
２０１７全国小学生クロスカントリーリレー研修大会 群馬県選考会
登録チーム・選手一覧表
１　アラマキッズ 100009101 大久保　綾(6) ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ 1 高崎市立塚沢小学校

100009102 高橋　拓士(6) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾄ 1 前橋市立荒牧小学校

100009103 萩原　康介(6) ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ 1 高崎市立桜山小学校

100009104 池田　力哉(6) ｲｹﾀﾞ ﾘｷﾔ 1 高崎市立金古小学校

100009105 今泉　雄樹(6) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 1 みどり市立笠懸東小学校

200009101 中村　愛花(5) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅｶ 2 高崎市立浜尻小学校

200009102 清水　咲帆(6) ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ 2 高崎市立新高尾小学校

200009103 清水明日香(6) ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ 2 高崎市立西小学校

200009104 石塚　遥名(6) ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ 2 高崎市立中居小学校

200009105 小池　晴歌(6) ｺｲｹ ﾊﾙｶ 2 高崎市立桜山小学校

２　おおたスポーツアカデミー 100009201 飯田　匠哉(6) ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾔ 1 太田市立駒形小学校

100009202 岩下　楓弥(6) ｲﾜｼﾀ ﾌｳﾔ 1 太田市立毛里田小学校

100009203 吉村虎乃輔(6) ﾖｼﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ 1 太田市立宝泉東小学校

100009204 阿部　雷童(5) ｱﾍﾞ ﾗｲﾄﾞ 1 太田市立休泊小学校

100009205 田島　　朔(5) ﾀｼﾞﾏ ｻｸ 1 太田市立九合小学校

200009201 小沼　柚巴(6) ｺﾇﾏ ﾕｽﾞﾊ 2 邑楽町立中野小学校

200009202 清水　生成(6) ｼﾐｽﾞ ｷﾅﾘ 2 ぐんま国際アカデミー

200009203 﨑村　美羽(5) ｻｷﾑﾗ ﾐｳ 2 太田市立毛里田小学校

200009204 豊﨑　妃夏(5) ﾄﾖｻｷ ﾋﾅﾂ 2 太田市立城西小学校

200009205 高橋こはる(5) ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 2 太田市立旭小学校

３　伊勢崎陸上競技クラブ 100009301 渋澤　慶平(6) ｼﾌﾞｻﾜ ｷｮｳﾍｲ 1 伊勢崎市立三郷小学校

100009302 三井田陸音(6) ﾐｲﾀﾞ ﾘｸﾄ 1 伊勢崎市立殖蓮小学校

100009303 杉田　隆翔(6) ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳｼｮｳ 1 伊勢崎市立広瀬小学校

100009304 横山　穂羽(6) ﾖｺﾔﾏ ﾎﾜ 1 伊勢崎市立宮郷第二小学校

100009305 安東明日夢(6) ｱﾝﾄｳ ｱｽﾑ 1 伊勢崎市立北小学校

200009301 茂木　華珂(6) ﾓｷﾞ ﾊﾅｶ 2 伊勢崎市立宮郷小学校

200009302 小林麻友子(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ 2 前橋市立永明小学校

200009303 横山　羽音(6) ﾖｺﾔﾏ ﾊﾉﾝ 2 伊勢崎市立宮郷第二小学校

200009304 浅田　　菖(5) ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾒ 2 伊勢崎市立三郷小学校

200009305 大島萌衣里(5) ｵｵｼﾏ ﾒｲﾘ 2 伊勢崎市立殖蓮小学校

４　高崎市陸上競技協会 100009401 矢島　昂龍(6) ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾘｭｳ 1 高崎市立北部小学校

100009402 上原　大雅(6) ｳｴﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 1 高崎市立上郊小学校

100009403 瀧野　友也(6) ﾀｷﾉ ﾄﾓﾔ 1 高崎市立箕郷東小学校

100009404 塚越　　展(6) ﾂｶｺﾞｼ ﾃﾝ 1 高崎市立新高尾小学校

100009405 藤井　大輔(5) ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 1 高崎市立倉賀野小学校

200009401 高瀬　美祐(6) ﾀｶｾ ﾐﾕｳ 2 高崎市立城東小学校

200009402 矢島　好逢(6) ﾔｼﾞﾏ ｺﾉｱ 2 高崎市立北部小学校

200009403 松井　咲妃(6) ﾏﾂｲ ｻｷ 2 高崎市立中川小学校

200009404 太田　　藍(5) ｵｵﾀ ｱｲ 2 高崎市立箕輪小学校

200009405 大竹　そら(6) ｵｵﾀｹ ｿﾗ 2 高崎市立箕郷東小学校

５　吾妻榛嶺クラブ 100009501 綿貫　風雅(6) ﾜﾀﾇｷ ﾌｳｶﾞ 1 中之条町立中之条小学校

100009502 郷間　圭悟(6) ｺﾞｳﾏ ｹｲｺﾞ 1 中之条町立中之条小学校

100009503 岩崎　悠人(6) ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ 1 嬬恋村立東部小学校

