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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
５０ｍ 10/31 山口　優樹(1)  9.26/+0.2

前橋市陸協・群馬

和田　莉玖(1)  9.43/+0.7

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

岩﨑　元希(1)  9.49/+0.0

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

原澤　颯祐(1) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬  9.56/+0.3

成田　渉真(1) 前橋市陸協・群馬  9.56/+0.2

片山　　蓮(1) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬  9.71/+0.3

吉田　　航(1) 金古ＲＣ・群馬  9.71/+0.0

松井　　謙(1)  9.83/+0.3

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学１年

５０ｍ 10/31 横室　　翔(2)  8.69/-0.4

前橋市陸協・群馬

清水　太陽(2)  8.72/+0.7

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

田代　桂也(2)  8.76/+0.7

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

上原　昂士(2)  8.89/-0.4

前橋市陸協・群馬

志釜　蓮音(2)  8.90/+0.2

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

大河原　健(2)  8.96/+0.2

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

清水　　蓮(2) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬  9.07/+0.2

田村　脩真(2) 金古ＲＣ・群馬  9.07/-0.4

男子小
学２年

５０ｍ 10/31 大前　輝来(3)  7.95/-0.6

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

菅野　凌玖(3)  8.02/-0.6

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

白石　悠真(3)  8.17/-0.6

前橋市陸協・群馬

浅田　　奏(3)  8.21/-0.6

前橋市陸協・群馬

設樂　郁斗(3)  8.32/-0.7

金古ＲＣ・群馬

小林　奏詠(3) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬  8.40/+0.6

大月　凌生(3) 前橋市陸協・群馬  8.40/-0.7

加藤　哲平(3)  8.41/-0.0

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

男子小
学３年

１００ｍ 10/31 高橋　愛理(4) 14.71/-0.4

前橋市陸協・群馬

阿久沢　楽(4) 14.93/-0.4

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

桜井　　遼(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬 15.14/-1.6

高橋　　遙(4) 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬 15.14/-0.4

新井　宏征(4) 15.25/-0.4

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

石井　　潤(4) 15.37/-1.6

金古ＲＣ・群馬

上村　壮平(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬 15.40/-1.6

黛　　佑晟(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬 15.40/-0.4

男子小
学４年

１００ｍ 10/31 渡邊　航大(5) 14.48/-3.0

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

野口　颯汰(5) 14.87/-0.6

桐生市陸協・群馬

高橋　悠真(5) 14.88/-3.0

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

木暮　力輝(5) 15.03/-3.0

高崎市陸協・群馬

城田　　心(5) 15.20/-0.6

金古ＲＣ・群馬

鈴木　　樹(5) 15.29/-3.0

前橋市陸協・群馬

田丸　優作(5) 15.33/-3.0

前橋市陸協・群馬

若狹　憂聖(5) 15.38/-3.0

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学５年

１００ｍ 10/31 岩﨑　王我(6) 12.72/-0.2

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

狩野　大成(6) 12.86/-0.2

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

林　　奏斗(6) 12.89/-0.2

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

松井　奏人(6) たちばなR.C・群馬 13.00/-0.2

菅野　翔唯(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

小倉　優輝(6) 13.25/+1.4

沼田ｸﾗﾌﾞ・群馬

平野　貴也(6) 13.61/-0.2

前橋市陸協・群馬

高橋　晃太(6) 13.69/-0.2

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ・群馬

男子小
学６年

８００ｍ 10/31 狩野　夢翔(5)  2:31.24

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

櫻井　惇太(5)  2:32.28

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

碓氷　晴大(5)  2:34.38

どりかむ太田・群馬

青木　暖士(5)  2:36.01

新田倶楽部・群馬

齋藤　光希(5)  2:37.50

前橋市陸協・群馬

中島　快人(5)  2:38.97

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

清村　一真(5)  2:39.88

前橋市陸協・群馬

全田　光希(5)  2:42.70

おおたSA・群馬

男子小
学５年

８００ｍ 10/31 清水　怜生(6)  2:19.30

前橋市陸協・群馬

塚田　魁士(6)  2:19.95

高崎市陸協・群馬

相蘇　耀介(6)  2:21.03

高崎市陸協・群馬

為谷　悠太(6)  2:23.81

どりかむ太田・群馬

高橋　春仁(6)  2:25.41

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

齊藤　康慎(6)  2:25.72

おおたSA・群馬

西村　羽生(6)  2:25.95

新田倶楽部・群馬

髙橋　壱星(6)  2:26.78

おおたSA・群馬

男子小
学６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(全国ﾙｰﾙ)

