吉澤 零斗(6) ﾖｼｻﾞﾜ ﾚｲﾄ 男子 100002119 男子６年 １００ｍ
1056 渋川 豊秋 2120 小林 寿綺(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 男子 100002120 男子６年 １００ｍ
1057 渋川 豊秋 2121 三好 克尚(6) ﾐﾖｼ ｶﾂﾅﾘ 男子 100002121 男子６年 １００ｍ
1058 渋川 豊秋 2122 西澤 椎名(6) ﾆｼｻﾞﾜ ｼｲﾅ 男子 100002122 男子６年 １００ｍ
1059 渋川 豊秋 2123 湯浅 尚樹(6) ﾕｱｻ ﾅｵｷ 男子 100002123 男子６年 １００ｍ
1060 渋川 豊秋 2127 須藤 悠生(5) ｽﾄｳ ﾊﾙｷ 男子 100002127 男子５年 走幅跳
1061 渋川 豊秋 2144 狩野 尚斗(5) ｶﾉｳ ﾅｵﾄ 男子 100002144 男子５年 １００ｍ
1062 渋川 豊秋 2263 須田 千優(4) ｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ 男子 100002263 男子４年 １０００ｍ
1063 渋川 豊秋 2266 清水 遥貴(4) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 男子 100002266 男子４年 走幅跳
1064 渋川 豊秋 2267 狩野 丞(4) ｶﾉｳ ｼﾞｮｳ 男子 100002267 男子４年 １０００ｍ
1065 渋川 豊秋 2268 真塩 悠(4) ﾏｼｵ ﾕｳ 男子 100002268 男子４年 １００ｍ
1066 渋川 豊秋 1539 田中 千遥(5) ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 女子 200001539 女子５年 １００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1067 渋川 豊秋 1540 大村あかり(5) ｵｵﾑﾗ ｱｶﾘ 女子 200001540 女子５年 １００ｍ
1068 渋川 豊秋 1605 狩野 潤奈(3) ｶﾉｳ ｳﾅ 女子 200001605 女子３年 ５０ｍ
1069 渋川 豊秋 2101 川内しおり(6) ｶﾜｳﾁ ｼｵﾘ 女子 200002101 女子６年 走幅跳
1070 渋川 豊秋 2102 後藤 愛奈(6) ｺﾞﾄｳ ｱｲﾅ 女子 200002102 女子６年 走高跳
1071 渋川 豊秋 2103 登坂 葉奈(6) ﾄｻｶ ﾊﾅ 女子 200002103 女子６年 ボール投げ
1072 渋川 豊秋 2104 清水 里紗(6) ｼﾐｽﾞ ﾘｻ 女子 200002104 女子６年 走幅跳
1073 渋川 豊秋 2105 阿部 果音(6) ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ 女子 200002105 女子６年 走幅跳
1074 渋川 豊秋 2106 堀口真里菜(6) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 女子 200002106 女子６年 走幅跳
1075 渋川 豊秋 2107 後藤 萌香(6) ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ 女子 200002107 女子６年 走幅跳
1076 渋川 豊秋 2108 室橋 佳奈(6) ﾑﾛﾊｼ ｶﾅ 女子 200002108 女子６年 走幅跳
1077 渋川 豊秋 2109 石塚 歩希(6) ｲｼﾂﾞｶ ﾎﾏﾚ 女子 200002109 女子６年 走幅跳
1078 渋川 豊秋 2110 田中 奏羽(6) ﾀﾅｶ ｿｳ 女子 200002110 女子６年 １００ｍ
1079 渋川 豊秋 2111 伊藤 怜美(6) ｲﾄｳ ﾚﾐ 女子 200002111 女子６年 １００ｍ
1080 渋川 豊秋 2112 林 希咲(6) ﾊﾔｼ ｷｻｷ 女子 200002112 女子６年 １００ｍ
1081 渋川 豊秋 2113 石関 葉月(6) ｲｼｾﾞｷ ﾊﾂﾞｷ 女子 200002113 女子６年 １００ｍ
1082 渋川 豊秋 2124 田村 菜々(6) ﾀﾑﾗ ﾅﾅ 女子 200002124 女子６年 走幅跳
1083 渋川 豊秋 2125 一場 咲穂(6) ｲﾁﾊﾞ ｻﾎ 女子 200002125 女子６年 走幅跳
1084 渋川 豊秋 2126 中澤 沙綾(6) ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾔ 女子 200002126 女子６年 １００ｍ
1085 渋川 豊秋 2143 谷口すみれ(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 女子 200002143 女子５年 １００ｍ
1086 渋川 豊秋 2262 山口 彩奈(4) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 女子 200002262 女子４年 走幅跳
1087 渋川 豊秋 2264 町田 千笑(4) ﾏﾁﾀﾞ ﾁｴﾘ 女子 200002264 女子４年 １００ｍ
1088 渋川 豊秋 2265 金子萌乃果(4) ｶﾈｺ ﾎﾉｶ 女子 200002265 女子４年 １００ｍ
1089 渋川 渋川西 949 星野 空太(2) ﾎｼﾉ ｸｳﾀ 男子 100000949 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1090 渋川 渋川西 950 南雲 龍生(2) ﾅｸﾞﾓ ﾘｭｳｾｲ 男子 100000950 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1091 渋川 渋川西 967 橋本 昊汰(1) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 100000967 男子１年 ５０ｍ
1092 渋川 渋川西 968 山田 龍将(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 100000968 男子２年 ５０ｍ
1093 渋川 渋川西 341 橋本 玲奈(4) ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 女子 200000341 女子４年 ８００ｍ
1094 渋川 中郷 1564 高尾 晴空(5) ﾀｶｵ ﾊﾙﾀｶ 男子 100001564 男子５年 走幅跳
1095 渋川 中郷 1614 後藤 滉己(3) ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 男子 100001614 男子３年 ５０ｍ
1096 渋川 中郷 2137 三村 拓海(6) ﾐﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 100002137 男子６年 １０００ｍ
1097 渋川 中郷 2140 榊原 龍希(6) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳｷ 男子 100002140 男子６年 １００ｍ 男子６年 走幅跳
1098 渋川 中郷 2273 榊原 弘貴(4) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 男子 100002273 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
1099 渋川 中郷 1561 荒平 倫(5) ｱﾗﾋﾗ ﾘﾝ 女子 200001561 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
1100 渋川 中郷 1562 篠原きらり(5) ｼﾉﾊﾗ ｷﾗﾘ 女子 200001562 女子５年 ８００ｍ
1101 渋川 中郷 2275 小平いち子(4) ｺﾀﾞｲﾗ ｲﾁｺ 女子 200002275 女子４年 ８００ｍ
1102 渋川 中郷 2276 押江 梨沙(4) ｵｼｴ ﾘｻ 女子 200002276 女子４年 １００ｍ
1103 渋川 長尾 342 延沢 玲希(5) ﾉﾍﾞｻﾜ ﾘｷ 男子 100000342 男子５年 ボール投げ
1104 渋川 長尾 343 後藤 弘道(3) ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 男子 100000343 男子３年 ５０ｍ
1105 渋川 長尾 344 石坂 匠海(3) ｲｼｻﾞｶ ﾀｸﾐ 男子 100000344 男子３年 ５０ｍ
1106 渋川 長尾 2138 金井 宏樹(5) ｶﾅｲ ﾋﾛｷ 男子 100002138 男子５年 １０００ｍ 男子５年 走幅跳
1107 渋川 長尾 2139 阿久津隼司(6) ｱｸﾂ ｼｭﾝｼﾞ 男子 100002139 男子６年 １０００ｍ 男子６年 走幅跳
1108 渋川 長尾 2141 小林 廉(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 男子 100002141 男子６年 １００ｍ
1109 渋川 長尾 2274 阿久津怜司(4) ｱｸﾂ ﾚｲｼﾞ 男子 100002274 男子４年 １００ｍ
1110 渋川 長尾 345 佐藤 樹里(5) ｻﾄｳ ｼﾞｭﾘ 女子 200000345 女子５年 ８００ｍ
1111 渋川 長尾 346 本多 礼(5) ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔ 女子 200000346 女子５年 走幅跳
