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

アラマキッズ № １，３
監督 荒牧　敏行

指導者 甲斐　俊輔
野口　真弓
中嶋　茂樹
鈴木　康弘

選手 選手番号
200000101 野口　未優(6) ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ 高崎市立金古小 101
200000102 清水　華帆(6) ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 藤岡市立神流小 102
200000103 土田　心杏(5) ﾂﾁﾀﾞ ｺｺｱ 高崎市立長野小 103
200000104 長谷川菜奈(5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ 高崎市立城東小 104
200000105 菊地　亜美(5) ｷｸﾁ ｱﾐ 高崎市立中居小 105
200000106 中嶋千紗都(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾄ 高崎市立北小 106
200000107 鈴木菜奈葉(5) ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾊ 高崎市立長野小 107
200000108 福島　紡希(5) ﾌｸｼﾏ ﾂﾑｷﾞ 藤岡市立藤岡第二小 108
200000109 中村　美月(5) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 高崎市立豊岡小 109
200000110 松岡　愛優(5) ﾏﾂｵｶ ｱﾕ 高崎市立六郷小 110
200000111 神戸まひる(5) ｶﾝﾍﾞ ﾏﾋﾙ 高崎市立南陽台小 111
200000112 堤　　七香(6) ﾂﾂﾐ ﾅﾅｶ 高崎市立中居小 112
200000113 菊地　愛美(6) ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ 高崎市立塚沢小 113
200000114 中島ほのか(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 高崎市立北小 114
200000115 黒澤　綾音(5) ｸﾛｻﾜ ｱﾔﾈ 高崎市立城東小 115
200000116 小川明日香(5) ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ 高崎市立北小 116

おおたスポーツアカデミー № ２
監督 金子　典夫

指導者 金子　裕光
尾下　則弘

選手 選手番号
200000201 阿部　百花(6) ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 太田市立休泊小 201
200000202 本田ひめ梨(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾒﾘ 太田市立宝泉東小 202
200000203 山下　真奈(6) ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ 太田市立休泊小 203
200000204 齋藤　佳音(6) ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 太田市立城西小 204
200000205 近藤　理穏(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾝ ぐんま国際アカデミー 205
200000206 堀越　優光(6) ﾎﾘｺｼ ﾕｳﾐ 太田市立駒形小 206
200000207 須藤　美姫(6) ｽﾄｳ ﾐｷ 館林市立第一小 207
200000208 荒木　桃子(5) ｱﾗｷ ﾓﾓｺ 太田市立沢野小 208
200000209 今　　美里(5) ｺﾝ ﾐｻﾄ 太田市立旭小 209



高崎市陸上競技協会 № ４，１１
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
200000401 橋本さくら(6) ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ 高崎市立上郊小 401
200000402 伊勢川芽生(6) ｲｾｶﾞﾜ ﾒｲ 高崎市立京ヶ島小 402
200000403 貝塚　美月(6) ｶｲﾂﾞｶ ﾐﾂﾞｷ 高崎市立六郷小 403
200000404 上原　瑞稀(6) ｳｴﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 高崎市立上郊小 404
200000405 宇津木　瞳(6) ｳﾂｷﾞ ﾋﾄﾐ 高崎市立城東小 405
200000406 栗原希乃葉(6) ｸﾘﾊﾗ ﾉﾉﾊ 高崎市立桜山小 406
200000407 近藤　伶美(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾐ 高崎市立京ヶ島小 407
200000408 星野ひかる(6) ﾎｼﾉ ﾋｶﾙ 高崎市立片岡小 408
200000409 小澤　怜奈(6) ｵｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 高崎市立箕輪小 409
200000410 篠原　奈帆(6) ｼﾉﾊﾗ ﾅﾎ 高崎市立箕輪小 410
200000411 梁瀬　　華(6) ﾔﾅｾ ﾊﾅ 高崎市立南小 411
200000412 吉田　早希(6) ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 高崎市立吉井小 412
200000413 柴崎美侑菜(6) ｼﾊﾞｻｷ ﾐﾕﾅ 高崎市立国府小 413
200000414 太田　　舞(5) ｵｵﾀ ﾏｲ 高崎市立箕輪小 414
200000415 八木　風歌(5) ﾔｷﾞ ﾌｳｶ 高崎市立京ヶ島小 415
200000416 柴山菜乃実(5) ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ 高崎市立六郷小 416