80mH-走高跳

10/31 岸　　優希(6)  2057

前橋市陸協・群馬

13.43/-1.2-1m28

吉岡　厚紀(6)  1993

高崎市陸協・群馬

13.67/-1.2-1m26

奥山　慎仁(6)  1938

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

14.13/-1.2-1m28

戸塚　涼真(6)  1933

高崎市陸協・群馬

13.89/+1.6-1m24

大澤一歩暉(6)  1846

高崎市陸協・群馬

14.40/+1.6-1m24

森田　凱大(6)  1745

桐生市陸協・群馬

14.38/+0.6-1m15

竹渕　颯真(5)  1530

金古ＲＣ・群馬

15.30/+0.6-1m10

岸　　凌市(6)  1451

金古ＲＣ・群馬

15.76/+0.6-1m10

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

10/31 矢島広太郎(6)  2139

高崎市陸協・群馬

4m48/+0.5-51m73

山同　右秀(6)  1681

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

4m37/-1.5-30m73

入澤　圭汰(6)  1609

前橋市陸協・群馬

4m08/-1.2-31m16

鈴木　雄弘(6)  1559

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

4m05/-0.6-29m12

上原　拓己(6)  1506

高崎市陸協・群馬

3m59/ -1.0-32m90

宮下　怜士(6)  1494

金古ＲＣ・群馬

3m85/-1.3-28m72

湯根　蓮夢(5)  1443

金古ＲＣ・群馬

3m44/-1.5-31m85

有馬　恵朝(6)  1350

前橋市陸協・群馬

3m76/-2.3-22m85

４×１００ｍ 10/31 渋川陸上競技クラブ 51.74

高橋　悠真(5)

岩﨑　王我(6)

山同　右秀(6)

狩野　大成(6)

前橋市陸上競技協会 53.40

品川　優太(6)

平野　貴也(6)

岸　　優希(6)

清水　怜生(6)

沼田市陸上クラブ 53.68

石田　侑大(6)

林　　奏斗(6)

見城　大地(5)

小倉　優輝(6)

チームＫ 55.27

梅沢　　丞(6)

杉木　優斗(6)

長野廉太朗(6)

渡辺　惺也(6)

碓氷陸上競技クラブ 56.15

若菜　睦哉(5)

公平　経太(6)

吉田　心聖(6)

菅野　翔唯(6)

上州アスリートクラブ 56.45

木村　倖大(6)

高橋　晃太(6)

小林　絃人(6)

武冨　文哉(6)

伊勢崎陸上競技クラブ 57.19

若狭　憂聖(5)

奥山　慎仁(6)

久保田啓太(6)

鈴木　雄弘(6)

金古ランニングクラブ 59.47

岸　　凌市(6)

竹渕　颯真(5)

城田　　心(5)

宮下　怜士(6)