1112 渋川 長尾 347 吉澤ゆらり(5) ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗﾘ 女子 200000347 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
1113 渋川 長尾 348 後藤 未羽(3) ｺﾞﾄｳ ﾐｵ 女子 200000348 女子３年 ５０ｍ
1114 渋川 長尾 349 佐藤 心里(2) ｻﾄｳ ｼﾝﾘ 女子 200000349 女子２年 ５０ｍ
1115 渋川 長尾 350 奥木 優(2) ｵｸｷﾞ ﾕｳ 女子 200000350 女子２年 立幅跳
1116 渋川 長尾 351 小野 遥香(2) ｵﾉ ﾊﾙｶ 女子 200000351 女子２年 ５０ｍ
1117 渋川 長尾 352 本多 叶(1) ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅ 女子 200000352 女子１年 ５０ｍ
1118 渋川 三原田 1526 長岡 空汰(6) ﾅｶﾞｵｶ ｺｳﾀ 男子 100001526 男子６年 ボール投げ
1119 渋川 三原田 1527 永井 里玖(6) ﾅｶﾞｲ ﾘｸ 男子 100001527 男子６年 ボール投げ
1120 渋川 三原田 1528 高橋 岳玖(6) ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸ 男子 100001528 男子６年 走幅跳
1121 渋川 三原田 1529 新井 零王(6) ｱﾗｲ ﾚｵ 男子 100001529 男子６年 １００ｍ
1122 渋川 三原田 1530 藤川 龍一(6) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 男子 100001530 男子６年 走高跳
1123 渋川 三原田 1531 藤川 寅哉(6) ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓﾔ 男子 100001531 男子６年 走幅跳
1124 渋川 三原田 1533 竹之内郁哉(5) ﾀｹﾉｳﾁ ﾌﾐﾔ 男子 100001533 男子５年 走幅跳
1125 渋川 三原田 1534 市場 皐聖(5) ｲﾁﾊﾞ ｺｳｾｲ 男子 100001534 男子５年 走高跳
1126 渋川 三原田 1535 飯塚 陸斗(5) ｲｲﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 男子 100001535 男子５年 １００ｍ
1127 渋川 三原田 1537 狩野 蓮澄(5) ｶﾉｳ ﾚﾝﾄ 男子 100001537 男子５年 １００ｍ
1128 渋川 三原田 1601 後藤 柊平(3) ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 男子 100001601 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
1129 渋川 三原田 1519 後藤 柚香(6) ｺﾞﾄｳ ﾕｽﾞｶ 女子 200001519 女子６年 走幅跳
1130 渋川 三原田 1520 藤川 幸奈(6) ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｷﾅ 女子 200001520 女子６年 走幅跳
1131 渋川 三原田 1521 戸丸 麗奈(6) ﾄﾏﾙ ﾚﾅ 女子 200001521 女子６年 走幅跳
1132 渋川 三原田 1522 藤川 理穂(6) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘﾎ 女子 200001522 女子６年 走幅跳
1133 渋川 三原田 1523 小山 葉生(6) ｺﾔﾏ ﾊﾅ 女子 200001523 女子６年 １００ｍ
1134 渋川 三原田 1524 原 菜々花(6) ﾊﾗ ﾅﾅｶ 女子 200001524 女子６年 １００ｍ 女子６年 走高跳
1135 渋川 三原田 1525 新井りりあ(6) ｱﾗｲ ﾘﾘｱ 女子 200001525 女子６年 走幅跳
1136 渋川 三原田 1532 狩野 恵捺(5) ｶﾉｳ ｹｲﾅ 女子 200001532 女子５年 ５０ｍＨ
1137 渋川 三原田 1536 南雲 美月(5) ﾅｸﾞﾓ ﾐﾂﾞｷ 女子 200001536 女子５年 走幅跳
1138 渋川 三原田 2260 阿部 心菜(4) ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 女子 200002260 女子４年 １００ｍ
1139 渋川 三原田 2261 荒井 かほ(4) ｱﾗｲ ｶﾎ 女子 200002261 女子４年 １００ｍ
1140 渋川 津久田 959 長谷川葵哉(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵﾔ 男子 100000959 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1141 渋川 津久田 960 長谷川貴哉(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾔ 男子 100000960 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1142 渋川 南雲 1560 原田 果歩(5) ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ 女子 200001560 女子５年 ８００ｍ
1143 渋川 橘 1570 齊藤 史穏(5) ｻｲﾄｳ ｼｵﾝ 男子 100001570 男子５年 １００ｍ 男子５年 １０００ｍ
1144 渋川 橘 1616 萩原 一輝(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 男子 100001616 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
1145 渋川 橘 2277 齊藤 睦季(4) ｻｲﾄｳ ﾑﾂｷ 男子 100002277 男子４年 走幅跳
1146 渋川 橘 2278 佐藤 晴(4) ｻﾄｳ ﾊﾙ 男子 100002278 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
1147 渋川 橘北 1567 原澤 伶(5) ﾊﾗｻﾜ ﾚｲ 男子 100001567 男子５年 ボール投げ
1148 渋川 橘北 1568 永井 汰知(5) ﾅｶﾞｲ ﾀｲﾁ 男子 100001568 男子５年 ５０ｍＨ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1149 渋川 橘北 1569 長谷川優也(5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 男子 100001569 男子５年 ５０ｍＨ
1150 渋川 橘北 1565 堀口 若菜(5) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 女子 200001565 女子５年 １００ｍ
1151 渋川 橘北 1566 堀口 陽菜(5) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 女子 200001566 女子５年 ８００ｍ
1152 渋川 橘北 1615 堀口 光咲(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐｻｷ 女子 200001615 女子３年 ５０ｍ
1153 渋川 橘北 2142 太田真志保(6) ｵｵﾀ ﾏｼﾎ 女子 200002142 女子６年 １００ｍ
1154 藤・多 藤岡第一 691 高橋 宗也(1) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾔ 男子 100000691 男子１年 ５０ｍ
1155 藤・多 藤岡第一 697 戸矢 涼晴(2) ﾄﾔ ﾘｮｳｾｲ 男子 100000697 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1156 藤・多 藤岡第一 1592 荒井日菜子(5) ｱﾗｲ ﾋﾅｺ 女子 200001592 女子５年 １００ｍ 女子５年 ８００ｍ
1157 藤・多 藤岡第二 1750 武田 秋人(4) ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 100001750 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
1158 藤・多 藤岡第二 703 武田 菜月(6) ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 女子 200000703 女子６年 １００ｍ 女子６年 ８００ｍ
1159 藤・多 藤岡第二 1703 牧野 那南(2) ﾏｷﾉ ﾅﾅ 女子 200001703 女子２年 立幅跳 女子２年 ５０ｍ
1160 藤・多 藤岡第二 1719 田村 楓(3) ﾀﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 女子 200001719 女子３年 ５０ｍ
1161 藤・多 藤岡第二 1766 福島 紡希(5) ﾌｸｼﾏ ﾂﾑｷﾞ 女子 200001766 女子５年 ８００ｍ
