
第２６回　ライスカップ駅伝　男子　登録選手一覧表
大会当日に提出するオーダー用紙には、
この一覧表に記載の選手番号（氏名欄の右端の番号）を記入してください。

高崎市陸上競技協会 № １，７
監督 佐藤　丈志

指導者 吉田　直樹
中村　和夫
吉井　朝美
山藤　　暢

選手 選手番号
100000101 小澤　京征(6) ｵｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 高崎市立箕輪小 101
100000102 吉田　匠吾(6) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 高崎市立京ヶ島小 102
100000103 瀧野　直峻(6) ﾀｷﾉ ﾅｵﾀｶ 高崎市立箕郷東小 103
100000104 髙橋　幸佑(6) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 高崎市立城南小 104
100000105 塚越　　礼(6) ﾂｶｺﾞｼ ﾚｲ 高崎市立新高尾小 105
100000106 坂下航太郎(6) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ 高崎市立倉賀野小 106
100000107 浅見　彪央(6) ｱｻﾐ ﾋｮｳﾎｳ 高崎市立新高尾小 107
100000108 梅澤　力生(6) ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｷ 高崎市立東部小 108
100000109 重田　利家(6) ｼｹﾞﾀ ﾄｼｲｴ 高崎市立箕輪小 109
100000110 山根　康生(6) ﾔﾏﾈ ｺｳｾｲ 高崎市立城東小 110
100000111 山藤　僚真(5) ｻﾝﾄｳ ﾘｮｳﾏ 高崎市立桜山小 111
100000112 鈴木　脩斗(5) ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ 高崎市立中居小 112
100000113 中嶋　亮太(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 高崎市立東部小 113
100000114 阿久澤侑佑(5) ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 高崎市立南小 114
100000115 青木　大翔(5) ｱｵｷ ﾋﾛﾄ 高崎市立城東小 115
100000116 佐藤　颯真(5) ｻﾄｳ ｿｳﾏ 高崎市立城東小 116

アラマキッズ № ２，１３
監督 荒牧　敏行

指導者 甲斐　俊輔
中野　　保
石川美智雄
引田　秀明

選手 選手番号
100000201 中野　　匠(6) ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 高崎市立倉賀野小 201
100000202 新井虎次郎(5) ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 藤岡市立美土里小 202
100000203 関　　駿斗(5) ｾｷ ﾊﾔﾄ 沼田市立沼田小 203
100000204 佐藤　仁瑛(6) ｻﾄｳ ｼﾞﾝｴｲ 高崎市立南小 204
100000205 鳥屋　拓未(6) ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ 高崎市立北部小 205
100000206 杉森　星彦(6) ｽｷﾞﾓﾘ ﾎｼﾋｺ 高崎市立倉賀野小 206
100000207 金子正之助(6) ｶﾈｺ ｾｲﾉｽｹ 高崎市立城東小 207
100000208 面田　拓輝(5) ｵﾓﾀﾞ ﾋﾛｷ 高崎市立桜山小 208
100000209 引田　裕太(5) ﾋｷﾀﾞ ﾕｳﾀ 高崎市立城南小 209
100000210 箱田　向哉(6) ﾊｺﾀﾞ ｺｳﾔ 高崎市立東部小 210
100000211 石川　瑞樹(5) ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 富岡市立高瀬小 211
100000212 岸　　　充(6) ｷｼ ﾐﾂﾙ 高崎市立金古南小 212
100000213 井口　裕斗(6) ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾄ 高崎市立東部小 213
100000214 金川真之典(6) ｶﾅｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ 高崎市立六郷小 214
100000215 長谷川凌真(5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 高崎市立乗附小 215
100000216 田代涼太郎(5) ﾀｼﾛ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高崎市立倉賀野小 216



おおたスポーツアカデミー № ３
監督 金子　典夫

指導者 金子　裕光
尾下　則弘

選手 選手番号
100000301 山岸　尚聖(6) ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵﾄ 太田市立九合小 301
100000302 関　　風太(6) ｾｷ ﾌｳﾀ 太田市立九合小 302
100000303 石橋　侑眞(6) ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾏ 太田市立旭小 303
100000304 村田　幸翼(5) ﾑﾗﾀ ｺｳｽｹ 大泉町立東小 304
100000305 永田　　大(5) ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛ 太田市立九合小 305
100000306 多賀谷滉世(5) ﾀｶﾞﾔ ｺｳｾｲ 太田市立韮川小 306
100000307 岡部　健人(5) ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾄ 太田市立城西小 307

