
000000000 宮本　佳尭(1)                  ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾀｶ                     群　馬 高崎高               男子  1064             
男子少年B 走幅跳          5m78
091080067 笠間　寛史                     ｶｻﾏ ﾋﾛﾌﾐ                       栃　木 日本ウエルネス       男子  6067             
男子成年 やり投(0.80     52m59
100000000 今井　健人(1)                  ｲﾏｲ ｹﾝﾄ                        群　馬 前橋育英高           男子     0             
男子少年B ３０００ｍ   9:52.00
101000744 浦川　太郎                     ｳﾗｶﾜ ﾀﾛｳ                       群　馬 群馬陸協             男子   744             
男子記録会 砲丸投(7.      8m79
101001650 久米　健夫                     ｸﾒ ﾀｹｵ                         群　馬 高崎市陸協           男子   650             
男子記録会 １００ｍ      12.50
101004483 青木　和真(3)                  ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ                       群　馬 上武大               男子  3483             
男子成年 やり投(0.80     52m36
101004486 稲葉　修平(3)                  ｲﾅﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ                     群　馬 上武大               男子  3486             
男子成年 １００ｍ        11.00
101004488 堀　祐樹(3)                    ﾎﾘ ﾕｳｷ                         群　馬 上武大               男子  3488             
男子成年 ４００ｍ        50.00
101004489 岩田　稜平(3)                  ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾍｲ                      群　馬 上武大               男子  3489             
男子成年 １００ｍ        11.10
101004490 久保田　征孝(3)                ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾕｷ                      群　馬 上武大               男子  3490             
男子成年 走高跳           2m06
101004497 石島　和弥(2)                  ｲｼｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ                     群　馬 上武大               男子  3497             
男子記録会 ハンマー      49m36
101004499 加部　伶(2)                    ｶﾍﾞ ﾚｲ                         群　馬 上武大               男子  3499             
男子記録会 １００ｍ      11.13
101004503 宮崎　柊(1)                    ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳ                      群　馬 上武大               男子  3503             
男子記録会 ハンマー      42m92
101004505 栄野比　ホセ(1)                ｴﾉﾋﾞ ﾎｾ                        群　馬 上武大               男子  3505             



男子記録会 ハンマー      56m55
101004513 田中　大智(1)                  ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ                       群　馬 上武大               男子  3513             
男子成年 やり投(0.80     58m00
101005101 佐藤 俊介(3)                   ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ                      群　馬 順天堂大             男子   101             
男子成年 やり投(0.80     68m36
101005885 小木曽 大夢                    ｵｷﾞｿ ﾋﾛﾑ                       群　馬 関東学園大学         男子  2885             
男子記録会 ８００ｍ    2:05.00
101005886 幸田 尚也                      ｺｳﾀﾞ ﾅｵﾔ                       群　馬 関東学園大学         男子  2886             
男子記録会 １００ｍ      11.50
101005889 関沼 良博                      ｾｷﾇﾏ ﾖｼﾋﾛ                      群　馬 関東学園大学         男子  2889             
男子記録会 １００ｍ      12.30
101005892 星野 祐介                      ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ                       群　馬 関東学園大学         男子  2892             
男子記録会 １００ｍ      12.00
101005895 只木 悠太                      ﾀﾀﾞｷ ﾕｳﾀ                       群　馬 関東学園大学         男子  2895             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.00
101005896 水野 茂保                      ﾐｽﾞﾉ ｼｹﾞﾔｽ                     群　馬 関東学園大学         男子  2896             
男子記録会 ４００ｍ      50.50
101005898 田中 翔太                      ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ                       群　馬 関東学園大学         男子  2898             
男子記録会 １００ｍ      11.84 男子記録会 ４００ｍ      54.58
101005902 飯島 大和                      ｲｲｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ                      群　馬 関東学園大学         男子  2902             
男子成年 走高跳           1m95 男子成年 走幅跳           7m22
101005903 上原 響                        ｳｴﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ                      群　馬 関東学園大学         男子  2903             
男子記録会 １００ｍ      11.34 男子記録会 １１０ｍ      15.03
101005904 小倉 幸人                      ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾋﾄ                      群　馬 関東学園大学         男子  2904             
男子記録会 １００ｍ      11.58 男子記録会 ４００ｍ      52.50
101005906 齋藤 勇也                      ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ                       群　馬 関東学園大学         男子  2906             
男子記録会 ４００ｍ      51.49



101005911 林 和樹                        ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ                       群　馬 関東学園大学         男子  2911             
男子成年 走高跳           2m00 男子記録会 １１０ｍ      15.82
101007177 霜触　智紀(M2)                 ｼﾓﾌﾚ ﾄﾓﾉﾘ                      群　馬 群馬大               男子  5177             
男子成年 １００ｍ        11.02 男子記録会 １００ｍ      11.02
101007179 高岩　将太(M1)                 ﾀｶｲﾜ ｼｮｳﾀ                      群　馬 群馬大               男子  5179             
男子成年 １００ｍ        11.94
101007180 田村　俊太郎                   ﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ                     群　馬 群馬大               男子  5180             
男子記録会 １００ｍ            男子記録会 ４００ｍ    1:00.14
101007185 奥山　隆之                     ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾕｷ                      群　馬 群馬大               男子  5185             
男子記録会 １００ｍ      11.26 男子記録会 ４００ｍ      54.52
101007187 村山　真之                     ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ                      群　馬 群馬大               男子  5187             
男子記録会 １００ｍ      11.78
101007188 澤田　悠貴(4)                  ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｷ                       群　馬 群馬大               男子  5188             
男子成年 １００ｍ        10.91
101007189 中澤　太一(4)                  ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｲﾁ                      群　馬 群馬大               男子  5189             
男子成年 ８００ｍ      1:54.55
101007193 橋本　健太朗                   ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ                     群　馬 群馬大               男子  5193             
男子記録会 ４００ｍ           
101007194 横山　尚明                     ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ                      群　馬 群馬大               男子  5194             
男子成年 １００ｍ        11.32 男子記録会 １００ｍ      11.32 男子記録会 ４００ｍ      51.86
101007195 北爪　啓太(3)                  ｷﾀﾂﾞﾒ ｹｲﾀ                      群　馬 群馬大               男子  5195             
男子成年 １００ｍ        11.02 男子成年 ４００ｍ        47.90 男子記録会 １００ｍ      11.02
101007196 澤田　尚吾(3)                  ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ                     群　馬 群馬大               男子  5196             
男子成年 １００ｍ        11.25 男子記録会 １００ｍ      11.40
101007197 丸橋　祐希(3)                  ﾏﾙﾊﾞｼ ﾕｳｷ                      群　馬 群馬大               男子  5197             
男子成年 １００ｍ        11.17
101007198 鈴木　夢人(3)                  ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾄ                       群　馬 群馬大               男子  5198             



男子記録会 １００ｍ      11.50
101007199 清水　大夢(3)                  ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾑ                       群　馬 群馬大               男子  5199             
男子記録会 １００ｍ      13.00
101007200 清水　諒(3)                    ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ                       群　馬 群馬大               男子  5200            
101007201 久慈　清太朗(3)                ｸｼﾞ ｾｲﾀﾛｳ                      群　馬 群馬大               男子  5201            
101007204 阿部　壮真(3)                  ｱﾍﾞ ｿｳﾏ                        群　馬 群馬大               男子  5204            
101007205 笠見　幸太(3)                  ｶｻﾐ ｺｳﾀ                        群　馬 群馬大               男子  5205             
男子記録会 １００ｍ      11.96 男子記録会 ４００ｍ      52.32
101007207 大谷　悠輔                     ｵｵﾀﾆ ﾕｳｽｹ                      群　馬 群馬大               男子  5207             
男子記録会 １００ｍ      12.03 男子記録会 ４００ｍ      53.58
101007209 神崎　拓                       ｶﾝｻﾞｷ ﾀｸ                       群　馬 群馬大               男子  5209             
男子記録会 １００ｍ      11.50
101007213 廣井　颯                       ﾋﾛｲ ｿｳ                         群　馬 群馬大               男子  5213             
男子記録会 ４００ｍ      54.76 男子記録会 ４００ｍ      59.86
101007214 吉松　幸彦                     ﾖｼﾏﾂ ﾕｷﾋｺ                      群　馬 群馬大               男子  5214             
男子記録会 １００ｍ      11.43 男子記録会 ４００ｍ      54.00
101007219 市毛　亮(2)                    ｲﾁｹﾞ ﾘｮｳ                       群　馬 群馬大               男子  5219             
男子記録会 １００ｍ      11.76
101007220 惣野　陽介(2)                  ｿｳﾉ ﾖｳｽｹ                       群　馬 群馬大               男子  5220             
男子記録会 １００ｍ      11.63
101007222 角張　友隆                     ｶｸﾊﾞﾘ ﾄﾓﾀｶ                     群　馬 群馬大               男子  5222             
男子記録会 １００ｍ      11.83
101007730 都丸　裕矢(1)                  ﾖﾏﾙ ﾕｳﾔ                        群　馬 群馬大               男子  5730             
男子記録会 三段跳        12m33
101007731 中村　亮太(1)                  ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ                      群　馬 群馬大               男子  5731             
男子記録会 １００ｍ      11.39
101007732 根岸　蒼(1)                    ﾈｷﾞｼ ｱｵｲ                       群　馬 群馬大               男子  5732             



男子記録会 １００ｍ      11.44
101007734 大塩　裕太                     ｵｵｼｵ ﾕｳﾀ                       群　馬 群馬大               男子  5734             
男子記録会 ４００ｍ           
101007737 高橋　壱誓                     ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ                      群　馬 群馬大               男子  5737             
男子記録会 １００ｍ      12.00
101008884 岩波　柾也                     ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ                       群　馬 高崎経済大           男子  4884             
男子記録会 １００ｍ      10.94 男子記録会 ４００ｍ      53.50
101008888 金原　紀男                     ｷﾝﾊﾟﾗ ﾉﾘｵ                      群　馬 高崎経済大           男子  4888             
男子記録会 １００ｍ      12.00 男子記録会 三段跳        13m71
101008889 角田　裕紀                     ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳｷ                       群　馬 高崎経済大           男子  4889             
男子記録会 １００ｍ      11.62
101008890 渡邉　翔也                     ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ                     群　馬 高崎経済大           男子  4890             
男子記録会 １００ｍ      12.00
101008892 野秋　善仁                     ﾉｱｷ ﾖｼﾋﾄ                       群　馬 高崎経済大           男子  4892             
男子記録会 １００ｍ      11.24 男子記録会 ４００ｍ      49.83
101008893 大場　光浩                     ｵｵﾊﾞ ﾐﾂﾋﾛ                      群　馬 高崎経済大           男子  4893             
男子記録会 １１０ｍ      16.17
101008897 新井　政宏                     ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ                       群　馬 高崎経済大           男子  4897             
男子記録会 １００ｍ      11.53 男子記録会 ４００ｍ      51.00
101008898 品田　和希                     ｼﾅﾀﾞ ｶｽﾞｷ                      群　馬 高崎経済大           男子  4898             
男子記録会 １００ｍ      11.45 男子記録会 ４００ｍ      50.80
101008899 森　輝竜                       ﾓﾘ ｷﾘｭｳ                        群　馬 高崎経済大           男子  4899             
男子記録会 ハンマー      46m23 男子記録会 砲丸投(7.     11m15
101008900 杉山　正樹                     ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｷ                      群　馬 高崎経済大           男子  4900             
男子記録会 １００ｍ      12.00 男子記録会 １１０ｍ      16.28
101008901 菅野　悟史                     ｶﾝﾉ ｻﾄｼ                        群　馬 高崎経済大           男子  4901             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.00



101008902 木内　進司                     ｷｳﾁ ｼﾝｼﾞ                       群　馬 高崎経済大           男子  4902             
男子記録会 １００ｍ      11.74
101008905 畠　昂平                       ﾊﾀ ｺｳﾍｲ                        群　馬 高崎経済大           男子  4905             
男子記録会 ４００ｍ      51.50
101008906 飯竹　晶弘                     ｲｲﾀｹ ｱｷﾋﾛ                      群　馬 高崎経済大           男子  4906             
男子記録会 やり投(0.     50m81
101008909 野崎　智希                     ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ                       群　馬 高崎経済大           男子  4909             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.00
101008910 菊池　晃太                     ｷｸﾁ ｺｳﾀ                        群　馬 高崎経済大           男子  4910             
男子記録会 ８００ｍ    2:05.00
101008911 八田　祐輔                     ﾊｯﾀ ﾕｳｽｹ                       群　馬 高崎経済大           男子  4911             
男子記録会 ８００ｍ    2:06.00
101008912 勝又　勇斗                     ｶﾂﾏﾀ ﾊﾔﾄ                       群　馬 高崎経済大           男子  4912             
男子記録会 １００ｍ      10.99
101008913 杉山　周                       ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ                      群　馬 高崎経済大           男子  4913             
男子記録会 ８００ｍ    2:06.00
101008914 田中　友裕                     ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ                       群　馬 高崎経済大           男子  4914             
男子記録会 １００ｍ      11.70 男子記録会 三段跳        12m48
101008915 中村　拓人                     ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ                       群　馬 高崎経済大           男子  4915             
男子記録会 １００ｍ      11.16
101008918 菊池　琢哉                     ｷｸﾁ ﾀｸﾔ                        群　馬 高崎経済大           男子  4918             
男子記録会 ８００ｍ    1:59.00
101010278 桑原　敬吾                     ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲｺﾞ                     群　馬 高崎経済大           男子  6278             
男子記録会 三段跳        13m35
101010279 前田　峻佑                     ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ                     群　馬 高崎経済大           男子  6279             
男子記録会 １００ｍ      11.60 男子記録会 ４００ｍ      54.00
101010281 石井　浩哉                     ｲｼｲ ﾋﾛﾔ                        群　馬 高崎経済大           男子  6281             



男子記録会 ４００ｍ      49.57 男子記録会 ８００ｍ    1:59.32
101010282 及川　大樹                     ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｷ                      群　馬 高崎経済大           男子  6282             
男子記録会 １００ｍ      11.30 男子記録会 ４００ｍ      53.50
101015088 嶋崎　優輝                     ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ                      群　馬 東京農業大学         男子  3088             
男子成年 １００ｍ        10.85
101017743 滝沢　透麻                     ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｳﾏ                      群　馬 国士舘大             男子  1743             
男子成年 １００ｍ        10.56
101019317 南　拓也                       ﾐﾅﾐ ﾀｸﾔ                        群　馬 東学大               男子   317             
男子成年 １００ｍ        10.68 男子記録会 １００ｍ      10.68
101019325 水嶋　悠太                     ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾀ                      群　馬 東学大               男子   325             
男子成年 走幅跳           7m53
101019326 宮入　紳豪                     ﾐﾔｲﾘ ｼﾝｺﾞ                      群　馬 東学大               男子   326             
男子成年 円盤投(2.00     45m40
101025300 登坂　健志(4)                  ﾄｻｶ ﾀｹﾕｷ                       群　馬 筑波大               男子  1300             
男子成年 ８００ｍ      1:50.16
101027274 鈴木宏明                       ｽｽﾞｷﾋﾛｱｷ                       群　馬 城西大               男子   274             
男子成年 １００ｍ        10.41
101027294 中條龍                         ﾅｶｼﾞｮｳﾘｭｳ                      群　馬 城西大               男子   294             
男子成年 ８００ｍ      1:52.48
101027312 佐藤星哉                       ｻﾄｳｾｲﾔ                         群　馬 城西大               男子   312             
男子記録会 ４００ｍ      54.31
101027313 金子涼                         ｶﾈｺﾘｮｳ                         群　馬 城西大               男子   313             
男子記録会 ４００ｍ      49.09
101028607 宮澤　大吾                     ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ                    群　馬 富岡市陸協           男子   607             
男子記録会 １００ｍ      11.50
101030162 稲川　　聖                     ｲﾅｶﾞﾜ ﾋｼﾞﾘ                     群　馬 伊勢崎ク             男子   162             
男子成年 １００ｍ        11.12 男子記録会 １００ｍ      11.12



101030165 石川　直人                     ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ                       群　馬 伊勢崎ク             男子   165             
男子成年 １００ｍ        10.77 男子記録会 １００ｍ      10.77
101030347 青柳　洸太                     ｱｵﾔｷﾞ ｺｳﾀ                      群　馬 伊勢崎ク             男子   347             
男子成年 １００ｍ        11.20
101030535 高橋　雅哉                     ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ                       群　馬 伊勢崎ク             男子   535             
男子記録会 やり投(0.     50m65
101030589 川島　聖那                     ｶﾜｼﾏ ｾﾅ                        群　馬 伊勢崎ク             男子   589             
男子成年 １００ｍ        10.79 男子成年 走幅跳           7m03
101030590 茂木　祐介                     ﾓｷﾞ ﾕｳｽｹ                       群　馬 伊勢崎ク             男子   590             
男子記録会 １００ｍ      11.85
101037897 加藤　慶一郎(3)                ｶﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ                     群　馬 大東大               男子  1897             
男子成年 ８００ｍ      1:54.35
101037901 清水　祐輝(3)                  ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ                       群　馬 大東大               男子  1901             
男子成年 １００ｍ        11.13
101037910 栗原　尚輝(2)                  ｸﾘﾊﾞﾗ ﾅｵｷ                      群　馬 大東大               男子  1910             
男子成年 やり投(0.80     53m34
101037922 高橋　雄樹(1)                  ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ                       群　馬 大東大               男子  1922             
男子成年 １００ｍ        10.57
101041991 安藤　秀行(3)                  ｱﾝﾄﾞｳ　ﾋﾃﾞﾕｷ                   群　馬 明治大               男子  1991             
男子成年 ８００ｍ      1:52.14
101043453 寺田　優志                     ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｼ                       群　馬 登利平AC             男子   453             
男子成年 １００ｍ        10.61
101050321 密照　樹                       ﾐｯｼｮｳ ﾀﾂｷ                      群　馬 群大ＴＦ             男子   321             
男子記録会 １００ｍ      12.50
101050322 金子　貴大                     ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ                       群　馬 群大ＴＦ             男子   322             
男子記録会 １００ｍ      12.00
101050323 小倉　篤人                     ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ                      群　馬 群大ＴＦ             男子   323             



男子成年 １００ｍ        10.82 男子記録会 １００ｍ      10.82
101050327 荻原　直史                     ｵｷﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ                     群　馬 群大ＴＦ             男子   327             
男子記録会 １００ｍ      12.50
101050335 阿部　亮太                     ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ                       群　馬 群大ＴＦ             男子   335             
男子成年 １００ｍ        11.30 男子記録会 １００ｍ      11.30
101050344 橋本　章吾                     ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ                     群　馬 群大ＴＦ             男子   344             
男子成年 １００ｍ        11.14
101050710 木田　光亮                     ｷﾀﾞ ﾐﾂｱｷ                       群　馬 群大ＴＦ             男子   710             
男子成年 １００ｍ        11.77 男子記録会 １００ｍ      11.77
101052680 大山　健                       ｵｵﾔﾏ ﾀｹｼ                       群　馬 しきしま             男子   680             
男子記録会 走高跳         1m95
101052784 高橋　太一                     ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾁ                       群　馬 しきしま             男子   784             
男子成年 やり投(0.80     57m76
101052811 岡田　祥典                     ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ                      群　馬 しきしま             男子   811             
男子記録会 １００ｍ      11.72
101054071 小林　建一                     ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ                     群　馬 たちばなRC           男子    71             
男子成年 ５０００ｍ   23:00.00
101054072 都丸　真一                     ﾄﾏﾙ ｼﾝｲﾁ                       群　馬 たちばなRC           男子    72             
男子成年 ５０００ｍ   24:33.00
101059023 武井　翔                       ﾀｹｲ ｼｮｳ                        群　馬 伊勢崎消防           男子    23             
男子記録会 １００ｍ      11.79 男子成年 １００ｍ        11.79
101065762 熊田　凌                       ｸﾏﾀﾞ　ﾘｮｳ                      群　馬 東京理科大           男子  4762             
男子成年 １１０ｍＨ(     14.34
101075711 上野　晃平                     ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ                       群　馬 同志社大             男子   711             
男子成年 ４００ｍＨ(     50.47 男子成年 ４００ｍ        47.66
101075736 長岡　義樹                     ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｷ                      群　馬 同志社大             男子   736             
男子成年 １００ｍ        10.69



101077070 杉町　マハウ                   ｽｷﾞﾏﾁ ﾏﾊｳ                      群　馬 日本ウエルネス       男子  3070             
男子成年 ４００ｍＨ(     48.96 男子成年 ４００ｍ        46.21
101077933 深町　隆成(1)                  ﾌｶﾏﾁ ﾘｭｳｾｲ                     群　馬 都留文科大           男子  5933             
男子成年 走高跳           1m90
101079855 森田俊一                       ﾓﾘﾀｼｭﾝｲﾁ                       群　馬 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ        男子 21855             
男子成年 １１０ｍＨ(     14.13 男子記録会 １１０ｍ      14.13
101089116 佐瀬　景祐                     ｻｾ ｹｲｽｹ                        群　馬 ベルジャパンＡＣ     男子   116             
男子成年 走幅跳           6m55
101089119 高橋　友輝                     ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ                       群　馬 ベルジャパンＡＣ     男子   119             
男子成年 走幅跳           6m00
101089122 相前  有哉                     ｿｳｾﾞﾝ ﾕｳﾔ                      群　馬 ベルジャパンＡＣ     男子   122             
男子記録会 三段跳        15m34 男子成年 走幅跳           7m05
101089241 星野  邦仁                     ﾎｼﾉ ｸﾆﾋﾄ                       群　馬 ベルジャパンＡＣ     男子   241             
男子成年 走高跳           1m90
101101621 大原　智憲(3)                  ｵｵﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ                      群　馬 前橋高               男子   621             
男子少年共通 走高跳       1m95
101101628 後藤　　豪(3)                  ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾙ                       群　馬 前橋高               男子   628             
男子記録会 ８００ｍ    1:59.20
101101633 坂西　啓佑(2)                  ｻｶﾆｼ ｹｲｽｹ                      群　馬 前橋高               男子   633             
男子記録会 １００ｍ      11.6  男子記録会 ４００ｍ      52.50
101101634 下川　維詩(2)                  ｼﾓｶﾜ ﾏｻｼ                       群　馬 前橋高               男子   634             
男子記録会 １００ｍ      11.55
101101635 別宮　和樹(2)                  ﾍﾞｯｸ ｶｽﾞｷ                      群　馬 前橋高               男子   635             
男子記録会 走高跳         1m65
101102013 酒井　仁成(1)                  ｻｶｲ ｼﾞﾝｾｲ                      群　馬 前橋高               男子  1013             
男子少年B 走幅跳          5m87
101102014 大和　利成(1)                  ﾔﾏﾄ ﾄｼﾅﾘ                       群　馬 前橋高               男子  1014             



男子少年B １００ｍ       11.71 男子記録会 ４００ｍ      51.06
101102015 小山　誠也(1)                  ｵﾔﾏ ｾｲﾔ                        群　馬 前橋高               男子  1015             
男子記録会 走高跳         1m65
101102016 村上　晴斗(1)                  ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ                       群　馬 前橋高               男子  1016             
男子記録会 １００ｍ      12.43
101102017 矢内　和也(1)                  ﾔﾅｲ ｶｽﾞﾔ                       群　馬 前橋高               男子  1017             
男子少年B 走幅跳          5m98
101102019 川　祐太(1)                    ｶﾜ ﾕｳﾀ                         群　馬 前橋高               男子  1019             
男子少年B １００ｍ       11.92
101102020 藤沢　暁海(1)                  ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷｳﾐ                     群　馬 前橋高               男子  1020             
男子記録会 ８００ｍ    2:14.00
101102021 松本　明也(1)                  ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾔ                       群　馬 前橋高               男子  1021             
男子記録会 １００ｍ      12.3 
101102022 村山　浩祐(1)                  ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｽｹ                      群　馬 前橋高               男子  1022             
男子少年B １００ｍ       12.15
101102485 廣田  大輔(2)                  ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲｽｹ                      群　馬 前橋南高             男子   485             
男子記録会 砲丸投(5.     12m59 男子記録会 やり投(0.     35m15 男子記録会 ４００ｍ      56.0 
101102486 矢尻   達也(2)                 ﾔｼﾞﾘ ﾀﾂﾔ                       群　馬 前橋南高             男子   486             
男子記録会 ４００ｍ      59.18 男子記録会 ４００ｍ      53.03
101102487 原澤  和雅(2)                  ﾊﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ                      群　馬 前橋南高             男子   487             
男子記録会 ８００ｍ    2:16.59 男子記録会 ４００ｍ      56.0 
101102488 下田  翔太(2)                  ｼﾓﾀﾞ ｼｮｳﾀ                      群　馬 前橋南高             男子   488             
男子記録会 ８００ｍ    2:07.00 男子記録会 ４００ｍ      55.06
101102489 遠藤  友貴彦(1)                ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋｺ                     群　馬 前橋南高             男子   489             
男子記録会 １００ｍ      12.3  男子記録会 ４００ｍ      55.2 
101102490 江原  勇樹(1)                  ｴﾊﾞﾗ ﾕｳｷ                       群　馬 前橋南高             男子   490             
男子記録会 １００ｍ      11.72 男子記録会 ４００ｍ    1:00.0 



101102491 吉田  昂平(1)                  ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ                      群　馬 前橋南高             男子   491             
男子記録会 １００ｍ      12.3  男子記録会 ４００ｍ      55.0  男子記録会 やり投(0.     32m00
101102492 堀込  隼太(1)                  ﾎﾘｺﾞﾒ ｼｭﾝﾀ                     群　馬 前橋南高             男子   492             
男子記録会 １００ｍ      12.21 男子記録会 ４００ｍ      54.0 
101102493 宇賀神  悠資(1)                ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾕｳｽｹ                    群　馬 前橋南高             男子   493             
男子記録会 ８００ｍ    2:04.54 男子記録会 ４００ｍ      54.0 
101102494 眞藤  慧太(1)                  ｼﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ                      群　馬 前橋南高             男子   494             
男子記録会 ８００ｍ    2:34.0  男子記録会 ４００ｍ      57.0 
101102495 吉原  晃生(1)                  ﾖｼﾊﾗ ｺｳｷ                       群　馬 前橋南高             男子   495             
男子記録会 １００ｍ      12.3  男子記録会 ４００ｍ      55.0 
101104731 古屋  佳之(3)                  ｺﾔ ﾖｼﾕｷ                        群　馬 勢多農林高           男子   731             
男子少年A １００ｍ       11.20 男子少年A ４００ｍ       48.56
101104733 小林　裕哉(3)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ                      群　馬 勢多農林高           男子   733             
男子記録会 ８００ｍ    2:03.21
101104735 今井　隼之介(3)                ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ                    群　馬 勢多農林高           男子   735             
男子少年共通 ５００   24:52.93
101104736 田中　健太郎(3)                ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ                      群　馬 勢多農林高           男子   736             
男子少年A ハンマー投     56m81 男子記録会 ハンマー      56m81
101104737 岡田　直朗(3)                  ｵｶﾀﾞ ﾅｵｱｷ                      群　馬 勢多農林高           男子   737             
男子記録会 １００ｍ      11.62 男子記録会 ４００ｍ      51.49
101104738 青島　雄哉(2)                  ｱｵｼﾏ ﾕｳﾔ                       群　馬 勢多農林高           男子   738             
男子記録会 １００ｍ      11.62 男子記録会 ４００ｍ      51.51
101104739 高山　広実(2)                  ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾐ                       群　馬 勢多農林高           男子   739             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.35
101104740 石澤　錬(2)                    ｲｼｻﾞﾜ ﾚﾝ                       群　馬 勢多農林高           男子   740             
男子記録会 １００ｍ      12.30 男子記録会 ４００ｍ      56.03
101104741 小倉　凌斗(2)                  ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳﾄ                      群　馬 勢多農林高           男子   741             



男子記録会 １００ｍ      11.94 男子記録会 １１０ｍ      17.91 男子記録会 走高跳         1m60
101104742 岡本　龍弥(2)                  ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳﾔ                      群　馬 勢多農林高           男子   742             
男子少年A ハンマー投     47m74 男子少年共通 円盤投(     35m78 男子記録会 ハンマー      47m74
101104743 佐々木　竜海(2)                ｻｻｷ ﾀﾂﾐ                        群　馬 勢多農林高           男子   743             
男子少年共通 ５００   27:45.29
101104744 三浦　裕弥(1)                  ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ                        群　馬 勢多農林高           男子   744             
男子記録会 １００ｍ      12.21 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101104745 木島　航陽(1)                  ｷｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ                      群　馬 勢多農林高           男子   745             
男子記録会 ８００ｍ    2:18.46
101104942 中島　大地(1)                  ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ                     群　馬 勢多農林高           男子   942             
男子記録会 ハンマー      27m35
101104943 保科　快青(1)                  ﾎｼﾅ ﾔｽﾊﾙ                       群　馬 勢多農林高           男子   943             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.86
101104944 相川　翔(1)                    ｱｲｶﾜ ｼｮｳ                       群　馬 勢多農林高           男子   944             
男子記録会 ８００ｍ    2:21.00
101104945 金井　栄樹(1)                  ｶﾅｲ ｴｲｷ                        群　馬 勢多農林高           男子   945             
男子記録会 ８００ｍ    2:26.09
101105655 田中  将吾(3)                  ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ                      群　馬 前橋工高             男子   655             
男子少年A １００ｍ       11.10
101105656 佐々木  鷹弥(3)                ｻｻｷ ﾀｶﾔ                        群　馬 前橋工高             男子   656             
男子少年A ４００ｍ       50.05
101105657 関口  誠(3)                    ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ                      群　馬 前橋工高             男子   657             
男子記録会 １００ｍ      11.57 男子記録会 ４００ｍ      50.56
101105658 戸塚  諒(3)                    ﾄﾂｶ ﾘｮｳ                        群　馬 前橋工高             男子   658             
男子記録会 １００ｍ      11.66
101105660 岡田  崇明(3)                  ｵｶﾀﾞ ﾀｶｱｷ                      群　馬 前橋工高             男子   660             
男子少年共通 走高跳       1m90 男子記録会 １００ｍ      11.57