渋川陸上競技クラブ № ５，１０
監督 酒井　希芳

佐藤　繁芳
指導者 養田　　剛

西井　　浩
野口　直樹　
石田　淳一

選手 選手番号
200000501 小堀千枝里(6) ｺﾎﾞﾘ ﾁｴﾘ 吉岡町立駒寄小 501
200000502 登坂　琉衣(6) ﾄｻｶ ﾙｲ 吉岡町立駒寄小 502
200000503 片貝　望恵(6) ｶﾀｶﾞｲ ﾉｴ 吉岡町立駒寄小 503
200000504 宮田　莉和(6) ﾐﾔﾀ ﾘｵ 吉岡町立駒寄小 504
200000505 床爪　穂香(5) ﾄｺﾂﾞﾒ ﾎﾉｶ 吉岡町立駒寄小 505
200000506 青木麻那花(5) ｱｵｷ ﾏﾅｶ 吉岡町立駒寄小 506
200000507 篠原来玲愛(5) ｼﾉﾊﾗ ｸﾚｱ 吉岡町立駒寄小 507
200000508 篠田　璃希(5) ｼﾉﾀﾞ ﾘﾉ 吉岡町立駒寄小 508
200000509 樋口  紗菜(6) ﾋｸﾞﾁ ｻﾅ 渋川市立古巻小 509
200000510 星野　心愛(6) ﾎｼﾉ ｺｺｱ 渋川市立古巻小 510
200000511 土橋　凜花(6) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾘﾝｶ 渋川市立古巻小 511
200000512 津久井愛花(6) ﾂｸｲ ｱｲｶ 渋川市立古巻小 512
200000513 大村  悠花(5) ｵｵﾑﾗ ﾕｳｶ 渋川市立古巻小 513
200000514 渡邉　　凜(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 渋川市立古巻小 514
200000515 角田　愛菜(5) ﾂﾉﾀﾞ ｱｲﾅ 渋川市立古巻小 515
200000516 竹内  彩乃(6) ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾉ 渋川市立古巻小 516



吾妻榛嶺クラブ № ６，１５
監督 山﨑　克彦

指導者 冨沢　良治
河原田和紀
田中　智一
関　　裕之

選手 選手番号
200000601 竹和　　凜(6) ﾀｹﾜ ﾘﾝ 中之条町立中之条小 601
200000602 島村　愛菜(6) ｼﾏﾑﾗ ｱｲﾅ 中之条町立中之条小 602
200000603 本多　来依(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ 草津町立草津小 603
200000604 本多　留依(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾙｲ 草津町立草津小 604
200000605 荻原　沙和(6) ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾜ 東吾妻町立原町小 605
200000606 鈴木　愛唯(6) ｽｽﾞｷ ｱｲ 東吾妻町立原町小 606
200000607 田中あいり(6) ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 東吾妻町立岩島小 607
200000608 唐澤ひかり(6) ｶﾗｻﾜ ﾋｶﾘ 東吾妻町立東小 608
200000609 霜田　羽那(6) ｼﾓﾀﾞ ﾊﾅ 長野原町立中央小 609
200000610 黒岩　真優(6) ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 嬬恋村立西部小 610
200000611 田村　綾里(5) ﾀﾑﾗ ｱﾔﾘ 中之条町立中之条小 611
200000612 及川　愛梨(5) ｵｲｶﾜ ｱｲﾘ 中之条町立中之条小 612
200000613 青栁　　天(5) ｱｵﾔｷﾞ ｿﾗ 中之条町立中之条小 613
200000614 田村　莉乃(5) ﾀﾑﾗ ﾘﾉ 中之条町立中之条小 614
200000615 茂木　悠貴(5) ﾓﾃｷﾞ ﾕｷ 東吾妻町立坂上小 615
200000616 市村　紅葉(5) ｲﾁﾑﾗ ｸﾚﾊ 東吾妻町立原町小 616