1162 藤・多 藤岡第二 1768 高橋 美聖(5) ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ 女子 200001768 女子５年 ボール投げ
1163 藤・多 神流 1743 中山 義親(4) ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾁｶ 男子 100001743 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
1164 藤・多 神流 689 中山茉奈美(1) ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾐ 女子 200000689 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
1165 藤・多 神流 826 高橋 涼音(4) ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞﾈ 女子 200000826 女子４年 １００ｍ
1166 藤・多 神流 827 倉澤 萌花(4) ｸﾗｻﾜ ﾓｴｶ 女子 200000827 女子４年 １００ｍ
1167 藤・多 神流 828 倉澤 穂花(1) ｸﾗｻﾜ ﾎﾉｶ 女子 200000828 女子１年 ５０ｍ
1168 藤・多 藤岡小野 684 八島 凛音(1) ﾔｼﾞﾏ ﾘｵﾝ 男子 100000684 男子１年 ５０ｍ
1169 藤・多 藤岡小野 1798 設楽 嶺(6) ｼﾀﾗ ﾚｲ 男子 100001798 男子６年 １０００ｍ
1170 藤・多 藤岡小野 681 小林 茉央(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 女子 200000681 女子１年 ５０ｍ
1171 藤・多 藤岡小野 683 高岩 七菜(1) ﾀｶｲﾜ ﾅﾅ 女子 200000683 女子１年 ５０ｍ
1172 藤・多 美土里 701 新井 涼太(6) ｱﾗｲ ﾘｮｳﾀ 男子 100000701 男子６年 １００ｍ 男子６年 走幅跳
1173 藤・多 美土里 1781 小林 颯汰(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 男子 100001781 男子６年 １００ｍ
1174 藤・多 鬼石 1716 永田 珠(3) ﾅｶﾞﾀ ｽｽﾞ 女子 200001716 女子３年 立幅跳 女子３年 ５０ｍ
1175 富岡 富岡 693 土橋 蒼羽(1) ﾄﾞﾊﾞｼ ｱｵﾊﾞ 男子 100000693 男子１年 ５０ｍ
1176 富岡 富岡 1718 木本 蒼大(3) ｷﾓﾄ ｿｳﾀ 男子 100001718 男子３年 立幅跳 男子３年 ５０ｍ
1177 富岡 富岡 688 佐藤 柑奈(1) ｻﾄｳ ｶﾝﾅ 女子 200000688 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
1178 富岡 富岡 1590 土橋 萌嘉(5) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾓｴｶ 女子 200001590 女子５年 １００ｍ
1179 富岡 富岡 1707 大石 亜弥(3) ｵｵｲｼ ｱﾔ 女子 200001707 女子３年 ５０ｍ
1180 富岡 富岡 1712 佐藤 玲奈(3) ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 女子 200001712 女子３年 ５０ｍ
1181 富岡 高瀬 1773 石川 瑞樹(5) ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 100001773 男子５年 １０００ｍ
1182 富岡 吉田 916 黛 月菜(5) ﾏﾕｽﾞﾐ ﾙﾅ 女子 200000916 女子５年 ５０ｍＨ 女子５年 走幅跳
1183 富岡 丹生 685 下山 りさ(1) ｼﾓﾔﾏ ﾘｻ 女子 200000685 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
1184 富岡 丹生 1706 下山 玲弥(3) ｼﾓﾔﾏ ﾚﾐ 女子 200001706 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
1185 安中 安中 933 石坂 一紗(3) ｲｼｻﾞｶ ｲｯｻ 男子 100000933 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
1186 安中 原市 607 岡田 啓吾(5) ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 100000607 男子５年 １００ｍ
1187 安中 原市 611 小板橋奏大(6) ｺｲﾀﾊﾞｼ ｿｳﾀ 男子 100000611 男子６年 １００ｍ 男子６年 ５０ｍＨ
1188 安中 原市 612 佐藤 大我(6) ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 男子 100000612 男子６年 １００ｍ 男子６年 走高跳
1189 安中 原市 613 上原 正大(6) ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾀ 男子 100000613 男子６年 １００ｍ
1190 安中 原市 694 岡田 拓馬(1) ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 100000694 男子１年 ５０ｍ
1191 安中 原市 936 中澤 寿文(4) ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾌﾐ 男子 100000936 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
1192 安中 原市 1715 梅本 嵩(3) ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ 男子 100001715 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
1193 安中 原市 1754 赤岩 拓海(4) ｱｶｲﾜ ﾀｸﾐ 男子 100001754 男子４年 １０００ｍ
1194 安中 磯部 947 青木 将哉(6) ｱｵｷ ﾏｻﾔ 男子 100000947 男子６年 ５０ｍＨ
1195 安中 磯部 948 青木 智哉(6) ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 男子 100000948 男子６年 ５０ｍＨ
1196 安中 碓東 608 高橋 凜(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 男子 100000608 男子６年 １００ｍ
1197 安中 碓東 609 奈良圭司朗(6) ﾅﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 男子 100000609 男子６年 走幅跳
1198 安中 碓東 610 森野 雄太(5) ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 男子 100000610 男子５年 １００ｍ
1199 安中 碓東 929 富沢 瑛太(2) ﾄﾐｻﾞﾜ ｴｲﾀ 男子 100000929 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1200 安中 碓東 687 森野 瑠心(1) ﾓﾘﾉ ﾙｳﾗ 女子 200000687 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
1201 安中 秋間 937 小林 敦希(4) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 男子 100000937 男子４年 １００ｍ 男子４年 １０００ｍ
1202 安中 秋間 1850 佐藤 優成(1) ｻﾄｳ ﾏｻﾅﾘ 男子 100001850 男子１年 ５０ｍ 男子１年 立幅跳
1203 安中 秋間 915 高橋 静香(5) ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｶ 女子 200000915 女子５年 ５０ｍＨ 女子５年 １００ｍ
1204 安中 後閑 706 永井 春玖(6) ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｸ 男子 100000706 男子６年 ボール投げ
1205 安中 後閑 1723 廣上 翔大(3) ﾋﾛｶﾐ ｼｮｳﾀ 男子 100001723 男子３年 ５０ｍ
1206 安中 後閑 1724 廣上 卿大(3) ﾋﾛｶﾐ ｹｲﾀ 男子 100001724 男子３年 ５０ｍ
1207 安中 後閑 1725 田村 璃來(3) ﾀﾑﾗ ﾘｸ 男子 100001725 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
1208 安中 後閑 1726 堀越 裕充(3) ﾎﾘｺｼ ﾋﾛﾐﾁ 男子 100001726 男子３年 ５０ｍ
1209 安中 後閑 707 櫻井 嗣巳(6) ｻｸﾗｲ ﾂｸﾞﾐ 女子 200000707 女子６年 ８００ｍ
1210 安中 後閑 708 上原 千奈(6) ｳｴﾊﾗ ﾁﾅ 女子 200000708 女子６年 ５０ｍＨ 女子６年 走幅跳
1211 安中 後閑 709 宮下まりあ(6) ﾐﾔｼﾀﾏﾘｱ 女子 200000709 女子６年 ８００ｍ 女子６年 ボール投げ