101105661 原田  颯人(2)                  ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾄ                      群　馬 前橋工高             男子   661             
男子記録会 １００ｍ      12.06 男子記録会 ４００ｍ      53.25
101105662 根岸  滋人(2)                  ﾈｷﾞｼ ｼｹﾞﾄ                      群　馬 前橋工高             男子   662             
男子記録会 １００ｍ      12.12 男子記録会 ４００ｍ      55.36
101105663 浦野　匠弘(2)                  ｳﾗﾉ ﾀｸﾋﾛ                       群　馬 前橋工高             男子   663             
男子記録会 １００ｍ      12.02 男子記録会 ４００ｍ      55.00
101105664 阿久澤　麻斗(2)                ｱｸｻﾞﾜ ｱｻﾄ                      群　馬 前橋工高             男子   664             
男子記録会 ４００ｍ      56.72
101105665 畑野　直樹(1)                  ﾊﾀﾉ ﾅｵｷ                        群　馬 前橋工高             男子   665             
男子記録会 走高跳         1m65
101105666 齊藤　陽斗(1)                  ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ                       群　馬 前橋工高             男子   666             
男子少年B １００ｍ       11.66 男子記録会 ４００ｍ      53.28
101105667 白石　悠馬(1)                  ｼﾗｲｼ ﾕｳﾏ                       群　馬 前橋工高             男子   667             
男子記録会 １００ｍ      11.90
101105668 木村　龍哉(1)                  ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾔ                       群　馬 前橋工高             男子   668             
男子少年B 走幅跳          6m02
101105669 岡田　直純(1)                  ｵｶﾀﾞ ﾅｵｽﾞﾐ                     群　馬 前橋工高             男子   669             
男子記録会 １００ｍ      11.85 男子記録会 ４００ｍ      57.80
101105670 島崎　智輝(1)                  ｼﾏｻﾞｷ ﾄﾓｷ                      群　馬 前橋工高             男子   670             
男子記録会 １００ｍ      13.10 男子記録会 ４００ｍ      56.90
101105671 大山　凌雅(1)                  ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ                     群　馬 前橋工高             男子   671             
男子少年B ３０００ｍ   9:45.0 
101106023 久保　雅史(1)                  ｸﾎﾞ ﾏｻｼ                        群　馬 前橋工高             男子  1023             
男子少年B ３０００ｍ   9:30.00
101106024 古田島　武(1)                  ｺﾀｼﾞﾏ ﾀｹﾙ                      群　馬 前橋工高             男子  1024             
男子少年B 砲丸投(5.0      9m20 男子記録会 １００ｍ      13.20
101106025 井上　和哉(1)                  ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ                      群　馬 前橋工高             男子  1025             



男子記録会 やり投(0.          
101106027 阿部　匠(1)                    ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ                        群　馬 前橋工高             男子  1027             
男子記録会 １００ｍ      13.52
101106028 伊倉　匠悟(1)                  ｲｸﾗ ｼｮｳｺﾞ                      群　馬 前橋工高             男子  1028             
男子記録会 １００ｍ      13.54
101106029 小澤　晃弘(1)                  ｵｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ                      群　馬 前橋工高             男子  1029             
男子少年B ３０００ｍ  10:30.0 
101106046 飯塚  大翔(3)                  ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ                      群　馬 前橋商高             男子    46             
男子少年A やり投(0.8      0m55
101106048 加藤  智之(3)                  ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ                       群　馬 前橋商高             男子    48             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0 
101106049 後藤  洋太(3)                  ｺﾞﾄｳ ﾖｳﾀ                       群　馬 前橋商高             男子    49             
男子記録会 １００ｍ      12.14
101106050 服部  誠二(3)                  ﾊｯﾄﾘ ｾｲｼﾞ                      群　馬 前橋商高             男子    50             
男子記録会 ４００ｍ      52.56
101106051 清水  辰哉(3)                  ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ                       群　馬 前橋商高             男子    51             
男子記録会 １００ｍ      11.60
101106052 岡村  駿(3)                    ｵｶﾑﾗ ｼｭﾝ                       群　馬 前橋商高             男子    52             
男子記録会 １００ｍ      12.19
101106053 亀井  勇弥(3)                  ｶﾒｲ ﾕｳﾔ                        群　馬 前橋商高             男子    53             
男子少年共通 走高跳       1m85
101106054 古屋　陸哉(2)                  ﾌﾙﾔ ﾘｸﾔ                        群　馬 前橋商高             男子    54             
男子記録会 １００ｍ      11.62
101106055 園田　竜馬(2)                  ｿﾉﾀﾞ ﾀﾂﾏ                       群　馬 前橋商高             男子    55             
男子記録会 やり投(0.     44m53 男子記録会 砲丸投(5.     10m89
101106056 中島　拓斗(2)                  ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾄ                      群　馬 前橋商高             男子    56             
男子記録会 やり投(0.     35m00



101106057 中澤　孝介(2)                  ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ                     群　馬 前橋商高             男子    57             
男子記録会 やり投(0.     29m35
101106058 岩丸  祐大(1)                  ｲﾜﾏﾙ ﾕｳﾄ                       群　馬 前橋商高             男子    58             
男子記録会 ８００ｍ    2:27.04
101106059 森田　健介(1)                  ﾓﾘﾀ ｹﾝｽｹ                       群　馬 前橋商高             男子    59             
男子記録会 １００ｍ      11.7 
101106060 荻野　秀磨(1)                  ｵｷﾞﾉ ｼｭｳﾏ                      群　馬 前橋商高             男子    60             
男子記録会 ８００ｍ    2:38.0 
101108700 森野  泰斗(3)                  ﾓﾘﾉ ﾀｲﾄ                        群　馬 高崎高               男子   700             
男子記録会 三段跳        12m48
101108701 竹澤  陸(3)                    ﾀｹｻﾞﾜ ﾘｸ                       群　馬 高崎高               男子   701             
男子少年A １００ｍ       10.81
101108703 武士  文哉(3)                  ﾀｹｼ ﾌﾐﾔ                        群　馬 高崎高               男子   703             
男子記録会 ８００ｍ    2:00.5 
101108704 高橋  優作(3)                  ﾀｶﾊｼ ﾕｳｻｸ                      群　馬 高崎高               男子   704             
男子少年A １００ｍ       10.57
101108705 金子  哲佳(3)                  ｶﾈｺ ﾃﾂﾖｼ                       群　馬 高崎高               男子   705             
男子記録会 ８００ｍ    2:00.5  男子少年A ５０００ｍ  15:19.79
101108706 石原  涼介(3)                  ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ                     群　馬 高崎高               男子   706             
男子記録会 １００ｍ      12.19
101108707 東  将宏(3)                    ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ                      群　馬 高崎高               男子   707             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.0 
101108708 矢野  泰生(3)                  ﾔﾉ ﾀｲｾｲ                        群　馬 高崎高               男子   708             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.0 
101108709 猿谷  亮(3)                    ｻﾙﾔ ﾘｮｳ                        群　馬 高崎高               男子   709             
男子記録会 １１０ｍ      14.93
101108711 内田  朋秀(3)                  ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ                     群　馬 高崎高               男子   711             



男子記録会 ８００ｍ    2:11.0 
101108712 金光  雄紀(3)                  ｶﾈﾐﾂ ﾕｳｷ                       群　馬 高崎高               男子   712             
男子少年A やり投(0.8     56m68
101108713 宮澤  賢太(3)                  ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ                      群　馬 高崎高               男子   713             
男子記録会 ８００ｍ    2:01.0 
101108714 西巻  仁貴(2)                  ﾆｼﾏｷ ﾏｻｷ                       群　馬 高崎高               男子   714             
男子記録会 ８００ｍ    1:59.0 
101108715 茂木  拓真(2)                  ﾓｷﾞ ﾀｸﾏ                        群　馬 高崎高               男子   715             
男子記録会 ８００ｍ    2:09.0 
101108716 今井  樹(2)                    ｲﾏｲ ｲﾂｷ                        群　馬 高崎高               男子   716             
男子記録会 ８００ｍ    1:59.0 
101108717 安達  宗次郎(2)                ｱﾀﾞﾁ ｿｳｼﾞﾛｳ                    群　馬 高崎高               男子   717             
男子記録会 １００ｍ      11.5 
101108718 西上  友樹(2)                  ﾆｼｶﾞﾐ ﾄﾓｷ                      群　馬 高崎高               男子   718             
男子記録会 ４００ｍ      57.0  男子記録会 ４００ｍ    1:03.90
101108719 上村  赳之(2)                  ｶﾐﾑﾗ ﾀｹﾕｷ                      群　馬 高崎高               男子   719             
男子記録会 １００ｍ      11.5 
101108720 須藤  啓太(2)                  ｽﾄｳ ｹｲﾀ                        群　馬 高崎高               男子   720             
男子記録会 １１０ｍ      17.8  男子記録会 走高跳         1m60
101108721 江坂  颯真(2)                  ｴｻｶ ｿｳﾏ                        群　馬 高崎高               男子   721             
男子記録会 １００ｍ      11.5 
101108722 吉井  柊人(2)                  ﾖｼｲ ｼｭｳﾄ                       群　馬 高崎高               男子   722             
男子記録会 １００ｍ      11.5  男子少年A ４００ｍ       50.04
101108723 茂原  將悟(2)                  ﾓﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ                      群　馬 高崎高               男子   723             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.0 
101108724 今田  星紀(2)                  ｲﾏﾀﾞ ﾄｼｷ                       群　馬 高崎高               男子   724             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.0 



101108725 戸塚  有輝(2)                  ﾄﾂｶ ﾕｳｷ                        群　馬 高崎高               男子   725             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.0 
101108726 井上　湧斗(1)                  ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ                       群　馬 高崎高               男子   726             
男子記録会 ８００ｍ    2:07.0  男子少年B ３０００ｍ   9:06.87
101108727 植木　辰乃介(1)                ｳｴｷ ｼﾝﾉｽｹ                      群　馬 高崎高               男子   727             
男子記録会 ８００ｍ    1:57.0  男子記録会 ４００ｍ      51.87
101108728 田巻　月雅(1)                  ﾀﾏｷ ﾐﾔﾋﾞ                       群　馬 高崎高               男子   728             
男子少年B １００ｍ       11.84 男子記録会 ４００ｍ      51.94
101108729 植西　柳太(1)                  ｳｴﾆｼ ﾘｭｳﾀ                      群　馬 高崎高               男子   729             
男子記録会 ８００ｍ    2:01.00 男子少年B ３０００ｍ   9:28.09
101108730 藤本　巧(1)                    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ                      群　馬 高崎高               男子   730             
男子記録会 ８００ｍ    1:58.5  男子少年B ３０００ｍ   9:06.87
101108946 上原　大輝(1)                  ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｷ                      群　馬 高崎高               男子   946             
男子記録会 １００ｍ      11.95 男子記録会 ４００ｍ      52.57
101108947 関　祐希(1)                    ｾｷ ﾕｳｷ                         群　馬 高崎高               男子   947             
男子少年B 砲丸投(5.0      7m64
101108949 渡邉　泰地(1)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ                      群　馬 高崎高               男子   949             
男子記録会 ４００ｍ      53.17 男子記録会 １００ｍ      12.03
101108950 廣岡　亮(1)                    ﾋﾛｵｶ ﾘｮｳ                       群　馬 高崎高               男子   950             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0  男子少年B ３０００ｍ  10:16.05
101108951 櫻田　英貴(1)                  ｻｸﾗﾀﾞ ｴｲｷ                      群　馬 高崎高               男子   951             
男子記録会 １００ｍ      12.1 
101108952 女部田　亘佑(1)                ｵﾅﾍﾞﾀ ｺｳｽｹ                     群　馬 高崎高               男子   952             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0 
101108953 横越　祐哉(1)                  ﾖｺｺﾞｼ ﾕｳﾔ                      群　馬 高崎高               男子   953             
男子記録会 ８００ｍ    2:40.0 
101108954 小板橋　龍正(1)                ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｭｳｾｲ                   群　馬 高崎高               男子   954             



男子記録会 ８００ｍ    2:10.0  男子少年B ３０００ｍ   9:54.73
101108955 久野　皓樹(1)                  ｸﾉ ｺｳｷ                         群　馬 高崎高               男子   955             
男子記録会 １００ｍ      12.5 
101108956 茂木　貴弘(1)                  ﾓｷﾞ ﾀｶﾋﾛ                       群　馬 高崎高               男子   956             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.0  男子少年B ３０００ｍ  10:23.78
101108957 矢野　祥太郎(1)                ﾔﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ                      群　馬 高崎高               男子   957             
男子少年B 走幅跳          4m70
101108958 宮田　知仁(1)                  ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾋﾄ                       群　馬 高崎高               男子   958             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0 
101111263 諸田  昂(3)                    ﾓﾛﾀﾞ ｺｳ                        群　馬 高崎工高             男子   263             
男子少年共通 三段跳      13m90
101111264 浅田  虎雅(3)                  ｱｻﾀﾞ ﾀｲｶﾞ                      群　馬 高崎工高             男子   264             
男子記録会 三段跳        12m44
101111265 新井  弘(3)                    ｱﾗｲ ﾋﾛｼ                        群　馬 高崎工高             男子   265             
男子記録会 ８００ｍ    2:05.42
101111266 石川  直人(3)                  ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ                       群　馬 高崎工高             男子   266             
男子記録会 ８００ｍ    2:04.68
101111268 久世  駿也(3)                  ｸｾﾞ ｼｭﾝﾔ                       群　馬 高崎工高             男子   268             
男子記録会 走高跳         1m75
101111269 長滝  啓吾(3)                  ﾅｶﾞﾀｷ ｹｲｺﾞ                     群　馬 高崎工高             男子   269             
男子少年共通 ５００   28:30.00
101111270 丸山  裕平(3)                  ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾍｲ                      群　馬 高崎工高             男子   270             
男子少年共通 円盤投(     39m54
101111273 石田  侑馬(3)                  ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ                       群　馬 高崎工高             男子   273             
男子少年A やり投(0.8     51m87
101111275 村田  悠稀(3)                  ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ                        群　馬 高崎工高             男子   275             
男子記録会 走高跳         1m85



101111277 藤村  優樹(2)                  ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ                      群　馬 高崎工高             男子   277             
男子記録会 ４００ｍ      58.97
101111278 和佐田  善仲(2)                ﾜｻﾀﾞ ﾖｼﾅｶ                      群　馬 高崎工高             男子   278             
男子記録会 ４００ｍ      59.96
101111964 吉田  風太(2)                  ﾖｼﾀﾞ ﾌｳﾀ                       群　馬 高崎工高             男子   964             
男子少年共通 ５００   25:11.22
101111965 澤入  敏生(1)                  ｻﾜｲﾘ ﾄｼｷ                       群　馬 高崎工高             男子   965             
男子少年共通 １１０      17.45
101111966 大篠  巧明(1)                  ｵｵｼﾉ ｺｳﾒｲ                      群　馬 高崎工高             男子   966             
男子少年共通 １１０      19.64
101111968 須藤  駿介(1)                  ｽﾄｳ ｼｭﾝｽｹ                      群　馬 高崎工高             男子   968             
男子記録会 三段跳        11m50
101111971 飯野  圭人(1)                  ｲｲﾉ ｹｲﾄ                        群　馬 高崎工高             男子   971             
男子少年B ３０００ｍ  10:15.23
101112638 鹿嶋  奎太(3)                  ｶｼﾏ ｹｲﾀ                        群　馬 高崎商高             男子   638             
男子記録会 １００ｍ      11.4  男子少年共通 三段跳      13m79
101112639 西山  恭平(3)                  ﾆｼﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ                     群　馬 高崎商高             男子   639             
男子記録会 １００ｍ      16.6  男子記録会 砲丸投(5.     10m45
101112640 石井  啓斗(3)                  ｲｼｲ ｹｲﾄ                        群　馬 高崎商高             男子   640             
男子記録会 ８００ｍ    2:09.53
101112641 永井  滉達(3)                  ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ                       群　馬 高崎商高             男子   641             
男子記録会 ８００ｍ    2:02.65
101112642 茂木  詩苑(3)                  ﾓﾃｷﾞ ｼｵﾝ                       群　馬 高崎商高             男子   642             
男子少年A １００ｍ       11.07 男子記録会 ４００ｍ      52.2 
101112643 �野  康輝(3)                  ﾀｶﾉ ｺｳｷ                        群　馬 高崎商高             男子   643             
男子記録会 ８００ｍ    2:00.66
101112644 浦野  卓也(3)                  ｳﾗﾉ ﾀｸﾅﾘ                       群　馬 高崎商高             男子   644             



男子記録会 ８００ｍ    2:15.0  男子記録会 ４００ｍ    1:00.65
101112645 谷  朋樹(2)                    ﾀﾆ ﾄﾓｷ                         群　馬 高崎商高             男子   645             
男子記録会 ８００ｍ    2:06.73
101112646 楯岡  友広(2)                  ﾀﾃｵｶ ﾄﾓﾋﾛ                      群　馬 高崎商高             男子   646             
男子記録会 １００ｍ      12.00 男子記録会 三段跳        12m00
101112647 蓼沼  良宜(2)                  ﾀﾃﾇﾏ ｱｷﾉﾌﾞ                     群　馬 高崎商高             男子   647             
男子記録会 １００ｍ      11.90 男子記録会 １１０ｍ      16.58
101112648 橋本  悠来(2)                  ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾗ                       群　馬 高崎商高             男子   648             
男子記録会 １００ｍ      11.41
101112649 白坂  純平(2)                  ｼﾗｻｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ                   群　馬 高崎商高             男子   649             
男子記録会 １００ｍ      11.57 男子記録会 ４００ｍ      54.3 
101112650 黒澤  広幸(2)                  ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ                      群　馬 高崎商高             男子   650             
男子記録会 １００ｍ      12.16 男子記録会 ４００ｍ      53.03
101112651 浦野  和也(1)                  ｳﾗﾉ ｶｽﾞﾔ                       群　馬 高崎商高             男子   651             
男子記録会 １１０ｍ      18.5  男子記録会 走高跳         1m60
101112652 北村  雄哉(1)                  ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ                       群　馬 高崎商高             男子   652             
男子記録会 １００ｍ      12.01 男子記録会 ４００ｍ      54.47
101112653 丸山  登夢(1)                  ﾏﾙﾔﾏ ﾄｳﾑ                       群　馬 高崎商高             男子   653             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.0 
101112654 田中  航(1)                    ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ                        群　馬 高崎商高             男子   654             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0 
101112973 小島  海空人(1)                ｺｼﾞﾏ ﾐｸﾄ                       群　馬 高崎商高             男子   973             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.02 男子記録会 ４００ｍ    1:04.0 
101113080 田口  浩平(3)                  ﾀｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ                      群　馬 桐生高               男子    80             
男子少年A ４００ｍＨ     53.59 男子少年A ４００ｍ       49.72
101113082 中澤  圭佑(1)                  ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｽｹ                     群　馬 高崎工高             男子   972             
男子少年B ３０００ｍ  10:45.89



101113087 矢羽  健一郎(3)                ﾔﾊﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ                     群　馬 桐生高               男子    87             
男子少年共通 三段跳      14m82 男子少年A 走幅跳          6m92
101113088 柴田  弥彩樹(2)                ｼﾊﾞﾀ ﾐｻｷ                       群　馬 桐生高               男子    88             
男子記録会 ８００ｍ    2:02.96
101113089 寺内  健(2)                    ﾃﾗｳﾁ ｹﾝ                        群　馬 桐生高               男子    89             
男子記録会 ハンマー      37m25
101113090 藤巻  志音(2)                  ﾌｼﾞﾏｷ ｼｵﾝ                      群　馬 桐生高               男子    90             
男子記録会 １００ｍ      13.05
101113091 増田  健太郎(2)                ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ                     群　馬 桐生高               男子    91             
男子記録会 ４００ｍ      54.69
101113092 星野  佑太(2)                  ﾎｼﾉ ﾕｳﾀ                        群　馬 桐生高               男子    92             
男子記録会 やり投(0.     34m16 男子記録会 ４００ｍ      53.33
101113093 丸山  祐弥(2)                  ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾔ                       群　馬 桐生高               男子    93             
男子記録会 走高跳         1m75 男子記録会 １００ｍ      11.91
101113094 守谷  陸(2)                    ﾓﾘﾔ ﾘｸ                         群　馬 桐生高               男子    
94             男子記録会 ８００ｍ    2:02.0 
101113095 金子  開星(2)                  ｶﾈｺ ｶｲｾｲ                       群　馬 桐生高               男子    95             
男子記録会 ８００ｍ    2:00.23
101113096 木村  敦也(2)                  ｷﾑﾗ ｱﾂﾔ                        群　馬 桐生高               男子    96             
男子記録会 １００ｍ      11.56
101113097 関口  大輝(2)                  ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ                     群　馬 桐生高               男子    97             
男子少年共通 １１０      15.26
101113098 高草木  友哉(2)                ﾀｶｸｻｷ ﾄﾓﾔ                      群　馬 桐生高               男子    98             
男子記録会 走高跳         1m80
101113099 横堀  凌也(2)                  ﾖｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾔ                     群　馬 桐生高               男子    99             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.0 
101113100 三澤  智康(2)                  ﾐｻﾜ ﾄﾓﾔｽ                       群　馬 桐生高               男子   100             



男子記録会 やり投(0.     40m99
101113101 岡崎  純也(1)                  ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ                    群　馬 桐生高               男子   101             
男子記録会 ハンマー      20m70
101113102 曽田  伊吹(1)                  ｿﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                       群　馬 桐生高               男子   102             
男子記録会 ４００ｍ      51.09 男子記録会 ８００ｍ    2:00.5 
101113103 大島  龍太郎(1)                ｵｵｼﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ                    群　馬 桐生高               男子   103             
男子少年B ３０００ｍ   9:50.0 
101113104 小谷野  郁也(1)                ｺﾔﾉ ﾌﾐﾔ                        群　馬 桐生高               男子   104             
男子少年B ３０００ｍ   9:35.0 
101113105 石川  裕斗(1)                  ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ                       群　馬 桐生高               男子   105             
男子少年B １００ｍ       11.53
101113914 松井  皓紀(1)                  ﾏﾂｲ ｺｳｷ                        群　馬 桐生高               男子   914             
男子少年B ３０００ｍ  10:20.0 
101113915 萩原  沙哉隼(1)                ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾔﾄ                      群　馬 桐生高               男子   915             
男子記録会 １００ｍ      12.49 男子記録会 ４００ｍ      54.13
101113916 茂木  依吹(1)                  ﾓﾃｷﾞ ｲﾌﾞｷ                      群　馬 桐生高               男子   916             
男子少年B １００ｍ       11.81
101113917 �原  瑞季(2)                  ｸﾜﾊﾗ ﾐｽﾞｷ                      群　馬 桐生高               男子   917             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.0 
101113919 佐々木  甲斐(1)                ｻｻｷ ｶｲ                         群　馬 桐生高               男子   919             
男子少年B ３０００ｍ   9:40.0  男子記録会 ８００ｍ    2:12.0 
101114516 木村　魁人 (3)                 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ                        群　馬 桐生南高             男子   516             
男子記録会 １００ｍ      11.53 男子少年A ４００ｍ       50.48
101114517 清水　光(3)                    ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾙ                       群　馬 桐生南高             男子   517             
男子記録会 １００ｍ      11.52 男子少年共通 １１０      15.34 男子記録会 １１０ｍ      15.34
101114518 矢口　泰雅(3)                  ﾔｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ                      群　馬 桐生南高             男子   518             
男子少年A １００ｍ       11.15 男子記録会 ４００ｍ      52.24



101114519 山本　将(3)                    ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ                       群　馬 桐生南高             男子   519             
男子記録会 ４００ｍ      53.49 男子記録会 ８００ｍ    2:00.35
101114521 根岸　明人(2)                  ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾄ                      群　馬 桐生南高             男子   521             
男子記録会 １００ｍ      11.76 男子記録会 ４００ｍ      55.01
101114522 石田　聡太(2)                  ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ                       群　馬 桐生南高             男子   522             
男子記録会 ８００ｍ    2:18.96 男子少年共通 ５００   29:49.01
101114523 柿沼　陸斗(2)                  ｶｷﾇﾏ ﾘｸﾄ                       群　馬 桐生南高             男子   523             
男子少年共通 円盤投(     34m94 男子少年A ハンマー投     40m55
101114524 松波　俊哉(2)                  ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼﾔ                       群　馬 桐生南高             男子   524             
男子記録会 ４００ｍ      51.83 男子少年A ４００ｍＨ     57.48
101114525 斎藤　司(2)                    ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ                       群　馬 桐生南高             男子   525             
男子記録会 １００ｍ      11.95 男子記録会 三段跳        12m23
101114526 福島　一夏(2)                  ﾌｸｼﾏ ｲﾁﾅﾂ                      群　馬 桐生南高             男子   526             
男子記録会 ４００ｍ      52.18 男子少年A ４００ｍＨ     57.70
101114527 長澤　知憲(2)                  ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓｶｽﾞ                    群　馬 桐生南高             男子   527             
男子記録会 １００ｍ      11.57 男子記録会 ４００ｍ      50.84
101114528 三宅　悠生(2)                  ﾐﾔｹ ﾕｳｲ                        群　馬 桐生南高             男子   528             
男子記録会 ４００ｍ      54.79 男子記録会 ８００ｍ    2:00.33
101114529 大澤　龍佑(2)                  ｵｵｻﾜ ﾘｭｳｽｹ                     群　馬 桐生南高             男子   529             
男子記録会 ４００ｍ    1:00.58 男子記録会 ８００ｍ    2:09.00
101114530 北村　悠(2)                    ｷﾀﾑﾗ ﾕｳ                        群　馬 桐生南高             男子   530             
男子記録会 ４００ｍ      54.03 男子記録会 ８００ｍ    2:04.41
101114531 竹内　翔(2)                    ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ                       群　馬 桐生南高             男子   531             
男子記録会 ４００ｍ    1:00.34 男子記録会 ８００ｍ    2:11.46
101114532 田島　巌大(2)                  ﾀｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾀ                      群　馬 桐生南高             男子   532             
男子記録会 １００ｍ      12.54 男子記録会 三段跳        11m00
101114533 村岡　蒼馬(1)                  ﾑﾗｵｶ ｿｳﾏ                       群　馬 桐生南高             男子   533             



男子記録会 ４００ｍ      53.80 男子記録会 ８００ｍ    2:00.78
101114534 石田　捷人(1)                  ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ                       群　馬 桐生南高             男子   534             
男子記録会 １００ｍ      11.82 男子記録会 ４００ｍ    1:02.58
101114535 田邊　竜也(1)                  ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ                       群　馬 桐生南高             男子   535             
男子記録会 １００ｍ      12.12 男子記録会 ４００ｍ      54.73
101114536 後閑　海斗(1)                  ｺﾞｶﾝ ｶｲﾄ                       群　馬 桐生南高             男子   536             
男子記録会 １００ｍ      12.14 男子記録会 ４００ｍ      57.22 男子記録会 やり投(0.     34m32
101114537 小島 幸陽(1)                   ｺｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ                      群　馬 桐生南高             男子   537             
男子記録会 １００ｍ      12.69 男子記録会 ４００ｍ      55.17
101114538 須永　聖也(1)                  ｽﾅｶﾞ ｾｲﾔ                       群　馬 桐生南高             男子   538             
男子記録会 １００ｍ      11.81 男子記録会 ４００ｍ      56.74
101114539 前嶋  郁美(1)                  ﾏｴｼﾞﾏ ｲｸﾐ                      群　馬 桐生南高             男子   539             
男子記録会 １００ｍ      13.54 男子記録会 ４００ｍ    1:03.61
101114540 佐藤　慧(1)                    ｻﾄｳ ｹｲ                         群　馬 桐生南高             男子   540             
男子記録会 １００ｍ      12.44 男子記録会 ハンマー      24m30
101114541 林　玲生(1)                    ﾊﾔｼ ﾚｵ                         群　馬 桐生南高             男子   541             
男子記録会 １００ｍ      11.98 男子記録会 ４００ｍ      53.92
101114925 �田  一輝(1)                  ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ                      群　馬 桐生南高             男子   925             
男子記録会 １００ｍ      13.01 男子記録会 ４００ｍ    1:02.00
101115061 川岸  廉(1)                    ｶﾜｷﾞｼ ﾚﾝ                       群　馬 桐生南高             男子  1061             
男子記録会 やり投(0.     40m00 男子記録会 ハンマー      25m00
101116121 塩野入　和哉(3)                ｼｵﾉｲﾘ ｶｽﾞﾔ                     群　馬 桐生工高             男子   121             
男子記録会 １００ｍ      11.64
101116124 柳沢　将希(3)                  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻｷ                     群　馬 桐生工高             男子   124             
男子記録会 １００ｍ      11.69
101116127 駒田　裕哉(3)                  ｺﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ                       群　馬 桐生工高             男子   127             
男子記録会 砲丸投(5.     12m75