安中市陸上競技協会 № ４，１４
監督 林　　健二

安井　　航
指導者 伊田　悠一

根本　　剛
芳賀　弘幸
軽部　幸一

選手 選手番号
100000401 上原　真翔(6) ｳｴﾊﾗ ﾏﾅﾄ 安中市立安中小 401
100000402 伊丹　柚貴(6) ｲﾀﾐ ﾕｽﾞｷ 安中市立原市小 402
100000403 松木　温成(6) ﾏﾂｷ ｵﾝｾｲ 安中市立原市小 403
100000404 岩田　颯斗(6) ｲﾜﾀ ﾊﾔﾄ 安中市立原市小 404
100000405 小板橋奏大(6) ｺｲﾀﾊﾞｼ ｿｳﾀ 安中市立原市小 405
100000406 岩井　絢哉(6) ｲﾜｲ ｼﾞｭﾝﾔ 安中市立原市小 406
100000407 萩原　優太(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 安中市立原市小 407
100000408 佐藤　悠理(5) ｻﾄｳ ﾕｳﾘ 安中市立原市小 408
100000409 柳生　勇多(6) ﾔｷﾞｭｳ ﾕｳﾀ 安中市立磯部小 409
100000410 樋口　尚輝(6) ﾋｸﾞﾁ ﾅｵｷ 安中市立磯部小 410
100000411 小井戸泰成(6) ｺｲﾄﾞ ﾀｲｾｲ 安中市立東横野小 411
100000412 野口　魁人(6) ﾉｸﾞﾁ ｶｲﾄ 安中市立碓東小 412
100000413 竹之内　聖(5) ﾀｹﾉｳﾁ ﾋｼﾞﾘ 安中市立碓東小 413
100000414 波潟　琉心(5) ﾅﾐｶﾞﾀ ﾘｭｳｼﾝ 安中市立碓東小 414
100000415 原田　晃生(6) ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ 安中市立碓東小 415
100000416 上原　秀斗(6) ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄ 安中市立後閑小 416



渋川陸上競技クラブ № ５，１０
監督 酒井　希芳

大友　　剛
指導者 西井　　浩

養田　　剛
伊藤　竜司
加藤　佳子

選手 選手番号
100000501 橋本　紘征(6) ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 吉岡町立駒寄小 501
100000502 山本　海翔(6) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 吉岡町立駒寄小 502
100000503 大囿龍之介(6) ｵｵｿﾞﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 吉岡町立駒寄小 503
100000504 鈴木　剛太(6) ｽｽﾞｷ ｺﾞｳﾀ 吉岡町立駒寄小 504
100000505 中島　　伶(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 吉岡町立駒寄小 505
100000506 瀧上　創太(6) ﾀｷｶﾞﾐ ｱﾗﾀ 吉岡町立駒寄小 506
100000507 木村　光作(6) ｷﾑﾗ ｺｳｻｸ 吉岡町立駒寄小 507
100000508 後藤　夢叶(5) ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 吉岡町立駒寄小 508
100000509 林　　京平(6) ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 渋川市立金島小 509
100000510 飯塚　和生(6) ｲｲﾂﾞｶ ﾅｵ 渋川市立金島小 510
100000511 渡辺　遊佐(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｻ 渋川市立金島小 511
100000512 小野里優悟(6) ｵﾉｻﾞﾄ ﾕｳｺﾞ 渋川市立金島小 512
100000513 松村　幸紀(6) ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｷ 渋川市立金島小 513
100000514 岡村　　武(6) ｵｶﾑﾗ ﾀｹﾙ 渋川市立金島小 514
100000515 室橋　一颯(5) ﾑﾛﾊｼ ｲﾌﾞｷ 渋川市立金島小 515
100000516 石田　雄大(5) ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 渋川市立金島小 516