安中市陸上競技協会 № ７，１６
監督 細川　　努

大塚　　努
指導者 岩井　潤一

高橋　茂樹
小澤　康通
上原　　武

選手 選手番号
200000701 小林　彩奈(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 安中市立安中小 701
200000702 澤田　千歳(6) ｻﾜﾀﾞ ﾁﾄｾ 安中市立安中小 702
200000703 中嶋　真菜(6) ﾅｶｼﾞﾏ ､ｱﾅ 安中市立安中小 703
200000704 阿部田莉月(6) ｱﾍﾞﾀ ﾘﾂﾞｷ 安中市立安中小 704
200000705 椎名　光優(6) ｼｲﾅ ﾐｭｳ 安中市立原市小 705
200000706 髙山　若菜(6) ﾀｶﾔﾏ ﾜｶﾅ 安中市立原市小 706
200000707 萩原　里菜(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘﾅ 安中市立原市小 707
200000708 高木なるみ(5) ﾀｶｷﾞ ﾅﾙﾐ 安中市立原市小 708
200000709 島﨑　香蓮(6) ｼﾏｻﾞｷ ｶﾚﾝ 安中市立原市小 709
200000710 有阪早紀子(6) ｱﾘｻｶ ｻｷｺ 安中市立原市小 710
200000711 野村　未桜(6) ﾉﾑﾗ ﾐｵ 安中市立磯部小 711
200000712 今井　新菜(6) ｲﾏｲ ﾆｲﾅ 安中市立碓東小 712
200000713 宮下まりあ(6) ﾐﾔｼﾀ ﾏﾘｱ 安中市立後閑小 713
200000714 生駒　栞那(6) ｲｺﾏ ｶﾝﾅ 安中市立後閑小 714
200000715 櫻井　嗣巳(6) ｻｸﾗｲ ﾂｸﾞﾐ 安中市立後閑小 715
200000716 上原　千奈(6) ｳｴﾊﾗ ﾁﾅ 安中市立後閑小 716



前橋市陸上競技協会 № ８
監督 寺井　和明

指導者 星野　慎也
青木由香里

選手 選手番号
200000801 町田　結香(6) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｶ 前橋市立桂萱東小 801
200000802 伊藤　知歩(6) ｲﾄｳ ﾁﾎ 吉岡町立明治小 802
200000803 戸塚　　葵(6) ﾄﾂﾞｶ ｱｵｲ 前橋市立桂萱小 803
200000804 鈴木沙也佳(6) ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 前橋市立岩神小 804
200000805 黒岩　夏奈(6) ｸﾛｲﾜ ｶﾅ 前橋市立元総社小 805
200000806 春山　日菜(6) ﾊﾙﾔﾏ ﾋﾅ 前橋市立桂萱東小 806
200000807 竹　　和沙(5) ﾀｹ ｶｽﾞｻ 群馬大学附属小 807
200000808 前川　月乃(5) ﾏｴｶﾜ ﾂｷﾉ 前橋市立岩神小 808