101116128 山形　智哉(3)                  ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ                      群　馬 桐生工高             男子   128             
男子記録会 １００ｍ      11.87
101116130 森田　将貴(2)                  ﾓﾘﾀ ﾏｻﾀｶ                       群　馬 桐生工高             男子   130             
男子記録会 １００ｍ      12.30
101116134 関口　皓久(2)                  ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ                     群　馬 桐生工高             男子   134             
男子記録会 １００ｍ      12.30
101116135 田島　捷成(2)                  ﾀｼﾞﾏ ﾄｼﾅﾘ                      群　馬 桐生工高             男子   135             
男子記録会 １００ｍ      12.10
101116136 栗原　颯大(2)                  ｸﾘﾊﾞﾗ ｿｳﾀ                      群　馬 桐生工高             男子   136             
男子記録会 １００ｍ      11.64
101116138 篠ǹ　尋(1)                    ｼﾉｻﾞｷ ｼﾞﾝ                      群　馬 桐生工高             男子   138             
男子少年B 砲丸投(5.0      9m17 男子記録会 やり投(0.     30m50
101116140 渡邉　那智(1)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾁ                       群　馬 桐生工高             男子   140             
男子記録会 ４００ｍ    1:03.42
101116141 岡林　俊馬(1)                  ｵｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾏ                    群　馬 桐生工高             男子   141             
男子記録会 ４００ｍ      56.50
101116920 深井　大輝(1)                  ﾌｶｲ ﾀﾞｲｷ                       群　馬 桐生工高             男子   920             
男子記録会 １００ｍ      12.50
101116921 大口　幸真(1)                  ｵｵｸﾞﾁ ﾕｷﾏｻ                     群　馬 桐生工高             男子   921             
男子記録会 １００ｍ      12.40
101116922 瀬戸　和樹(1)                  ｾﾄ ｶｽﾞｷ                        群　馬 桐生工高             男子   922             
男子記録会 １００ｍ      12.25
101118514 須永　竜之介(2)                ｽﾅｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ                    群　馬 清明高               男子   514             
男子記録会 三段跳        11m30
101118515 小澤　海城(2)                  ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ                       群　馬 清明高               男子   515             
男子少年A やり投(0.8     52m34
101121556 大関　健(3)                    ｵｵｾﾞｷ ﾀｹﾙ                      群　馬 伊勢崎商高           男子   556             



男子少年A ４００ｍＨ     55.30 男子記録会 ４００ｍ      51.46
101121557 原　大虎(3)                    ﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ                       群　馬 伊勢崎商高           男子   557             
男子少年共通 走高跳       1m95
101121558 清水　悠椰(3)                  ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ                       群　馬 伊勢崎商高           男子   558             
男子記録会 ４００ｍ      52.50
101121561 牛久　隆大(3)                  ｳｼｸ ﾀｶﾋﾛ                       群　馬 伊勢崎商高           男子   561             
男子少年共通 １１０      15.45
101121562 岸田　淳(3)                    ｷｼﾀﾞ ｱﾂｼ                       群　馬 伊勢崎商高           男子   562             
男子記録会 １００ｍ      11.86 男子記録会 ４００ｍ      54.60
101121564 矢口　晶(3)                    ﾔｸﾞﾁ ｱｷﾗ                       群　馬 伊勢崎商高           男子   564             
男子記録会 １００ｍ      11.56 男子記録会 ４００ｍ      50.86
101121567 岡部  由惟(3)                  ｵｶﾍﾞ ﾕｲ                        群　馬 伊勢崎商高           男子   567             
男子少年共通 ８００    1:56.84
101121570 矢内　?仁(3)                   ﾔﾅｲ ｷﾘﾄ                        群　馬 伊勢崎商高           男子   570             
男子少年A 走幅跳          6m85 男子記録会 三段跳        13m00
101121572 星野　諒馬(2)                  ﾎｼﾉ ﾘｮｳﾏ                       群　馬 伊勢崎商高           男子   572             
男子少年A 走幅跳          7m18 男子少年A １００ｍ       10.92
101121573 青木　理人(2)                  ｱｵｷ ﾏｻﾄ                        群　馬 伊勢崎商高           男子   573             
男子記録会 １００ｍ      11.56 男子記録会 ４００ｍ      51.57
101121574 佐貫　湧人(2)                  ｻﾇｷ ﾕｳﾄ                        群　馬 伊勢崎商高           男子   574             
男子記録会 １００ｍ      11.65 男子記録会 ４００ｍ      53.34
101121575 佐谷戸　基希(2)                ｻﾔﾄ ﾓﾄｷ                        群　馬 伊勢崎商高           男子   575             
男子記録会 やり投(0.     31m15 男子記録会 １００ｍ      12.50
101121576 小林　大起(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ                     群　馬 伊勢崎商高           男子   576             
男子記録会 １００ｍ      11.45 男子記録会 ４００ｍ      51.14
101121577 山下　幹太(2)                  ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ                       群　馬 伊勢崎商高           男子   577             
男子記録会 １００ｍ      11.36 男子記録会 ４００ｍ      54.60



101121579 武井　洸太(2)                  ﾀｹｲ ｺｳﾀ                        群　馬 伊勢崎商高           男子   579             
男子記録会 三段跳        11m69
101121580 村田　有輝(2)                  ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ                        群　馬 伊勢崎商高           男子   580             
男子記録会 １００ｍ      12.78 男子記録会 ４００ｍ      54.75
101121584 須永　翔也(1)                  ｽﾅｶﾞ ｼｮｳﾔ                      群　馬 伊勢崎商高           男子   584             
男子少年B 走幅跳          6m20
101121585 山本　憲慎(1)                  ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ                      群　馬 伊勢崎商高           男子   585             
男子少年B １００ｍ       12.00
101122051 角田　将崇(1)                  ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻﾀｶ                      群　馬 伊勢崎商高           男子  1051             
男子記録会 １００ｍ      12.34
101122363 諸田  昂(3)                    ﾓﾛﾀﾞ ｺｳ                        群　馬 高崎工高             男子   263             
男子少年共通 三段跳      13m90
101122364 浅田  虎雅(3)                  ｱｻﾀﾞ ﾀｲｶﾞ                      群　馬 高崎工高             男子   264             
男子記録会 三段跳        12m44
101122464 原島  颯太(2)                  ﾊﾗｼﾏ ｿｳﾀ                       群　馬 太田高               男子   464             
男子記録会 １００ｍ      13.60 男子記録会 ４００ｍ    1:02.0 
101122465 對比地  優介(2)                ﾂｲﾋｼﾞ ﾕｳｽｹ                     群　馬 太田高               男子   465             
男子記録会 １００ｍ      12.18 男子記録会 やり投(0.     30m00
101122466 折井  仁(2)                    ｵﾘｲ ｼﾞﾝ                        群　馬 太田高               男子   466             
男子記録会 ８００ｍ    2:22.76
101122467 �野  響(2)                    ﾀｶﾉ ﾋﾋﾞｷ                       群　馬 太田高               男子   467             
男子記録会 １００ｍ      13.57 男子記録会 ４００ｍ      59.0 
101122468 木村  鴻基(2)                  ｷﾑﾗ ｺｳｷ                        群　馬 太田高               男子   468             
男子記録会 １００ｍ      11.98 男子記録会 ４００ｍ      52.18
101122469 須永  康太(2)                  ｽﾅｶﾞ ｺｳﾀ                       群　馬 太田高               男子   469             
男子記録会 砲丸投(5.      9m05 男子記録会 １００ｍ      12.84
101122470 江田  祐太朗(2)                ｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ                      群　馬 太田高               男子   470             



男子記録会 ８００ｍ    2:05.96 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101122471 高瀬  清太郎(2)                ﾀｶｾ ｾｲﾀﾛｳ                      群　馬 太田高               男子   471             
男子記録会 ８００ｍ    2:11.32
101122472 市川  大翔(2)                  ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ                       群　馬 太田高               男子   472             
男子記録会 ハンマー      21m56 男子記録会 １００ｍ      13.13 男子記録会 やり投(0.     33m63
101122473 石川  太一(2)                  ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ                       群　馬 太田高               男子   473             
男子少年共通 ５００   24:43.70 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101122474 榎本  竜也(2)                  ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ                       群　馬 太田高               男子   474             
男子記録会 ４００ｍ    1:03.0  男子記録会 ４００ｍ      53.28 男子記録会 やり投(0.     23m98
101122475 安藤  弘哲(2)                  ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ                     群　馬 太田高               男子   475             
男子記録会 ８００ｍ    2:07.09 男子記録会 ４００ｍ      56.46
101122476 櫻井  大地(1)                  ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲﾁ                      群　馬 太田高               男子   476             
男子記録会 １００ｍ      12.6  男子記録会 ４００ｍ      57.5 
101122477 平柳  風雅(1)                  ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾌｳｶﾞ                    群　馬 太田高               男子   477             
男子記録会 １００ｍ      12.8 
101122479 荻原  智樹(1)                  ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｷ                      群　馬 太田高               男子   479             
男子記録会 ８００ｍ    2:04.82 男子記録会 ４００ｍ      57.0 
101122480 吉川  拓馬(1)                  ﾖｼｶﾜ ﾀｸﾏ                       群　馬 太田高               男子   480             
男子少年共通 ５００   30:00.0  男子記録会 ８００ｍ    2:15.37
101122899 小貫  陽太(1)                  ｵﾇｷ ﾖｳﾀ                        群　馬 太田高               男子   899             
男子記録会 やり投(0.     29m00 男子記録会 １００ｍ      13.5 
101122900 塚越  洋人(1)                  ﾂｶｺﾞｼ ﾋﾛﾄ                      群　馬 太田高               男子   900             
男子記録会 １１０ｍ      21.0  男子記録会 １００ｍ      12.3 
101122901 松島  朋生(1)                  ﾏﾂｼﾏ ﾄﾓｷ                       群　馬 太田高               男子   901             
男子記録会 ８００ｍ    2:31.13 男子記録会 ４００ｍ      58.5 
101122902 星野  将輝(1)                  ﾎｼﾉ ﾏｻｷ                        群　馬 太田高               男子   902             
男子少年B １００ｍ       11.9  男子記録会 ４００ｍ      58.3 



101122903 岩崎  秀星(1)                  ｲﾜｻｷ ｼｭｳｾｲ                     群　馬 太田高               男子   903             
男子記録会 １１０ｍ      19.83 男子記録会 １００ｍ      12.5 
101122904 近藤  光(1)                    ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ                      群　馬 太田高               男子   904             
男子記録会 １１０ｍ      20.5  男子記録会 １００ｍ      12.6 
101122905 原名  拓海(1)                  ﾊﾗﾅ ﾀｸﾐ                        群　馬 太田高               男子   905             
男子少年B ３０００ｍ  11:30.0  男子記録会 ８００ｍ    2:30.0 
101122907 田村  優都(1)                  ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ                        群　馬 太田高               男子   907             
男子少年B 走幅跳          4m80
101122908 近松  俊弥(1)                  ﾁｶﾏﾂ ﾀｶﾔ                       群　馬 太田高               男子   908             
男子少年B 走幅跳          4m60
101122909 佐藤  竜介(1)                  ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ                      群　馬 太田高               男子   909             
男子記録会 やり投(0.     32m49 男子少年B １００ｍ       12.0 
101125282 白沢　竜雅(3)                  ｼﾗｻﾜ ﾘｭｳｶﾞ                     群　馬 太田工高             男子   282             
男子記録会 １００ｍ      11.59 男子記録会 ４００ｍ      52.15
101125283 吉田  雄飛(3)                  ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾋ                       群　馬 太田工高             男子   283             
男子記録会 １００ｍ      12.10 男子記録会 ４００ｍ      54.32
101125284 馬場  崚矢(3)                  ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾔ                      群　馬 太田工高             男子   284             
男子記録会 １００ｍ      11.81 男子記録会 ４００ｍ      52.50
101125285 田中  翔真(3)                  ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ                       群　馬 太田工高             男子   285             
男子記録会 １００ｍ      12.07 男子記録会 三段跳        12m70
101125286 仲　大地(3)                    ﾅｶ ﾀﾞｲﾁ                        群　馬 太田工高             男子   286             
男子記録会 砲丸投(5.     10m68
101125287 久保田　玲央(3)                ｸﾎﾞﾀ ﾚｵ                        群　馬 太田工高             男子   287             
男子記録会 砲丸投(5.     10m62
101125288 新井　勝也(2)                  ｱﾗｲ ｶﾂﾔ                        群　馬 太田工高             男子   288             
男子記録会 １００ｍ      12.13 男子記録会 ４００ｍ      57.55
101125289 茂木　駿(2)                    ﾓﾃｷﾞ ｼｭﾝ                       群　馬 太田工高             男子   289             



男子記録会 １００ｍ      12.14 男子記録会 ４００ｍ      56.97
101125290 藤原　聖(1)                    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｼﾞﾘ                     群　馬 太田工高             男子   290             
男子少年B ３０００ｍ   9:51.76
101125291 川島　仁(1)                    ｶﾜｼﾏ ｼﾞﾝ                       群　馬 太田工高             男子   291             
男子少年B ３０００ｍ   9:38.65
101125292 中村　篤哉(1)                  ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾔ                       群　馬 太田工高             男子   292             
男子少年B ３０００ｍ  10:21.29
101125293 國井　堅吾(1)                  ｸﾆｲ ｹﾝｺﾞ                       群　馬 太田工高             男子   293             
男子記録会 走高跳         1m60 男子記録会 １００ｍ      13.31
101125294 小川　倖弥(1)                  ｵｶﾞﾜ ｺｳﾔ                       群　馬 太田工高             男子   294             
男子記録会 やり投(0.     43m92 男子記録会 １００ｍ      12.00
101125295 武藤　秀哲(1)                  ﾑﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ                      群　馬 太田工高             男子   295             
男子少年B 走幅跳          5m86 男子記録会 ４００ｍ      54.17
101125296 田村　崇光(1)                  ﾀﾑﾗ ﾀｶﾐﾂ                       群　馬 太田工高             男子   296             
男子少年B ３０００ｍ  10:01.22
101125910 七原　龍(1)                    ﾅﾅﾊﾗ ﾘｭｳ                       群　馬 太田工高             男子   910             
男子記録会 ８００ｍ    2:31.19
101126420 星野　元気(3)                  ﾎｼﾉ ﾓﾄｷ                        群　馬 沼田高               男子   420             
男子記録会 ４００ｍ      53.90 男子記録会 ８００ｍ    1:59.94
101126422 萩原　秀憲(2)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ                    群　馬 沼田高               男子   422             
男子記録会 ４００ｍ      55.92 男子記録会 １００ｍ      11.58
101126423 木榑　杏祐(2)                  ｺｸﾞﾚ ｷｮｳｽｹ                     群　馬 沼田高               男子   423             
男子記録会 ４００ｍ      55.68 男子記録会 ８００ｍ    2:01.97
101126424 加藤　弘崇(2)                  ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ                       群　馬 沼田高               男子   424             
男子記録会 ４００ｍ    1:01.74 男子記録会 １００ｍ      13.12
101126425 櫛渕　皓介(2)                  ｸｼﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ                     群　馬 沼田高               男子   425             
男子記録会 ４００ｍ    1:00.07 男子記録会 ８００ｍ    2:15.93



101126426 鈴木　仁大(1)                  ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝﾀﾞｲ                    群　馬 沼田高               男子   426             
男子記録会 ４００ｍ      57.0  男子記録会 １００ｍ      12.35
101126427 中村　圭(1)                    ﾅｶﾑﾗ ｹｲ                        群　馬 沼田高               男子   427             
男子記録会 ４００ｍ    1:00.0  男子記録会 ８００ｍ    2:17.97
101126428 福岡　直樹(1)                  ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ                       群　馬 沼田高               男子   428             
男子記録会 ４００ｍ    1:05.0  男子記録会 ８００ｍ    2:24.50
101126430 戸丸　純也(1)                  ﾄﾏﾙ ｼﾞｭﾝﾔ                      群　馬 沼田高               男子   430             
男子記録会 ４００ｍ      57.0  男子記録会 ８００ｍ    2:10.0 
101126431 齋藤　隆人(1)                  ｻｲﾄｳ ﾀｶﾄ                       群　馬 沼田高               男子   431             
男子記録会 ４００ｍ      57.0  男子記録会 ８００ｍ    2:10.0 
101127008 富田　順仁(1)                  ﾄﾐﾀ ﾉﾌﾞﾋﾄ                      群　馬 沼田高               男子  1008             
男子記録会 ４００ｍ    1:05.0  男子記録会 １００ｍ      13.07
101128324 白倉　拓海(3)                  ｼﾗｸﾗ ﾀｸﾐ                       群　馬 利根実業高           男子   324             
男子記録会 １００ｍ      11.85 男子記録会 ４００ｍ      52.46
101128326 小材　力也(3)                  ｵｻﾞｲ ﾘｷﾔ                       群　馬 利根実業高           男子   326             
男子記録会 １００ｍ      11.73
101128327 高山　伸哉(3)                  ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾔ                       群　馬 利根実業高           男子   327             
男子記録会 やり投(0.     49m01
101128328 田村　龍太(2)                  ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ                       群　馬 利根実業高           男子   328             
男子記録会 １００ｍ      12.63 男子記録会 ４００ｍ    1:01.15
101128329 千明　樹(2)                    ﾁｷﾞﾗ ｲﾂｷ                       群　馬 利根実業高           男子   329             
男子記録会 ８００ｍ    2:06.99
101128330 瀬間　大武(2)                  ｾﾏ ﾀﾞｲﾑ                        群　馬 利根実業高           男子   330             
男子記録会 １００ｍ      12.62 男子記録会 ４００ｍ    1:00.76
101128331 関　侑真(2)                    ｾｷ ﾕｳﾏ                         群　馬 利根実業高           男子   331             
男子記録会 １００ｍ      11.90
101128985 桑原　潤也(1)                  ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝﾔ                    群　馬 利根実業高           男子   985             



男子記録会 ８００ｍ    2:25.0 
101128986 佐藤　聖也(1)                  ｻﾄｳ ｾｲﾔ                        群　馬 利根実業高           男子   986             
男子記録会 やり投(0.     37m00
101128987 小林　京弥(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ                     群　馬 利根実業高           男子   987             
男子記録会 ８００ｍ    2:35.0 
101128988 小林　樹仁(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾋﾄ                     群　馬 利根実業高           男子   988             
男子記録会 １００ｍ      12.8 
101128989 田中　太陽(1)                  ﾀﾅｶ ﾀｲﾖｳ                       群　馬 利根実業高           男子   989             
男子記録会 ８００ｍ    2:51.0 
101129854 萬田  悠人(3)                  ﾏﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ                       群　馬 館林高               男子   854             
男子記録会 ４００ｍ      52.97 男子記録会 ８００ｍ    2:00.65
101129855 漆原  渉太(3)                  ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ                    群　馬 館林高               男子   855             
男子記録会 １００ｍ      12.38 男子記録会 ４００ｍ      54.49
101129856 鈴木  佑弥(3)                  ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ                       群　馬 館林高               男子   856             
男子記録会 １００ｍ      11.65 男子記録会 ４００ｍ      51.10
101129857 �橋  優雅(3)                  ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶﾞ                      群　馬 館林高               男子   857             
男子記録会 ８００ｍ    2:04.0 
101129860 黒田  圭(3)                    ｸﾛﾀﾞ ｹｲ                        群　馬 館林高               男子   860             
男子記録会 １００ｍ      11.76 男子記録会 ４００ｍ      53.97
101129861 栗原  泉弥(3)                  ｸﾘﾊﾗ ﾓﾄﾔ                       群　馬 館林高               男子   861             
男子記録会 ８００ｍ    1:58.71
101129862 齋藤  大吾(3)                  ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ                     群　馬 館林高               男子   862             
男子記録会 １００ｍ      11.78 男子記録会 ４００ｍ      53.59
101129863 萩原  涼(2)                    ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ                      群　馬 館林高               男子   863             
男子記録会 １００ｍ      12.22 男子記録会 ４００ｍ      55.35
101129864 宮ǹ  航生(2)                  ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｾｲ                     群　馬 館林高               男子   864             
男子記録会 １００ｍ      11.94 男子記録会 ４００ｍ      56.45



101129865 鈴木  翔太(2)                  ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ                      群　馬 館林高               男子   865             
男子記録会 ８００ｍ    2:11.0 
101129866 清水  大輝(2)                  ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ                      群　馬 館林高               男子   866             
男子記録会 １００ｍ      11.93 男子記録会 ４００ｍ      53.51
101129867 齋藤  太凱(2)                  ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ                      群　馬 館林高               男子   867             
男子記録会 ４００ｍ      52.55 男子記録会 ８００ｍ    2:01.64
101129868 井上  雄斗(2)                  ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ                       群　馬 館林高               男子   868             
男子記録会 １００ｍ      12.93 男子記録会 ４００ｍ      59.40
101129869 坂梨  賢(2)                    ｻｶﾅｼ ｹﾝ                        群　馬 館林高               男子   869             
男子記録会 ８００ｍ    2:07.0 
101129870 岩瀬  貴也(2)                  ｲﾜｾ ﾀｶﾔ                        群　馬 館林高               男子   870             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.0 
101129871 大中  藍斗(2)                  ｵｵﾅｶ ｱｲﾄ                       群　馬 館林高               男子   871             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.76
101129872 新井  龍太郎(2)                ｱﾗｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ                     群　馬 館林高               男子   872             
男子記録会 １００ｍ      12.16 男子記録会 ４００ｍ      56.83
101129873 田口  兼大郎(2)                ﾀｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ                     群　馬 館林高               男子   873             
男子記録会 ８００ｍ    2:03.0 
101129874 白石  光(2)                    ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ                       群　馬 館林高               男子   874             
男子記録会 １００ｍ      12.72 男子記録会 ４００ｍ      59.89
101129875 大関  柊平(2)                  ｵｵｾﾞｷ ｼｭｳﾍｲ                    群　馬 館林高               男子   875             
男子記録会 １００ｍ      12.71
101129876 須永  拓生(2)                  ｽﾅｶﾞ ﾀｸﾄ                       群　馬 館林高               男子   876             
男子記録会 １００ｍ      12.23 男子記録会 ４００ｍ      56.0 
101129877 山田  真也(2)                  ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ                       群　馬 館林高               男子   877             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.0 
101129878 吉永  昂輝(1)                  ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳｷ                      群　馬 館林高               男子   878             



男子記録会 ８００ｍ    2:10.0 
101129879 横山  裕汰(1)                  ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀ                       群　馬 館林高               男子   879             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.0 
101129880 齋藤  翔(1)                    ｻｲﾄｳ ｼｮｳ                       群　馬 館林高               男子   880             
男子記録会 １００ｍ      12.82 男子記録会 ４００ｍ    1:00.0 
101129881 石川  司(1)                    ｲｼｶﾜ ﾂｶｻ                       群　馬 館林高               男子   881             
男子記録会 １００ｍ      11.90 男子記録会 ４００ｍ      56.34
101129977 佐藤  春樹(1)                  ｻﾄｳ ﾊﾙｷ                        群　馬 館林高               男子   977             
男子記録会 １００ｍ      12.62 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101129978 田中  有羅(1)                  ﾀﾅｶ ﾕﾗ                         群　馬 館林高               男子   978             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.0 
101130048 加藤  駿斗(1)                  ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ                        群　馬 館林高               男子  1048             
男子記録会 ８００ｍ    2:11.0 
101131783 加藤　直也(2)                  ｶﾄｳ ﾅｵﾔ                        群　馬 渋川高               男子   783             
男子記録会 砲丸投(5.     10m38 男子記録会 やり投(0.     41m75
101131784 黒岩　穣　　(2)                ｸﾛｲﾜ ｼﾞｮｳ                      群　馬 渋川高               男子   784             
男子記録会 １００ｍ      12.60 男子記録会 三段跳        12m37
101131785 渋谷　唯人(2)                  ｼﾌﾞﾔ ﾕｲﾄ                       群　馬 渋川高               男子   785             
男子記録会 ８００ｍ    2:02.05
101131786 金澤　昇汰(2)                  ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ                     群　馬 渋川高               男子   786             
男子記録会 １００ｍ      11.64
101131787 眞田　崇弘(2)                  ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ                      群　馬 渋川高               男子   787             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.71
101131788 永井  大生(2)                  ﾅｶﾞｲ ﾀｲｾｲ                      群　馬 渋川高               男子   788             
男子少年共通 ５００   25:17.56
101131789 森田　将矢(2)                  ﾓﾘﾀ ﾏｻﾔ                        群　馬 渋川高               男子   789             
男子記録会 ８００ｍ    2:14.62



101131790 千木良　雅也(2)                ﾁｷﾞﾗ ﾏｻﾔ　                     群　馬 渋川高               男子   790             
男子記録会 １００ｍ      12.70
101131926 山本　雄太(1)                  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ                       群　馬 渋川高               男子   926             
男子記録会 １００ｍ      12.61
101131927 宮内　春太(1)                  ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝﾀ                      群　馬 渋川高               男子   927             
男子記録会 ４００ｍ    1:06.00
101131929 橋爪　俊樹(1)                  ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｼｷ                      群　馬 渋川高               男子   929             
男子記録会 １００ｍ      12.90
101131930 塚越　風渡(1)                  ﾂｶｺｼ ｶｾﾞﾄ                      群　馬 渋川高               男子   930             
男子記録会 １００ｍ      12.50
101131932 飯塚　育(1)                    ｲｲﾂﾞｶ ﾊｸﾞﾐ                     群　馬 渋川高               男子   932             
男子記録会 ４００ｍ      53.16
101131933 佐藤　太一(1)                  ｻﾄｳ ﾀｲﾁ                        群　馬 渋川高               男子   933             
男子記録会 砲丸投(5.      9m86
101131934 田中　僚(1)                    ﾀﾅｶ ﾘｮｳ                        群　馬 渋川高               男子   934             
男子少年B ３０００ｍ   9:40.00
101131936 藤生　泰成(1)                  ﾌｼﾞｭｳ ﾔｽﾅﾘ                     群　馬 渋川高               男子   936             
男子少年B ３０００ｍ  12:00.00
101131937 浅見　拓也(1)                  ｱｻﾐ ﾀｸﾔ                        群　馬 渋川高               男子   937             
男子記録会 １００ｍ      12.90
101131938 滝澤　昇悟(1)                  ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ                    群　馬 渋川高               男子   938             
男子少年B ３０００ｍ  12:00.00
101131941 山本　晴斗(1)                  ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ                       群　馬 渋川高               男子   941             
男子記録会 １００ｍ      12.37
101135542 新井  康大(3)                  ｱﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ                      群　馬 藤岡工高             男子   542             
男子記録会 ４００ｍ      58.61
101135543 新井　翔(3)                    ｱﾗｲ ｼｮｳ                        群　馬 藤岡工高             男子   543             



男子記録会 走高跳         1m55
101135544 �橋　成人(3)                  ﾀｶﾊｼ ﾅﾘﾋﾄ                      群　馬 藤岡工高             男子   544             
男子記録会 ８００ｍ    2:11.0 
101135545 清水　照貴(3)                  ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｷ                       群　馬 藤岡工高             男子   545             
男子記録会 やり投(0.     18m15
101135546 黒澤　大地(2)                  ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲﾁ                      群　馬 藤岡工高             男子   546             
男子記録会 ８００ｍ    2:11.33
101135547 塩野　晃希(2)                  ｼｵﾉ ｺｳｷ                        群　馬 藤岡工高             男子   547             
男子記録会 １００ｍ      12.29
101135548 中里見　清春(2)                ﾅｶｻﾄﾐ ｷﾖﾊﾙ                     群　馬 藤岡工高             男子   548             
男子記録会 ８００ｍ    2:09.39
101136011 �森　勇伸(1)                  ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｼﾝ                      群　馬 藤岡工高             男子  1011             
男子少年B 走幅跳          5m00
101136012 高橋　元気(1)                  ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝｷ                      群　馬 藤岡工高             男子  1012             
男子少年B 走幅跳          5m58
101136056 平児玉　優希(1)                ﾋﾗｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ                     群　馬 藤岡工高             男子  1056             
男子少年B ３０００ｍ  12:00.0 
101136297 小柏　悠利(3)                  ｵｶﾞｼﾜ　ﾕｳﾘ                     群　馬 富岡高               男子   297             
男子少年共通 三段跳      13m61 男子記録会 走高跳         1m75
101136298 深見　佳紀(3)                  ﾌｶﾐ　ﾖｼｷ                       群　馬 富岡高               男子   298             
男子記録会 １００ｍ      11.57
101136303 中嶋　友也(3)                  ﾅｶｼﾞﾏ　ﾄﾓﾔ                     群　馬 富岡高               男子   303             
男子記録会 ８００ｍ    2:30.00
101136305 春山　慎太郎(3)                ﾊﾙﾔﾏ　ｼﾝﾀﾛｳ                    群　馬 富岡高               男子   305             
男子記録会 ８００ｍ    2:05.00
101136306 佐藤　淑弘(3)                  ｻﾄｳ　ﾄｼﾋﾛ                      群　馬 富岡高               男子   306             
男子記録会 ８００ｍ    1:59.48



101136308 高橋　直也(2)                  ﾀｶﾊｼ　ﾅｵﾔ                      群　馬 富岡高               男子   308             
男子記録会 砲丸投(5.     11m54
101136309 下山　諒朔(2)                  ｼﾓﾔﾏ　ﾘｮｳｻｸ                    群　馬 富岡高               男子   309             
男子記録会 １００ｍ      11.85
101136310 本田　海斗(2)                  ﾎﾝﾀﾞ　ｶｲﾄ                      群　馬 富岡高               男子   310             
男子記録会 ８００ｍ    2:05.00
101136311 斎藤　直也(2)                  ｻｲﾄｳ　ﾅｵﾔ                      群　馬 富岡高               男子   311             
男子記録会 １００ｍ      12.26
101136312 堀口　凌佑(2)                  ﾎﾘｸﾞﾁ　ﾘｮｳｽｹ                   群　馬 富岡高               男子   312             
男子記録会 ８００ｍ    2:30.00
101136313 浅川　裕也(2)                  ｱｻｶﾜ　ﾕｳﾔ                      群　馬 富岡高               男子   313             
男子記録会 １１０ｍ      17.03 男子記録会 三段跳        11m50
101136314 丸山　貴久(2)                  ﾏﾙﾔﾏ　ﾀｶﾋｻ                     群　馬 富岡高               男子   314             
男子少年共通 ５００   27:53.00 男子成年 ５０００ｍ   27:53.00
101136315 藤本　秀士(2)                  ﾌｼﾞﾓﾄ　ｼｭｳｼﾞ                   群　馬 富岡高               男子   315             
男子記録会 ８００ｍ    2:16.87
101136316 五十嵐　拓海(2)                ｲｶﾞﾗｼ　ﾀｸﾐ                     群　馬 富岡高               男子   316             
男子記録会 ８００ｍ    2:30.26
101136317 堀込　一寿(2)                  ﾎﾘｺﾞﾒ　ｶｽﾞﾄｼ                   群　馬 富岡高               男子   317             
男子記録会 １００ｍ      12.85
101136318 関　鉄太(2)                    ｾｷ　ﾃｯﾀ                        群　馬 富岡高               男子   318             
男子記録会 三段跳        11m79
101136319 新井　悠杜(2)                  ｱﾗｲ　ﾋｻﾄ                       群　馬 富岡高               男子   319             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.00
101136990 山崎　貴満(1)                  ﾔﾏｻﾞｷ　ﾀｶﾐﾂ                    群　馬 富岡高               男子   990             
男子少年B 走幅跳          4m79
101136991 富田　怜也(1)                  ﾄﾐﾀ　ﾚｲﾔ                       群　馬 富岡高               男子   991             