1212 安中 後閑 710 田村 瑠華(6) ﾀﾑﾗ ﾙｶ 女子 200000710 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
1213 安中 後閑 1727 永井 望夏(3) ﾅｶﾞｲ ﾓｶ 女子 200001727 女子３年 立幅跳
1214 安中 後閑 1782 堀越ゆいか(5) ﾎﾘｺｼ ﾕｲｶ 女子 200001782 女子５年 １００ｍ
1215 安中 松井田 917 佐藤ゆいか(6) ｻﾄｳ ﾕｲｶ 女子 200000917 女子６年 ８００ｍ 女子６年 走高跳
1216 安中 臼井 918 茂木 結芽(6) ﾓﾃｷ ﾕﾒ 女子 200000918 女子６年 ８００ｍ
1217 安中 西横野 925 山口 快(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲ 男子 100000925 男子１年 ５０ｍ
1218 安中 西横野 926 中嶋 温(2) ﾅｶｼﾏ ﾊﾙ 男子 100000926 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1219 安中 西横野 930 飯島 大翔(3) ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 男子 100000930 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
1220 安中 西横野 938 蘭 凌空(5) ｱﾗﾗｷﾞ ﾘｸ 男子 100000938 男子５年 走高跳
1221 安中 西横野 941 佐俣 洸太(6) ｻﾏﾀ ｺｳﾀ 男子 100000941 男子６年 走高跳 男子６年 １００ｍ
1222 安中 西横野 942 堀口 憂人(6) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 100000942 男子６年 １００ｍ 男子６年 走高跳
1223 安中 西横野 943 吉澤 慶河(6) ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲｶﾞ 男子 100000943 男子６年 走幅跳 男子６年 １００ｍ
1224 安中 西横野 944 金井 大輝(6) ｶﾅｲ ﾀﾞｲｷ 男子 100000944 男子６年 １００ｍ
1225 安中 西横野 945 原田 一汰(6) ﾊﾗﾀﾞ ｲｯﾀ 男子 100000945 男子６年 走幅跳
1226 安中 西横野 946 荻原 優希(6) ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 男子 100000946 男子６年 １００ｍ
1227 安中 西横野 901 山口 奏(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ 女子 200000901 女子１年 ５０ｍ
1228 安中 西横野 902 堀口 麗美(1) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾚﾐ 女子 200000902 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
1229 安中 西横野 903 猿谷 美結(2) ｻﾙﾔ ﾐﾕｳ 女子 200000903 女子２年 ５０ｍ
1230 安中 西横野 904 田島 あみ(2) ﾀｼﾞﾏ ｱﾐ 女子 200000904 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1231 安中 西横野 906 中澤 澄(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｽﾐﾚ 女子 200000906 女子３年 ５０ｍ 女子３年 立幅跳
1232 安中 西横野 907 大野 愛理(4) ｵｵﾉ ｱｲﾘ 女子 200000907 女子４年 １００ｍ 女子４年 ８００ｍ
1233 安中 西横野 908 猿谷 円(4) ｻﾙﾔ ﾏﾄﾞｶ 女子 200000908 女子４年 ８００ｍ 女子４年 走幅跳
1234 安中 西横野 910 寺嶋 真衣(5) ﾃﾗｼﾏ ﾏｲ 女子 200000910 女子５年 ８００ｍ
1235 安中 西横野 911 小島 千央(5) ｺｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 女子 200000911 女子５年 走幅跳
1236 安中 西横野 912 小島 未大(5) ｺｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ 女子 200000912 女子５年 １００ｍ
1237 安中 西横野 913 山口菜々花(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｶ 女子 200000913 女子５年 ８００ｍ
1238 安中 西横野 919 猿谷 琳(6) ｻﾙﾔ ﾘﾝ 女子 200000919 女子６年 ８００ｍ 女子６年 走高跳
1239 安中 西横野 920 佐藤 柚羽(6) ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 女子 200000920 女子６年 １００ｍ
1240 安中 西横野 921 瀧川 萌彩(6) ﾀｷｶﾞﾜ ﾓｴｻ 女子 200000921 女子６年 ５０ｍＨ
1241 安中 西横野 922 佐藤 奈菜(6) ｻﾄｳ ﾅﾅ 女子 200000922 女子６年 １００ｍ 女子６年 ５０ｍＨ
1242 安中 西横野 923 中澤 縁(6) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 女子 200000923 女子６年 １００ｍ
1243 安中 九十九 931 神戸 達貴(3) ｶﾝﾍﾞ ﾀﾂｷ 男子 100000931 男子３年 ５０ｍ 男子３年 立幅跳
1244 安中 九十九 909 飯沼 早詠(4) ｲｲﾇﾏ ｻｴ 女子 200000909 女子４年 １００ｍ 女子４年 走幅跳
1245 安中 細野 927 星野 礼(2) ﾎｼﾉ ﾚｲ 男子 100000927 男子２年 ５０ｍ
1246 安中 細野 928 土屋 東矢(2) ﾂﾁﾔ ﾄｳﾔ 男子 100000928 男子２年 立幅跳
1247 安中 細野 932 海老原佳典(3) ｴﾋﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ 男子 100000932 男子３年 ５０ｍ
1248 安中 細野 934 上原 駿希(4) ｳｴﾊﾗ ｼｭﾝｷ 男子 100000934 男子４年 １０００ｍ
1249 安中 細野 935 土屋 遥斗(4) ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾄ 男子 100000935 男子４年 １０００ｍ
1250 安中 細野 939 海老原旺典(5) ｴﾋﾞﾊﾗ ｵｳｽｹ 男子 100000939 男子５年 １００ｍ
1251 安中 細野 940 星野 快成(5) ﾎｼﾉ ｶｲｾｲ 男子 100000940 男子５年 １００ｍ 男子５年 走幅跳
1252 安中 細野 905 亀倉 由奈(2) ｶﾒｸﾗ ﾕﾅ 女子 200000905 女子２年 ５０ｍ 女子２年 立幅跳
1253 安中 細野 914 亀倉 聖奈(5) ｶﾒｸﾗ ｾﾅ 女子 200000914 女子５年 １００ｍ 女子５年 走幅跳
1254 安中 細野 924 土屋 琴葉(6) ﾂﾁﾔ ｺﾄﾊ 女子 200000924 女子６年 ８００ｍ
1255 みどり 笠懸東 1221 今泉 雄樹(4) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 男子 100001221 男子４年 １０００ｍ
1256 みどり 笠懸北 1215 武井 海登(4) ﾀｹｲ ｶｲﾄ 男子 100001215 男子４年 １００ｍ
1257 みどり 笠懸北 1216 丸山 豹駕(4) ﾏﾙﾔﾏ ﾋｮｳｶﾞ 男子 100001216 男子４年 １００ｍ 男子４年 走幅跳
1258 みどり 笠懸北 1217 丸山 愛留(1) ﾏﾙﾔﾏ ｱｲﾙ 女子 200001217 女子１年 ５０ｍ 女子１年 立幅跳
1259 みどり 大間々北 1219 松田 楓華(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾌｳｶ 女子 200001219 女子５年 １００ｍ
1260 みどり 大間々北 1220 松田 琉那(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾙﾅ 女子 200001220 女子６年 １００ｍ
1261 みどり 大間々南 1338 一場 琉聖(5) ｲﾁﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 100001338 男子５年 １００ｍ
1262 みどり 大間々南 1339 一場 慶駿(2) ｲﾁﾊﾞ ｹｲｼｭﾝ 男子 100001339 男子２年 ５０ｍ 男子２年 立幅跳
1263 みどり 大間々東 1218 栗田 将実(5) ｸﾘﾀ ﾏｻﾐ 男子 100001218 男子５年 走幅跳
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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 伊勢崎クラブ 100001326 鈴木 奏汰(5)