伊勢崎陸上競技クラブ № ６，２２
監督 坂田　和彦

指導者 関上　尚史
阪本　和英
渋澤　幸平
根岸　敬仁

選手 選手番号
100000601 大塚　　蒼(6) ｵｵﾂｶ ｿｳ 玉村町立玉村小 601
100000602 松島　竣成(6) ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝｾｲ 伊勢崎市立殖蓮小 602
100000603 吉澤　　優(5) ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳ 伊勢崎市立宮郷小 603
100000604 青木　瑠郁(6) ｱｵｷ ﾙｲ 伊勢崎市立豊受小 604
100000605 高橋　天海(6) ﾀｶﾊｼ ﾃﾝｶｲ 伊勢崎市立殖蓮小 605
100000606 古川　京介(6) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｽｹ 玉村町立南小 606
100000607 糸井　大貴(5) ｲﾄｲ ﾀﾞｲｷ 伊勢崎市立宮郷第二小 607
100000608 古澤　堅心(6) ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｼﾝ 伊勢崎市立三郷小 608
100000609 日野原拓也(5) ﾋﾉﾊﾗ ﾀｸﾔ 伊勢崎市立豊受小 609
100000610 一宮　厳毅(6) ｲﾁﾉﾐﾔ ｹﾞﾝｷ 伊勢崎市立茂呂小 610
100000611 中野壮一朗(6) ﾅｶﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊勢崎市立三郷小 611
100000612 一場　琉聖(5) ｲﾁﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ みどり市立大間々南小 612
100000613 折原　　宙(6) ｵﾘﾊﾗ ｿﾗ 伊勢崎市立宮郷第二小 613
100000614 水澤　健吾(6) ﾐｽﾞｻﾜ ｹﾝｺﾞ 伊勢崎市立広瀬小 614
100000615 島田　　航(6) ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 伊勢崎市立北第二小 615
100000616 松丸健太郎(5) ﾏﾂﾏﾙ ｹﾝﾀﾛｳ 伊勢崎市立名和小 616



吾妻榛嶺クラブ № ８，１９
監督 大竹　一夫

指導者 冨沢　良治
河原田和紀
市川　孝純
田中　彰悟

選手 選手番号
100000801 塩原　　匠(6) ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 中之条町立中之条小 801
100000802 加邉　直哉(6) ｶﾍﾞ ﾅｵﾔ 中之条町立中之条小 802
100000803 福島　大雅(6) ﾌｸｼﾏ ﾀｲｶﾞ 中之条町立中之条小 803
100000804 關　　空翔(6) ｾｷ ｿﾗﾄ 東吾妻町立東小 804
100000805 矢嶋　克槻(6) ﾔｼﾞﾏ ｶﾂｷ 東吾妻町立原町小 805
100000806 松島　康太(6) ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾀ 中之条町立中之条小 806
100000807 高橋　大地(6) ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 中之条町立中之条小 807
100000808 中島　快翔(6) ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 東吾妻町立原町小 808
100000809 滝澤　伸介(6) ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｽｹ 東吾妻町立坂上小 809
100000810 朝比奈大翔(6) ｱｻﾋﾅ ﾋﾛﾄ 東吾妻町立原町小 810
100000811 塚越　侑斗(6) ﾂｶｺﾞｼ ﾕｳﾄ 中之条町立中之条小 811
100000812 宮﨑　　洋(6) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ 中之条町立中之条小 812
100000813 永田　　柊(6) ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳ 東吾妻町立東小 813
100000814 木檜　成人(6) ｺｸﾞﾚ ﾅﾙﾋﾄ 東吾妻町立原町小 814
100000815 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳｾｲ 東吾妻町立東小 815
100000816 武藤　柊人(6) ﾑﾄｳ ｼｭｳﾄ 中之条町立六合小 816

前橋市陸上競技協会 № ９
監督 寺井　和明

指導者 星野　慎也
佐藤　　誠

選手 選手番号
100000901 高橋　琉生(5) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 前橋市立荒子小 901
100000902 草處　梓音(6) ｸｻﾄﾞｺﾛ ｼｵﾝ 前橋市立敷島小 902
100000903 浜名　　欧(6) ﾊﾏﾅ ｵｳ 前橋市立新田小 903
100000904 吉良真之介(6) ｷﾗ ｼﾝﾉｽｹ 前橋市立若宮小 904
100000905 河原　健翔(6) ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾄ 前橋市立城東小 905
100000906 山田　理基(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｷ 前橋市立大胡小 906
100000907 一ノ瀬雅知也(6) ｲﾁﾉｾ ﾏﾁﾔ 前橋市立天川小 907
100000908 関口　海都(6) ｾｷｸﾞﾁ ｶｲﾄ 前橋市立滝窪小 908

桐生市陸上競技協会 № １１
監督 正田　浩之

　
指導者 石島　　保

田川　昇一

選手 選手番号
100001101 帰山　侑大(6) ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 桐生市立北小 1101
100001102 伊藤　　舜(6) ｲﾄｳ ｼｭﾝ 桐生市立桜木小 1102
100001103 三宅　諒瞳(6) ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾄ 桐生市立菱小 1103
100001104 小此木海翔(6) ｵｺﾉｷﾞ ｳﾐ 桐生市立菱小 1104
100001105 小林　　司(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ みどり市立大間々東小 1105
100001106 丸山　陸大(6) ﾏﾙﾔﾏ ﾘｸﾀ 桐生市立天沼小 1106
100001107 伊藤　　涼(6) ｲﾄｳ ﾘｮｳ 桐生市立桜木小 1107
100001108 北村　　匠(5) ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 桐生市立川内小 1108