男子記録会 ４００ｍ    1:00.30
101136992 茂木　洋樹(1)                  ﾓﾃｷ　ﾋﾛｷ                       群　馬 富岡高               男子   992             
男子記録会 １００ｍ      12.44
101138552 茂木  瞬(3)                    ﾓﾃｷ ｼｭﾝ                        群　馬 富岡実業高           男子   552             
男子記録会 やり投(0.     40m69
101138993 中岡  祐人(1)                  ﾅｶｵｶ ﾕｳﾄ                       群　馬 富岡実業高           男子   993             
男子記録会 砲丸投(5.      7m22
101138994 中島  大輝(1)                  ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ                     群　馬 富岡実業高           男子   994             
男子記録会 三段跳        11m00
101138995 �橋  歩夢(1)                  ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ                       群　馬 富岡実業高           男子   995             
男子記録会 ８００ｍ    2:23.65
101142229 大山  潤(3)                    ｵｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ                      群　馬 榛名高               男子   229             
男子記録会 １００ｍ      12.45 男子記録会 ４００ｍ    1:02.0 
101142230 江原  健太郎(3)                ｴﾊﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ                     群　馬 榛名高               男子   230             
男子記録会 砲丸投(5.      7m88 男子記録会 ハンマー      19m76
101142231 峯岸  光(2)                    ﾐﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ                      群　馬 榛名高               男子   231             
男子記録会 ８００ｍ    2:16.82 男子記録会 ４００ｍ    1:04.04
101142232 吉田  晃基(1)                  ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ                       群　馬 榛名高               男子   232             
男子記録会 ４００ｍ    1:03.23 男子記録会 ８００ｍ    2:17.86
101142233 樋口  匡祐(1)                  ﾋｸﾞﾁ ｷｮｳｽｹ                     群　馬 榛名高               男子   233             
男子記録会 １００ｍ      11.71 男子記録会 三段跳        12m29
101142234 樋口  圭祐(1)                  ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ                      群　馬 榛名高               男子   234             
男子記録会 １００ｍ      11.89 男子記録会 ４００ｍ    1:04.27
101142235 石曽根  敏樹(1)                ｲｼｿﾞﾈ ﾄｼｷ                      群　馬 榛名高               男子   235             
男子記録会 １００ｍ      12.18 男子記録会 １１０ｍ      18.13
101142236 渡邊  志己(1)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ                     群　馬 榛名高               男子   236             
男子記録会 ４００ｍ    1:11.10 男子記録会 ８００ｍ    2:40.55



101143009 谷淵  克彦(1)                  ﾀﾆﾌﾞﾁ ｶﾂﾋｺ                     群　馬 榛名高               男子  1009             
男子記録会 １００ｍ      13.21 男子記録会 ４００ｍ    1:05.0 
101143799 佐野  飛多希(3)                ｻﾉ ﾋﾀﾞｷ                        群　馬 吉井高               男子   799             
男子記録会 ４００ｍ      51.32 男子記録会 ８００ｍ    1:58.53
101143800 田村  瞭治(3)                  ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ                      群　馬 吉井高               男子   800             
男子少年A ４００ｍＨ     54.06 男子記録会 ４００ｍ      51.11
101143801 中村　迅(2)                    ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ                       群　馬 吉井高               男子   801             
男子少年A やり投(0.8     50m52 男子記録会 ４００ｍ      54.19 男子記録会 やり投(0.     50m52
101143802 山田  和輝(1)                  ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ                      群　馬 吉井高               男子   802             
男子少年B １００ｍ       11.64 男子記録会 ４００ｍ      52.78 男子記録会 ４００ｍ    1:03.82
101144842 萩原  魁斗(2)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｲﾄ                      群　馬 万場高               男子   842             
男子記録会 ８００ｍ    2:19.1 
101147746 大塚  竜也(3)                  ｵｵﾂｶ ﾘｭｳﾔ                      群　馬 中之条高             男子   746             
男子記録会 走高跳         1m65 男子記録会 三段跳        12m56
101147747 政次  勇輝(3)                  ﾏｻﾂｸﾞ ﾕｳｷ                      群　馬 中之条高             男子   747             
男子記録会 １００ｍ      12.39
101147748 佐藤  駿(3)                    ｻﾄｳ ｼｭﾝ                        群　馬 中之条高             男子   748             
男子記録会 １００ｍ      11.79 男子記録会 ４００ｍ      54.00
101147749 下田  季矢(3)                  ｼﾓﾀﾞ ﾄｼﾔ                       群　馬 中之条高             男子   749             
男子少年A ５０００ｍ  15:13.39
101147750 一場  颯(3)                    ｲﾁﾊﾞ ﾊﾔﾃ                       群　馬 中之条高             男子   750             
男子記録会 １００ｍ      11.49
101147751 吉野  翔(3)                    ﾖｼﾉ ｶｹﾙ                        群　馬 中之条高             男子   751             
男子少年A ５０００ｍ  14:59.79
101147752 土屋  尚之(3)                  ﾂﾁﾔ ﾅｵﾕｷ                       群　馬 中之条高             男子   752             
男子記録会 ８００ｍ    2:06.60
101147755 町田  秀水(3)                  ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ                      群　馬 中之条高             男子   755             



男子記録会 １００ｍ      12.94 男子記録会 ４００ｍ    1:03.00
101147756 清水  崚汰(3)                  ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ                      群　馬 中之条高             男子   756             
男子少年A ５０００ｍ  15:06.24
101147757 大久保  太智(3)                ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲﾁ                      群　馬 中之条高             男子   757             
男子少年共通 円盤投(     33m66 男子少年A ハンマー投     44m66
101147762 飯塚  那智(2)                  ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾁ                       群　馬 中之条高             男子   762             
男子記録会 ８００ｍ    1:59.31
101147763 島村  広大(2)                  ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ                     群　馬 中之条高             男子   763             
男子記録会 ８００ｍ    1:58.76
101147765 山ǹ  涼人(2)                  ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾄ                     群　馬 中之条高             男子   765             
男子記録会 ８００ｍ    1:57.85
101147767 樋田  柊太(2)                  ﾋﾀﾞ ｼｭｳﾀ                       群　馬 中之条高             男子   767             
男子記録会 １００ｍ      12.13 男子記録会 ４００ｍ      57.00
101147768 金子  晃大(2)                  ｶﾈｺ ｺｳﾀﾞｲ                      群　馬 中之条高             男子   768             
男子記録会 １００ｍ      12.17 男子記録会 ４００ｍ      52.01
101147769 佐藤  大輔(2)                  ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ                      群　馬 中之条高             男子   769             
男子少年A ハンマー投     48m32
101147770 霜田  樹(2)                    ｼﾓﾀﾞ ﾀﾂｷ                       群　馬 中之条高             男子   770             
男子記録会 １００ｍ      12.44 男子記録会 ４００ｍ      58.00
101147772 一場  開成(2)                  ｲﾁﾊﾞ ｶｲｾｲ                      群　馬 中之条高             男子   772             
男子記録会 ８００ｍ    1:58.21
101147998 清水  琢馬(1)                  ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ                       群　馬 中之条高             男子   998             
男子少年B ３０００ｍ   8:48.00
101148000 大塚  恭平(1)                  ｵｵﾂｶ ｷｮｳﾍｲ                     群　馬 中之条高             男子  1000             
男子記録会 １００ｍ      12.78
101148002 黒岩  武敏(1)                  ｸﾛｲﾜ ﾀｹﾄｼ                      群　馬 中之条高             男子  1002             
男子記録会 ハンマー      25m26 男子記録会 砲丸投(5.      9m06



101148004 関  優作(1)                    ｾｷ ﾕｳｻｸ                        群　馬 中之条高             男子  1004             
男子記録会 やり投(0.     48m39
101154336 奥山  純(2)                    ｵｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝ                      群　馬 新田暁高             男子   336             
男子記録会 三段跳        12m65
101154337 横山  龍太(2)                  ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀ                      群　馬 新田暁高             男子   337             
男子記録会 ４００ｍ      54.63
101154338 新井  汰征(1)                  ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ                       群　馬 新田暁高             男子   338             
男子記録会 １００ｍ      12.40
101154339 �田  莉樹(1)                  ﾀｶﾀﾞ ﾘｷ                        群　馬 新田暁高             男子   339             
男子少年B １００ｍ       11.31
101154340 内田  宏(1)                    ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛ                        群　馬 新田暁高             男子   340             
男子記録会 １００ｍ      12.26
101155007 馬場  秀貴(1)                  ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ                     群　馬 新田暁高             男子  1007             
男子記録会 １００ｍ      13.36 男子少年B 走幅跳          4m87
101155513 大山  一斗(2)                  ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾄ                      群　馬 大間々高             男子   513             
男子記録会 １１０ｍ      16.56 男子記録会 １００ｍ      12.06
101155911 近藤  友紀(1)                  ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ                      群　馬 大間々高             男子   911             
男子少年共通 ５００   30:09.24 男子記録会 ８００ｍ    2:45.0 
101155912 荒井  基澄(1)                  ｱﾗｲ ﾓﾄｽﾐ                       群　馬 大間々高             男子   912             
男子記録会 三段跳        10m30
101155913 田島  朋樹(1)                  ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓｷ                       群　馬 大間々高             男子   913             
男子少年共通 ５００   36:00.0  男子記録会 ８００ｍ    2:37.99
101157029 仁木  良行(3)                  ﾆｷ ﾖｼﾕｷ                        群　馬 西邑楽高             男子    29             
男子記録会 １００ｍ      12.00 男子記録会 ４００ｍ      55.55
101157030 諸井  力哉(3)                  ﾓﾛｲ ﾘｷﾔ                        群　馬 西邑楽高             男子    30             
男子記録会 ４００ｍ      56.48 男子記録会 １００ｍ      12.26
101157031 菊池  到(3)                    ｷｸﾁ ｲﾀﾙ                        群　馬 西邑楽高             男子    31             



男子記録会 砲丸投(5.     12m90 男子少年共通 円盤投(     34m85
101157033 長沢  優汰(2)                  ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ                      群　馬 西邑楽高             男子    33             
男子記録会 ８００ｍ    2:04.26 男子記録会 ４００ｍ      55.23
101157034 鑓田  和輝(2)                  ﾔﾘﾀ ｶｽﾞｷ                       群　馬 西邑楽高             男子    34             
男子記録会 ８００ｍ    2:04.71 男子記録会 ４００ｍ      54.43 男子少年共通 ５００   31:02.83
101157035 島田  遼(2)                    ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳ                       群　馬 西邑楽高             男子    35             
男子記録会 ８００ｍ    2:06.68 男子記録会 ４００ｍ      56.27
101157036 金子  奈々希(2)                ｶﾈｺ ﾅﾅｷ                        群　馬 西邑楽高             男子    36             
男子記録会 １００ｍ      12.32 男子記録会 ４００ｍ      53.37
101157037 木村  智也(2)                  ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ                        群　馬 西邑楽高             男子    37             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.22 男子記録会 ４００ｍ      57.64
101157038 中村  彰吾(2)                  ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ                     群　馬 西邑楽高             男子    38             
男子記録会 １１０ｍ      17.14 男子記録会 １００ｍ      11.77
101157039 宮崎  涼雅(1)                  ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ                    群　馬 西邑楽高             男子    39             
男子記録会 ４００ｍ      57.65 男子記録会 ８００ｍ    2:15.38
101157040 塚越  佑亮(1)                  ﾂｶｺﾞｼ ﾕｳｽｹ                     群　馬 西邑楽高             男子    40             
男子記録会 三段跳        11m00 男子少年B 走幅跳          5m45
101157041 田代  大智(1)                  ﾀｼﾛ ﾀﾞｲﾁ                       群　馬 西邑楽高             男子    41             
男子記録会 ４００ｍ      50.36 男子少年B １００ｍ       12.11
101157042 細谷  勇(1)                    ﾎｿﾔ ｲｻﾑ                        群　馬 西邑楽高             男子    42             
男子少年B 砲丸投(5.0      8m13 男子記録会 走高跳         1m60
101157043 對比地  淳(1)                  ﾂｲﾋｼﾞ ｱﾂｼ                      群　馬 西邑楽高             男子    43             
男子少年B １００ｍ       12.17 男子記録会 ４００ｍ      57.65
101157044 黒岩  巧(1)                    ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾐ                       群　馬 西邑楽高             男子    44             
男子少年B １００ｍ       11.63
101157045 小林  佑人(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ                      群　馬 西邑楽高             男子    45             
男子少年B 走幅跳          5m75 男子記録会 三段跳        11m00



101160844 星名  信幸(2)                  ﾎｼﾅ ﾉﾌﾞﾕｷ                      群　馬 市立前橋高           男子   844             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.05 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101160845 梅田  侑哉(2)                  ｳﾒﾀﾞ ﾕｷﾔ                       群　馬 市立前橋高           男子   845             
男子記録会 １００ｍ      12.05 男子記録会 １１０ｍ      16.97
101160846 中尾  亮介(2)                  ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ                      群　馬 市立前橋高           男子   846             
男子記録会 ８００ｍ    2:09.86 男子記録会 ４００ｍ      57.0 
101160847 牧原  雅人(2)                  ﾏｷﾊﾗ ﾏｻﾄ                       群　馬 市立前橋高           男子   847             
男子記録会 １００ｍ      11.29 男子記録会 ４００ｍ      53.17
101160848 �橋  善サジャダ(1)            ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝｻｼﾞｬﾀﾞ                 群　馬 市立前橋高           男子   848             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.59 男子少年B ３０００ｍ  10:00.0 
101160849 福野  陽太(1)                  ﾌｸﾉ ﾖｳﾀ                        群　馬 市立前橋高           男子   849             
男子記録会 １００ｍ      12.78 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101160850 �橋  凌晟(1)                  ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ                     群　馬 市立前橋高           男子   850             
男子記録会 １００ｍ      12.92 男子記録会 ４００ｍ      56.0 
101160851 �橋  昂成(1)                  ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ                      群　馬 市立前橋高           男子   851             
男子少年B １００ｍ       11.47 男子記録会 ４００ｍ      54.0 
101160852 小野里  馨斗(1)                ｵﾉｻﾞﾄ ｹｲﾄ                      群　馬 市立前橋高           男子   852             
男子記録会 １００ｍ      12.73 男子記録会 ４００ｍ      57.88
101160853 角田  龍一(1)                  ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ                     群　馬 市立前橋高           男子   853             
男子少年B １００ｍ       12.20 男子少年B 走幅跳          6m15 男子記録会 ４００ｍ      55.0 
101161044 松岡  那央矢(1)                ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾔ                       群　馬 市立前橋高           男子  1044             
男子記録会 １００ｍ      13.32 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101161045 高木  健吾(1)                  ﾀｶｷﾞ ｹﾝｺﾞ                      群　馬 市立前橋高           男子  1045             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0  男子少年B ３０００ｍ  10:00.0 
101161046 片山  陸(1)                    ｶﾀﾔﾏ ﾘｸ                        群　馬 市立前橋高           男子  1046             
男子記録会 ８００ｍ    2:18.55 男子少年B ３０００ｍ  10:30.0 
101161047 松本  晃大(1)                  ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ                       群　馬 市立前橋高           男子  1047             



男子記録会 ８００ｍ    2:20.0  男子少年B ３０００ｍ  10:30.0 
101162829 高瀬  健(3)                    ﾀｶｾ ｹﾝ                         群　馬 桐生市商高           男子   829             
男子記録会 三段跳        12m28
101162830 平岩  壱織(3)                  ﾋﾗｲﾜ ｲｵﾘ                       群　馬 桐生市商高           男子   830             
男子記録会 ４００ｍ      58.92
101162831 齋藤  賢治(3)                  ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ                      群　馬 桐生市商高           男子   831             
男子少年A ４００ｍ       50.50
101162832 小倉  皇葵(3)                  ｵｸﾞﾗ ｺｳｷ                       群　馬 桐生市商高           男子   832             
男子記録会 １００ｍ      11.43 男子記録会 ４００ｍ      52.17
101162833 関口  真斗(3)                  ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾄ                      群　馬 桐生市商高           男子   833             
男子少年共通 ５００   24:35.36
101162834 木戸  大介(2)                  ｷﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ                      群　馬 桐生市商高           男子   834             
男子記録会 ４００ｍ      56.00 男子記録会 ８００ｍ    2:09.59
101162835 倉澤  玄樹(1)                  ｸﾗｻﾜ ｹﾞﾝｷ                      群　馬 桐生市商高           男子   835             
男子記録会 ４００ｍ    1:00.65 男子記録会 １００ｍ      12.46
101162886 青木  瑠貴哉(1)                ｱｵｷ ﾙｷﾔ                        群　馬 桐生市商高           男子   886             
男子記録会 ４００ｍ    1:08.00 男子記録会 １００ｍ      13.74
101162888 松村  和起(1)                  ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ                      群　馬 桐生市商高           男子   888             
男子記録会 ４００ｍ      58.67 男子記録会 １００ｍ      13.00
101165673 米山　翔真(3)                  ﾖﾈﾔﾏ ｼｮｳﾏ                      群　馬 市立太田             男子   673             
男子記録会 １００ｍ      11.66
101165674 林　竜成(2)                    ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ                      群　馬 市立太田             男子   674             
男子記録会 １００ｍ      12.68
101165675 松本　大輝(2)                  ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ                      群　馬 市立太田             男子   675             
男子記録会 走高跳         1m75 男子記録会 三段跳        11m00
101165677 成宮　遼(2)                    ﾅﾙﾐﾔ ﾘｮｳ                       群　馬 市立太田             男子   677             
男子記録会 １００ｍ      12.42



101165678 西　昌哉(2)                    ﾆｼ ﾏｻﾔ                         群　馬 市立太田             男子   678             
男子記録会 １００ｍ      12.46
101165679 奥澤　秀斗(2)                  ｵｸｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ                     群　馬 市立太田             男子   679             
男子記録会 １００ｍ      11.24
101165680 和久　達也(2)                  ﾜｸ ﾀﾂﾔ                         群　馬 市立太田             男子   680             
男子記録会 ４００ｍ      54.29 男子記録会 ４００ｍ      58.28
101165681 須永　慶(2)                    ｽﾅｶﾞ ｹｲ                        群　馬 市立太田             男子   681             
男子記録会 ４００ｍ    1:00.0 
101165682 小林　開(2)                    ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ                       群　馬 市立太田             男子   682             
男子記録会 ８００ｍ    2:00.0 
101165684 紀平　京次(1)                  ｷﾋﾗ ｷｮｳｼﾞ                      群　馬 市立太田             男子   684            
101165685 関　蒼人(1)                    ｾｷ ｱｵﾄ                         群　馬 市立太田             男子   685             
男子少年B ３０００ｍ   9:02.89
101165686 新島　幸大(1)                  ﾆｲｼﾞﾏ ﾕｷﾋﾛ                     群　馬 市立太田             男子   686             
男子記録会 ハンマー      25m73 男子少年B 砲丸投(5.0     11m70
101165688 西川　魁星(1)                  ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ                      群　馬 市立太田             男子   688             
男子少年B ３０００ｍ   8:53.75
101165689 富田　綾人(1)                  ﾄﾐﾀ ｱﾔﾄ                        群　馬 市立太田             男子   689             
男子記録会 ４００ｍ      54.40
101167112 泉田  秀平(3)                  ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ                   群　馬 高崎北高             男子   112             
男子記録会 １００ｍ      12.15 男子記録会 やり投(0.     38m42
101167113 小川  駿冬(3)                  ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ                       群　馬 高崎北高             男子   113             
男子記録会 １００ｍ      11.64 男子記録会 ４００ｍ      54.5 
101167114 平野  大輔(3)                  ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ                      群　馬 高崎北高             男子   114             
男子記録会 ４００ｍ      51.62
101167115 櫻井  岳(2)                    ｻｸﾗｲ ｶﾞｸ                       群　馬 高崎北高             男子   115             
男子記録会 １００ｍ      11.84 男子記録会 ４００ｍ      56.30



101167116 町田  葵(2)                    ﾏﾁﾀﾞ ｱｵｲ                       群　馬 高崎北高             男子   116             
男子記録会 １００ｍ      12.51
101167117 田村  優翔(2)                  ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ                        群　馬 高崎北高             男子   117             
男子記録会 １００ｍ      12.07 男子記録会 ４００ｍ      57.21
101167118 森田  修冬(2)                  ﾓﾘﾀ ｼｭｳﾄ                       群　馬 高崎北高             男子   118             
男子記録会 １００ｍ      12.59 男子記録会 ４００ｍ    1:00.60
101167119 森藤  拓実(2)                  ﾓﾘﾄｳ ﾀｸﾐ                       群　馬 高崎北高             男子   119             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0 
101167120 岡田  昴樹(2)                  ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ                       群　馬 高崎北高             男子   120             
男子記録会 ４００ｍ      59.0  男子記録会 ８００ｍ    2:12.99
101167959 須藤  蓮(1)                    ｽﾄｳ ﾚﾝ                         群　馬 高崎北高             男子   959             
男子記録会 １００ｍ      13.49
101167960 大澤  翔(1)                    ｵｵｻﾜ ｶｹﾙ                       群　馬 高崎北高             男子   960             
男子記録会 １００ｍ      12.85
101167961 須藤  聖雅(1)                  ｽﾄｳ ｾｲｶﾞ                       群　馬 高崎北高             男子   961             
男子記録会 １００ｍ      13.84
101167962 安田  朋輝(1)                  ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｷ                       群　馬 高崎北高             男子   962             
男子記録会 ８００ｍ    2:24.38
101167963 猿谷  佑真(1)                  ｻﾙﾔ ﾕｳﾏ                        群　馬 高崎北高             男子   963             
男子記録会 １００ｍ      12.72
101169221 金井  健(3)                    ｶﾅｲ ｹﾝ                         群　馬 前橋東高             男子   221             
男子少年A やり投(0.8     51m52 男子少年共通 円盤投(     33m75
101169223 天田  永希也(2)                ｱﾏﾀﾞ ﾄｷﾅﾘ                      群　馬 前橋東高             男子   223             
男子記録会 １００ｍ      11.92 男子記録会 ４００ｍ      59.18
101169224 真藤  大河(2)                  ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ                     群　馬 前橋東高             男子   224             
男子記録会 やり投(0.     40m99 男子記録会 三段跳        12m00
101169225 味蓼  悠我(2)                  ﾐﾀﾃﾞ ﾕｳｶﾞ                      群　馬 前橋東高             男子   225             



男子記録会 ４００ｍ      55.02 男子記録会 ４００ｍ    1:03.1 
101169226 山ǹ  ｱﾚｯｸｽ源(2)               ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾚｯｸｽｹﾞﾝ                 群　馬 前橋東高             男子   226             
男子記録会 １００ｍ      12.70 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101169227 太田  匠梧(1)                  ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ                      群　馬 前橋東高             男子   227             
男子少年B 砲丸投(5.0     11m85 男子少年共通 円盤投(     32m77 男子記録会 ハンマー      33m00
101169228 細井  秀輝(1)                  ﾎｿｲ ﾋﾃﾞｷ                       群　馬 前橋東高             男子   228             
男子記録会 ８００ｍ    2:31.54 男子記録会 ４００ｍ    1:00.0 
101170032 丸山  歩夢(1)                  ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕﾑ                       群　馬 前橋東高             男子  1032             
男子記録会 ４００ｍ      54.69 男子記録会 １００ｍ      12.3 
101170033 松本  惟吹(1)                  ﾏﾂﾓﾄ ｲﾌﾞｷ                      群　馬 前橋東高             男子  1033             
男子記録会 ８００ｍ    2:22.34 男子記録会 ４００ｍ      59.0 
101170034 金井  佑太(1)                  ｶﾅｲ ﾕｳﾀ                        群　馬 前橋東高             男子  1034             
男子記録会 １００ｍ      12.40 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101170209 丸山　開陸(3)                  ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾘ                       群　馬 前橋西高             男子   209             
男子記録会 ８００ｍ    2:07.51
101170211 柏　航大(3)                    ｶｼﾜ ｺｳﾀﾞｲ                      群　馬 前橋西高             男子   211             
男子記録会 ４００ｍ    1:02.54
101170212 内田  有紀(2)                  ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ                       群　馬 前橋西高             男子   212             
男子記録会 ４００ｍ    1:00.63 男子記録会 １００ｍ      11.96
101170213 中野  凱稀(2)                  ﾅｶﾉ ﾖｼｷ                        群　馬 前橋西高             男子   213             
男子記録会 やり投(0.     30m32
101170214 駒場  慶次(2)                  ｺﾏﾊﾞ ｹｲｼﾞ                      群　馬 前橋西高             男子   214             
男子記録会 ４００ｍ      54.61
101170215 伊藤　隼人(2)                  ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ                        群　馬 前橋西高             男子   215             
男子記録会 １００ｍ      12.06
101170216 齋藤  竣太(2)                  ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ                      群　馬 前橋西高             男子   216             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.68 男子記録会 ４００ｍ      58.0 



101170217 神澤　彩人(2)                  ｶﾝｻﾞﾜ ｱﾔﾄ                      群　馬 前橋西高             男子   217             
男子記録会 １００ｍ      11.79
101170218 吉野  智之(1)                  ﾖｼﾉ ﾄﾓﾕｷ                       群　馬 前橋西高             男子   218             
男子記録会 １００ｍ      12.37 男子記録会 ４００ｍ    1:00.0 
101170219 須田  峻輔(1)                  ｽﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ                      群　馬 前橋西高             男子   219             
男子記録会 ４００ｍ      56.49
101171030 本間  野亜(1)                  ﾎﾝﾏ ﾉｱ                         群　馬 前橋西高             男子  1030             
男子記録会 ８００ｍ    2:16.0 
101171031 �井  宏太(1)                  ﾔﾅｲ ｺｳﾀ                        群　馬 前橋西高             男子  1031             
男子記録会 １００ｍ      13.13 男子記録会 ４００ｍ    1:05.0 
101171433 塩田　哲平(3)                  ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ                      群　馬 太田東高             男子   433             
男子少年共通 ８００    1:52.86
101171435 石崎　尚哉(2)                  ｲｼｻﾞｷ ﾅｵﾔ                      群　馬 太田東高             男子   435             
男子記録会 ８００ｍ    2:06.13
101171436 高野　桂他(2)                  ﾀｶﾉ ｹｲﾀ                        群　馬 太田東高             男子   436             
男子記録会 ８００ｍ    2:05.00
101171437 遠田　和希(2)                  ｴﾝﾀ ｶｽﾞｷ                       群　馬 太田東高             男子   437             
男子記録会 ４００ｍ      54.71 男子記録会 １００ｍ      12.51
101171438 森島　蓮(2)                    ﾓﾘｼﾏ ﾚﾝ                        群　馬 太田東高             男子   438             
男子記録会 １００ｍ      12.35 男子記録会 やり投(0.     32m66 男子記録会 ハンマー      22m02
101171439 川村　朋弘(2)                  ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ                      群　馬 太田東高             男子   439             
男子記録会 １００ｍ      11.55 男子少年A 走幅跳          6m63
101171440 堀越　圭悟(2)                  ﾎﾘｺｼ ｹｲｺﾞ                      群　馬 太田東高             男子   440             
男子記録会 ８００ｍ    2:00.55 男子記録会 ４００ｍ      51.11
101171441 鵤木　竜希(2)                  ｲｶﾙｷﾞ ﾀﾂｷ                      群　馬 太田東高             男子   441             
男子記録会 やり投(0.     41m31
101171442 三坂　凱(2)                    ﾐｻｶ ｶﾞｲ                        群　馬 太田東高             男子   442             



男子記録会 ８００ｍ    2:15.00
101171445 飯田　澪(2)                    ｲｲﾀﾞ ﾚｲ                        群　馬 太田東高             男子   445             
男子記録会 ８００ｍ    2:02.77
101171446 廣嶋　涼(2)                    ﾋﾛｼﾏ ﾘｮｳ                       群　馬 太田東高             男子   446             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.00
101171447 金家　悠太郎(1)                ｶﾅﾔ ﾕｳﾀﾛｳ                      群　馬 太田東高             男子   447             
男子少年B 砲丸投(5.0      8m94
101171448 高瀬　光(1)                    ﾀｶｾ ﾋｶﾙ                        群　馬 太田東高             男子   448             
男子少年B １００ｍ       11.37 男子少年B 走幅跳          6m49
101172059 新藤　優太(1)                  ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ                      群　馬 太田東高             男子  1059             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.92
101173840 松永  凛(3)                    ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾝ                       群　馬 高崎東高             男子   840             
男子記録会 ８００ｍ    2:11.07
101173841 田中  大海(2)                  ﾀﾅｶ ｵｵﾐ                        群　馬 高崎東高             男子   841             
男子記録会 １００ｍ      13.64
101173974 市毛  優希(1)                  ｲﾁｹﾞ ﾕｳｷ                       群　馬 高崎東高             男子   974             
男子記録会 １００ｍ      13.5 
101173975 山本  颯(1)                    ﾔﾏﾓﾄ ｿｳ                        群　馬 高崎東高             男子   975             
男子記録会 １００ｍ      11.89
101173976 �橋  悠斗(1)                  ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ                       群　馬 高崎東高             男子   976             
男子記録会 ４００ｍ      55.03
101174334 廣瀬　晴斗(2)                  ﾋﾛｾ ﾊﾙﾄ                        群　馬 館林商工高           男子   334             
男子記録会 １１０ｍ      17.88
101174335 井上  雄貴(2)                  ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ                       群　馬 館林商工高           男子   335             
男子記録会 ８００ｍ    2:18.55
101174979 河原　颯汰(1)                  ｶﾜﾊﾗ ｿｳﾀ                       群　馬 館林商工高           男子   979             
男子記録会 ８００ｍ    2:18.98