伊勢崎陸上競技クラブ № ９，２１
監督 坂田　和彦

指導者 清水　堯之
野村　　徹
大塚　広之　
奈良千登里

選手 選手番号
200000901 野永　倖未(6) ﾉﾅｶﾞ ｺｳﾐ 伊勢崎市立殖蓮小 901
200000902 小林　志穂(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 伊勢崎市立殖蓮小 902
200000903 大島里緒奈(6) ｵｵｼﾏ ﾘｵﾅ 伊勢崎市立殖蓮小 903
200000904 久保田優花(6) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｶ 伊勢崎市立宮郷第二小 904
200000905 内田　愛乃(6) ｳﾁﾀﾞ ｱﾉﾝ 前橋市立二之宮小 905
200000906 佐藤ひかる(5) ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 伊勢崎市立北小 906
200000907 清水　一葉(5) ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾊ 伊勢崎市立豊受小 907
200000908 田口　愛夢(5) ﾀｸﾞﾁ ｱﾕﾒ 伊勢崎市立殖蓮小 908
200000909 荻野ひかる(6) ｵｷﾞﾉ ﾋｶﾙ 伊勢崎市立殖蓮小 909
200000910 小畑　彩葉(6) ｺﾊﾞﾀｹ ｱﾔﾊ 伊勢崎市立殖蓮小 910
200000911 川島　月愛(5) ｶﾜｼﾏ ﾙﾅ 伊勢崎市立名和小 911
200000912 小林明日香(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 伊勢崎市立名和小 912
200000913 木戸　七緒(5) ｷﾄﾞ ﾅﾅｵ 伊勢崎市立宮郷第二小 913
200000914 中島　　栞(6) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ 伊勢崎市立宮郷第二小 914
200000915 山野　紗幸(6) ﾔﾏﾉ ｻﾕｷ 伊勢崎市立宮郷第二小 915
200000916 茂木　美那(6) ﾓﾃｷﾞ ﾐﾅ 伊勢崎市立殖蓮小 916

沼田市陸上クラブ № １２
監督 霜下　　猛

指導者 大河原　彰
原澤　　誠

選手 選手番号
200001201 牧野　郁美(6) ﾏｷﾉ ｲｸﾐ 沼田市立沼田東小 1201
200001202 ﾂﾉﾀﾞ ﾏﾕ 沼田市立白沢小 1202
200001203 大戸　琴葉(6) ｵｵﾄ ｺﾄﾊ 沼田市立沼田小 1203
200001204 青木ひなた(5) ｱｵｷ ﾋﾅﾀ 沼田市立沼田東小 1204
200001205 髙橋　　波(6) ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ 沼田市立沼田小 1205
200001206 石澤　知世(6) ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 沼田市立沼田小 1206
200001207 下田　奈々(6) ｼﾓﾀﾞ ﾅﾅ 沼田市立沼田東小 1207
200001208 金子　真実(5) ｶﾈｺ ﾏﾅﾐ 沼田市立升形小 1208



勢多陸上競技クラブ № １３
監督 須永　幸一

指導者 大沢　　茂
北向　　豪

選手 選手番号
200001301 黛　　柚花(6) ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｽﾞｶ 前橋市立大胡小 1301
200001302 吉澤穂乃佳(6) ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 前橋市立大胡東小 1302
200001303 大川みさき(6) ｵｵｶﾜ ﾐｻｷ 前橋市立原小 1303
200001304 星野　陽名(6) ﾎｼﾉ ﾋﾅ 前橋市立原小 1304
200001305 平石　　葵(5) ﾋﾗｲｼ ｱｵｲ 前橋市立大胡小 1305
200001306 堀内　花鈴(5) ﾎﾘｳﾁ ｶﾘﾝ 前橋市立大胡小 1306
200001307 山田小夜子(5) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ 前橋市立粕川小 1307
200001308 江原　美月(5) ｴﾊﾞﾗ ﾐﾂｷ 前橋市立粕川小 1308