境クラブ № １２
監督 高木　一哉

指導者 五十嵐利男
久保田　亨

選手 選手番号
100001201 富田　琉仁(6) ﾄﾐﾀ ﾙｲﾄ 伊勢崎市立境剛志小 1201
100001202 小此木琳大郎(6) ｵｺﾉｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 伊勢崎市立豊受小 1202
100001203 深町　寛矛(6) ﾌｶﾏﾁ ﾋﾛﾑ 伊勢崎市立豊受小 1203
100001204 井上　日喜(6) ｲﾉｳｴ ﾋﾖｼ 伊勢崎市立豊受小 1204
100001205 原島凜輝斗(5) ﾊﾗｼﾏ ﾘｷﾄ 伊勢崎市立豊受小 1205
100001206 関口　岬(5) ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 伊勢崎市立境采女小 1206
100001207 柴野　翔斗(5) ｼﾊﾞﾉ ｼｮｳﾄ 伊勢崎市立豊受小 1207
100001208 松山　大空(5) ﾏﾂﾔﾏ ｿﾗ 伊勢崎市立境剛志小 1208

沼田市陸上クラブ № １５
監督 吉岡　　明

指導者 田中　　檀
山田　　豊

選手 選手番号
100001501 大楢　龍輝(6) ｵｵﾅﾗ ﾘｭｳｷ 沼田市立利根西小 1501
100001502 宮下　流綺(6) ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 沼田市立川田小 1502
100001503 中村　元　(6) ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 沼田市立沼田東小 1503
100001504 清水　康生(5) ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 沼田市立利根西小 1504
100001505 鈴木  望翔(6) ｽｽﾞｷ ﾐﾋﾛ 沼田市立薄根小 1505
100001506 戸田  貫太(6) ﾄﾀﾞ ｶﾝﾀ 沼田市立薄根小 1506
100001507 石田　晴大(5) ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 沼田市立沼田北小 1507
100001508 金子　隼士(5) ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ 沼田市立薄根小 1508

新田陸上競技倶楽部 № １６
監督 石川　　操

指導者 須田甚一郎
大島　康伸

選手 選手番号
100001601 村上　修斗(6) ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳﾄ 太田市立藪塚本町小 1601
100001602 図子田　侑(6) ｽﾞｼﾀﾞ ﾕｳ 太田市立藪塚本町小 1602
100001603 田村　　圭(6) ﾀﾑﾗ ｹｲ 太田市立藪塚本町小 1603
100001604 松島尚央人(6) ﾏﾂｼﾏ ﾅｵﾄ 太田市立生品小 1604
100001605 小林　俊也(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 太田市立宝泉小 1605
100001606 大関　胡南(5) ｵｵｾﾞｷ ｺﾅﾝ 太田市立藪塚本町南小 1606
100001607 大島康世委(5) ｵｵｼﾏ ｺｳｾｲ 太田市立藪塚本町南小 1607
100001608 三木　真仁(5) ﾐｷ ﾏﾅﾄ 太田市立綿打小 1608



藤岡市陸上競技クラブ № １７
監督 高田　明彦

指導者 松本　博明
根岸　勝良

選手 選手番号
100001701 柳井　宥哉(6) ﾔﾅｲ 藤岡市立藤岡第二小 1701
100001702 前村　帝明(6) ﾏｴﾑﾗ 藤岡市立藤岡第二小 1702
100001703 世永　翔大(5) ﾖﾅｶﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 藤岡市立平井小 1703
100001704 馬場　浩輔(5) ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｽｹ 藤岡市立藤岡第二小 1704
100001705 松原　宇汰(5) ﾏﾂﾊﾞﾗ 藤岡市立藤岡第二小 1705
100001706 小暮　悠斗(6) ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾄ 藤岡市立美土里小 1706
100001707 飯島　楓太(6) ｲｲｼﾞﾏ ﾌｳﾀ 藤岡市立小野小 1707
100001708 内田　英貴(6) ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 藤岡市立小野小 1708
100001709 小野澤愛希(6) ｵﾉｻﾞﾜ ﾖｼｷ 藤岡市立平井小 1709