101174980 内山　文哉(1)                  ｳﾁﾔﾏ ﾌﾐﾔ                       群　馬 館林商工高           男子   980             
男子記録会 １００ｍ      13.0 
101174981 関口　源士(1)                  ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ                      群　馬 館林商工高           男子   981             
男子記録会 三段跳        11m50
101174983 木村　直輝(1)                  ｷﾑﾗ ﾅｵｷ                        群　馬 館林商工高           男子   983             
男子記録会 やり投(0.     27m49
101174984 青柳　圭祐(1)                  ｱｵﾔｷﾞ ｹｲｽｹ                     群　馬 館林商工高           男子   984             
男子少年B 走幅跳          4m73
101175690 丸山　佑希(3)                  ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ                       群　馬 高経大附高           男子   690             
男子少年A １００ｍ       11.12
101175691 樋口　俊祐(3)                  ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ                     群　馬 高経大附高           男子   691             
男子少年A やり投(0.8     48m08 男子記録会 １００ｍ      11.80 男子記録会 ４００ｍ      52.33
101175692 高橋　祥太(2)                  ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ                      群　馬 高経大附高           男子   692             
男子記録会 やり投(0.     40m79 男子記録会 ハンマー      20m00
101175694 福田　航(2)                    ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ                       群　馬 高経大附高           男子   694             
男子記録会 １００ｍ      11.94 男子記録会 ４００ｍ      54.60
101175695 佐藤　聖也(2)                  ｻﾄｳ ｾｲﾔ                        群　馬 高経大附高           男子   695             
男子記録会 １００ｍ      11.28 男子少年A ４００ｍ       49.78
101175697 橋爪　龍(1)                    ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘｭｳ                      群　馬 高経大附高           男子   697             
男子記録会 １００ｍ      12.08 男子記録会 ４００ｍ      55.0 
101175698 高井　志遠(1)                  ﾀｶｲ ｼｵﾝ                        群　馬 高経大附高           男子   698             
男子記録会 １００ｍ      11.88 男子記録会 ４００ｍ      55.0 
101175699 外村　直之(1)                  ﾄﾉﾑﾗ ﾅｵﾕｷ                      群　馬 高経大附高           男子   699             
男子記録会 走高跳         1m75 男子記録会 三段跳        11m50
101176035 後藤　咲哉(1)                  ｺﾞﾄｳ ｻｸﾔ                       群　馬 高経大附高           男子  1035             
男子記録会 １００ｍ      13.5 
101176816 田沼  諭(2)                    ﾀﾇﾏ ｻﾄｼ                        群　馬 伊勢崎高             男子   816             



男子記録会 ４００ｍ      55.11 男子記録会 １００ｍ      11.99
101176817 大木  佑介(2)                  ｵｵｷ ﾕｳｽｹ                       群　馬 伊勢崎高             男子   817             
男子記録会 １００ｍ      11.33
101176818 金子  汰生(2)                  ｶﾈｺ ﾀｲｾｲ                       群　馬 伊勢崎高             男子   818             
男子記録会 ８００ｍ    2:05.91
101176819 黒沼  蓮(2)                    ｸﾛﾇﾏ ﾚﾝ                        群　馬 伊勢崎高             男子   819             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.99
101176820 村越  優斗(2)                  ﾑﾗｺｼ ﾕｳﾄ                       群　馬 伊勢崎高             男子   820             
男子記録会 ８００ｍ    2:05.04
101176821 町田  光(2)                    ﾏﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ                       群　馬 伊勢崎高             男子   821             
男子記録会 １００ｍ      11.72
101176822 小泉  怜央(1)                  ｺｲｽﾞﾐ ﾚｵ　                     群　馬 伊勢崎高             男子   822             
男子記録会 １００ｍ      11.7  男子記録会 三段跳        12m38
101176823 横山  諒(1)                    ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ                       群　馬 伊勢崎高             男子   823             
男子記録会 三段跳        11m10
101176824 新井  由翔(1)                  ｱﾗｲ　ﾕｲﾄ                       群　馬 伊勢崎高             男子   824             
男子記録会 ４００ｍ      52.84 男子記録会 １００ｍ      11.73
101176825 神戸  颯太(1)                  ｶﾝﾍﾞ ｿｳﾀ                       群　馬 伊勢崎高             男子   825             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0 
101176826 多田  康裕(1)                  ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ                       群　馬 伊勢崎高             男子   826             
男子記録会 ８００ｍ    2:39.70
101176827 大津  孝介(1)                  ｵｵﾂ ｺｳｽｹ                       群　馬 伊勢崎高             男子   827             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.0 
101176828 坂田  凌大(1)                  ｻｶﾀ ﾘｮｳﾀ                       群　馬 伊勢崎高             男子   828             
男子記録会 三段跳        11m00 男子記録会 １００ｍ      11.9 
101176896 内田 颯太(1)                   ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀ                       群　馬 伊勢崎高             男子   896             
男子記録会 １００ｍ      12.3  男子記録会 ４００ｍ      59.5 



101177237 大屋　久翔(3)                  ｵｵﾔ ﾋｻﾄ                        群　馬 藤岡中央高           男子   237             
男子記録会 １００ｍ      11.83 男子記録会 １１０ｍ      18.0  男子記録会 走高跳         1m58
101177238 �橋　光晃(3)                  ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｱｷ                      群　馬 藤岡中央高           男子   238             
男子少年A ５０００ｍ  14:38.66 男子記録会 ８００ｍ    2:03.0 
101177239 吉田　智弘(3)                  ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ                       群　馬 藤岡中央高           男子   239             
男子記録会 ８００ｍ    2:04.99
101177240 関口　拓海(3)                  ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸﾐ                      群　馬 藤岡中央高           男子   240             
男子記録会 ８００ｍ    2:12.63
101177241 小林　楓(2)                    ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ                     群　馬 藤岡中央高           男子   241             
男子記録会 ８００ｍ    2:14.48
101177242 小林　将斗(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ                      群　馬 藤岡中央高           男子   242             
男子記録会 １００ｍ      11.74 男子記録会 ４００ｍ      57.90
101177243 倉澤　徹(2)                    ｸﾗｻﾜ ﾄｵﾙ                       群　馬 藤岡中央高           男子   243             
男子記録会 ８００ｍ    2:01.83
101177244 芳賀　友哉(2)                  ﾊｶﾞ ﾄﾓﾔ                        群　馬 藤岡中央高           男子   244             
男子記録会 １００ｍ      12.37
101177245 佐藤　拓郎(2)                  ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ                       群　馬 藤岡中央高           男子   245             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.58
101177246 金塚　謙太郎(2)                ｶﾅﾂﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳ                    群　馬 藤岡中央高           男子   246             
男子記録会 ８００ｍ    2:04.37
101177247 小路　友規(2)                  ｺﾐﾁ ﾕｳｷ                        群　馬 藤岡中央高           男子   247             
男子記録会 ８００ｍ    2:03.0 
101177248 島ǹ　慎愛(2)                  ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ                     群　馬 藤岡中央高           男子   248             
男子少年A ５０００ｍ  15:08.93 男子記録会 ８００ｍ    2:03.0 
101177249 羽鳥　司(2)                    ﾊﾄﾘ ﾂｶｻ                        群　馬 藤岡中央高           男子   249             
男子少年A ハンマー投     43m65 男子記録会 １００ｍ      12.96
101177250 黒澤　悠介(1)                  ｸﾛｻﾜ ﾕｳｽｹ                      群　馬 藤岡中央高           男子   250             



男子記録会 ８００ｍ    2:18.0  男子少年B ３０００ｍ  10:10.0 
101177251 小林　睦樹(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂｷ                      群　馬 藤岡中央高           男子   251             
男子記録会 １００ｍ      12.5  男子記録会 １１０ｍ      18.0  男子記録会 走高跳         1m60
101177252 篠崎　健人(1)                  ｼﾉｻﾞｷ ｹﾝﾄ                      群　馬 藤岡中央高           男子   252             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.0  男子少年B ３０００ｍ  10:10.0 
101177254 山口　快(1)                    ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲ                       群　馬 藤岡中央高           男子   254             
男子記録会 ８００ｍ    2:13.0  男子少年B ３０００ｍ   9:30.0 
101177255 久保田　悠斗(1)                ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ                       群　馬 藤岡中央高           男子   255             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.0  男子少年B ３０００ｍ   9:30.0 
101177256 外山　恭(1)                    ﾄﾔﾏ ｷｮｳ                        群　馬 藤岡中央高           男子   256             
男子記録会 ８００ｍ    2:20.0  男子少年B ３０００ｍ  10:30.0 
101177257 永井　捺夢(1)                  ﾅｶﾞｲ ﾅﾂﾑ                       群　馬 藤岡中央高           男子   257             
男子記録会 １００ｍ      12.58 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101177258 北山　翔太(1)                  ｷﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ                      群　馬 藤岡中央高           男子   258             
男子記録会 ハンマー      20m00
101177259 岩田　一希(1)                  ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ                       群　馬 藤岡中央高           男子   259             
男子記録会 １００ｍ      11.98 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101177260 植原　拓海(1)                  ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ                       群　馬 藤岡中央高           男子   260             
男子少年B １００ｍ       12.20 男子記録会 ４００ｍ      57.31
101177261 植原　由伸(1)                  ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ                     群　馬 藤岡中央高           男子   261             
男子少年B １００ｍ       11.73 男子記録会 ４００ｍ      56.62
101177262 原田　賢汰(1)                  ﾊﾗﾀﾞ　ｹﾝﾀ                      群　馬 藤岡中央高           男子   262             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.0  男子少年B ３０００ｍ   9:55.0 
101178069 渡辺　光紀(2)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ                      群　馬 中央中等(後)         男子    69             
男子記録会 ４００ｍ      57.33 男子記録会 ８００ｍ    2:11.84
101178070 馬上　凌(2)                    ｳﾏｶﾞﾐ ﾘｮｳ                      群　馬 中央中等(後)         男子    70             
男子少年共通 １１０      14.62



101178071 井出　凜太郎(1)                ｲﾃﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ                      群　馬 中央中等(後)         男子    71             
男子記録会 砲丸投(5.      9m10
101178072 町田　春樹(1)                  ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ                       群　馬 中央中等(後)         男子    72             
男子記録会 １１０ｍ      17.01 男子記録会 ４００ｍ    1:01.74
101178073 井上　峻希(1)                  ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ                      群　馬 中央中等(後)         男子    73             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.0 
101178075 根岸　琉冴(1)                  ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｶﾞ                     群　馬 中央中等(後)         男子    75             
男子少年共通 走高跳       1m85
101178076 市川　怜雅(1)                  ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ                     群　馬 中央中等(後)         男子    76             
男子記録会 やり投(0.     39m04 男子記録会 砲丸投(5.      7m96
101178077 阿部　広彩(1)                  ｱﾍﾞ ﾋｲﾛ                        群　馬 中央中等(後)         男子    77             
男子記録会 ４００ｍ    1:01.0  男子記録会 ４００ｍ      53.02
101179791 吉岡　桂太(3)                  ﾖｼｵｶ ｹｲﾀ                       群　馬 安中総合             男子   791             
男子少年A ハンマー投     46m58
101179792 金田　航征(2)                  ｶﾈﾀ ｺｳｾｲ                       群　馬 安中総合             男子   792             
男子記録会 １００ｍ      11.74
101179793 宮下　礼(2)                    ﾐﾔｼﾀ ﾚｲ                        群　馬 安中総合             男子   793             
男子記録会 砲丸投(5.      8m90 男子記録会 やり投(0.      0m25
101179794 �林　莉玖(2)                  ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｸ                      群　馬 安中総合             男子   794             
男子記録会 ８００ｍ    2:09.26 男子記録会 ４００ｍ      57.40
101179795 清水　幸輔(2)                  ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ                      群　馬 安中総合             男子   795             
男子記録会 １００ｍ      11.99 男子記録会 ４００ｍ      56.53
101179797 田村　飛竜(2)                  ﾀﾑﾗ ﾋﾘｭｳ                       群　馬 安中総合             男子   797             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.21 男子記録会 ４００ｍ      59.58
101179889 戸塚　貴大(1)                  ﾄﾂｶ ﾀｶﾋﾛ                       群　馬 安中総合             男子   889             
男子記録会 三段跳        11m65 男子記録会 １００ｍ      12.26
101179890 金井　龍生(1)                  ｶﾅｲ ﾘｭｳｾｲ                      群　馬 安中総合             男子   890             



男子記録会 １００ｍ      11.85 男子記録会 ４００ｍ      57.0 
101179891 猿谷　天都(1)                  ｻﾙﾔ ｱｻﾄ                        群　馬 安中総合             男子   891             
男子記録会 １００ｍ      12.21
101179892 山口　渉暉(1)                  ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｷ                     群　馬 安中総合             男子   892             
男子記録会 走高跳         1m50 男子記録会 １００ｍ      13.47
101179893 原　拓馬(1)                    ﾊﾗ ﾀｸﾏ                         群　馬 安中総合             男子   893             
男子記録会 ８００ｍ    2:17.27 男子記録会 ４００ｍ      58.0 
101179894 大森　元耀(1)                  ｵｵﾓﾘ ﾓﾄｷ                       群　馬 安中総合             男子   894             
男子記録会 ハンマー      20m80 男子記録会 １００ｍ      12.76
101180062 荻原　優斗(1)                  ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ                      群　馬 安中総合             男子  1062             
男子記録会 １００ｍ      12.5 
101181061 久保田  樹(2)                  ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ                       群　馬 四ツ葉学園           男子    61             
男子記録会 ４００ｍ      50.62
101181062 小野寺  駿弥(2)                ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭﾝﾔ                     群　馬 四ツ葉学園           男子    62             
男子記録会 １００ｍ      11.84
101181063 上原  大征(1)                  ｳｴﾊﾗ ﾀｲｾｲ                      群　馬 四ツ葉学園           男子    63             
男子記録会 １００ｍ      11.78
101181064 石田  竜也(1)                  ｲｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ                       群　馬 四ツ葉学園           男子    64             
男子少年B ３０００ｍ   9:00.05
101181065 齋藤  詳太(1)                  ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ                      群　馬 四ツ葉学園           男子    65             
男子記録会 ８００ｍ    2:03.66
101501203 藤生　ｾｽ亘輝(2)                ﾌｼﾞｭｳ ｾｽｺｳｷ                    群　馬 共愛学園高           男子   203             
男子少年A 走幅跳          6m84 男子少年共通 三段跳      14m45
101501204 坂本  将希(2)                  ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ                       群　馬 共愛学園高           男子   204             
男子記録会 １００ｍ      11.86 男子記録会 ４００ｍ      53.39
101501205 原田　海都(1)                  ﾊﾗﾀﾞ ｶｲﾄ                       群　馬 共愛学園高           男子   205             
男子少年B 走幅跳          6m06



101501206 原田　理央(1)                  ﾊﾗﾀﾞ ﾘｵ                        群　馬 共愛学園高           男子   206             
男子記録会 走高跳         1m65
101501884 清水　貴史(1)                  ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ                       群　馬 共愛学園高           男子   884             
男子記録会 １００ｍ      12.55
101502496 石郷岡  優太(3)                ｲｼｺﾞｳｵｶ ﾕｳﾀ                    群　馬 桐生一高             男子   496             
男子少年共通 円盤投(     38m06 男子記録会 砲丸投(5.     12m74
101502497 宿村  勇希(3)                  ﾔﾄﾞﾑﾗ ﾕｳｷ                      群　馬 桐生一高             男子   497             
男子少年共通 三段跳      14m56 男子少年A 走幅跳          6m56
101502498 小林  宝楽(3)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾗ                      群　馬 桐生一高             男子   498             
男子少年A やり投(0.8     49m87 男子記録会 砲丸投(5.     12m95
101502499 鏑木  友裕(3)                  ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾕﾀｶ                     群　馬 桐生一高             男子   499             
男子少年A １００ｍ       11.07
101502500 田沼  麻人(3)                  ﾀﾇﾏ ｱｻﾄ                        群　馬 桐生一高             男子   500             
男子少年A ハンマー投     53m88 男子少年共通 円盤投(     45m06
101502501 田窪  響(3)                    ﾀｸﾎﾞ ﾋﾋﾞｷ                      群　馬 桐生一高             男子   501             
男子少年A ４００ｍＨ     57.18
101502502 齋藤  綾哉(3)                  ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ                      群　馬 桐生一高             男子   502             
男子記録会 ８００ｍ    2:09.03
101502503 小林  亮太(3)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ                     群　馬 桐生一高             男子   503             
男子記録会 ８００ｍ    2:14.00
101502504 野中  優哉(2)                  ﾉﾅｶ ﾕｳﾔ                        群　馬 桐生一高             男子   504             
男子少年共通 円盤投(     33m23 男子記録会 砲丸投(5.     12m98
101502505 進藤  龍之介(2)                ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ                   群　馬 桐生一高             男子   505             
男子少年共通 走高跳       1m80
101502506 福原  佳也(2)                  ﾌｸﾊﾗ ﾖｼﾔ                       群　馬 桐生一高             男子   506             
男子記録会 やり投(0.     46m95
101502507 小林  波流(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ                       群　馬 桐生一高             男子   507             



男子記録会 ４００ｍ      52.63
101502508 今井  颯太(2)                  ｲﾏｲ ｿｳﾀ                        群　馬 桐生一高             男子   508             
男子記録会 ハンマー      19m53
101502509 奥野  哲平(1)                  ｵｸﾉ ﾃｯﾍﾟｲ                      群　馬 桐生一高             男子   509             
男子少年共通 走高跳       1m80
101502510 田中  大嵩(1)                  ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ                       群　馬 桐生一高             男子   510             
男子記録会 １００ｍ      12.26
101502511 北村  晃汰(1)                  ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀ                       群　馬 桐生一高             男子   511             
男子記録会 走高跳         1m75
101503052 齊藤  隆二(1)                  ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ                     群　馬 桐生一高             男子  1052             
男子記録会 １００ｍ      12.58
101503053 遊佐  夏主博(1)                ﾕｻ ｶｽﾞﾋﾛ                       群　馬 桐生一高             男子  1053             
男子記録会 ８００ｍ    2:42.00
101504803 小山  稔生(3)                  ｺﾔﾏ ﾄｼｷ                        群　馬 新島学園高           男子   803             
男子少年A ４００ｍＨ     56.37
101504804 深澤  源之介(3)                ﾌｶｻﾜ ｹﾞﾝﾉｽｹ                    群　馬 新島学園高           男子   804             
男子記録会 １００ｍ      12.37
101504805 小見  昴(2)                    ｺﾐ ｱｷﾗ                         群　馬 新島学園高           男子   805             
男子記録会 ４００ｍ    1:01.20
101504806 有阪  朋貴(2)                  ｱﾘｻｶ ﾄﾓｷ                       群　馬 新島学園高           男子   806             
男子少年A ４００ｍＨ     51.43
101504807 石川  遼(1)                    ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ                       群　馬 新島学園高           男子   807             
男子記録会 ８００ｍ    2:11.57
101504808 茂木  快斗(1)                  ﾓｷﾞ ｶｲﾄ                        群　馬 新島学園高           男子   808             
男子記録会 ８００ｍ    2:17.08
101507001 木村  真紀(3)                  ｷﾑﾗ ﾏｻｷ                        群　馬 関学大附高           男子     1             
男子記録会 １００ｍ      11.68 男子記録会 ４００ｍ      51.63



101507002 對比地  達人(3)                ﾂｲﾋｼﾞ ﾀﾂﾄ                      群　馬 関学大附高           男子     2             
男子記録会 ８００ｍ    2:09.00
101507003 中村  成吾(3)                  ﾅｶﾑﾗ ｾｲｺﾞ                      群　馬 関学大附高           男子     3             
男子記録会 ８００ｍ    2:14.00
101508054 関根  笙悟(1)                  ｾｷﾈ ｼｮｳｺﾞ                      群　馬 関学大附高           男子  1054             
男子記録会 １００ｍ      12.66 男子記録会 ４００ｍ      57.00
101508055 松本  航世(1)                  ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ                      群　馬 関学大附高           男子  1055             
男子記録会 ８００ｍ    2:15.90 男子少年B ３０００ｍ  10:45.00
101508143 榊原　里弥(3)                  ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄﾔ                     群　馬 農大二高             男子   143             
男子少年共通 三段跳      13m57
101508145 田中　瑶佑(3)                  ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ                       群　馬 農大二高             男子   145             
男子少年A ４００ｍ       49.73
101508147 飯塚　大樹(3)                  ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ                     群　馬 農大二高             男子   147             
男子記録会 走高跳         1m75
101508149 田代　裕規(3)                  ﾀｼﾛ ﾋﾛｷ                        群　馬 農大二高             男子   149             
男子記録会 １００ｍ      11.38
101508150 高橋　昇吾(3)                  ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ                     群　馬 農大二高             男子   150             
男子記録会 ４００ｍ      51.00
101508153 一倉　海斗(3)                  ｲﾁｸﾗ ｶｲﾄ                       群　馬 農大二高             男子   153             
男子記録会 １００ｍ      11.25
101508156 西山　和弥(3)                  ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ                      群　馬 農大二高             男子   156             
男子少年A ５０００ｍ  13:54.76 男子記録会 ８００ｍ    2:02.50
101508157 萩原　璃来(3)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｸ                       群　馬 農大二高             男子   157             
男子記録会 ８００ｍ    2:02.02
101508160 田崎　貴一(3)                  ﾀｻｷ ｷｲﾁ                        群　馬 農大二高             男子   160             
男子少年共通 １１０      15.48
101508161 富岡　宥登(2)                  ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾄ                       群　馬 農大二高             男子   161             



男子少年共通 円盤投(     40m39
101508165 茂木　皓貴(2)                  ﾓｷﾞ ｺｳｷ                        群　馬 農大二高             男子   165             
男子記録会 １００ｍ      11.53
101508166 田村　隆典(2)                  ﾀﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ                       群　馬 農大二高             男子   166             
男子少年A ４００ｍＨ     53.79
101508169 神保　優一朗(2)                ｼﾞﾝﾎﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ                   群　馬 農大二高             男子   169             
男子少年A やり投(0.8     50m82
101508170 石坂　風芽(2)                  ｲｼｻﾞｶ ﾌｳｶﾞ                     群　馬 農大二高             男子   170             
男子記録会 ４００ｍ      53.70
101508171 中島　健一(2)                  ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ                     群　馬 農大二高             男子   171             
男子記録会 ４００ｍ      53.25
101508172 渡會　豊大(2)                  ﾜﾀｶｲ ﾄﾖﾋﾛ                      群　馬 農大二高             男子   172             
男子記録会 １００ｍ      11.78
101508173 白尾　悠祐(2)                  ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ                       群　馬 農大二高             男子   173             
男子少年A ４００ｍＨ     51.35
101508174 小林　涼平(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ                    群　馬 農大二高             男子   174             
男子記録会 ４００ｍ      50.57
101508175 宇田　凌生(2)                  ｳﾀﾞ ﾘｮｳｷ                       群　馬 農大二高             男子   175             
男子記録会 １００ｍ      12.10
101508176 久保塚　高志(2)                ｸﾎﾞﾂﾞｶ ﾀｶｼ                     群　馬 農大二高             男子   176             
男子記録会 ４００ｍ      51.00
101508177 田村　健(2)                    ﾀﾑﾗ ｹﾝ                         群　馬 農大二高             男子   177             
男子記録会 ４００ｍ      52.21
101508179 千明　龍之佑(2)                ﾁｷﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ                    群　馬 農大二高             男子   179             
男子少年A ５０００ｍ  14:21.32 男子記録会 ８００ｍ    2:02.51
101508180 小板橋　良太(2)                ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ                    群　馬 農大二高             男子   180             
男子記録会 １００ｍ      12.02 男子記録会 １１０ｍ      16.15



101508181 小暮　輝(1)                    ｺｸﾞﾚ ﾋｶﾙ                       群　馬 農大二高             男子   181             
男子少年B ３０００ｍ   8:56.64
101508182 小林　凌(1)                    ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ                      群　馬 農大二高             男子   182             
男子少年B 走幅跳          6m45
101508184 布施　圭梧(1)                  ﾌｾ ｹｲｺﾞ                        群　馬 農大二高             男子   184             
男子記録会 ４００ｍ    1:03.38 男子記録会 １１０ｍ      16.80
101508185 小西　湧斗(1)                  ｺﾆｼ ﾕｳﾄ                        群　馬 農大二高             男子   185             
男子少年B １００ｍ       11.89
101508186 金井　竜大(1)                  ｶﾅｲ ﾘｭｳﾀ                       群　馬 農大二高             男子   186             
男子記録会 ４００ｍ      55.25 男子少年B １００ｍ       11.98
101508187 内藤　宇樹(1)                  ﾅｲﾄｳ ﾀｶｷ                       群　馬 農大二高             男子   187             
男子少年B １００ｍ       11.24
101508188 戸塚　諒(1)                    ﾄﾂﾞｶ ﾘｮｳ                       群　馬 農大二高             男子   188             
男子少年B １００ｍ       10.87
101508189 北嶋　淳也(1)                  ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ                    群　馬 農大二高             男子   189             
男子少年B ３０００ｍ   9:20.00
101508190 大塚　聖也(1)                  ｵｵﾂｶ ｾｲﾔ                       群　馬 農大二高             男子   190             
男子少年B 走幅跳          6m35
101508191 津藤　広夢(1)                  ﾂﾄｳ ﾋﾛﾑ                        群　馬 農大二高             男子   191             
男子少年B 走幅跳          6m50
101508192 山田　樹(1)                    ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ                       群　馬 農大二高             男子   192             
男子記録会 ４００ｍ      57.84 男子記録会 ４００ｍ      54.50
101508193 小林　龍太(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ                     群　馬 農大二高             男子   193             
男子少年B ３０００ｍ   9:00.00
101508194 東　唯斗(1)                    ｱｽﾞﾏ ﾕｲﾄ                       群　馬 農大二高             男子   194             
男子記録会 １１０ｍ      16.09 男子成年 １１０ｍＨ(     16.09
101508195 小林　飛斗(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ                      群　馬 農大二高             男子   195             



男子少年B ３０００ｍ   9:00.00
101508196 星野　一平(1)                  ﾎｼﾉ ｲｯﾍﾟｲ                      群　馬 農大二高             男子   196             
男子少年B ３０００ｍ   8:49.33
101508197 武藤　崇(1)                    ﾑﾄｳ ﾀｶｼ                        群　馬 農大二高             男子   197             
男子記録会 ４００ｍ      53.14
101508198 小金澤　唯翔(1)                ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｲﾄ                    群　馬 農大二高             男子   198             
男子少年B 走幅跳          6m71 男子少年B １００ｍ       11.51
101508200 平�　開夢(1)                  ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｶｲﾑ                     群　馬 農大二高             男子   200             
男子少年B ３０００ｍ   9:20.00
101508201 恩田　颯人(1)                  ｵﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ                       群　馬 農大二高             男子   201             
男子少年B １００ｍ       11.20
101508202 黒崎　翔太(1)                  ｸﾛｻｷ ｼｮｳﾀ                      群　馬 農大二高             男子   202             
男子少年B ３０００ｍ   9:20.00
101509007 金子  恋寿(3)                  ｶﾈｺ ﾚﾝｼﾞｭ                      群　馬 樹徳高               男子     7             
男子少年A 棒高跳          4m50
101509008 森山　真伍(3)                  ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｺﾞ                      群　馬 樹徳高               男子     8             
男子少年A ５０００ｍ  14:39.22
101509010 中山　大樹(3)                  ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ                       群　馬 樹徳高               男子    10             
男子少年A ５０００ｍ  14:39.13
101509011 小林　賢佑(3)                  ｺﾊﾞﾔｼ　ｹﾝﾕｳ                    群　馬 樹徳高               男子    11             
男子少年A 棒高跳          4m70
101509014 野口　怜央(3)                  ﾉｸﾞﾁ ﾚｵ                        群　馬 樹徳高               男子    14             
男子記録会 １００ｍ      11.97
101509015 �橋　奎太(2)                  ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ                       群　馬 樹徳高               男子    15             
男子少年A 棒高跳          4m30
101509016 三輪　凌大(2)                  ﾐﾜ ﾘｮｳﾀﾞｲ                      群　馬 樹徳高               男子    16             
男子少年A 棒高跳          4m50