富岡市陸上競技協会 № １４
監督 飯島　　博

指導者 宮澤　大吾
相川　浩道

選手 選手番号
200001401 山口　祐奈(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 富岡市立富岡小 1401
200001402 金井　怜奈(6) ｶﾅｲ ﾚﾅ 甘楽町立福島小 1402
200001403 佐藤　叶優(6) ｻﾄｳ ｶﾅｳ 富岡市立小野小 1403
200001404 岡田　歩未(5) ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾐ 富岡市立額部小 1404
200001405 松浦　晏里(6) ﾏﾂｳﾗ ｱﾝﾘ 富岡市立富岡小 1405
200001406 月田珠恋藍(5) ﾂｷﾀﾞ ｼｭﾚｱ 富岡市立西小 1406
200001407 佐々木侑花(5) ｻｻｷ ﾕﾒｶ 富岡市立額部小 1407
200001408 武藤真奈美(5) ﾑﾄｳ ﾏﾅﾐ 富岡市立額部小 1408

たちばなR.C № １７
監督 諸田　重雄

指導者 今井　　勉
堀口　徳治

選手 選手番号
200001701 新井りりあ(6) ｱﾗｲ ﾘﾘｱ 渋川市立三原田小 1701
200001702 松井さくら(6) ﾏﾂｲ ｻｸﾗ 渋川市立渋川北小 1702
200001703 橋爪　　瑛(6) ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷ 渋川市立渋川北小 1703
200001704 樺澤さくら(6) ｶﾊﾞｻﾜ ｻｸﾗ 前橋市立石井小 1704
200001705 堀口　陽菜(5) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 渋川市立橘北小 1705
200001706 堀口　若菜(5) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 渋川市立橘北小 1706
200001707 太田真志保(6) ｵｵﾀ ﾏｼﾎ 渋川市立橘北小 1707
200001708 小林　姫子(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｺ 渋川市立橘北小 1708



藤岡市陸上競技クラブ № １８
監督 高田　明彦

指導者 松本　博明
根岸　勝良

選手 選手番号
200001801 井上　亜子(6) ｲﾉｳｴ ｱｺ 藤岡市立藤岡第一小 1801
200001802 桜井　柚希(6) ｻｸﾗｲﾕ ｽﾞｷ 藤岡市立藤岡第一小 1802
200001803 荒井日菜子(6) ｱﾗｲ ﾋﾅｺ 藤岡市立藤岡第一小 1803
200001804 武田　菜月(6) ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 藤岡市立藤岡第二小 1804
200001805 喜久田梨帆(6) ｷｸﾀ ﾘﾎ 藤岡市立藤岡第二小 1805
200001806 小野澤穂華(6) ｵﾉｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 藤岡市立平井小 1806

境クラブ № １９
監督 高木　一哉

指導者 五十嵐利男
久保田　亨

選手 選手番号
200001901 小澤　凪彩(6) ｵｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 伊勢崎市立境小 1901
200001902 柳　　彩音(6) ﾔﾅｷﾞ ｱﾔﾈ 伊勢崎市立境小 1902
200001903 富岡　美羽(6) ﾄﾐｵｶ ﾐｳ 伊勢崎市立境小 1903
200001904 村田　結花(5) ﾑﾗﾀ ﾕｳｶ 伊勢崎市立境剛志小 1904
200001905 仁科あかり(5) ﾆｼﾅ ｱｶﾘ 伊勢崎市立境小 1905
200001906 川田　苺禾(5) ｶﾜﾀ ﾏｲｶ 伊勢崎市立境小 1906
200001907 高橋穂乃香(5) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 伊勢崎市立境東小 1907