茂呂
(1326) ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ

100001 100001329 古川 京介(6)
玉村南

ﾅﾝﾊﾞｰ(1301) (1329) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｽｹ
100001338 一場 琉聖(5)

大間々南
(1338) ｲﾁﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ

100001337 松丸健太朗(5)
名和

(1337) ﾏﾂﾏﾙ ｹﾝﾀﾛｳ
2 安中陸協 100000610 森野 雄太(5)

碓東
(610) ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ

100002 100000612 佐藤 大我(6)
原市

ﾅﾝﾊﾞｰ(1302) (612) ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ
100000611 小板橋奏大(6)

原市
(611) ｺｲﾀﾊﾞｼ ｿｳﾀ

100000613 上原 正大(6)
原市

(613) ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾀ
3 アラマキッズ 100001779 井口 祐斗(6)

東部
(1779) ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾄ

100003 100001780 横山 敦(6)
桜山

ﾅﾝﾊﾞｰ(601) (1780) ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｼ
100001781 小林 颯汰(6)

美土里
(1781) ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

100001764 谷山 晃大(5)
高崎北

(1764) ﾀﾆﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ
4 前橋市陸協 100000505 吉良真之介(6)

若宮
(505) ｷﾗ ｼﾝﾉｽｹ

100004 100000506 河原 健翔(6)
前橋城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(2302) (506) ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾄ
100000507 浜名 欧(6)

新田
(507) ﾊﾏﾅ ｵｳ

100000508 一ノ瀬雅知也(6)
天川

(508) ｲﾁﾏｾ ﾏﾁﾔ
5 子持陸上クラブ 100002137 三村 拓海(6)

中郷
(2137) ﾐﾑﾗ ﾀｸﾐ

100005 100002138 金井 宏樹(5)
長尾

ﾅﾝﾊﾞｰ(2201) (2138) ｶﾅｲ ﾋﾛｷ
100002139 阿久津隼司(6)

長尾
(2139) ｱｸﾂ ｼｭﾝｼﾞ

100002140 榊原 龍希(6)
中郷

(2140) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳｷ
6 高崎Winds Ｄ 100000204 郷緒 快成(5)

新高尾
(204) ｺﾞｳｵ ｶｲｾｲ

100006 100000205 櫻井 凪人(5)
京ヶ島

ﾅﾝﾊﾞｰ(301) (205) ｻｸﾗｲ ﾅｷﾞﾄ
100000201 阿久澤侑佑(5)

高崎南
(201) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

100000206 山藤 僚真(5)
桜山

(206) ｻﾝﾄｳ ﾘｮｳﾏ
7 高崎Winds Ｃ 100000231 古屋 凛(6)

六郷
(231) ﾌﾙﾔ ﾘﾝ

100007 100000233 吉田虎宇太(6)
六郷

ﾅﾝﾊﾞｰ(204) (233) ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ
100000230 塚越 礼(6)

新高尾
(230) ﾂｶｺﾞｼ ﾚｲ

100000227 重田 利家(6)
箕輪

(227) ｼｹﾞﾀ ﾄｼｲｴ



みんなで走ろう！ Page:2
平成27年度 第19回 群馬県小学生陸上競技記録会 2015/09/13 16:16
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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
8 高崎Winds Ｂ 100000234 吉田 匠吾(6)

京ヶ島
(234) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

100008 100000232 森山 輝(6)
新高尾

ﾅﾝﾊﾞｰ(203) (232) ﾓﾘﾔﾏ ﾋｶﾙ
100000222 小澤 京征(6)

箕輪
(222) ｵｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ

100000208 鈴木 脩斗(5)
中居

(208) ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ
9 高崎Wimds Ａ 100000220 浅見 彪央(6)

新高尾
(220) ｱｻﾐ ﾋｮｳﾎｳ

100009 100000228 髙橋 幸佑(6)
高崎城南

ﾅﾝﾊﾞｰ(202) (228) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ
100000229 滝野 直峻(6)

箕郷東
(229) ﾀｷﾉ ﾅｵﾀｶ

100000226 坂下航太郎(6)
倉賀野

(226) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ
10 碓氷陸上クラブ 100000944 金井 大輝(6)

西横野
(944) ｶﾅｲ ﾀﾞｲｷ

100010 100000941 佐俣 洸太(6)
西横野

ﾅﾝﾊﾞｰ(201) (941) ｻﾏﾀ ｺｳﾀ
100000942 堀口 憂人(6)

西横野
(942) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

100000946 荻原 優希(6)
西横野

(946) ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ
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主催:群馬陸上競技協会
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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
1 アラマキッズ 200001767 堤 七香(6)

中居
(1767) ﾂﾂﾐ ﾅﾅｶ

100001 200001776 土田 心杏(5)
長野

ﾅﾝﾊﾞｰ(1701) (1776) ﾂﾁﾀﾞｺｺｱ
200001777 鈴木菜奈葉(5)

長野
(1777) ｽｽﾞｷﾅﾅﾊ

200001778 和田 優那(5)
倉賀野

(1778) ﾜﾀﾞ ﾕｳﾅ
2 前橋市陸協 200000501 戸塚 葵(6)

桂萱
(501) ﾄﾂﾞｶ ｱｵｲ

100002 200000502 黒岩 夏奈(6)
元総社

ﾅﾝﾊﾞｰ(501) (502) ｸﾛｲﾜ ｶﾅ
200000503 岡田 典子(6)

大胡東
(503) ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ

200002215 勝田 結衣(6)
山王

(2215) ｶﾂﾀﾞ ﾕｲ
3 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 200001550 井上 七海(5)

渋川北
(1550) ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ

100003 200001592 荒井日菜子(5)
藤岡第一

ﾅﾝﾊﾞｰ(1508) (1592) ｱﾗｲ ﾋﾅｺ
200001591 春山 心花(5)

玉村中央
(1591) ﾊﾙﾔﾏ ｺｺﾊ

200001590 土橋 萌嘉(5)
富岡

(1590) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾓｴｶ
4 子持陸上クラブ 200001560 原田 果歩(5)

南雲
(1560) ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ

100004 200001561 荒平 倫(5)
中郷

ﾅﾝﾊﾞｰ(1505) (1561) ｱﾗﾋﾗ ﾘﾝ
200001562 篠原きらり(5)

中郷
(1562) ｼﾉﾊﾗ ｷﾗﾘ

200001563 石川 茜(5)
金島

(1563) ｲｼｶﾜ ｾﾝ
5 高崎Winds Ｄ 200000216 柴山菜乃実(5)

六郷
(216) ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ

100005 200000218 八木 風歌(5)
京ヶ島

ﾅﾝﾊﾞｰ(204) (218) ﾔｷﾞ ﾌｳｶ
200000256 渡丸 希愛(5)

高崎城東
(256) ﾄﾏﾙ

200000215 太田 舞(5)
箕輪

(215) ｵｵﾀ ﾏｲ
6 高崎Winds Ｃ 200000241 岡田 杏樹(6)

六郷
(241) ｵｶﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ

100006 200000242 小澤 怜奈(6)
箕輪

ﾅﾝﾊﾞｰ(203) (242) ｵｻﾞﾜ ﾚｲﾅ
200000252 平塚 美咲(6)

浜尻
(252) ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ

200000243 栗原希乃葉(6)
桜山

(243) ｸﾘﾊﾗ ﾉﾉﾊ
7 高崎Winds Ｂ 200000239 上原 瑞稀(6)

上郊
(239) ｳｴﾊﾗ ﾐｽﾞｷ

100007 200000254 長谷川美花(6)
高崎城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(202) (254) ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｶ
200000255 宇津木 瞳(6)

高崎城東
(255) ｳﾂｷﾞ ﾋﾄﾐ

200000236 飯塚 美翔(6)
箕輪

(236) ｲｲﾂﾞｶ ﾐｳ
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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 高崎Wimds Ａ 200000244 近藤 伶美(6)

京ヶ島
(244) ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾐ

100008 200000250 成田 佳乃(6)
高崎西

ﾅﾝﾊﾞｰ(201) (250) ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ
200000251 橋本さくら(6)

上郊
(251) ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ

200000238 伊勢川芽生(6)
京ヶ島

(238) ｲｾｶﾞﾜ ﾒｲ
9 碓氷陸上クラブＡ 200000922 佐藤 奈菜(6)

西横野
(922) ｻﾄｳ ﾅﾅ

100009 200000911 小島 千央(5)
西横野

ﾅﾝﾊﾞｰ(901) (911) ｺｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ
200000912 小島 未大(5)