101509017 寺崎　一輝(2)                  ﾃﾗｻｷ ｶｽﾞｷ                      群　馬 樹徳高               男子    17             
男子少年A １００ｍ       11.17
101509020 大和久　広介(2)                ｵｵﾜｸ ｺｳｽｹ                      群　馬 樹徳高               男子    20             
男子記録会 １００ｍ      12.62
101509024 大類　康靖(1)                  ｵｵﾙｲ ﾔｽﾉﾌﾞ                     群　馬 樹徳高               男子    24             
男子少年共通 ８００    1:55.99
101509025 大澤　佑介(1)                  ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ                      群　馬 樹徳高               男子    25             
男子少年B ３０００ｍ   8:36.39
101509027 師田　誠也　(1)                ﾓﾛﾀ ｾｲﾔ                        群　馬 樹徳高               男子    27             
男子少年B １００ｍ       11.14
101509042 上原  秀喜(1)                  ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ                      群　馬 農大二高             男子  1042             
男子少年B ３０００ｍ   9:20.28
101509066 茂木　裕之(1)                  ﾓｷﾞ ﾋﾛﾕｷ                       群　馬 農大二高             男子  1066             
男子記録会 ４００ｍ      53.01
101509067 八木  雄大(1)                  ﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ                      群　馬 農大二高             男子  1067             
男子少年B ３０００ｍ   9:20.00
101510341 田中　宏季(3)                  ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ                        群　馬 前橋育英高           男子   341             
男子少年A １００ｍ       10.64
101510344 狩野　遼太郎(3)                ｶﾉｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ                     群　馬 前橋育英高           男子   344             
男子少年A ４００ｍＨ     53.72 男子少年A ４００ｍ       49.69
101510345 深澤　夢宇馬(3)                ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾏ                       群　馬 前橋育英高           男子   345             
男子少年A 棒高跳          4m60
101510346 青柳　亮太(3)                  ｱｵﾔｷﾞ ﾘｮｳﾀ                     群　馬 前橋育英高           男子   346             
男子少年共通 円盤投(     37m09 男子少年A ハンマー投     49m09
101510348 千吉良　一輝(3)                ﾁｷﾞﾗ ﾋｶﾙ                       群　馬 前橋育英高           男子   348             
男子少年A 走幅跳          7m34
101510349 細井　哲平(3)                  ﾎｿｲ ﾃｯﾍﾟｲ                      群　馬 前橋育英高           男子   349             



男子少年A ４００ｍＨ     55.35 男子記録会 ４００ｍ      50.97
101510352 高橋　友我(3)                  ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶﾞ                      群　馬 前橋育英高           男子   352             
男子記録会 １００ｍ      11.51 男子記録会 ４００ｍ      53.28
101510355 小池　祐馬(3)                  ｺｲｹ ﾕｳﾏ                        群　馬 前橋育英高           男子   355             
男子少年A 棒高跳          4m90
101510356 泉　翔太(3)                    ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ                      群　馬 前橋育英高           男子   356             
男子少年A ４００ｍ       49.58 男子記録会 １００ｍ      11.22
101510360 関口　雅了(2)                  ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ                     群　馬 前橋育英高           男子   360             
男子記録会 三段跳        12m66
101510361 清水　来希(2)                  ｼﾐｽﾞ ﾗｲｷ                       群　馬 前橋育英高           男子   361             
男子少年A １００ｍ       11.14
101510362 吉田 圭佑(2)                   ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ                      群　馬 前橋育英高           男子   362             
男子少年A やり投(0.8     56m45
101510365 丸山　脩太(2)                  ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ                      群　馬 前橋育英高           男子   365             
男子少年共通 ８００    1:52.81
101510367 細井　ブライアン(2)            ﾎｿｲ ﾌﾞﾗｲｱﾝ                     群　馬 前橋育英高           男子   367             
男子少年A ４００ｍ       48.17
101510368 篠ǹ　亮介(2)                  ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ                    群　馬 前橋育英高           男子   368             
男子少年共通 円盤投(     42m16 男子少年A ハンマー投     50m18
101510369 青木　智宏(2)                  ｱｵｷ ﾄﾓﾋﾛ                       群　馬 前橋育英高           男子   369             
男子少年共通 走高跳       1m82
101510370 三澤　翼人(2)                  ﾐｻﾜ ﾖｸﾄ                        群　馬 前橋育英高           男子   370             
男子記録会 １００ｍ      11.54
101510372 関口　優太郎(2)                ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ                    群　馬 前橋育英高           男子   372             
男子記録会 １００ｍ      11.30 男子記録会 ４００ｍ      52.98
101510373 西野　圭祐(2)                  ﾆｼﾉ ｹｲｽｹ                       群　馬 前橋育英高           男子   373             
男子少年A 棒高跳          4m40



101510374 内田　圭人(2)                  ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾄ                       群　馬 前橋育英高           男子   374             
男子少年A ４００ｍＨ     56.29 男子記録会 ４００ｍ      52.94
101510375 大和　力也(2)                  ﾔﾏﾄ ﾘｷﾔ                        群　馬 前橋育英高           男子   375             
男子記録会 走高跳         1m75
101510378 萩原　悠策(2)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｻｸ                     群　馬 前橋育英高           男子   378             
男子少年A 棒高跳          4m30
101510379 清水　僚太(2)                  ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ                      群　馬 前橋育英高           男子   379             
男子少年A １００ｍ       11.01 男子少年A ４００ｍ       50.48
101510381 池田　春輝(1)                  ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ                       群　馬 前橋育英高           男子   381             
男子少年B ３０００ｍ   9:22.49
101510382 大橋　涼真(1)                  ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾏ                      群　馬 前橋育英高           男子   382             
男子記録会 １１０ｍ      16.57
101510383 齊藤　龍矢(1)                  ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ                      群　馬 前橋育英高           男子   383             
男子少年B 砲丸投(5.0     10m10
101510384 新井　大貴(1)                  ｱﾗｲ ﾋﾛｷ                        群　馬 前橋育英高           男子   384             
男子少年B ３０００ｍ   8:37.85
101510385 阿久澤　隆成(1)                ｱｸｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ                    群　馬 前橋育英高           男子   385             
男子少年B ３０００ｍ   9:12.93
101510386 佐藤　亘(1)                    ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ                        群　馬 前橋育英高           男子   386             
男子少年B 走幅跳          6m71 男子記録会 三段跳        12m98
101510387 外所　晴貴(1)                  ﾄﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｷ                      群　馬 前橋育英高           男子   387             
男子少年B 走幅跳          6m28 男子記録会 三段跳        12m20
101510389 菊池　悠仁(1)                  ｷｸﾁ ﾕｳｼﾞﾝ                      群　馬 前橋育英高           男子   389             
男子記録会 ４００ｍ      50.64
101510390 大谷　架偉馬(1)                ｵｵﾀﾆ ｶｲﾏ                       群　馬 前橋育英高           男子   390             
男子少年B 走幅跳          5m87 男子記録会 三段跳        11m40
101510391 佐藤　裕輝(1)                  ｻﾄｳ ﾕｳｷ                        群　馬 前橋育英高           男子   391             



男子記録会 ４００ｍ      57.22
101510392 諸星　颯大(1)                  ﾓﾛﾎｼ ｿｳﾀ                       群　馬 前橋育英高           男子   392             
男子少年B ３０００ｍ   9:18.36
101510393 山ǹ　未来也(1)                ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷﾔ                      群　馬 前橋育英高           男子   393             
男子記録会 ハンマー      26m88
101512588 瀧  達仁 (3)                   ﾀｷ ﾀﾂﾉﾘ                        群　馬 健大高崎             男子   588             
男子少年A ４００ｍ       48.58
101512593 石井　俊哉(3)                  ｲｼｲ ﾄｼﾔ                        群　馬 健大高崎             男子   593             
男子少年A ５０００ｍ  15:12.79
101512600 峯岸　大輝(2)                  ﾐﾈｷﾞｼ ﾀﾞｲｷ                     群　馬 健大高崎             男子   600             
男子記録会 １００ｍ      12.59
101512602 黒澤　一真(2)                  ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞﾏ                      群　馬 健大高崎             男子   602             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.06
101512606 近藤　魁人(2)                  ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ                      群　馬 健大高崎             男子   606             
男子記録会 ４００ｍ      53.44
101512608 青木　大也(1)                  ｱｵｷ ﾋﾛﾔ                        群　馬 健大高崎             男子   608             
男子少年B ３０００ｍ   9:30.0 
101512609 進藤　颯太(1)                  ｼﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ                      群　馬 健大高崎             男子   609             
男子少年B ３０００ｍ   9:34.0 
101512610 浅見　厚希(1)                  ｱｻﾐ ｺｳｷ                        群　馬 健大高崎             男子   610             
男子少年B ３０００ｍ   9:06.0 
101512611 後閑　将太(1)                  ｺﾞｶﾝ ｼｮｳﾀ                      群　馬 健大高崎             男子   611             
男子少年B ３０００ｍ   9:23.0 
101512615 木戸　亮太(1)                  ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ                       群　馬 健大高崎             男子   615             
男子記録会 １００ｍ      11.52
101512616 赤石　佳斗(1)                  ｱｶｲｼ ｹｲﾄ                       群　馬 健大高崎             男子   616             
男子少年B ３０００ｍ   9:20.0 



101512618 中山　隼也(1)                  ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ                      群　馬 健大高崎             男子   618             
男子少年B ３０００ｍ   9:45.0 
101513037 川田　龍芽(1)                  ｶﾜﾀ ﾘｭｳｶﾞ                      群　馬 健大高崎             男子  1037             
男子記録会 １００ｍ      12.41
101513038 堀越　大矩也(1)                ﾎﾘｺｼ ﾀｸﾔ                       群　馬 健大高崎             男子  1038             
男子記録会 １００ｍ      12.97
101513040 土屋　卓巳(1)                  ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ                        群　馬 健大高崎             男子  1040             
男子記録会 １００ｍ      12.09
101514394 �原  航平(3)                  ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳﾍｲ                     群　馬 県央高               男子   394             
男子記録会 １００ｍ      11.98
101514395 �木  理矩(3)                  ﾀｶｷﾞ ﾘｸ                        群　馬 県央高               男子   395             
男子少年A １００ｍ       11.09 男子記録会 ４００ｍ      51.50
101514396 小林  智哉(3)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ                      群　馬 県央高               男子   396             
男子記録会 ８００ｍ    2:01.54 男子記録会 ４００ｍ      54.35
101514397 春日  一彦(3)                  ｶｽｶﾞ ｶｽﾞﾋｺ                     群　馬 県央高               男子   397             
男子少年共通 ８００    1:56.14 男子記録会 ４００ｍ      51.87
101514398 須田  八尋(3)                  ｽﾀﾞ ﾔﾋﾛ                        群　馬 県央高               男子   398             
男子少年A ４００ｍＨ     56.24
101514399 梅田  崇汰(3)                  ｳﾒﾀﾞ ｿｳﾀ                       群　馬 県央高               男子   399             
男子記録会 ８００ｍ    2:08.50
101514400 山ǹ  光星(3)                  ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｾｲ                     群　馬 県央高               男子   400             
男子少年共通 走高跳       2m07
101514401 生方  利樹(2)                  ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｼｷ                      群　馬 県央高               男子   401             
男子少年共通 ８００    1:56.86 男子記録会 ４００ｍ      51.30
101514402 原沢  一輝(2)                  ﾊﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ                      群　馬 県央高               男子   402             
男子記録会 １００ｍ      11.61 男子記録会 ４００ｍ      53.45
101514403 塩野  雄大(2)                  ｼｵﾉ ﾕｳﾀﾞｲ                      群　馬 県央高               男子   403             



男子記録会 ４００ｍ      55.60
101514404 和南城  優(2)                  ﾜﾅｼﾞｮｳ ﾕｳ                      群　馬 県央高               男子   404             
男子記録会 ４００ｍ    1:01.85 男子記録会 ４００ｍ      53.85
101514405 小嶋　友史(1)                  ｺｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ                      群　馬 県央高               男子   405             
男子記録会 １００ｍ      12.54
101514406 星野　文哉(1)                  ﾎｼﾉ ﾌﾐﾔ                        群　馬 県央高               男子   406             
男子記録会 ８００ｍ    2:12.47
101514407 吉田　修平(1)                  ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ                     群　馬 県央高               男子   407             
男子記録会 ４００ｍ      54.85 男子記録会 １００ｍ      12.35
101514408 岩ǹ　彪磨(1)                  ｲﾜｻｷ ﾋｮｳﾏ                      群　馬 県央高               男子   408             
男子記録会 １００ｍ      11.88
101514409 竹内　優斗(1)                  ﾀﾃｳﾁ ﾕｳﾄ                       群　馬 県央高               男子   409             
男子少年共通 走高跳       1m90 男子記録会 １００ｍ      11.68
101514410 倉田　大輝(1)                  ｸﾗﾀ ﾀﾞｲｷ                       群　馬 県央高               男子   410             
男子記録会 ハンマー      28m70
101514411 星野　佑月(1)                  ﾎｼﾉ ﾕﾂﾞｷ                       群　馬 県央高               男子   411             
男子記録会 やり投(0.     32m50
101514412 三阪　頼毅(1)                  ﾐｻｶ ﾖｼｷ                        群　馬 県央高               男子   412             
男子少年共通 走高跳       1m85 男子少年B 走幅跳          6m30
101514413 清水　龍馬(1)                  ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾏ                      群　馬 県央高               男子   413             
男子記録会 １００ｍ      11.71 男子記録会 ４００ｍ      54.35
102009074 鴨井　美紗子(4)                ｶﾓｲ ﾐｻｺ                        群　馬 上武大               女子  8074             
女子成年 走高跳           1m72
102009075 丸山　真琴(4)                  ﾏﾙﾔﾏ ﾏｺﾄ                       群　馬 上武大               女子  8075             
女子成年 三段跳          11m60
102010400 國安　花菜子(2)                ｸﾆﾔｽ ｶﾅｺ                       群　馬 群馬大               女子  8400             
女子記録会 １００ｍ      14.11



102010402 川崎　智恵(2)                  ｶﾜｻｷ ﾄﾓｴ                       群　馬 群馬大               女子  8402             
女子記録会 ４００ｍ    1:01.01
102010626 田邉　瞳(1)                    ﾀﾅﾍﾞ ｱｲ                        群　馬 群馬大               女子  8626             
女子記録会 １００ｍ      13.02
102010627 真屋　葉月(1)                  ﾏﾔ ﾊﾂﾞｷ                        群　馬 群馬大               女子  8627             
女子記録会 やり投(0.     34m09
102012307 藤田　奈緒                     ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ                        群　馬 高崎経済大           女子  8307             
女子記録会 ８００ｍ    2:27.00
102012309 佐藤　瑞恵                     ｻﾄｳ ﾐｽﾞｴ                       群　馬 高崎経済大           女子  8309             
女子記録会 砲丸投(4.     10m70
102012310 田島　咲華                     ﾀｼﾞﾏ ｻｷｶ                       群　馬 高崎経済大           女子  8310             
女子記録会 ４００ｍ    1:04.65
102012755 窪田　ふれあ                   ｸﾎﾞﾀ ﾌﾚｱ                       群　馬 高崎経済大           女子  8755             
女子記録会 ８００ｍ    2:40.00
102018464 田島　沙耶                     ﾀｼﾞﾏ ｻﾔ                        群　馬 東女体大             女子  7464             
女子成年 １００ｍ        12.35
102018496 篠原　ひかる                   ｼﾉﾊﾗ ﾋｶﾙ                       群　馬 日女体大             女子  8496             
女子成年 やり投(0.60     35m63
102024231 星野　茉利                     ﾎｼﾉ ﾏﾘ                         群　馬 東海大               女子  7231             
女子成年 走高跳           1m70
102026040 平石　風歩                     ﾋﾗｲｼ ｶﾎ                        群　馬 東学大               女子  7040             
女子成年 やり投(0.60     48m19
102043712 五十嵐　彩可(3)                ｲｶﾞﾗｼ ｱﾔｶ                      群　馬 大東大               女子  7712             
女子成年 走高跳           1m65
102050333 阪本　敦子                     ｻｶﾓﾄ ｱﾂｺ                       群　馬 群大ＴＦ             女子   333             
女子記録会 １００ｍ      13.80
102050688 江添　真子(1)                  ｴｿﾞｴ ﾏｺ                        群　馬 平成国際大           女子  8688             



女子記録会 ４００ｍ    1:01.72
102052758 鈴木　詩織                     ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ                       群　馬 しきしま             女子   758             
女子記録会 ４００ｍ    1:05.03
102065063 山口 彩夏                      ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ                      群　馬 新潟大               女子    63             
女子成年 三段跳          11m18
102071926 蓮沼　凌加                     ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｶ                      群　馬 白鴎大               女子  7926             
女子成年 １００ｍ        12.36
102082033 野中  紗希                     ﾉﾅｶｻｷ                          群　馬 宇都宮大             女子  3033             
女子成年 やり投(0.60     47m55
102089112 㘎名  愛                       ﾊﾏﾅ ﾒｸﾞﾐ                       群　馬 ベルジャパンＡＣ     女子   112             
女子成年 棒高跳           4m20
102102254 諏訪  ななみ(2)                ｽﾜ ﾅﾅﾐ                         群　馬 前橋南高             女子   254             
女子記録会 １００ｍ      13.33 女子記録会 ４００ｍ    1:04.59
102102255 小川  紗瑛(2)                  ｵｶﾞﾜ ｻｴ                        群　馬 前橋南高             女子   255             
女子少年A ４００ｍ       58.11 女子記録会 ４００ｍ    1:12.6 
102102257 神久  莉子(1)                  ｼﾝｸ ﾘｺ                         群　馬 前橋南高             女子   257             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.0  女子記録会 ４００ｍ    1:08.0 
102103160 田邊　比奈乃(3)                ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ                       群　馬 前橋女高             女子   160             
女子成年 ８００ｍ      2:12.03
102103166 伊藤　萌(2)                    ｲﾄｳ ﾓｴ                         群　馬 前橋女高             女子   166             
女子少年A ４００ｍ       58.91
102103167 富沢　恭子(2)                  ﾄﾐｻﾞﾜ ｷｮｳｺ                     群　馬 前橋女高             女子   167             
女子少年共通 棒高跳       3m50 女子少年A ４００ｍ     1:00.50
102103168 小内　まひろ(2)                ｵﾅｲ ﾏﾋﾛ                        群　馬 前橋女高             女子   168             
女子少年A ５０００ｍ  27:20.31
102103169 富澤　初音(2)                  ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ                      群　馬 前橋女高             女子   169             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.0 



102103170 阿部　知宙(1)                  ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ                        群　馬 前橋女高             女子   170             
女子少年共通 １５０    4:33.32
102103171 岩崎　紘乃(1)                  ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾉ                       群　馬 前橋女高             女子   171             
女子少年共通 棒高跳       3m00 女子記録会 ４００ｍ    1:07.34
102103172 一倉　夏帆(1)                  ｲﾁｸﾗ ｶﾎ                        群　馬 前橋女高             女子   172             
女子記録会 ４００ｍ    1:06.50
102103173 和田　亜莉寿(1)                ﾜﾀﾞ ｱﾘｽ                        群　馬 前橋女高             女子   173             
女子少年B 走幅跳          5m08 女子記録会 ４００ｍ    1:06.71
102103547 神澤　郁美(1)                  ｶﾝｻﾞﾜ ｲｸﾐ                      群　馬 前橋女高             女子   547             
女子少年B １００ｍ       13.14 女子記録会 ４００ｍ    1:05.82
102103548 大木　遥佳(1)                  ｵｵｷ ﾊﾙｶ                        群　馬 前橋女高             女子   548             
女子少年B １００ｍ       13.18 女子記録会 ４００ｍ    1:00.76
102103549 安達　理紗子(1)                ｱﾀﾞﾁ ﾘｻｺ                       群　馬 前橋女高             女子   549             
女子少年B 100mYH(0.7     17.04 女子少年B １００ｍ       13.75 女子記録会 ４００ｍ    1:07.0 
102103550 鈴木　麻優里(1)                ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾘ                       群　馬 前橋女高             女子   550             
女子少年B １００ｍ       15.15
102103551 加邉　菜々花(1)                ｶﾍﾞ ﾅﾅﾊ                        群　馬 前橋女高             女子   551             
女子少年B １００ｍ       15.49 女子記録会 砲丸投(4.      6m15
102103552 青木　琴実(1)                  ｱｵｷ ｺﾄﾐ                        群　馬 前橋女高             女子   552             
女子少年B ８００ｍ     2:41.72
102104381 後藤　愛奈(2)                  ｺﾞﾄｳ ｱｲﾅ                       群　馬 勢多農林高           女子   381             
女子記録会 １００ｍ      13.44 女子記録会 ４００ｍ    1:09.65
102104383 金子　柚季野(2)                ｶﾈｺ ﾕｷﾉ                        群　馬 勢多農林高           女子   383             
女子記録会 ８００ｍ    2:31.48
102104385 近　成美(2)                    ｺﾝ ﾅﾙﾐ                         群　馬 勢多農林高           女子   385             
女子記録会 ８００ｍ    2:35.63 女子記録会 ４００ｍ    1:06.36
102104387 笹澤　未沙(1)                  ｻｻｻﾞﾜ ﾐｻ                       群　馬 勢多農林高           女子   387             



女子記録会 ８００ｍ    2:33.07 女子記録会 ４００ｍ    1:06.29
102106036 長井　萌(1)                    ﾅｶﾞｲ ﾓｴ                        群　馬 前橋商高             女子    36             
女子記録会 １００ｍ      14.8  女子記録会 １００ｍ      19.5 
102106545 森山　凜音(1)                  ﾓﾘﾔﾏ ﾘﾝﾈ                       群　馬 前橋商高             女子   545             
女子記録会 １００ｍ      14.7 
102106546 伊藤　新菜(1)                  ｲﾄｳ ﾆｲﾅ                        群　馬 前橋商高             女子   546             
女子記録会 砲丸投(4.      5m50
102106575 林  楓花(2)                    ﾊﾔｼ ﾌｳｶ                        群　馬 前橋商高             女子   575             
女子記録会 １００ｍ      14.4 
102106576 所  亜美(1)                    ﾄｺﾛ ｱﾐ                         群　馬 前橋商高             女子   576             
女子記録会 １００ｍ      14.7 
102110392 齋藤　菜月(3)                  ｻｲﾄｳ ﾅﾂｷ                       群　馬 高崎女高             女子   392             
女子成年 ８００ｍ      2:10.47
102110393 竹渕　菜穂(2)                  ﾀｹﾌﾞﾁ ﾅﾎ                       群　馬 高崎女高             女子   393             
女子記録会 ８００ｍ    2:29.69
102110394 茂原　実希(2)                  ｼｹﾞﾊﾗ ﾐｷ                       群　馬 高崎女高             女子   394             
女子記録会 ４００ｍ    1:07.79 女子記録会 １００ｍ      18.38
102110395 佐々木　亜美(2)                ｻｻｷ ｱﾐ                         群　馬 高崎女高             女子   395             
女子記録会 ４００ｍ    1:03.76 女子記録会 １００ｍ      13.87
102110396 丸山　葵(2)                    ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ                       群　馬 高崎女高             女子   396             
女子記録会 １００ｍ      14.47 女子記録会 ４００ｍ    1:07.50
102110397 永井　来実(2)                  ﾅｶﾞｲ ｸﾙﾐ                       群　馬 高崎女高             女子   397             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.00
102110398 並木　佳乃(2)                  ﾅﾐｷ ｶﾉ                         群　馬 高崎女高             女子   398             
女子少年A 走幅跳          5m53 女子少年A １００ｍ       12.66
102110399 櫻井　瑠璃(2)                  ｻｸﾗｲ ﾙﾘ                        群　馬 高崎女高             女子   399             
女子記録会 ８００ｍ    2:26.90



102110400 相川　真穂(2)                  ｱｲｶﾜ ﾏﾎ                        群　馬 高崎女高             女子   400             
女子記録会 ８００ｍ    2:21.7 
102110401 萩原　菜月(1)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾂｷ                      群　馬 高崎女高             女子   401             
女子少年B １００ｍ       12.89 女子記録会 ４００ｍ    1:03.00
102110402 �澤　琴乃(1)                  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾄﾉ                     群　馬 高崎女高             女子   402             
女子記録会 １００ｍ      18.01 女子記録会 ４００ｍ           
102110403 角野ありさ(1)                  ｽﾐﾉ ｱﾘｻ                        群　馬 高崎女高             女子   403             
女子少年B 100mYH(0.7     15.26 女子記録会 １００ｍ      13.52
102110522 富岡　凜(1)                    ﾄﾐｵｶ ﾘﾝ                        群　馬 高崎女高             女子   522             
女子記録会 １００ｍ      13.56 女子記録会 ４００ｍ           
102110523 近藤　夏音(1)                  ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ                      群　馬 高崎女高             女子   523             
女子記録会 ８００ｍ    2:31.68
102110524 植木　位歩(1)                  ｳｴｷ ｲﾌﾞ                        群　馬 高崎女高             女子   524             
女子記録会 １００ｍ      14.3  女子記録会 ４００ｍ           
102111174 樋口　加那子(3)                ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｺ                       群　馬 高崎工高             女子   174             
女子少年共通 円盤投(     28m14
102111175 山ǹ　澪(2)                    ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲ                       群　馬 高崎工高             女子   175             
女子少年共通 やり投(     34m87
102112339 �良  美和(3)                  ﾀｶﾗ ﾐﾜ                         群　馬 高崎商高             女子   339             
女子少年A 走幅跳          5m35
102112340 竹内  美佳(3)                  ﾀｹｳﾁ ﾐｶ                        群　馬 高崎商高             女子   340             
女子記録会 １００ｍ      13.8  女子記録会 三段跳         8m00
102112341 青山  未歩(3)                  ｱｵﾔﾏ ﾐﾎ                        群　馬 高崎商高             女子   341             
女子少年A １００ｍ       12.92 女子記録会 ４００ｍ    1:03.5 
102112342 猿井  歩(3)                    ｻﾙｲ ｱﾕﾐ                        群　馬 高崎商高             女子   342             
女子記録会 ８００ｍ    2:35.0 
102112343 佐々木  りな(3)                ｻｻｷ ﾘﾅ                         群　馬 高崎商高             女子   343             



女子少年共通 やり投(     36m72
102112344 �野  星那(3)                  ﾀｶﾉ ｾｲﾅ                        群　馬 高崎商高             女子   344             
女子記録会 砲丸投(4.      8m62 女子記録会 ハンマー      28m09
102112345 町田  菜々子(2)                ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾅｺ                       群　馬 高崎商高             女子   345             
女子少年共通 三段跳      10m02
102112346 平野  真衣(2)                  ﾋﾗﾉ ﾏｲ                         群　馬 高崎商高             女子   346             
女子記録会 １００ｍ      13.5  女子記録会 ４００ｍ    1:04.5 
102112347 下境  里彩(2)                  ｼﾓｻｶｲ ﾘｻ                       群　馬 高崎商高             女子   347             
女子記録会 ８００ｍ    2:42.05
102112348 青木  花純(2)                  ｱｵｷ ｶｽﾐ                        群　馬 高崎商高             女子   348             
女子少年共通 棒高跳       2m80 女子記録会 三段跳         9m99
102112349 佐藤  未有(1)                  ｻﾄｳ ﾐｳ                         群　馬 高崎商高             女子   349             
女子記録会 ８００ｍ    2:50.23
102112350 奥泉  未花(1)                  ｵｸｲｽﾞﾐ ﾐｶ                      群　馬 高崎商高             女子   350             
女子少年B １００ｍ       13.34 女子記録会 ４００ｍ    1:02.0 
102112351 山ǹ　麻那(1)                  ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅ                       群　馬 高崎商高             女子   351             
女子少年B 走幅跳          4m44
102112352 岸  玲菜(1)                    ｷｼ ﾚｲﾅ                         群　馬 高崎商高             女子   352             
女子記録会 １００ｍ      13.8  女子記録会 １００ｍ      16.93
102112353 内海  心(1)                    ｳﾂﾐ ﾏﾅｶ                        群　馬 高崎商高             女子   353             
女子記録会 ４００ｍ    1:05.0  女子記録会 ８００ｍ    2:35.11
102112354 唐沢  綾音(1)                  ｶﾗｻﾜ ｱﾔﾈ                       群　馬 高崎商高             女子   354             
女子記録会 ８００ｍ    2:40.0 
102113071 新井  琴美(2)                  ｱﾗｲ ｺﾄﾐ                        群　馬 桐生高               女子    71             
女子記録会 １００ｍ      14.43
102113072 新藤  由芽(2)                  ｼﾝﾄﾞｳ ﾕﾒ                       群　馬 桐生高               女子    72             
女子記録会 ４００ｍ    1:10.36 女子記録会 ４００ｍ    1:04.22



102113505 佐瀬  明里(1)                  ｻｾ ｱｶﾘ                         群　馬 桐生高               女子   505             
女子少年B １００ｍ       15.13
102114296 岡田  依都加(1)                ｵｶﾀﾞ ｲﾂｶ                       群　馬 桐生南高             女子   296             
女子記録会 １００ｍ      17.90 女子記録会 ４００ｍ    1:14.13
102114297 廣見  真緒(1)                  ﾋﾛﾐ ﾏｵ                         群　馬 桐生南高             女子   297             
女子記録会 １００ｍ      14.47
102114298 新井  成美(1)                  ｱﾗｲ ﾅﾙﾐ                        群　馬 桐生南高             女子   298             
女子記録会 １００ｍ      14.88
102114509 蛭間  さくら(1)                ﾋﾙﾏ ｻｸﾗ                        群　馬 桐生南高             女子   509             
女子記録会 砲丸投(4.      6m49 女子記録会 やり投(0.     29m46
102115008 岩野 真歩(2)                   ｲﾜﾉ ﾏﾎ                         群　馬 桐生女高             女子     8             
女子記録会 １００ｍ      13.97 女子記録会 ４００ｍ    1:06.0 
102115009 亀山 玲奈(2)                   ｶﾒﾔﾏ ﾚﾅ                        群　馬 桐生女高             女子     9             
女子記録会 砲丸投(4.      7m72
102115010 岡村 華暖(1)                   ｵｶﾑﾗ ｶﾉﾝ                       群　馬 桐生女高             女子    10             
女子記録会 ８００ｍ    2:35.0  女子記録会 ４００ｍ    1:06.0 
102115011 高木 夏希(1)                   ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ                       群　馬 桐生女高             女子    11             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.0  女子記録会 ４００ｍ    1:06.0 
102115012 大川 楓佳(1)                   ｵｵｶﾜ ﾌｳｶ                       群　馬 桐生女高             女子    12             
女子記録会 １００ｍ      14.01 女子記録会 ４００ｍ    1:06.0 
102115013 後藤 理那(1)                   ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ                        群　馬 桐生女高             女子    13             
女子記録会 １００ｍ      14.4  女子記録会 ４００ｍ    1:05.0 
102115014 前原 萌々香(1)                 ﾏｴﾊﾗ ﾓﾓｶ                       群　馬 桐生女高             女子    14             
女子記録会 １００ｍ      13.03 女子記録会 ４００ｍ    1:05.0 
102118276 神立  春香(3)                  ｶﾝﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ                      群　馬 清明高               女子   276             
女子成年 走高跳           1m50
102118277 波田野  優佳(3)                ﾊﾀﾉ ﾕｳｶ                        群　馬 清明高               女子   277             