碓氷陸上競技クラブ № ２０，２５
監督 白石　秀明

佐藤　千春
指導者 萩原　裕子

藤井　　亮
猿谷　　亨
上原ゆり子

選手 選手番号
200002001 佐藤ゆいか(6) ｻﾄｳ ﾕｲｶ 安中市立松井田小 2001
200002002 左近　知美(6) ｻｺﾝ ﾄﾓﾐ 安中市立松井田小 2002
200002003 茂木　結芽(6) ﾓﾃｷ ﾕ 安中市立臼井小 2003
200002004 中澤　　縁(6) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 安中市立西横野小 2004
200002005 小島　未大(5) ｺｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ 安中市立西横野小 2005
200002006 小島　千央(5) ｺｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 安中市立西横野小 2006
200002007 土屋　琴葉(6) ﾂﾁﾔ ｺﾄﾊ 安中市立細野小 2007
200002008 山口菜々花(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｶ 安中市立西横野小 2008
200002009 潮　さくら(6) ｳｼﾛ ｻｸﾗ 安中市立九十九小 2009
200002010 小板橋　彩(6) ｺｲﾀﾊﾞｼ ｱﾔ 安中市立九十九小 2010
200002011 栗原　未侑(6) ｸﾘﾊﾞﾗ ﾐﾕ 安中市立九十九小 2011
200002012 潮　　咲衣(6) ｳｼｵ ｻｲ 安中市立九十九小 2012
200002013 猿谷　　琳(6) ｻﾙﾔ ﾘﾝ 安中市立西横野小 2013
200002014 上原　綾華(5) ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 安中市立西横野小 2014
200002015 寺嶋　真衣(5) ﾃﾗｼﾏ ﾏｲ 安中市立西横野小 2015
200002016 鈴木　理央(5) ｽｽﾞｷ ﾘｵｳ 安中市立細野小 2016



桐生市陸上競技協会 № ２２
監督 高橋　野人

　
指導者 石島　　保

佐藤　詩歩

選手 選手番号
200002201 松田　琉那(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾙﾅ みどり市立大間々北小 2201
200002202 小堀　伶菜(6) ｺﾎﾞﾘ ﾚﾅ 桐生市立天沼小 2202
200002203 本郷　樺乃(6) ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾉ 桐生市立境野小 2203
200002204 新井　　華(6) ｱﾗｲ ﾊﾅ 桐生市立境野小 2204
200002205 瀧本　真弥(6) ﾀｷﾓﾄ ﾏﾔ 桐生市立境野小 2205
200002206 松本しおり(6) ﾏﾂﾓﾄ ｼｵﾘ 桐生市立菱小 2206
200002207 大島　愛莉(5) ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 桐生市立神明小 2207
200002208 宮川　菜緒(5) ﾐﾔｶﾜ ﾅｵ みどり市立大間々東小 2208

新田陸上競技倶楽部 № ２３
監督 栗原　一侑

指導者 鈴木　光則
餘目　　崇

選手 選手番号
200002301 櫛田　心優(6) ｸｼﾀﾞ ﾐﾕｳ 太田市立世良田小 2301
200002302 大谷　凛華(6) ｵｵﾔ ﾘﾝｶ 太田市立木崎小 2302
200002303 松本　奈々(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 太田市立木崎小 2303
200002304 境野　月菜(6) ｻｶｲﾉ ﾙﾅ 太田市立木崎小 2304
200002305 栗原　澪夢(6) ｸﾘﾊﾗ ﾐｵﾝ 太田市立木崎小 2305
200002306 橋本　蒼七(5) ﾊｼﾓﾄ ｿﾅ 太田市立尾島小 2306
200002307 神谷　姫歌(5) ｶﾐﾀﾆ ﾋﾒｶ 太田市立中央小 2307

利根陸上競技クラブ № ２４
監督 林　　幸男

指導者 梅沢　裕樹
兵頭　美鈴

選手 選手番号
200002401 小宮　佳姫(6) ｺﾐﾔ ﾖｼｷ 昭和村立東小 2401
200002402 増田　香月(6) ﾏｽﾀﾞ ｶﾂｷ みなかみ町立古馬牧小 2402
200002403 塩野　怜玲(6) ｼｵﾉ ﾚﾚ みなかみ町立月夜野北小 2403
200002404 原澤　真歩(6) ﾊﾗｻﾜ ﾏﾎ みなかみ町立新治小 2404
200002405 阿部　加菜(6) ｱﾍﾞ ｶﾅ みなかみ町立新治小 2405
200002406 原澤　美里(5) ﾊﾗｻﾜ ﾐｻﾄ みなかみ町立桃野小 2406