100009504 矢島　大悟(6) ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 1 東吾妻町立原町小学校

100009505 木暮　耀幸(5) ｺｸﾞﾚ ﾖｳｺｳ 1 中之条町立中之条小学校

200009501 奥野　百恵(6) ｵｸﾉ ﾓﾓｴ 2 中之条町立中之条小学校

200009502 今井　涼乃(6) ｲﾏｲ ｽｽﾞﾉ 2 中之条町立中之条小学校

200009503 山野　莉咲(6) ﾔﾏﾉ ﾘｻ 2 長野原町立中央小学校

200009504 黒岩　芽生(6) ｸﾛｲﾜ ﾒｲ 2 草津町立草津小学校

200009505 上原　　咲(6) ｳｴﾊﾗ ｻｷ 2 東吾妻町立原町小学校



６　どりかむ太田 100009601 工藤　　陸(6) ｸﾄﾞｳ ﾘｸ 1 太田市立宝泉小学校

100009602 服部　圭晟(6) ﾊｯﾄﾘ ｹｲｾｲ 1 太田市立綿打小学校

100009603 飯塚　駿介(6) ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 1 太田市立尾島小学校

100009604 田中　　颯(6) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 1 太田市立世良田小学校

100009605 横山　　漣(6) ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝ 1 太田市立韮川小学校

200009601 髙橋くるみ(6) ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 2 太田市立生品小学校

200009602 櫛田　愛心(6) ｸｼﾀﾞ ｱｲﾐ 2 太田市立世良田小学校

200009603 天田野乃椛(6) ｱﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ 2 太田市立城西小学校

200009604 清水　佑華(6) ｼﾐｽﾞ ﾕｶ 2 太田市立世良田小学校

200009605 横倉　　杏(5) ﾖｺｸﾗ ｱﾝｽﾞ 2 太田市立生品小学校

７　碓水陸上競技クラブ 100009701 島田宗一郎(6) ｼﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 1 富岡市立妙義小学校

100009702 土屋　遥斗(6) ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾄ 1 安中市立細野小学校

100009703 上原　駿希(6) ｳｴﾊﾗ ｼｭﾝｷ 1 安中市立細野小学校

100009704 儘田　圭佑(6) ﾏﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 1 安中市立西横野小学校

100009705 田島　孝太(6) ﾀｼﾞﾏ ｺｳﾀ 1 安中市立西横野小学校

200009701 大野　愛理(6) ｵｵﾉ ｱｲﾘ 2 安中市立西横野小学校

200009702 五明　奏那(5) ｺﾞﾐｮｳ ｶﾅ 2 安中市立西横野小学校

200009703 中澤　　澄(5) ﾅｶｻﾞﾜ ｽﾐﾚ 2 安中市立西横野小学校

200009704 猿谷　　円(6) ｻﾙﾔ ﾏﾄﾞｶ 2 安中市立西横野小学校

200009705 茂木　風花(5) ﾓｷﾞﾌｳｶ 2 安中市立西横野小学校

８　前橋市陸上競技協会 100009801 清水　恭平(6) ｼﾐｽﾞ ｷｮｳﾍｲ 1 前橋市立宮城小学校

100009802 田口　　響(6) ﾀｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 1 群馬大学附属小学校

100009803 廣岡　和哉(6) ﾋﾛｵｶ ｶｽﾞﾔ 1 前橋市立大胡東小学校

100009804 吉田　　隼(5) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 1 前橋市立若宮小学校

100009805 村田　侑紀(5) ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 1 前橋市立桂萱小学校

200009801 栗本　望来(6) ｸﾘﾓﾄ ﾐﾗ 2 前橋市立中川小学校

200009802 原山　らら(5) ﾊﾗﾔﾏ ﾗﾗ 2 前橋市立桂萱東小学校

200009803 石黒　美優(5) ｲｼｸﾞﾛ ﾐﾕ 2 高崎市立東部小学校

200009804 横山　涼葉(5) ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 2 前橋市立桂萱小学校

200009805 黒岩　知榎(5) ｸﾛｲﾜ ﾁｶ 2 前橋市立元総社小学校

９　桐生市陸上競技協会 100009901 瀧本　吉輝(6) ﾀｷﾓﾄ ﾖｼｷ 1 桐生市立境野小学校

100009902 本郷　　辰(6) ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾞﾝ 1 桐生市立境野小学校

100009903 宮﨑　裕大(6) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 1 桐生市立西小学校

100009904 青木　龍惺(5) ｱｵｷ ﾘｭｳｾｲ 1 桐生市立境野小学校

100009905 佐野　仁哉(5) ｻﾉ ｼﾞﾝﾔ 1 桐生市立北小学校

200009901 柳原　優来(6) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕﾗ 2 桐生市立新里中央小学校

200009902 加藤　ゆい(5) ｶﾄｳ ﾕｲ 2 桐生市立神明小学校

200009903 小林　奏惠(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ 2 桐生市立広沢小学校

200009904 田島　優安(5) ﾀｼﾞﾏ ﾕｱﾝ 2 桐生市立広沢小学校