女子少年A 走幅跳          5m20 女子少年共通 やり投(     36m67 女子記録会 ４００ｍ    1:03.91
102118278 黒田  真菜(3)                  ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ                        群　馬 清明高               女子   278             
女子少年共通 円盤投(     35m41
102118279 関端  梨夏(3)                  ｾｷﾊﾞﾀ ﾘｶ                       群　馬 清明高               女子   279             
女子記録会 １００ｍ      13.74 女子記録会 ４００ｍ    1:03.30
102118280 橋爪　琴美(2)                  ﾊｼﾂﾞﾒ ｺﾄﾐ                      群　馬 清明高               女子   280             
女子少年共通 三段跳      10m13
102118281 一木　那奈(2)                  ｲﾁｷﾞ ﾅﾅ                        群　馬 清明高               女子   281             
女子記録会 １００ｍ      15.35
102118282 茂木　遥月(2)                  ﾓｷﾞ ﾊﾂﾞｷ                       群　馬 清明高               女子   282             
女子少年A ５０００ｍ  28:07.05
102118283 下田　真衣(2)                  ｼﾓﾀﾞ ﾏｲ                        群　馬 清明高               女子   283             
女子記録会 １００ｍ      13.56
102118284 下田　優衣(2)                  ｼﾓﾀﾞ ﾕｲ                        群　馬 清明高               女子   284             
女子記録会 １００ｍ      13.39
102118285 尾内　夏輝(2)                  ｵﾅｲ ﾅﾂｷ                        群　馬 清明高               女子   285             
女子少年A ５０００ｍ  24:41.96
102118286 白田　春佳(2)                  ｼﾛﾀ ﾊﾙｶ                        群　馬 清明高               女子   286             
女子少年A 走幅跳          5m82
102118287 高橋　七海(2)                  ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ                       群　馬 清明高               女子   287             
女子少年A ４００ｍ       58.90 女子少年A ４００ｍＨ   1:04.05
102118289 高田　実優(1)                  ﾀｶﾀﾞ ﾐﾕ                        群　馬 清明高               女子   289             
女子記録会 １００ｍ      14.37
102118290 親松　未空(1)                  ｵﾔﾏﾂ ﾐｸ                        群　馬 清明高               女子   290             
女子記録会 １００ｍ      13.42 女子記録会 ４００ｍ    1:03.95
102118291 朝比奈　萌衣(1)                ｱｻﾋﾅ ﾓｴ                        群　馬 清明高               女子   291             
女子記録会 ４００ｍ    1:04.66 女子記録会 やり投(0.     28m38



102118292 萩原　愛(1)                    ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾅﾐ                      群　馬 清明高               女子   292             
女子記録会 ８００ｍ    2:35.9 
102119457 波田野  優佳(3)                ﾊﾀﾉ ﾕｳｶ                        群　馬 清明高               女子   277             
女子記録会 １００ｍ      16.15
102121301 茂木　咲歩(3)                  ﾓﾃｷﾞ ｻﾎ                        群　馬 伊勢崎商高           女子   301             
女子記録会 １００ｍ      15.43
102121302 井埜　愛莉(3)                  ｲﾉ ｱｲﾘ                         群　馬 伊勢崎商高           女子   302             
女子記録会 ４００ｍ    1:19.17
102121304 小林　未奈(3)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅ                       群　馬 伊勢崎商高           女子   304             
女子記録会 １００ｍ      14.80
102121306 小暮　悠寧(3)                  ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾈ                       群　馬 伊勢崎商高           女子   306             
女子記録会 １００ｍ      13.86
102121310 藤田　恵里奈(2)                ﾌｼﾞﾀ ｴﾘﾅ                       群　馬 伊勢崎商高           女子   310             
女子記録会 １００ｍ      13.88
102121311 山田　鈴華(2)                  ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ                      群　馬 伊勢崎商高           女子   311             
女子記録会 １００ｍ      15.65
102121312 小川　奈菜(2)                  ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ                        群　馬 伊勢崎商高           女子   312             
女子記録会 １００ｍ      14.10
102121313 岸本　莉奈(2)                  ｷｼﾓﾄ ﾘﾅ                        群　馬 伊勢崎商高           女子   313             
女子記録会 三段跳         9m50
102121315 鹿沼　いつき(1)                ｶﾇﾏ ｲﾂｷ                        群　馬 伊勢崎商高           女子   315             
女子少年B １００ｍ       13.38
102121316 堀川　愛花(1)                  ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅｶ                       群　馬 伊勢崎商高           女子   316             
女子少年B １００ｍ       15.43
102121317 井口　友葵(1)                  ｲｸﾞﾁ ﾕｳｷ                       群　馬 伊勢崎商高           女子   317             
女子少年B 100mYH(0.7     17.30
102123131 萩原　那緒(3)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅｵ                       群　馬 太田女高             女子   131             



女子少年共通 円盤投(     39m57
102123132 諸田　実咲(3)                  ﾓﾛﾀ ﾐｻｷ                        群　馬 太田女高             女子   132             
女子少年A 走幅跳          5m76 女子少年共通 棒高跳       4m00
102123135 岡部　麗南(2)                  ｵｶﾍﾞ ﾚｲﾅ                       群　馬 太田女高             女子   135             
女子少年A ５０００ｍ  26:57.78
102123136 松本　彩羽(2)                  ﾏﾂﾓﾄ ｲﾛﾊ                       群　馬 太田女高             女子   136             
女子少年A ４００ｍＨ   1:03.04
102123137 小澤  里奈(2)                  ｵｻﾞﾜ ﾘﾅ                        群　馬 太田女高             女子   137             
女子記録会 ４００ｍ    1:00.69
102123138 豊嶋　香那(2)                  ﾄﾖｼﾏ ｶﾅ                        群　馬 太田女高             女子   138             
女子記録会 ８００ｍ    2:20.23 女子記録会 ４００ｍ    1:04.0 
102123139 松原　彩乃(2)                  ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔﾉ                      群　馬 太田女高             女子   139             
女子記録会 ４００ｍ    1:04.08 女子記録会 ８００ｍ    2:20.89
102123140 坂本　薫音(2)                  ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾈ                       群　馬 太田女高             女子   140             
女子少年共通 やり投(     35m53
102123141 金子　紗依(1)                  ｶﾈｺ ｻｵﾘ                        群　馬 太田女高             女子   141             
女子記録会 やり投(0.     19m29 女子記録会 ４００ｍ    1:06.5 
102123142 星野　いずみ(1)                ﾎｼﾉ ｲｽﾞﾐ                       群　馬 太田女高             女子   142             
女子少年B 100mYH(0.7     17.0  女子少年B 走幅跳          4m23
102123143 河野　愛(1)                    ｶﾜﾉ ｱｲ                         群　馬 太田女高             女子   143             
女子少年B 100mYH(0.7     17.5  女子少年B 走幅跳          4m15
102123144 三田　怜奈(1)                  ﾐﾀ ﾚｲﾅ                         群　馬 太田女高             女子   144             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.00 女子記録会 ４００ｍ    1:05.43
102123145 田代　千絵(1)                  ﾀｼﾛ ﾁｴ                         群　馬 太田女高             女子   145             
女子少年B 100mYH(0.7     15.0  女子記録会 １００ｍ      13.4 
102123146 板橋　絵美(1)                  ｲﾀﾊﾞｼ ｴﾐ                       群　馬 太田女高             女子   146             
女子少年B 走幅跳          5m19 女子記録会 砲丸投(4.      7m57



102123147 木村　玲菜(1)                  ｷﾑﾗ ﾚﾅ                         群　馬 太田女高             女子   147             
女子記録会 ８００ｍ    2:23.24 女子記録会 ４００ｍ    1:06.0 
102123149 矢羽　唯香(1)                  ﾔﾊﾞ ﾕｲｶ                        群　馬 太田女高             女子   149             
女子少年B 走幅跳          4m90 女子記録会 三段跳         9m50
102128176 茂野　沙耶(3)                  ｼｹﾞﾉ ｻﾔ                        群　馬 利根実業高           女子   176             
女子記録会 やり投(0.     27m29
102128177 小林　菜々(3)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ                       群　馬 利根実業高           女子   177             
女子記録会 ８００ｍ    2:45.46
102128178 涌井　弥々(2)                  ﾜｸｲ ﾔﾔ                         群　馬 利根実業高           女子   178             
女子記録会 １００ｍ      14.16
102128179 生方　あみ(2)                  ｳﾌﾞｶﾀ ｱﾐ                       群　馬 利根実業高           女子   179             
女子記録会 １００ｍ      14.26
102128536 佐藤　紗矢佳(1)                ｻﾄｳ ｻﾔｶ                        群　馬 利根実業高           女子   536             
女子記録会 ８００ｍ    3:15.0 
102130376 村田  夏実(2)                  ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ                        群　馬 館林女高             女子   376             
女子記録会 ８００ｍ    2:45.23
102130377 須原  唯(2)                    ｽﾊﾗ ﾕｲ                         群　馬 館林女高             女子   377             
女子記録会 ４００ｍ    1:17.59
102130378 松澤  華子(2)                  ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾅｺ                      群　馬 館林女高             女子   378             
女子記録会 ８００ｍ    2:47.87
102130379 佐藤  真綺(2)                  ｻﾄｳ  ﾏｷ                        群　馬 館林女高             女子   379             
女子記録会 １００ｍ      14.0  女子記録会 三段跳         9m24
102130380 長塩  沙季(1)                  ﾅｶﾞｼｵ ｻｷ                       群　馬 館林女高             女子   380             
女子記録会 １００ｍ      15.0  女子記録会 やり投(0.     18m00
102130534 中里  友紀(1)                  ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｷ                       群　馬 館林女高             女子   534             
女子記録会 １００ｍ      15.0 
102130535 青木  心寿(1)                  ｱｵｷ ｼﾝｼﾞｭ                      群　馬 館林女高             女子   535             



女子記録会 １００ｍ      14.5 
102132450 須藤  楓音(3)                  ｽﾄｳ ｶﾉﾝ                        群　馬 渋川女高             女子   450             
女子成年 走高跳           1m66
102132456 坂口　桜(2)                    ｻｶｸﾞﾁ ｻｸﾗ                      群　馬 渋川女高             女子   456             
女子記録会 １００ｍ      15.12
102132457 中林　みやび(2)                ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ                     群　馬 渋川女高             女子   457             
女子記録会 ４００ｍ    1:01.97 女子記録会 ８００ｍ    2:22.42
102132458 渡邉　真由(2)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ                       群　馬 渋川女高             女子   458             
女子記録会 １００ｍ      15.10
102132459 石上　莉絵(2)                  ｲｼｶﾞﾐ ﾘｴ                       群　馬 渋川女高             女子   459             
女子少年A 走幅跳          5m39 女子少年共通 三段跳      10m98
102132460 堀口　結希乃(2)                ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｷﾉ                      群　馬 渋川女高             女子   460             
女子記録会 ８００ｍ    2:39.95
102132510 森永　麻友(1)                  ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏﾕ                       群　馬 渋川女高             女子   510             
女子記録会 ８００ｍ    2:40.0 
102132511 佐野　由佳(1)                  ｻﾉ ﾕｶ                          群　馬 渋川女高             女子   511             
女子記録会 ４００ｍ    1:07.02
102132512 須田　歩花(1)                  ｽﾀﾞ ｱﾕｶ                        群　馬 渋川女高             女子   512             
女子記録会 １００ｍ      15.5 
102132515 曽我　桃愛(1)                  ｿｶﾞ ﾓﾓｱ                        群　馬 渋川女高             女子   515             
女子記録会 ８００ｍ    2:46.61
102137259 浅香　智世(3)                  ｱｻｶ ﾄﾓﾖ                        群　馬 富岡東高             女子   259             
女子記録会 ４００ｍ    1:02.33 女子記録会 ８００ｍ    2:24.35
102137260 下田　樹子(3)                  ｼﾓﾀﾞ ﾐｷｺ                       群　馬 富岡東高             女子   260             
女子少年A ４００ｍ       56.05
102137261 上原　麻裕(3)                  ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ                        群　馬 富岡東高             女子   261             
女子記録会 １００ｍ      14.28 女子記録会 ４００ｍ    1:10.00



102137262 武田　萌(3)                    ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ                        群　馬 富岡東高             女子   262             
女子記録会 砲丸投(4.      8m25 女子記録会 やり投(0.     30m04
102137263 古市　真央(3)                  ﾌﾙｲﾁ ﾏｵ                        群　馬 富岡東高             女子   263             
女子成年 走高跳           1m50
102137264 横塚　桃果(3)                  ﾖｺﾂｶ ﾓﾓｶ                       群　馬 富岡東高             女子   264             
女子少年A ５０００ｍ  29:22.12
102137265 須賀　美晴(3)                  ｽｶﾞ ﾐﾊﾙ                        群　馬 富岡東高             女子   265             
女子記録会 １００ｍ      13.50 女子記録会 ４００ｍ    1:02.13
102137266 富田　笑(3)                    ﾄﾐﾀ ｴﾐ                         群　馬 富岡東高             女子   266             
女子記録会 ４００ｍ    1:01.05 女子記録会 ８００ｍ    2:19.23
102137267 岡野　光莉(2)                  ｵｶﾉ ﾋｶﾘ                        群　馬 富岡東高             女子   267             
女子記録会 １００ｍ      14.68 女子記録会 ４００ｍ    1:11.00
102137268 田村　沙恵(2)                  ﾀﾑﾗ ｻｴ                         群　馬 富岡東高             女子   268             
女子少年共通 やり投(     46m10 女子記録会 ４００ｍ    1:08.00
102137269 田村　遥香(2)                  ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ                        群　馬 富岡東高             女子   269             
女子少年共通 円盤投(     34m00 女子記録会 砲丸投(4.     10m49
102137270 下村　美結(2)                  ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ                        群　馬 富岡東高             女子   270             
女子記録会 ４００ｍ    1:05.00 女子記録会 ４００ｍ    1:09.46
102137271 田中  桃子(2)                  ﾀﾅｶ ﾓﾓｺ                        群　馬 富岡東高             女子   271             
女子記録会 ４００ｍ    1:05.18 女子記録会 ８００ｍ    2:32.42
102137273 三木　菜摘(1)                  ﾐｷ ﾅﾂﾐ                         群　馬 富岡東高             女子   273             
女子少年B １００ｍ       13.53 女子記録会 ４００ｍ    1:08.00
102137274 脇　弥里(1)                    ﾜｷ ﾐｻﾄ                         群　馬 富岡東高             女子   274             
女子少年B 走幅跳          4m46 女子記録会 ４００ｍ    1:10.00
102137275 佐藤　夏南(1)                  ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ                        群　馬 富岡東高             女子   275             
女子少年B ８００ｍ     2:35.00 女子記録会 ４００ｍ    1:11.00
102142127 大島  有葵(2)                  ｵｵｼﾏ ｱｵｲ                       群　馬 榛名高               女子   127             



女子記録会 １００ｍ      15.24 女子記録会 ハンマー      31m32
102143412 西尾  星那(2)                  ﾆｼｵ ｾﾅ                         群　馬 吉井高               女子   412             
女子少年A ４００ｍＨ   1:07.57 女子記録会 ４００ｍ    1:03.81
102143413 生井  未優(2)                  ﾅﾏｲ ﾐﾕｳ                        群　馬 吉井高               女子   413             
女子記録会 ４００ｍ    1:07.02 女子記録会 ８００ｍ    2:28.56
102143414 田中  さくら(1)                ﾀﾅｶ ｻｸﾗ                        群　馬 吉井高               女子   414             
女子少年B 100mYH(0.7     20.58 女子記録会 １００ｍ      15.0  女子記録会 ４００ｍ    1:10.5 
102147404 山本  佳奈(3)                  ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ                        群　馬 中之条高             女子   404             
女子記録会 砲丸投(4.      9m99 女子少年共通 円盤投(     28m57
102147405 鈴木  小街(3)                  ｽｽﾞｷ ｺﾏﾁ                       群　馬 中之条高             女子   405             
女子成年 走高跳           1m72
102147406 新井  可奈子(3)                ｱﾗｲ ｶﾅｺ                        群　馬 中之条高             女子   406             
女子記録会 ８００ｍ    2:40.00
102147407 浅見  知世(3)                  ｱｻﾐ ﾄﾓﾖ                        群　馬 中之条高             女子   407             
女子少年共通 やり投(     35m30 女子記録会 砲丸投(4.      8m90
102147408 木暮  桃花(3)                  ｺｸﾞﾚ ﾓﾓｶ                       群　馬 中之条高             女子   408             
女子記録会 ８００ｍ    2:38.06
102147409 篠原  結衣(2)                  ｼﾉﾊﾗ ﾕｲ                        群　馬 中之条高             女子   409             
女子成年 ８００ｍ      2:17.43
102147410 丸山  萌(2)                    ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴ                        群　馬 中之条高             女子   410             
女子記録会 １００ｍ      13.76
102147537 塚越  萌香(1)                  ﾂｶｺﾞｼ ﾓｴｶ                      群　馬 中之条高             女子   537             
女子記録会 ８００ｍ    2:25.70
102147539 山ǹ  璃子(1)                  ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｺ                       群　馬 中之条高             女子   539             
女子記録会 砲丸投(4.      9m84 女子記録会 ハンマー      32m79
102147540 佐藤  菜美夏(1)                ｻﾄｳ ﾅﾐｶ                        群　馬 中之条高             女子   540             
女子記録会 ８００ｍ    2:38.28



102148062 黒岩  彩乃(2)                  ｸﾛｲﾜ ｱﾔﾉ                       群　馬 吾妻高               女子    62             
女子記録会 １００ｍ      15.0 
102148063 今井  友莉奈(2)                ｲﾏｲ ﾕﾘﾅ                        群　馬 吾妻高               女子    63             
女子記録会 やり投(0.     20m76 女子記録会 １００ｍ      14.5 
102148065 内田  愛理(2)                  ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ                       群　馬 吾妻高               女子    65             
女子記録会 ８００ｍ    2:42.0 
102148066 小林  美憂(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ                       群　馬 吾妻高               女子    66             
女子記録会 ８００ｍ    2:36.00
102148067 黒崎  美優(2)                  ｸﾛｻﾞｷ ﾐﾕｳ                      群　馬 吾妻高               女子    67             
女子記録会 ８００ｍ    2:20.20
102148068 深井  麻衣(1)                  ﾌｶｲ ﾏｲ                         群　馬 吾妻高               女子    68             
女子記録会 ８００ｍ    2:45.0 
102148069 清水  梨桜(1)                  ｼﾐｽﾞ ﾘｵ                        群　馬 吾妻高               女子    69             
女子記録会 １００ｍ      15.0 
102154182 阿久津  みなみ(3)              ｱｸﾂ ﾐﾅﾐ                        群　馬 新田暁高             女子   182             
女子記録会 １００ｍ      13.15
102154183 星  彩香(3)                    ﾎｼ ｱﾔｶ                         群　馬 新田暁高             女子   183             
女子記録会 ４００ｍ    1:04.74
102154184 大塚  憂華(3)                  ｵｵﾂｶ ﾕｳｶ                       群　馬 新田暁高             女子   184             
女子記録会 ４００ｍ    1:09.53
102154185 田口  星奈(3)                  ﾀｸﾞﾁ ｾﾅ                        群　馬 新田暁高             女子   185             
女子少年A ５０００ｍ  25:57.84
102154186 大川  真奈(2)                  ｵｵｶﾜ ﾏﾅ                        群　馬 新田暁高             女子   186             
女子記録会 １００ｍ      13.60 女子記録会 三段跳         9m57
102154188 藤沢  美夕(2)                  ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾕ                       群　馬 新田暁高             女子   188             
女子少年共通 円盤投(     33m39
102154189 木村  弓香(2)                  ｷﾑﾗ ﾕﾐｶ                        群　馬 新田暁高             女子   189             



女子記録会 １００ｍ      14.72
102154191 膳  春奈(2)                    ｾﾞﾝ ﾊﾙﾅ                        群　馬 新田暁高             女子   191             
女子記録会 砲丸投(4.      6m64
102154192 櫻井  志保里(1)                ｻｸﾗｲ ｼﾎﾘ                       群　馬 新田暁高             女子   192             
女子少年B １００ｍ       14.36
102154194 茂木  優(1)                    ﾓｷﾞ ﾕｳ                         群　馬 新田暁高             女子   194             
女子少年B １００ｍ       14.36
102154195 大須賀  美紅(1)                ｵｵｽｶﾞ ﾐｸ                       群　馬 新田暁高             女子   195             
女子少年B １００ｍ       13.77
102154541 吉野  紗希(1)                  ﾖｼﾉ ｻｷ                         群　馬 新田暁高             女子   541             
女子少年B １００ｍ       15.49
102155578 上林  千尋()                   ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ                     群　馬 大間々高             女子   578             
女子記録会 ハンマー      15m80
102157019 新井  むつ子(3)                ｱﾗｲ ﾑﾂｺ                        群　馬 西邑楽高             女子    19             
女子少年A 走幅跳          5m42 女子少年A １００ｍ       12.68
102157020 飯田  真奈美(3)                ｲｲﾀﾞ ﾏﾅﾐ                       群　馬 西邑楽高             女子    20             
女子記録会 ４００ｍ    1:06.47 女子記録会 １００ｍ      13.88
102157021 古澤  萌香(3)                  ﾌﾙｻﾜ ﾓｶ                        群　馬 西邑楽高             女子    21             
女子記録会 １００ｍ      14.20 女子記録会 砲丸投(4.      7m26
102157022 石井  李香(2)                  ｲｼｲ ﾓﾓｶ                        群　馬 西邑楽高             女子    22             
女子記録会 １００ｍ      14.37
102157023 藤田  あおい(2)                ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ                       群　馬 西邑楽高             女子    23             
女子記録会 １００ｍ      14.38 女子記録会 ４００ｍ    1:06.8 
102157024 渡邉  咲(2)                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ                       群　馬 西邑楽高             女子    24             
女子記録会 １００ｍ      13.63 女子記録会 ４００ｍ    1:06.4 
102157025 鹿山  鼓文(2)                  ｶﾔﾏ ﾂﾂﾞﾐ                       群　馬 西邑楽高             女子    25             
女子少年A １００ｍ       12.73 女子記録会 １００ｍ      14.68



102157026 小林  涼音(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾈ                     群　馬 西邑楽高             女子    26             
女子記録会 １００ｍ      13.84 女子記録会 ４００ｍ    1:06.4 
102157027 藤井  美有(2)                  ﾌｼﾞｲ ﾐﾕ                        群　馬 西邑楽高             女子    27             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.93 女子記録会 ４００ｍ    1:06.58
102157028 田中  優衣(1)                  ﾀﾅｶ ﾕｲ                         群　馬 西邑楽高             女子    28             
女子少年B １００ｍ       14.39 女子記録会 ４００ｍ    1:06.8 
102157029 今泉  沙耶(1)                  ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻﾔ                      群　馬 西邑楽高             女子    29             
女子少年B ８００ｍ     2:29.91 女子記録会 ４００ｍ    1:06.6 
102160471 大橋  玲奈(3)                  ｵｵﾊｼ ﾚﾅ                        群　馬 市立前橋高           女子   471             
女子少年A 走幅跳          5m74
102160472 中島  千菜美(3)                ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾅﾐ                      群　馬 市立前橋高           女子   472             
女子少年A ５０００ｍ  26:17.80
102160474 狩野  真実(3)                  ｶﾉｳ ﾏﾐ                         群　馬 市立前橋高           女子   474             
女子記録会 ８００ｍ    2:28.80
102160476 田村  寧月(3)                  ﾀﾑﾗ ｼｽﾞｸ                       群　馬 市立前橋高           女子   476             
女子記録会 ８００ｍ    2:31.31
102160480 武井  愛名(2)                  ﾀｹｲ ｱｲﾅ                        群　馬 市立前橋高           女子   480             
女子少年A １００ｍ       12.96 女子記録会 ４００ｍ    1:05.57
102160481 登丸  未奈(2)                  ﾄﾏﾙ ﾐﾅ                         群　馬 市立前橋高           女子   481             
女子記録会 １００ｍ      14.0  女子記録会 砲丸投(4.      7m00
102160482 林  芙美香(2)                  ﾊﾔｼ ﾌﾐｶ                        群　馬 市立前橋高           女子   482             
女子記録会 １００ｍ      14.0  女子記録会 ハンマー      27m11
102160483 關  涼音(2)                    ｾｷ ｽｽﾞﾈ                        群　馬 市立前橋高           女子   483             
女子記録会 １００ｍ      14.0  女子記録会 砲丸投(4.      6m99
102160484 中島  叶葉(2)                  ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊ                      群　馬 市立前橋高           女子   484             
女子記録会 １００ｍ      13.38 女子記録会 ４００ｍ    1:04.41
102160485 菊池  和寿美(2)                ｷｸﾁ ｶｽﾐ                        群　馬 市立前橋高           女子   485             



女子記録会 １００ｍ      15.00 女子記録会 １００ｍ      19.01
102160486 依田  楓(2)                    ﾖﾀﾞ ｶｴﾃﾞ                       群　馬 市立前橋高           女子   486             
女子記録会 ８００ｍ    2:20.55 女子少年A ４００ｍ     1:00.68
102160487 木内  初音(1)                  ｷｳﾁ ﾊﾂﾈ                        群　馬 市立前橋高           女子   487             
女子少年B ８００ｍ     2:34.63
102160488 小菅  真穂(1)                  ｺｽｹﾞ ﾏﾎ                        群　馬 市立前橋高           女子   488             
女子少年B １００ｍ       13.8  女子記録会 ４００ｍ    1:07.0 
102160489 竹内  理緒(1)                  ﾀｹｳﾁ ﾘｵ                        群　馬 市立前橋高           女子   489             
女子少年B １００ｍ       13.69 女子記録会 ４００ｍ    1:06.0 
102160490 狩野  栞里(1)                  ｶﾉｳ ｼｵﾘ                        群　馬 市立前橋高           女子   490             
女子少年B １００ｍ       13.7  女子少年B 走幅跳          5m00 女子記録会 ４００ｍ    1:07.0 
102160491 横溝  萌佳(1)                  ﾖｺﾐｿﾞ ﾓｴｶ                      群　馬 市立前橋高           女子   491             
女子少年B ８００ｍ     2:32.74
102160492 上原  遙(1)                    ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ                       群　馬 市立前橋高           女子   492             
女子少年共通 棒高跳       3m50 女子少年B 100mYH(0.7     19.0 
102160493 鈴木  楓帆(1)                  ｽｽﾞｷ ｶﾎ                        群　馬 市立前橋高           女子   493             
女子少年B １００ｍ       13.7  女子少年B 走幅跳          4m80 女子記録会 ４００ｍ    1:06.0 
102160494 堀越  葵衣(1)                  ﾎﾘｺｼ ｱｵｲ                       群　馬 市立前橋高           女子   494             
女子少年B ８００ｍ     2:27.44 女子記録会 ４００ｍ    1:06.34
102160495 野本  菜月(1)                  ﾉﾓﾄ ﾅﾂｷ                        群　馬 市立前橋高           女子   495             
女子少年B ８００ｍ     2:35.0 
102160564 高橋  唯(1)                    ﾀｶﾊｼ ﾕｲ                        群　馬 市立前橋高           女子   564             
女子少年B １００ｍ       14.95 女子少年B 走幅跳          4m30 女子記録会 ４００ｍ    1:08.0 
102160565 牧口  奈菜(1)                  ﾏｷｸﾞﾁ ﾅﾅ                       群　馬 市立前橋高           女子   565             
女子記録会 やり投(0.     23m87 女子少年B 100mYH(0.7     20.0 
102162437 早田  久美子(3)                ﾊﾔﾀ ｸﾐｺ                        群　馬 桐生市商高           女子   437             
女子記録会 ４００ｍ    1:02.12 女子記録会 ８００ｍ    2:27.11