男子

５０ｍ 10/31 小林　沙生(1)  8.91/+1.2

前橋市陸協・群馬

久保村　澪(1)  9.30/+1.2

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

真下奈々海(1)  9.69/+0.2

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

神村　帆乃(1)  9.77/+1.2

金古ＲＣ・群馬

田村　綾埜(1)  9.80/-0.2

金古ＲＣ・群馬

植杉　羽菜(1)  9.85/-0.2

金古ＲＣ・群馬

西村　紡麦(1)  9.92/+0.2

新田倶楽部・群馬

田中　友蘭(1)  9.93/+1.2

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学１年

５０ｍ 10/31 増田　乃音(2)  8.36/-0.5

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

奥山　仁菜(2)  8.56/-0.5

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

市川　南海(2)  8.67/-1.1

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

林　　芹香(2)  8.82/+0.0

前橋市陸協・群馬

近藤　梨愛(2)  8.86/+0.0

前橋市陸協・群馬

瀬田川ひなの(2)  8.98/+0.0

高崎市陸協・群馬

中澤　愛花(2)  9.01/+0.0

金古ＲＣ・群馬

堀越梨里花(2)  9.03/+0.4

金古ＲＣ・群馬

女子小
学２年

５０ｍ 10/31 萩原　里帆(3)  8.52/-0.0

前橋市陸協・群馬

櫻井　萌一(3)  8.53/-0.0

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

蟹和　由衣(3)  8.58/-0.1

前橋市陸協・群馬

箱田　華乃(3) 高崎市陸協・群馬  8.60/-0.3

齋藤妃奈乃(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬  8.60/+0.0

山中理絵子(3) 金古ＲＣ・群馬  8.70/-0.7

横山　るん(3) 前橋市陸協・群馬  8.70/-0.0

川島　陽心(3)  8.73/-0.1

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学３年

１００ｍ 10/31 秋本　うた(4) 15.15/-1.1

高崎市陸協・群馬

高野　裕真(4) 15.17/-1.1

前橋市陸協・群馬

鈴木　心結(4) 15.64/-1.1

前橋市陸協・群馬

島津ひなた(4) 15.88/-1.1

前橋市陸協・群馬

海老塚心優(4) 15.89/-1.1

新田倶楽部・群馬

宮本　遥海(4) 16.05/-1.1

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

小實　愛理(4) 16.06/-1.1

高崎市陸協・群馬

三木里桜花(4) 16.37/-1.2

金古ＲＣ・群馬

女子小
学４年

１００ｍ 10/31 鵜川　結愛(5) 14.33/+0.3

勢多ｸﾗﾌﾞ・群馬

川野　梓季(5) 14.56/+0.3

金古ＲＣ・群馬

西澤　理子(5) 14.76/+0.3

高崎市陸協・群馬

富田莉々香(5) 14.81/+0.3

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

津村　佳奈(5) 14.82/-0.7

高崎市陸協・群馬

増田　出絃(5) 14.92/+0.3

桐生市陸協・群馬

関口　柚宇(5) 14.93/+0.3

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

岡田　愛瑠(5) 15.00/+0.3

前橋市陸協・群馬

女子小
学５年

１００ｍ 10/31 根岸　美乃(6) 13.55/-0.1

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

臼井　清華(6) 13.58/-0.1

前橋市陸協・群馬

木暮　乃蒼(6) 13.96/-0.1

前橋市陸協・群馬

樋口　心都(6) 13.97/-0.1

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

間仁田さら(6) 14.53/-0.1

前橋市陸協・群馬

坂田　心愛(6) 14.74/-0.9

チームK・群馬

林　　心菜(6) 14.90/-0.1

チームK・群馬

唐澤　心菜(6) 14.92/-0.9

高崎市陸協・群馬

女子小
学６年

８００ｍ 10/31 金嶋ゆうか(5)  2:32.48

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

田島あおい(5)  2:34.86

おおたSA・群馬

櫛渕比楽理(5)  2:35.79

前橋市陸協・群馬

橋本　歩果(5)  2:39.78

前橋市陸協・群馬

伊藤　梨央(5)  2:40.14

どりかむ太田・群馬

吉川　夢琉(5)  2:43.46

おおたSA・群馬

大林　由佳(5)  2:45.83

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

萩原　有彩(5)  2:46.22

どりかむ太田・群馬

女子小
学５年

８００ｍ 10/31 今井　優羽(6)  2:28.01

どりかむ太田・群馬

新井萌々花(6)  2:29.00

どりかむ太田・群馬

金子希来莉(6)  2:30.60

登利平ＡＣ・群馬

松崎結衣菜(6)  2:34.01

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

萩原　更紗(6)  2:35.24

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

加藤　新奈(6)  2:35.37

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ・群馬

藤木　珠央(6)  2:35.91

おおたSA・群馬

茂木　優姫(6)  2:39.47

渋川ｸﾗﾌﾞ・群馬

女子小
学６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

(全国ﾙｰﾙ)