西横野
(912) ｺｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ

200000920 佐藤 柚羽(6)
西横野

(920) ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾊ
10 碓氷陸上クラブＢ 200001022

100010 200001011 種田 幸絆(2)
下川淵

ﾅﾝﾊﾞｰ(1001) (1011) ﾀﾈﾀﾞ ｻﾅ
200001012 長谷川朋香(3)

下川淵
(1012) ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ

200001020

11 伊勢崎クラブ 200001364 茂木 美那(6)
殖蓮

(1364) ﾓﾃｷﾞ ﾐﾅ
100011 200001311 中島 栞(6)

宮郷第二
ﾅﾝﾊﾞｰ(1301) (1311) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ

200001320 内田 愛乃(6)
二之宮

(1320) ｳﾁﾀﾞ ｱﾉﾝ
200001333 西村 瑞紀(6)

名和
(1333) ﾆｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
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男子共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 渋川豊秋小 100002121 三好 克尚(6)

豊秋
(2121) ﾐﾖｼ ｶﾂﾅﾘ

100001 100002122 西澤 椎名(6)
豊秋

ﾅﾝﾊﾞｰ(101) (2122) ﾆｼｻﾞﾜ ｼｲﾅ
100002123 湯浅 尚樹(6)

豊秋
(2123) ﾕｱｻ ﾅｵｷ

100002144 狩野 尚斗(5)
豊秋

(2144) ｶﾉｳ ﾅｵﾄ
2 前橋細井小 100002327 斉藤 駿河(6)

細井
(2327) ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｶﾞ

100002 100002328 香川 柊人(5)
細井

ﾅﾝﾊﾞｰ(2101) (2328) ｶｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ
100002329 大友 亮(6)

細井
(2329) ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳ

100002334 藤井 泰成(5)
細井

(2334) ﾌｼﾞｲ ﾀｲｾｲ
3 前橋荒牧小 100001512 伊澤 碧大(6)

荒牧
(1512) ｲｻﾞﾜ ｱｵﾄ

100003 100001513 本間 諒(6)
荒牧

ﾅﾝﾊﾞｰ(2301) (1513) ﾎﾝﾏ ﾘｮｳ
100001514 矢中 陸斗(6)

荒牧
(1514) ﾔﾅｶ ﾘｸﾄ

100001515 宮内はやて(6)
荒牧

(1515) ﾐﾔｳﾁ ﾊﾔﾃ
4 前橋原小 100002380 樺澤 温輝(5)

原
(2380) ｶﾊﾞｻﾜ ｱﾂｷ

100004 100002381 下田 隼大(5)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(1501) (2381) ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾀ
100002383 阿久澤勇真(6)

原
(2383) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

100002386 戸丸 智裕(6)
原

(2386) ﾄﾏﾙ ﾄﾓﾋﾛ
5 前橋広瀬小Ｂ 100001925 田村 幸司(5)

前橋広瀬
(1925) ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ

100005 100001924 蜂須賀匡太(5)
前橋広瀬

ﾅﾝﾊﾞｰ(501) (1924) ﾊﾁｽｶ ｷｮｳﾀ
100001923 林 正晴(6)

前橋広瀬
(1923) ﾊﾔｼ ﾏｻﾊﾙ

100001915 下田 輝月(6)
前橋広瀬

(1915) ｼﾓﾀﾞ ｷﾂﾞｷ
6 前橋広瀬小Ａ 100001914 綿谷 陸(6)

前橋広瀬
(1914) ﾜﾀﾔ ﾘｸ

100006 100001916 山崎 愛弥(6)
前橋広瀬

ﾅﾝﾊﾞｰ(1902) (1916) ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅﾔ
100001922 倉林 航汰(6)

前橋広瀬
(1922) ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ

100001913 國定 大幹(6)
前橋広瀬

(1913) ｸﾆｻﾀﾞ ﾀｲｷ
7 渋川北小Ａ 100002136 品田 将太(6)

渋川北
(2136) ｼﾅﾀﾞ ｼｮｳﾀ

100007 100002133 村山 尚吾(6)
渋川北

ﾅﾝﾊﾞｰ(1901) (2133) ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
100002134 岸 龍之介(6)

渋川北
(2134) ｷｼ ﾘｭｳﾉｽｹ

100002135 小泉 涼太(6)
渋川北

(2135) ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ
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男子共通 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Ｂ 100001555 塙 隆誠(5)

渋川北
(1555) ﾊﾅﾜ ﾘｭｳｾｲ

100008 100001557 眞下 大地(5)
渋川北

ﾅﾝﾊﾞｰ(2102) (1557) ﾏｼﾓ ﾀﾞｲﾁ
100001558 上石瑠稀也(5)

渋川北
(1558) ｱｹﾞｲｼ ﾙｷﾔ

100001559 柴田 天也(5)
渋川北

(1559) ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾔ
9 渋川三原田小Ｂ 100001526 長岡 空汰(6)

三原田
(1526) ﾅｶﾞｵｶ ｺｳﾀ

100009 100001527 永井 里玖(6)
三原田

ﾅﾝﾊﾞｰ(1504) (1527) ﾅｶﾞｲ ﾘｸ
100001534 市場 皐聖(5)

三原田
(1534) ｲﾁﾊﾞ ｺｳｾｲ

100001535 飯塚 陸斗(5)
三原田

(1535) ｲｲﾂﾞｶ ﾘｸﾄ
10 渋川三原田小Ａ 100001533 竹之内郁哉(5)

三原田
(1533) ﾀｹﾉｳﾁ ﾌﾐﾔ

100010 100001530 藤川 龍一(6)
三原田

ﾅﾝﾊﾞｰ(1503) (1530) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ
100001531 藤川 寅哉(6)

三原田
(1531) ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓﾔ

100001529 新井 零王(6)
三原田

(1529) ｱﾗｲ ﾚｵ
11 渋川古巻小 100000629 星野新之介(6)

古巻
(629) ﾎｼﾉ ｼﾝﾉｽｹ

100011 100000630 阿部 唯人(6)
古巻

ﾅﾝﾊﾞｰ(1502) (630) ｱﾍﾞ ﾕｲﾄ
100000631 高橋 俊介(6)

古巻
(631) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ

100000632 清水 玲央(6)
古巻

(632) ｼﾐｽﾞ ﾚｵ
12 前橋時沢小 100002242 城田 楓雅(6)

時沢
(2242) ｼﾛﾀ ﾌｳｶﾞ

100012 100002243 梶間 晏璃(6)
時沢

ﾅﾝﾊﾞｰ(602) (2243) ｶｼﾞﾏ ｱﾝﾘ
100002244 伊吹 風雅(6)

時沢
(2244) ｲﾌﾞｷ ﾌｳｶﾞ

100002254 福田 和樹(5)
時沢

(2254) ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ
13 高崎城東小 100001824 青木 大翔(5)

高崎城東
(1824) ｱｵｷ ﾋﾛﾄ

100013 100001825 松田 琢杜(6)
高崎城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(2103) (1825) ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾄ
100001826 小林 大和(6)

高崎城東
(1826) ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ

100001827 青木 一翔(5)
高崎城東

(1827) ｱｵｷ ｶｽﾞﾄ
14 高崎金古小Ｂ 100000378 飯嶋 教倫(5)

金古
(378) ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾄ

100014 100000380 木村 賢世(5)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(1801) (380) ｷﾑﾗ ｹﾝｾｲ
100000377 島村 優平(5)

金古
(377) ｼﾏﾑﾗ ﾕｳﾍｲ

100000379 大畠 亨斗(5)
金古

(379) ｵｵﾊﾀ ｷｮｳﾄ
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男子共通 ４×１００ｍ
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Ａ 100000363 清水 星那(6)