102162438 森下  紗映(3)                  ﾓﾘｼﾀ ｻｴ                        群　馬 桐生市商高           女子   438             
女子少年A １００ｍ       12.62
102162439 中沢  詩織(3)                  ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾘ                      群　馬 桐生市商高           女子   439             
女子成年 走高跳           1m61 女子少年A ４００ｍＨ   1:04.02
102162440 井上  舞耶(3)                  ｲﾉｳｴ ﾏﾔ                        群　馬 桐生市商高           女子   440             
女子記録会 ４００ｍ    1:04.90
102162441 谷口  朝姫(3)                  ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ                      群　馬 桐生市商高           女子   441             
女子少年A ４００ｍＨ   1:07.57
102162442 山内  里穂(2)                  ﾔﾏｳﾁ ﾘﾎ                        群　馬 桐生市商高           女子   442             
女子記録会 ハンマー      24m57
102162443 吉澤  寧々(2)                  ﾖｼｻﾞﾜ ﾈﾈ                       群　馬 桐生市商高           女子   443             
女子記録会 ８００ｍ    2:37.13 女子記録会 ４００ｍ    1:09.19
102162444 松本  はるか(2)                ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ                       群　馬 桐生市商高           女子   444             
女子記録会 １００ｍ      13.11 女子記録会 ４００ｍ    1:03.72
102162445 中嶋  唯(2)                    ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ                       群　馬 桐生市商高           女子   445             
女子記録会 １００ｍ      13.32 女子記録会 ４００ｍ    1:03.29
102162446 鈴木  優(1)                    ｽｽﾞｷ ﾕｳ                        群　馬 桐生市商高           女子   446             
女子記録会 ８００ｍ    2:29.59 女子記録会 ４００ｍ    1:07.83
102165355 寺田　凜(2)                    ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾝ                        群　馬 市立太田             女子   355             
女子記録会 １００ｍ      15.79
102165357 志賀　綺瞳(2)                  ｼｶﾞ ｷﾗﾘ                        群　馬 市立太田             女子   357             
女子記録会 ４００ｍ    1:07.35
102165359 齋藤　菜々美(2)                ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ                       群　馬 市立太田             女子   359             
女子記録会 １００ｍ      13.49
102165360 長島　梨沙(1)                  ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｻ                       群　馬 市立太田             女子   360             
女子少年B １００ｍ       13.87
102165497 田口　祐愛(1)                  ﾀｸﾞﾁ ｻﾁｴ                       群　馬 市立太田             女子   497             



女子記録会 １００ｍ      15.0 
102167075 小山  結(3)                    ｺﾔﾏ ﾕｲ                         群　馬 高崎北高             女子    75             
女子記録会 １００ｍ      13.45
102167076 山森  亜由美(3)                ﾔﾏﾓﾘ ｱﾕﾐ                       群　馬 高崎北高             女子    76             
女子記録会 ８００ｍ    2:48.80
102167079 斎藤  詠(2)                    ｻｲﾄｳ ｳﾀ                        群　馬 高崎北高             女子    79             
女子記録会 １００ｍ      14.02
102167081 猪又  美優(2)                  ｲﾉﾏﾀ ﾐﾕｳ                       群　馬 高崎北高             女子    81             
女子記録会 １００ｍ      14.04
102167516 加藤  三幸(1)                  ｶﾄｳ ﾐﾕｷ                        群　馬 高崎北高             女子   516             
女子記録会 １００ｍ      14.80
102167517 古住  優季(1)                  ﾌﾙｽﾞﾐ ﾕｷ                       群　馬 高崎北高             女子   517             
女子記録会 ８００ｍ    2:35.54
102167519 大家  優(1)                    ｵｵﾔ ﾕｳ                         群　馬 高崎北高             女子   519             
女子記録会 ８００ｍ    2:58.04
102167520 松下  亜実(1)                  ﾏﾂｼﾀ ｱﾐ                        群　馬 高崎北高             女子   520             
女子記録会 ８００ｍ    2:46.01
102167521 萩原  百萌(1)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾓﾓ                       群　馬 高崎北高             女子   521             
女子記録会 １００ｍ      15.71
102168448 中島　千鶴(3)                  ﾅｶｼﾞﾏﾁﾂﾞﾙ                      群　馬 桐生西高             女子   448             
女子少年共通 やり投(     41m71
102169116 関山  真由樹(3)                ｾｷﾔﾏ ﾏﾕｷ                       群　馬 前橋東高             女子   116             
女子少年共通 円盤投(     28m13
102169117 藤井  麻衣(3)                  ﾌｼﾞｲ ﾏｲ                        群　馬 前橋東高             女子   117             
女子記録会 やり投(0.     33m56 女子少年共通 円盤投(     29m22
102169118 野中  聖佳(3)                  ﾉﾅｶ ｾｲｶ                        群　馬 前橋東高             女子   118             
女子記録会 ハンマー      40m37



102169122 岡田  華乃(2)                  ｵｶﾀﾞ ﾊﾅﾉ                       群　馬 前橋東高             女子   122             
女子記録会 ８００ｍ    2:22.31 女子記録会 ４００ｍ    1:03.0 
102169123 黒沢  音々(2)                  ｸﾛｻﾜ ﾈﾈ                        群　馬 前橋東高             女子   123             
女子記録会 ハンマー      20m86
102169124 小林  秋穂(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾎ                      群　馬 前橋東高             女子   124             
女子記録会 砲丸投(4.     11m51 女子少年共通 円盤投(     34m81 女子記録会 ハンマー      30m00
102169125 町田  希(1)                    ﾏﾁﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ                      群　馬 前橋東高             女子   125             
女子少年B 走幅跳          4m62 女子少年B 100mYH(0.7     17.56
102170108 櫻井　萌華(2)                  ｻｸﾗｲ ﾓｴｶ                       群　馬 前橋西高             女子   108             
女子記録会 １００ｍ      13.67 女子記録会 ４００ｍ    1:10.0 
102170109 野口　未夢(2)                  ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ                        群　馬 前橋西高             女子   109             
女子記録会 １００ｍ      13.84 女子記録会 ４００ｍ    1:13.16
102170110 信澤　祐衣(2)                  ﾉﾌﾞｻﾜ ﾕｲ                       群　馬 前橋西高             女子   110             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.71 女子記録会 ４００ｍ    1:07.80
102171229 三澤　千尋(3)                  ﾐｻﾜ ﾁﾋﾛ                        群　馬 太田東高             女子   229             
女子少年A １００ｍ       12.42
102171231 伊佐治　文野(2)                ｲｻｼﾞ ｱﾔﾉ                       群　馬 太田東高             女子   231             
女子記録会 １００ｍ      13.46
102171232 田中　美優子(2)                ﾀﾅｶ ﾐﾕｺ                        群　馬 太田東高             女子   232             
女子記録会 ８００ｍ    2:26.74
102171233 福田　姫歌(2)                  ﾌｸﾀﾞ ﾋﾒｶ                       群　馬 太田東高             女子   233             
女子記録会 ８００ｍ    2:37.51
102171234 谷田　彩(2)                    ﾀﾆﾀﾞ ｱﾔ                        群　馬 太田東高             女子   234             
女子記録会 １００ｍ      13.83
102171235 石垣　綾香(2)                  ｲｼｶﾞｷ ｱﾔｶ                      群　馬 太田東高             女子   235             
女子記録会 １００ｍ      14.24
102171236 佐瀬　夏希(1)                  ｻｾ ﾅﾂｷ                         群　馬 太田東高             女子   236             



女子少年B 走幅跳          4m80 女子記録会 三段跳        10m00
102171237 吉田　瑞希(1)                  ﾖｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ                      群　馬 太田東高             女子   237             
女子少年B ８００ｍ     2:37.42
102171238 �橋　琴音(1)                  ﾀｶﾊｼ ｺﾄﾈ                       群　馬 太田東高             女子   238             
女子少年B ８００ｍ     2:56.05
102171240 小川　琳菜(1)                  ｵｶﾞﾜ ﾘﾝﾅ                       群　馬 太田東高             女子   240             
女子記録会 三段跳        10m00 女子少年B 走幅跳          4m50
102173462 高橋  彩花(3)                  ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ                       群　馬 高崎東高             女子   462             
女子記録会 １００ｍ      14.06
102173463 坂井  莉奈(3)                  ｻｶｲ ﾘﾅ                         群　馬 高崎東高             女子   463             
女子記録会 ８００ｍ    2:39.49
102173464 �山  舞衣莉(3)                ﾀｶﾔﾏ ﾏｲﾘ                       群　馬 高崎東高             女子   464             
女子記録会 １００ｍ      15.10
102173465 金澤  杏耶(3)                  ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾔ                       群　馬 高崎東高             女子   465             
女子記録会 ８００ｍ    2:50.64
102173466 新野  愛子(3)                  ﾆｲﾉ ｱｲｺ                        群　馬 高崎東高             女子   466             
女子記録会 砲丸投(4.      8m72 女子記録会 １００ｍ      14.58
102173468 加藤  英里(2)                  ｶﾄｳ ｴﾘ                         群　馬 高崎東高             女子   468             
女子記録会 砲丸投(4.      8m68 女子記録会 やり投(0.     28m77
102173469 内田  玲奈(2)                  ｳﾁﾀﾞ ﾚｲﾅ                       群　馬 高崎東高             女子   469             
女子記録会 ８００ｍ    2:58.03
102173470 小柳  実玖(2)                  ｵﾔﾅｷﾞ ﾐｸ                       群　馬 高崎東高             女子   470             
女子記録会 ４００ｍ    1:07.14
102173525 中田  優妃(1)                  ﾅｶﾀﾞ ﾕｷ                        群　馬 高崎東高             女子   525             
女子記録会 １００ｍ      14.46
102173526 西澤  萌加(1)                  ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ                       群　馬 高崎東高             女子   526             
女子記録会 １００ｍ      14.6 



102173530 徳吉  杏南(1)                  ﾄｸﾖｼ ｱﾝﾅ                       群　馬 高崎東高             女子   530             
女子記録会 砲丸投(4.      5m68 女子記録会 １００ｍ      14.65
102174532 砂賀　有莉沙(1)                ｽﾅｶﾞ ｱﾘｻ                       群　馬 館林商工高           女子   532             
女子記録会 三段跳         9m50
102174533 新井　美紗(1)                  ｱﾗｲ ﾐｻ                         群　馬 館林商工高           女子   533             
女子記録会 ハンマー      17m00
102175361 新井　結葉(3)                  ｱﾗｲ ﾕｲﾊ                        群　馬 高経大附高           女子   361             
女子成年 走高跳           1m69
102175362 田中　里実(3)                  ﾀﾅｶ ｻﾄﾐ                        群　馬 高経大附高           女子   362             
女子少年A ４００ｍＨ   1:01.69
102175363 金井　佑真(2)                  ｶﾅｲ ﾕﾏ                         群　馬 高経大附高           女子   363             
女子記録会 １００ｍ      13.99 女子記録会 ４００ｍ    1:07.0 
102175364 中村　澪(2)                    ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ                        群　馬 高経大附高           女子   364             
女子記録会 ４００ｍ    1:05.51 女子記録会 ８００ｍ    2:25.94
102175365 岩崎　美優(2)                  ｲﾜｻｷ ﾐﾕｳ                       群　馬 高経大附高           女子   365             
女子記録会 １００ｍ      13.86 女子記録会 ４００ｍ    1:03.0 
102175366 荒木　南那(2)                  ｱﾗｷ ﾅﾅ                         群　馬 高経大附高           女子   366             
女子成年 走高跳           1m50
102175367 原口　萌香(1)                  ﾊﾗｸﾞﾁ ﾓｴｶ                      群　馬 高経大附高           女子   367             
女子記録会 １００ｍ      14.13 女子記録会 ４００ｍ    1:08.0 
102176434 藤井　恋那(2)                  ﾌｼﾞｲ ﾚﾝﾅ                       群　馬 伊勢崎高             女子   434             
女子記録会 １００ｍ      13.68
102176435 西場  光(1)                    ﾆｼﾊﾞ ﾋｶﾙ                       群　馬 伊勢崎高             女子   435             
女子記録会 １００ｍ      14.2  女子記録会 やり投(0.     19m00
102177152 茂木　結希乃(2)                ﾓﾃｷﾞ ﾕｷﾉ                       群　馬 藤岡中央高           女子   152             
女子記録会 １００ｍ      15.21
102177153 森田　くるみ(2)                ﾓﾘﾀ ｸﾙﾐ                        群　馬 藤岡中央高           女子   153             



女子記録会 ハンマー      32m79
102177154 人見　日花莉(2)                ﾋﾄﾐ ﾋｶﾘ                        群　馬 藤岡中央高           女子   154             
女子成年 走高跳           1m55 女子記録会 １００ｍ      13.61 女子記録会 １００ｍ      17.96
102177156 横山　優衣(1)                  ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ                        群　馬 藤岡中央高           女子   156             
女子記録会 １００ｍ      14.7  女子記録会 １００ｍ      20.0 
102177157 清水　美歩(1)                  ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ                        群　馬 藤岡中央高           女子   157             
女子記録会 ハンマー      16m27 女子記録会 １００ｍ      15.12
102177158 五十嵐　千恵(1)                ｲｶﾞﾗｼ ﾁｴ                       群　馬 藤岡中央高           女子   158             
女子記録会 １００ｍ      15.34
102177159 今井　彩月(1)                  ｲﾏｲ ｻﾂｷ                        群　馬 藤岡中央高           女子   159             
女子少年B ８００ｍ     2:25.0 
102178048 鶴谷　芽衣(2)                  ﾂﾙｶﾞｲ ﾒｲ                       群　馬 中央中等(後)         女子    48             
女子成年 ８００ｍ      2:13.76
102178049 橋田　美知花(2)                ﾊｼﾀﾞ ﾐﾁｶ                       群　馬 中央中等(後)         女子    49             
女子記録会 １００ｍ      15.68 女子記録会 ４００ｍ    1:11.65
102178050 山口　千尋(2)                  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ                      群　馬 中央中等(後)         女子    50             
女子成年 ８００ｍ      2:13.28
102178051 笠原　実紅(2)                  ｶｻﾊﾗ ﾐｸ                        群　馬 中央中等(後)         女子    51             
女子記録会 やり投(0.     19m18 女子記録会 ハンマー      15m00
102178052 岩田　真由(1)                  ｲﾜﾀ ﾏﾕ                         群　馬 中央中等(後)         女子    52             
女子少年B １００ｍ       13.75
102178053 兼本　季依(1)                  ｶﾈﾓﾄ ｷｴ                        群　馬 中央中等(後)         女子    53             
女子少年B 走幅跳          5m53
102179500 立石　穂乃香(1)                ﾀﾂｲｼ ﾎﾉｶ                       群　馬 安中総合             女子   500             
女子記録会 １００ｍ      14.82 女子記録会 ４００ｍ    1:10.0 
102179501 龍見　佳那(1)                  ﾀﾂﾐ ｶﾅ                         群　馬 安中総合             女子   501             
女子記録会 １００ｍ      14.96 女子記録会 ４００ｍ    1:10.0 



102181038 石倉　菜摘(2)                  ｲｼｸﾗ ﾅﾂﾐ                       群　馬 四ツ葉学園           女子    38             
女子記録会 １００ｍ      14.4 
102181039 藤倉  麻衣(2)                  ﾌｼﾞｸﾗ ﾏｲ                       群　馬 四ツ葉学園           女子    39             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.0 
102181040 塩原  聖(2)                    ｼｵﾊﾞﾗ ｻﾄｲ                      群　馬 四ツ葉学園           女子    40             
女子記録会 １００ｍ      13.45
102181041 星野  美月(1)                  ﾎｼﾉ ﾐﾂｷ                        群　馬 四ツ葉学園           女子    41             
女子記録会 １００ｍ      14.63 女子少年B 走幅跳          4m76
102181042 田中  悠(1)                    ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ                        群　馬 四ツ葉学園           女子    42             
女子記録会 １００ｍ      14.36 女子成年 走高跳           1m50
102181043 畠山  栞(1)                    ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｵﾘ                      群　馬 四ツ葉学園           女子    43             
女子記録会 ８００ｍ    2:24.74
102181044 金井  未生(1)                  ｶﾅｲ ﾐｭｳ                        群　馬 四ツ葉学園           女子    44             
女子記録会 １００ｍ      13.60
102501093 阿部　幸音(3)                  ｱﾍﾞ ﾕｷﾈ                        群　馬 共愛学園高           女子    93             
女子少年A １００ｍ       13.03
102501094 石本　麗衣(3)                  ｲｼﾓﾄ ﾚｲ                        群　馬 共愛学園高           女子    94             
女子少年A 走幅跳          5m43 女子少年共通 三段跳      11m12
102501095 相川　友紀(3)                  ｱｲｶﾜ ﾕｷ                        群　馬 共愛学園高           女子    95             
女子少年A 走幅跳          5m18
102501096 斎藤　美月(3)                  ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ                      群　馬 共愛学園高           女子    96             
女子少年A ４００ｍＨ   1:04.42
102501097 小暮　純寧(3)                  ｺｸﾞﾚ ｱﾔﾈ                       群　馬 共愛学園高           女子    97             
女子少年A １００ｍ       12.77
102501098 吉野　萌絵伽(3)                ﾖｼﾉ ﾓｴｶ                        群　馬 共愛学園高           女子    98             
女子記録会 １００ｍ      14.64 女子記録会 ４００ｍ    1:08.55
102501099 中澤　姫花(2)                  ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾒｶ                      群　馬 共愛学園高           女子    99             



女子少年A １００ｍ       12.78
102501100 山同　るみな(2)                ｻﾝﾄﾞｳ ﾙﾐﾅ                      群　馬 共愛学園高           女子   100             
女子少年A ４００ｍ     1:00.97
102501101 齋藤　碧彩(2)                  ｻｲﾄｳ ｱｵｲ                       群　馬 共愛学園高           女子   101             
女子記録会 １００ｍ      14.05 女子少年A ４００ｍＨ   1:03.56
102501102 奥村　ユリ(2)                  ｵｸﾑﾗ ﾕﾘ                        群　馬 共愛学園高           女子   102             
女子少年A １００ｍ       12.16 女子少年A ４００ｍ       56.03
102501103 塩田　夏鈴(1)                  ｼｵﾀﾞ ｶﾘﾝ                       群　馬 共愛学園高           女子   103             
女子少年B １００ｍ       12.34
102501104 小林　華乃(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅﾉ                      群　馬 共愛学園高           女子   104             
女子記録会 ４００ｍ    1:10.20
102501105 戸丸　瑞菜(1)                  ﾄﾏﾙ ﾐｽﾞﾅ                       群　馬 共愛学園高           女子   105             
女子記録会 ４００ｍ    1:07.84 女子記録会 １００ｍ      14.72
102501106 高橋　萌(1)                    ﾀｶﾊｼ ﾓｴ                        群　馬 共愛学園高           女子   106             
女子少年B 走幅跳          5m23
102501498 小林　菜々夏(1)                ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ                      群　馬 共愛学園高           女子   498             
女子記録会 １００ｍ      13.98
102502258 中島  涼花(2)                  ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ                     群　馬 桐生一高             女子   258             
女子記録会 １００ｍ      13.68 女子記録会 ハンマー      15m00
102502571 内山  愛麗(1)                  ｳﾁﾔﾏ ｱｲﾘ                       群　馬 桐生一高             女子   571             
女子記録会 １００ｍ      18.00
102503219 樺沢　和佳奈(3)                ｶﾊﾞｻﾜ ﾜｶﾅ                      群　馬 常磐高               女子   219             
女子少年A ３０００ｍ   9:06.47
102504415 町田  萌野花(3)                ﾏﾁﾀﾞ ﾎﾉｶ                       群　馬 新島学園高           女子   415             
女子少年A １００ｍ       12.79
102504416 奈良  愛華(3)                  ﾅﾗ ﾏﾅｶ                         群　馬 新島学園高           女子   416             
女子少年A ４００ｍＨ   1:02.99



102504418 佐々木  風羽(3)                ｻｻｷ ﾌｳ                         群　馬 新島学園高           女子   418             
女子少年A ５０００ｍ  24:48.46
102504419 外所  知紗(3)                  ﾄﾄﾞｺﾛ ﾁｻ                       群　馬 新島学園高           女子   419             
女子少年A ５０００ｍ  22:48.18
102504421 中島  菫(2)                    ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ                      群　馬 新島学園高           女子   421             
女子少年A １００ｍ       13.04
102504422 阿部  麻莉亜(2)                ｱﾍﾞ ﾏﾘｱ                        群　馬 新島学園高           女子   422             
女子少年A ５０００ｍ  25:23.88
102504423 清水  美有(2)                  ｼﾐｽﾞ ﾐﾕｳ                       群　馬 新島学園高           女子   423             
女子少年A ４００ｍＨ   1:05.92
102504424 櫻井  彩乃(2)                  ｻｸﾗｲ ｱﾔﾉ                       群　馬 新島学園高           女子   424             
女子少年A ４００ｍＨ   1:02.60
102504425 櫻井  杏樹(1)                  ｻｸﾗｲ ｱﾝｼﾞｭ                     群　馬 新島学園高           女子   425             
女子少年B １００ｍ       12.63
102504426 外所  弓佳(1)                  ﾄﾄﾞｺﾛ ﾕﾐｶ                      群　馬 新島学園高           女子   426             
女子少年B ８００ｍ     2:31.58
102504427 竹井  智香(1)                  ﾀｹｲ ﾄﾓｶ                        群　馬 新島学園高           女子   427             
女子少年B ８００ｍ     2:01.9 
102504428 内山  愛玲(1)                  ｳﾁﾔﾏ ﾐﾚｲ                       群　馬 新島学園高           女子   428             
女子少年B １００ｍ       13.46
102504429 清水  璃乃(1)                  ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ                        群　馬 新島学園高           女子   429             
女子少年B 走幅跳          4m80
102507001 小川  夏実(3)                  ｵｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ                       群　馬 関学大附高           女子     1             
女子記録会 １００ｍ      13.77 女子記録会 ４００ｍ    1:04.20
102507002 小林  舞夏(3)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ                      群　馬 関学大附高           女子     2             
女子記録会 １００ｍ      14.36 女子記録会 ４００ｍ    1:10.65
102507003 武石  一紗(3)                  ﾀｹｲｼ ｶｽﾞｻ                      群　馬 関学大附高           女子     3             



女子記録会 １００ｍ      13.35 女子少年A 走幅跳          5m41 女子少年共通 三段跳      11m74
102507004 三ツ木  柚花(2)                ﾐﾂｷﾞ ﾕｽﾞｶ                      群　馬 関学大附高           女子     4             
女子記録会 ８００ｍ    2:24.82 女子記録会 ４００ｍ    1:07.53
102507572 村上  花音(1)                  ﾑﾗｶﾐ ｶﾉﾝ                       群　馬 関学大附高           女子   572             
女子少年B 砲丸投(4.0      6m91 女子記録会 やり投(0.     15m10
102507573 �澤  茉緒(1)                  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾎ                      群　馬 関学大附高           女子   573             
女子少年B ８００ｍ     2:47.90 女子記録会 ４００ｍ    1:14.70
102508083 品田　知咲(3)                  ｼﾅﾀﾞ ﾁｻ                        群　馬 農大二高             女子    83             
女子少年A １００ｍ       12.69 女子少年A ４００ｍ       58.90
102508084 安野　茉海(3)                  ﾔｽﾉ ﾏﾐ                         群　馬 農大二高             女子    84             
女子少年A １００ｍ       12.55
102508085 天田　いづみ(3)                ｱﾏﾀﾞ ｲｽﾞﾐ                      群　馬 農大二高             女子    85             
女子記録会 ４００ｍ    1:03.79
102508091 新井　花歩(1)                  ｱﾗｲ ｶﾎ                         群　馬 農大二高             女子    91             
女子少年B １００ｍ       13.10
102508092 各務　玲衣(1)                  ｶｶﾞﾐ ﾚｲ                        群　馬 農大二高             女子    92             
女子記録会 ４００ｍ    1:08.00
102509016 ?嶋　侑里香(2)                 ﾏﾂｼﾏ ﾕﾘｶ                       群　馬 樹徳高               女子    16             
女子少年共通 円盤投(     30m70
102509017 下山　紗輝(1)                  ｼﾓﾔﾏ ｻｷ                        群　馬 樹徳高               女子    17             
女子少年B ８００ｍ     2:44.52
102509018 小林　茂奈(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ　ﾓﾅ                      群　馬 樹徳高               女子    18             
女子少年共通 棒高跳       3m40
102509496 井上　ひなの(1)                ｲﾉｳ ｴﾋﾅﾉ                       群　馬 樹徳高               女子   496             
女子少年B 砲丸投(4.0      8m67
102510199 田中　永夏(3)                  ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ                        群　馬 前橋育英高           女子   199             
女子少年共通 円盤投(     35m29 女子少年共通 やり投(     44m81



102510202 金子　美聡(2)                  ｶﾈｺ ﾐｻﾄ                        群　馬 前橋育英高           女子   202             
女子成年 ８００ｍ      2:11.85 女子少年A ４００ｍ       58.78
102510203 戸塚　みな美(2)                ﾄﾂｶ ﾐﾅﾐ                        群　馬 前橋育英高           女子   203             
女子記録会 １００ｍ      14.61 女子少年A １００ｍ       12.89
102510204 萩原　桃香(2)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾓﾓｶ                      群　馬 前橋育英高           女子   204             
女子記録会 １００ｍ      15.24 女子少年A ４００ｍＨ   1:07.54
102510205 伊井　笑歩(1)                  ｲｲ ｴﾐﾎ                         群　馬 前橋育英高           女子   205             
女子少年共通 １５０    4:25.26 女子少年B ８００ｍ     2:12.94
102510207 岡本　風香(1)                  ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ                       群　馬 前橋育英高           女子   207             
女子少年共通 棒高跳       3m40
102510208 千吉良　明花(1)                ﾁｷﾞﾗ ﾒｲｶ                       群　馬 前橋育英高           女子   208             
女子少年B 走幅跳          5m21
102510561 高山  結夢(1)                  ﾀｶﾔﾏ ﾕﾒ                        群　馬 前橋育英高           女子   561             
女子記録会 砲丸投(4.      7m64
102510562 小川  優里(1)                  ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾘ                       群　馬 前橋育英高           女子   562             
女子少年共通 棒高跳       2m80
102510563 須田  ななみ(1)                ｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ                        群　馬 前橋育英高           女子   563            
102512326 松井　梨緒(2)                  ﾏﾂｲ ﾘｵ                         群　馬 健大高崎             女子   326             
女子記録会 １００ｍ      15.53
102512327 松本　亜美(2)                  ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ                        群　馬 健大高崎             女子   327             
女子記録会 ４００ｍ    1:07.67
102512328 八田　ももか(2)                ﾊｯﾀ ﾓﾓｶ                        群　馬 健大高崎             女子   328             
女子少年共通 １５０    4:28.87
102512330 荒木　理沙(2)                  ｱﾗｷ ﾘｻ                         群　馬 健大高崎             女子   330             
女子記録会 １００ｍ      14.72
102512331 窪寺　菜月(2)                  ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾅﾂｷ                     群　馬 健大高崎             女子   331             
女子記録会 １００ｍ      13.85



102512332 不破　亜莉珠(2)                ﾌﾜ ｱﾘｽ                         群　馬 健大高崎             女子   332             
女子少年共通 １５０    4:20.32 女子少年A ３０００ｍ   9:15.60
102512333 林　英麻(2)                    ﾊﾔｼ ｴﾏ                         群　馬 健大高崎             女子   333             
女子少年共通 １５０    4:19.23 女子少年A ３０００ｍ   9:13.29
102512336 小島　美和(1)                  ｺｼﾞﾏ ﾐﾜ                        群　馬 健大高崎             女子   336             
女子記録会 １００ｍ      14.68
102512338 森尻　真優(1)                  ﾓﾘｼﾞﾘ ﾏﾕ                       群　馬 健大高崎             女子   338             
女子少年B ８００ｍ     2:16.34 女子少年共通 １５０    4:35.82
102512557 清水　彩可(1)                  ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ                       群　馬 健大高崎             女子   557             
女子記録会 １００ｍ      14.30
102514210 武藤  里歩(3)                  ﾑﾄｳ ﾘﾎ                         群　馬 県央高               女子   210             
女子記録会 １００ｍ      13.98
102514211 坂本  葵(2)                    ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ                       群　馬 県央高               女子   211             
女子記録会 やり投(0.     32m50 女子記録会 砲丸投(4.      8m50
102514212 大矢　波音(1)                  ｵｵﾔ ﾊﾉﾝ                        群　馬 県央高               女子   212             
女子少年B 100mYH(0.7     15.88 女子記録会 １００ｍ      13.85
102514213 干川　夏実(1)                  ﾎｼｶﾜ ﾅﾂﾐ                       群　馬 県央高               女子   213             
女子記録会 ８００ｍ    2:35.85
102514214 荻原　望(1)                    ｵｷﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ                     群　馬 県央高               女子   214             
女子記録会 １００ｍ      13.85
102514215 原崎　里奈(1)                  ﾊﾗｻｷ ﾘﾅ                        群　馬 県央高               女子   215             
女子記録会 ８００ｍ    2:30.50
110000001 鏡　翼                         ｶｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ                      埼　玉 大東大AC             男子  1786             
男子記録会 やり投(0.          
200000000 西川　奈々子(1)                ﾆｼｶﾜ ﾅﾅｺ                       群　馬 前橋育英高           女子     0            
731124533 黒澤  瑛紀(3)                  ｸﾛｻﾜ ｴｲｷ                       群　馬 新島学園中           男子  5533             
男子記録会 ８００ｍ    2:10.0 



731124534 設樂    慶(3)                  ｼﾀﾗ ｹｲ                         群　馬 新島学園中           男子  5534             
男子記録会 １００ｍ      11.80
731124535 秀島  大聖(3)                  ﾋﾃﾞｼﾏ ﾀｲｾｲ                     群　馬 新島学園中           男子  5535             
男子記録会 ８００ｍ    2:03.74
732121469 石澤  知世(1)                  ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ                      群　馬 新島学園中           女子  2469             
女子記録会 １００ｍ      13.13
732121470 阿部田莉月(1)                  ｱﾍﾞﾀ ﾘﾂﾞｷ                      群　馬 新島学園中           女子  2470             
女子記録会 ８００ｍ    2:27.97
732125476 小田切由茄(3)                  ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｲｶ                      群　馬 新島学園中           女子  6476             
女子記録会 ８００ｍ    2:25.61
732125479 松本由依香(3)                  ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲｶ                       群　馬 新島学園中           女子  6479             
女子記録会 ８００ｍ    2:36.00
732125480 飯島  愛恵(3)                  ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾅｴ                      群　馬 新島学園中           女子  6480             
女子記録会 １００ｍ      14.15