80mH-走高跳

10/31 樺澤　茉央(6)  2009

前橋市陸協・群馬

13.58/+0.8-1m26

川嶋　芽衣(6)  1812

高崎市陸協・群馬

14.46/+0.4-1m22

飯塚　　凛(6)  1766

桐生市陸協・群馬

14.26/-0.2-1m15

小林　穂純(6)  1699

前橋市陸協・群馬

14.65/+0.4-1m15

吉村　涼来(6)  1690

高崎市陸協・群馬

15.31/-0.2-1m24

太田　桃葉(6)  1446

前橋市陸協・群馬

16.87/+0.8-1m26

永田　亜実(5)  1334

金古ＲＣ・群馬

16.11/+0.4-1m05

設楽　柚月(6)  1155

チームK・群馬

17.16/+0.4-1m05

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

(全国ﾙｰﾙ)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

10/31 丸山　愛留(6)  1610

どりかむ太田・群馬

4m30/-0.1-28m21

岡田　果子(6)  1602

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m79/-1.6-34m81

廣瀬　　華(6)  1597

碓氷ｸﾗﾌﾞ・群馬

3m89/-1.0-33m16

森田あやめ(6)  1464

金古ＲＣ・群馬

3m23/-1.7-35m74

飯塚　結菜(6)  1458

金古ＲＣ・群馬

3m25/-1.1-35m20

原澤　　楓(6)  1383

金古ＲＣ・群馬

3m27/-2.1-31m20

下平　乙寧(6)  1381

高崎市陸協・群馬

3m85/-1.5-23m16

住谷　咲季(6)  1245

前橋市陸協・群馬

3m39/-1.4-22m79

４×１００ｍ 10/31 前橋市陸上競技協会 55.37

樺澤　茉央(6)

木暮　乃蒼(6)

間仁田さら(6)

臼井　清華(6)

金古ランニングクラブ 57.11

三木　心音(5)

川野　梓季(5)

中澤　柚珂(6)

栁岡あかり(6)

チームＫ 57.81

坂田　心愛(6)

高橋　杏奈(6)

林　　心菜(6)

和田ひなみ(6)

碓氷陸上競技クラブ 58.03

大前　虹来(6)

富田莉々香(6)

萩原　更紗(6)

藤原　莉乃(6)

伊勢崎陸上競技クラブ 58.04

竹井　菜月(6)

関口　柚宇(5)

對比地　凜(6)

根岸　美乃(6)

沼田市陸上クラブ  1:01.94

阿部菜々子(5)

大河原乃愛(6)

中須賀友希乃(5)

富澤　柚月(6)

女子

４×１００ｍ 10/31 前橋市陸上競技協会 55.40

清水　怜生(6)

平野　貴也(6)

木暮　乃蒼(6)

臼井　清華(6)

碓氷陸上競技クラブ 56.23

富田莉々香(6)

藤原　莉乃(6)

吉田　心聖(6)

菅野　翔唯(6)

チームＫ 56.91

渡辺　惺也(6)

梅沢　　丞(6)

林　　心菜(6)

坂田　心愛(6)

渋川陸上競技クラブ 57.74

高橋　春仁(6)

佐藤　美萌(6)

篠原しゅり(6)

小島　　陸(6)

伊勢崎陸上競技クラブ 58.52

髙橋　秀杜(6)

千吉良紗姫(6)

岡田　果子(6)

久保田啓太(6)

たちばなＲ．Ｃ 59.12

稲本　拳志(5)

櫻井莉緒奈(6)

内田　茉那(6)

松井　奏人(6)

ｽｰﾊﾟｰｱｽﾘｰﾄ玉村  1:00.95

本山　颯馬(6)

横山　加奈(6)

茂木　湊斗(6)

高橋　夏希(6)

金古ランニングクラブ  1:01.18

齋藤　咲愛(5)

佐藤　秀哉(5)

戸塚　陽亮(6)

上原　颯乃(6)

混合