金古
(363) ｼﾐｽﾞ ｾﾅ

100015 100000365 木村 太一(6)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(302) (365) ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ
100000364 瀬川 藍生(6)

金古
(364) ｾｶﾞﾜ ｱｵｲ

100000366 岡田 卓真(6)
金古

(366) ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ
16 伊勢崎豊受小 100001398 小野関亮太(6)

豊受
(1398) ｵﾉｾﾞｷﾘｮｳﾀ

100016 100001399 斉藤 知翔(5)
豊受

ﾅﾝﾊﾞｰ(1001) (1399) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ
100001396 小泉 力輝(6)

豊受
(1396) ｺｲｽﾞﾐ ﾘｷ

100001400 斉藤 奨真(6)
豊受

(1400) ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ
17 伊勢崎殖蓮小 100001382 茂木 勇希(4)

殖蓮
(1382) ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｷ

100017 100001383 松島 竣成(6)
殖蓮

ﾅﾝﾊﾞｰ(1303) (1383) ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝｾｲ
100001384 髙橋 天海(6)

殖蓮
(1384) ﾀｶﾊｼ ﾃﾝｶｲ

100001385 三井田陸音(4)
殖蓮

(1385) ﾐｲﾀ ﾘｸﾄ
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1 渋川豊秋小Ｂ 200002110 田中 奏羽(6)

豊秋
(2110) ﾀﾅｶ ｿｳ

100001 200002111 伊藤 怜美(6)
豊秋

ﾅﾝﾊﾞｰ(2103) (2111) ｲﾄｳ ﾚﾐ
200002112 林 希咲(6)

豊秋
(2112) ﾊﾔｼ ｷｻｷ

200002113 石関 葉月(6)
豊秋

(2113) ｲｼｾﾞｷ ﾊﾂﾞｷ
2 渋川豊秋小Ａ 200002124 田村 菜々(6)

豊秋
(2124) ﾀﾑﾗ ﾅﾅ

100002 200002125 一場 咲穂(6)
豊秋

ﾅﾝﾊﾞｰ(2102) (2125) ｲﾁﾊﾞ ｻﾎ
200002126 中澤 沙綾(6)

豊秋
(2126) ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾔ

200002143 谷口すみれ(5)
豊秋

(2143) ﾀﾆｸﾞﾁ ｽﾐﾚ
3 嬬恋西部小 200000437 石井 夏葵(6)

嬬恋西部
(437) ｲｼｲ ﾅﾂｷ

100003 200000438 本間 美帆(6)
嬬恋西部

ﾅﾝﾊﾞｰ(401) (438) ﾎﾝﾏ ﾐﾎ
200000439 黒岩 美夢(6)

嬬恋西部
(439) ｸﾛｲﾜ ﾐﾕ

200000440 黒岩 望乃(6)
嬬恋西部

(440) ｸﾛｲﾜ ﾉﾉ
4 前橋桃井小 200001576 寺谷 舞香(5)

桃井
(1576) ﾃﾗﾔ ﾏｲｶ

100004 200001575 中村 花音(5)
桃井

ﾅﾝﾊﾞｰ(1509) (1575) ﾅｶﾑﾗ ｶﾉﾝ
200001573 阿久津円花(5)

桃井
(1573) ｱｸﾂ ﾏﾄﾞｶ

200001574 萱嶋 愛理(5)
桃井

(1574) ｶﾔｼﾏ ｱｲﾘ
5 前橋大胡小 200001584 福田 桃子(5)

大胡
(1584) ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓｺ

100005 200001583 堀内 花鈴(5)
大胡

ﾅﾝﾊﾞｰ(1506) (1583) ﾎﾘｳﾁ ｶﾘﾝ
200001582 平石 葵(5)

大胡
(1582) ﾋﾗｲｼ ｱｵｲ

200001581 福田 真子(5)
大胡

(1581) ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ
6 前橋細井小 200002330 鈴木 光希(6)

細井
(2330) ｽｽﾞｷ ﾐﾂｷ

100006 200002331 蛯名 彩(6)
細井

ﾅﾝﾊﾞｰ(2302) (2331) ｴﾋﾞﾅ ｱﾔ
200002332 石澤まひる(5)

細井
(2332) ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾋﾙ

200002333 黒岩 穂夏(5)
細井

(2333) ｸﾛｲﾜ ﾎﾅﾂ
7 前橋荒牧小Ｃ 200001586 横尾 美海(5)

荒牧
(1586) ﾖｺｵ ｳﾐ

100007 200001587 大谷 妃詩(5)
荒牧

ﾅﾝﾊﾞｰ(1507) (1587) ｵｵﾀﾆ ﾋﾅﾀ
200001588 金子 鈴香(5)

荒牧
(1588) ｶﾈｺ ｽｽﾞｶ

200001589 和田 章沙(5)
荒牧

(1589) ﾜﾀﾞ ｷｻ
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8 前橋荒牧小Ｂ 200001505 土田 有紗(6)

荒牧
(1505) ﾂﾁﾀﾞ ｱﾘｻ

100008 200001506 坂田 星来(6)
荒牧

ﾅﾝﾊﾞｰ(1502) (1506) ｻｶﾀ ｾｲﾗ
200001508 堀口 莉花(6)

荒牧
(1508) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｶ

200001509 千木良凜香(6)
荒牧

(1509) ﾁｷﾞﾗ ﾘﾝｶ
9 前橋荒牧小Ａ 200001501 小笠原亜優(6)

荒牧
(1501) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾕ

100009 200001503 岡田 梓(6)
荒牧

ﾅﾝﾊﾞｰ(1501) (1503) ｵｶﾀﾞ ｱｽﾞｻ
200001502 菊地 真由(6)

荒牧
(1502) ｷｸﾁ ﾏﾕ

200001504 横山 愛怜(6)
荒牧

(1504) ﾖｺﾔﾏ ｴﾚﾝ
10 前橋原小 200002001 岩﨑 珠奈(5)

原
(2001) ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾅ

100010 200002002 岡田 菜摘(5)
原

ﾅﾝﾊﾞｰ(2001) (2002) ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ
200002003 岡田 美咲(5)

原
(2003) ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ

200002005 山本 七々(5)
原

(2005) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ
11 前橋広瀬小 200001920 矢端 花和(6)

前橋広瀬
(1920) ﾔﾊﾞﾀ ﾊﾅｶ

100011 200001917 山本優南花(6)
前橋広瀬

ﾅﾝﾊﾞｰ(1901) (1917) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｶ
200001919 長井莉々夢(6)

前橋広瀬
(1919) ﾅｶﾞｲ ﾘﾘﾑ

200001918 玉井菜々花(6)
前橋広瀬

(1918) ﾀﾏｲ ﾅﾅｶ
12 渋川北小 200002128 松岡 和花(6)

渋川北
(2128) ﾏﾂｵｶ ﾉﾄﾞｶ

100012 200002129 吉澤 碧(6)
渋川北

ﾅﾝﾊﾞｰ(2101) (2129) ﾖｼｻﾞﾜ ｱｵｲ
200002130 橋爪 瑛(6)

渋川北
(2130) ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷ

200002145 村田 蒼空(5)
渋川北

(2145) ﾑﾗﾀ ｿﾗ
13 渋川三原田小Ｂ 200001520 藤川 幸奈(6)

三原田
(1520) ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｷﾅ

100013 200001521 戸丸 麗奈(6)
三原田

ﾅﾝﾊﾞｰ(1504) (1521) ﾄﾏﾙ ﾚﾅ
200001522 藤川 理穂(6)

三原田
(1522) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘﾎ

200001523 小山 葉生(6)
三原田

(1523) ｺﾔﾏ ﾊﾅ
14 渋川三原田小Ａ 200001519 後藤 柚香(6)