勢多陸上競技クラブ № １８，２３
監督 柳井　克好

山田　和豊
指導者 岩田　拓也

小林　健一
下田　雄大
柳井　定義

選手 選手番号
100001801 久保田智樹(6) ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓｷ 前橋市立大胡小 1801
100001802 澤田　一秀(6) ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 前橋市立大胡小 1802
100001803 高橋　光希(6) ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 前橋市立大胡小 1803
100001804 渡邉　誠人(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 前橋市立大胡小 1804
100001805 小澤　静也(6) ｵｻﾞﾜ ｼｽﾞﾔ 前橋市立大胡小 1805
100001806 徳重　翔太(6) ﾄｸｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 前橋市立大胡小 1806
100001807 岡田　柚人(6) ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 前橋市立大胡小 1807
100001808 松本　優世(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｾｲ 前橋市立大胡小 1808
100001809 清水怜旺奈(6) ｼﾐｽﾞ ﾚｵﾅ 前橋市立粕川小 1809
100001810 安藤　主朗(6) ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾛｳ 前橋市立大胡東小 1810
100001811 安藤　有輝(5) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 前橋市立大胡小 1811
100001812 上野　陽向(5) ｳｴﾉ ﾋﾅﾀ 前橋市立大胡小 1812
100001813 新井　尋斗(5) ｱﾗｲ ﾋﾛﾄ 前橋市立大胡小 1813
100001814 神山　将太(5) ｶﾐﾔﾏ ｼｮｳﾀ 前橋市立大胡小 1814
100001815 小野　悠馬(5) ｵﾉ ﾕｳﾏ 前橋市立白川小 1815
100001816 廣橋　一真(5) ﾋﾛﾊｼ ｶｽﾞﾏ 前橋市立白川小 1816



富岡市陸上競技協会 № ２０
監督 原田　　明

指導者 相馬　正己
中野　正三

選手 選手番号
100002001 堀口　花道(6) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾅﾐﾁ 甘楽町立福島小 2001
100002002 山田　灯流(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲﾙ 富岡市立黒岩小 2002
100002003 丸山　慶介(6) ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 富岡市立西小 2003
100002004 飯野　剛史(5) ｲｲﾉ ﾀｶﾌﾐ 富岡市立小野小 2004
100002005 鈴木　大夢(6) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾑ 富岡市立西小 2005
100002006 寺田　航大(6) ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 富岡市立富岡小 2006
100002007 茂木　大知(6) ﾓﾃｷ ﾀﾞｲﾁ 富岡市立富岡小 2007
100002008 神保　璃青(6) ｼﾞﾝﾎﾞ ﾘｵ 富岡市立富岡小 2008

碓氷陸上競技クラブ № ２１
監督 佐藤　　勇

指導者 武井　　透
萩原　裕子

選手 選手番号
100002101 茂木　幹太(5) ﾓｷﾞ ｶﾝﾀ 安中市立西横野小 2101
100002102 佐俣　洸太(6) ｻﾏﾀ ｺｳﾀ 安中市立西横野小 2102
100002103 堀口　憂人(6) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 安中市立西横野小 2103
100002104 荻原　優希(6) ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 安中市立西横野小 2104
100002105 海老原旺典(5) ｴﾋﾞﾊﾗ ｵｳｽｹ 安中市立細野小 2105
100002106 上原　淳暉(6) ｳｴﾊﾗ ｱﾂｷ 安中市立細野小 2106
100002107 青木　将哉(6) ｱｵｷ ﾏｻﾔ 安中市立磯部小 2107
100002108 黛　　歩望(5) ﾏﾕｽﾞﾐ ｱﾕﾑ 安中市立西横野小 2108

利根陸上競技クラブ № ２４
監督 青木　永次

指導者 今成　　亮
髙井　敏彦

選手 選手番号
100002401 新井　鷹輝(6) ｱﾗｲ ﾀｶﾃﾙ 昭和村立大河原小 2401
100002402 渡辺　　匠(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 昭和村立東小 2402
100002403 髙橋　賢太(5) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 片品村立片品小 2403
100002404 入澤　知丸(5) ｲﾘｻﾜ ﾁﾏﾙ 片品村立片品小 2404
100002405 原澤　英佑(5) ﾊﾗｻﾜ ｴｲｽｹ みなかみ町立古馬牧小 2405
100002406 石坂　天樹(5) ｲｼｻﾞｶ ﾃﾝｼﾞｭ みなかみ町立水上小 2406
100002407 伊藤　雄飛(5) ｲﾄｳ ﾕｳﾋ みなかみ町立古馬牧小 2407