三原田
(1519) ｺﾞﾄｳ ﾕｽﾞｶ

100014 200001525 新井りりあ(6)
三原田

ﾅﾝﾊﾞｰ(1503) (1525) ｱﾗｲ ﾘﾘｱ
200001524 原 菜々花(6)

三原田
(1524) ﾊﾗ ﾅﾅｶ

200001532 狩野 恵捺(5)
三原田

(1532) ｶﾉｳ ｹｲﾅ
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15 渋川古巻小 200000657 津久井愛花(6)

古巻
(657) ﾂｸｲ ｱｲｶ

100015 200000658 樋口 紗菜(6)
古巻

ﾅﾝﾊﾞｰ(601) (658) ﾋｸﾞﾁ ｻﾅ
200000659 磯部 由佳(6)

古巻
(659) ｲｿﾍﾞ ﾕｶ

200000660 大中 愛海(6)
古巻

(660) ｵｵﾅｶ ｱｲﾐ
16 前橋山王小Ｃ 200002210 濵野 彩香(6)

山王
(2210) ﾊﾏﾉ ｱﾔｶ

100016 200002212 亀井 千風(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(2203) (2212) ｶﾒｲ ﾁｶｾﾞ
200002224 髙山 栞(5)

山王
(2224) ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾘ

200002225 山根 未緒(5)
山王

(2225) ﾔﾏﾈ ﾐｵ
17 前橋山王小Ｂ 200002214 高橋 心夏(6)

山王
(2214) ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ

100017 200002217 角田 さら(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(2202) (2217) ﾂﾉﾀﾞ ｻﾗ
200002218 西村 舞雪(6)

山王
(2218) ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕｷ

200002223 須田七夕夏(5)
山王

(2223) ｽﾀﾞ ﾅﾅｶ
18 前橋山王小Ａ 200002211 小暮 結希(6)

山王
(2211) ｺｸﾞﾚ ﾕｷ

100018 200002213 原島 日菜(6)
山王

ﾅﾝﾊﾞｰ(2201) (2213) ﾊﾗｼﾏ ﾋﾅ
200002215 勝田 結衣(6)

山王
(2215) ｶﾂﾀﾞ ﾕｲ

200002216 境野 愛理(6)
山王

(2216) ｻｶｲﾉ ｱｲﾘ
19 高崎城東小Ｂ 200001832 北村 凛花(5)

高崎城東
(1832) ｷﾀﾑﾗ ﾘﾝｶ

100019 200001833 小菅美優奈(6)
高崎城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(1802) (1833) ｺｽｹﾞ ﾐﾕﾅ
200001834 末村 祥子(6)

高崎城東
(1834) ｽｴﾑﾗ ｼｮｳｺ

200001835 小笠原あすな(6)
高崎城東

(1835) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｽﾅ
20 高崎城東小Ａ 200001828 渡丸 希愛(5)

高崎城東
(1828) ﾄﾏﾙ ﾉｴ

100020 200001829 長谷川美花(6)
高崎城東

ﾅﾝﾊﾞｰ(1801) (1829) ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾅ
200001830 宇津木 瞳(6)

高崎城東
(1830) ｳﾂｷﾞ ﾋﾄﾐ

200001831 川原 沙月(6)
高崎城東

(1831) ｶﾜﾊﾗ ｻﾂｷ
21 高崎金古小Ｄ 200000368 石関 花音(5)

金古
(368) ｲｼｾﾞｷ ｶﾉﾝ

100021 200000369 高橋 由依(5)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(304) (369) ﾀｶﾊｼ ﾕｲ
200000374 戸塚 友惟(5)

金古
(374) ﾄﾂﾞｶ ﾕｳｲ

200000373 菱沼 千賀(5)
金古

(373) ﾋｼﾇﾏ ﾁｶ



みんなで走ろう！ Page:4
平成27年度 第19回 群馬県小学生陸上競技記録会 2015/09/13 16:16
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及び補助陸上競技場

女子共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
22 高崎金古小Ｃ 200000375 岡部 莉奈(5)

金古
(375) ｵｶﾍﾞ ﾘﾅ

100022 200000359 山田 碧(6)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(303) (359) ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ
200000357 代田 莉子(6)

金古
(357) ｼﾛﾀ ﾘｺ

200000362 新宮 萌世(6)
金古

(362) ｼﾝｸﾞｳ ﾓﾖ
23 高崎金古小Ｂ 200000360 岡田 小羽(6)

金古
(360) ｵｶﾀﾞ ｺﾊﾈ

100023 200000354 松本 茉季(6)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(302) (354) ﾏﾂﾓﾄ ﾌｷ
200000367 大塚 百夏(5)

金古
(367) ｵｵﾂｶ ﾓﾓｶ

200000355 阿部 祐李(6)
金古

(355) ｱﾍﾞ ﾕﾘ
24 高崎金古小Ａ 200000370 渡邉 瑞季(5)

金古
(370) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

100024 200000358 浦野 友花(6)
金古

ﾅﾝﾊﾞｰ(301) (358) ｳﾗﾉ ﾄﾓｶ
200000356 小池 胡桃(6)

金古
(356) ｺｲｹ ｸﾙﾐ

200000353 渡邉 綾夏(6)
金古

(353) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ
25 群大附属小 200002318 竹 和沙(5)

群大附属
(2318) ﾀｹ ｶｽﾞｻ

100025 200002320 桑原 希望(5)
群大附属

ﾅﾝﾊﾞｰ(2301) (2320) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ
200002321 熊木 杏菜(5)

群大附属
(2321) ｸﾏｷ ｱﾝﾅ

200002322 塚田 華乃(5)
群大附属

(2322) ﾂｶﾀﾞ ｶﾉ
26 桐生境野小 200001207 外山 美羽(6)

境野
(1207) ｿﾄﾔﾏ ﾐｳ

100026 200001211 松本しおり(6)
菱

ﾅﾝﾊﾞｰ(1201) (1211) ﾏﾂﾓﾄ ｼｵﾘ
200001213 小堀 伶菜(6)

天沼
(1213) ｺﾎﾞﾘ ﾚﾅ

200001220 松田 琉那(6)
大間々北

(1220) ﾏﾂﾀﾞ ﾙﾅ
27 伊勢崎殖蓮小 200001364 茂木 美那(6)

殖蓮
(1364) ﾓﾃｷﾞ ﾐﾅ

100027 200001365 大島里緒奈(6)
殖蓮

ﾅﾝﾊﾞｰ(1302) (1365) ｵｵｼﾏ ﾘｵﾅ
200001366 小畑 彩葉(6)

殖蓮
(1366) ｺﾊﾞﾀｹ ｱﾔﾊ

200001367 野永 倖未(6)
殖蓮

(1367) ﾉﾅｶﾞ ｺｳﾐ
28 伊勢崎宮郷第二小 200001392 原田 愛来(6)

宮郷第二
(1392) ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾅ

100028 200001311 中島 栞(6)
宮郷第二

ﾅﾝﾊﾞｰ(1303) (1311) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ
200001387 小池 優香(6)

宮郷第二
(1387) ｺｲｹ ﾕｳｶ

200001309 久保田優花(6)
宮郷第二

(1309) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｶ
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29 安中後閑小 200000707 櫻井 嗣巳(6)

後閑
(707) ｻｸﾗｲ ﾂｸﾞﾐ

100029 200000708 上原 千奈(6)
後閑

ﾅﾝﾊﾞｰ(701) (708) ｳｴﾊﾗ ﾁﾅ
200000709 宮下まりあ(6)

後閑
(709) ﾐﾔｼﾀﾏﾘｱ

200000710 田村 瑠華(6)
後閑

(710) ﾀﾑﾗ ﾙｶ




