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ジュニア中学生の部・マスターズ40歳代 ジュニア小学生の部

1組 選手名 所属 学年 タイム 順位 2組 選手名 所属 学年 タイム 順位
白 関口 綾華 嬬恋中学校 中学生 ’48”66 6 白 橋爪 春花 長野原応桑小 小学生（６年） キケン
赤 山口 楠生 大間々中 中学生 ’46”90 3 赤 青木 留衣 桐生天沼小 小学生（６年） ’49”36 1
黒 山﨑 心乃 嬬恋中学校 中学生 ’46”75 2 黒 永尾 明日香 嬬恋東部小 小学生（６年） ’49”84 3
緑 藤原　愛雪 渋川中 中学生 ’48”48 5 緑 山口 柚奈 大間々南小 小学生（６年） ’50”33 4
青 藤原 明咲 渋川中学校 中学生 ’45”95 1 青 橋爪 美来 長野原応桑小 小学生（５年） ’49”56 2
黄 本間 美帆 嬬恋中学校 中学生 ’47”08 4 黄 黒岩 なつ子 嬬恋西部小 小学生（６年） ’51”79 5
茶 古川 明美 太田クラブ 40歳代 キケン 茶

白赤 白赤

3組 選手名 所属 学年 タイム 順位 4組 選手名 所属 学年 タイム 順位
白 干川 葵 嬬恋西部小 小学生（５年） ’55”73 2 白 小柏 凜々亜 吉岡明治小 小学生（６年） ’58”57 2
赤 星 夢七 伊勢崎茂呂小 小学生（５年） ’54”46 1 赤 秋南 緒音 嬬恋東部小 小学生（４年） ’58”48 1
黒 秋南 瀬乃 嬬恋東部小 小学生（５年） ’56”02 3 黒 小針 侑純 渋川西小 小学生（４年） ’58”91 3
緑 成瀬 ルナ 東吾妻坂上小 小学生（５年） ’56”15 4 緑 矢嶋 友葉 東吾妻原町小 小学生（４年） 1’00”25 4
青 寺島 詩恵 渋川南小 小学生（５年） ’56”84 6 青 土屋 桃凛 嬬恋西部小 小学生（６年） 1’21”51 6
黄 宮﨑 つむぎ 嬬恋西部小 小学生（５年） ’56”65 5 黄 綿貫 映那 渋川南小 小学生（５年） 1’05”18 5
茶 茶

白赤 白赤

5組 選手名 所属 学年 タイム 順位 6組 選手名 所属 学年 タイム 順位
白 神戸 美香 長野原北軽小 小学生（４年） 1’08”50 2 白 熊谷　光織 太田中央小 小学生（３年） 1’24”01 3
赤 白石 ほのか 渋川中郷小 小学生（５年） 1’07”95 1 赤 古川 明日香 太田小学校 小学生（３年） キケン
黒 前田 彩乃 渋川南小 小学生（５年） 1’09”20 4 黒 坂本 和花奈 長野原北軽小 小学生（２年） 1’19”21 1
緑 松宗 咲良 嬬恋西部小 小学生（３年） 1’09”36 5 緑 秋南　舞永 嬬恋東部小 小学生（１年） 1’25”28 4
青 橋爪 明里 長野原応桑小 小学生（２年） 1’09”16 3 青 入澤 玲名 渋川南小 小学生（４年） 1’32”50 5
黄 白石 ゆずか 渋川中郷小 小学生（３年） 1’14”67 6 黄 羽生田　楓 嬬恋西部小 小学生（１年） 1’34”05 6
茶 茶 天田　有紀 笠懸小 小学生（３年） 1’22”94 2

白赤 白赤

（女子）ジュニア中学生の部　500m順位表 （女子）ジュニア小学生の部　500m順位表

順位 選手名 所属 学年 タイム 順位 選手名 所属 学年 タイム
1 藤原 明咲 渋川中学校 中学生 ’45”95 1 青木 留衣 桐生天沼小 小学生（６年） ’49”36
2 山﨑 心乃 嬬恋中学校 中学生 ’46”75 2 橋爪 美来 長野原応桑小 小学生（５年） ’49”56
3 山口 楠生 大間々中 中学生 ’46”90 3 永尾 明日香 嬬恋東部小 小学生（６年） ’49”84
4 本間 美帆 嬬恋中学校 中学生 ’47”08 4 山口 柚奈 大間々南小 小学生（６年） ’50”33
5 藤原　愛雪 渋川中 中学生 ’48”48 5 黒岩 なつ子 嬬恋西部小 小学生（６年） ’51”79
6 関口 綾華 嬬恋中学校 中学生 ’48”66 6 星 夢七 伊勢崎茂呂小 小学生（５年） ’54”46

7 干川 葵 嬬恋西部小 小学生（５年） ’55”73
（女子）マスターズ40歳代　500m順位表 8 秋南 瀬乃 嬬恋東部小 小学生（５年） ’56”02
順位 選手名 所属 種別 タイム 9 成瀬 ルナ 東吾妻坂上小 小学生（５年） ’56”15

1 古川 明美 太田クラブ 40歳代 キケン 10 宮﨑 つむぎ 嬬恋西部小 小学生（５年） ’56”65
11 寺島 詩恵 渋川南小 小学生（５年） ’56”84
12 秋南 緒音 嬬恋東部小 小学生（４年） ’58”48
13 小柏 凜々亜 吉岡明治小 小学生（６年） ’58”57
14 小針 侑純 渋川西小 小学生（４年） ’58”91
15 矢嶋 友葉 東吾妻原町小 小学生（４年） 1’00”25
16 綿貫 映那 渋川南小 小学生（５年） 1’05”18
17 白石 ほのか 渋川中郷小 小学生（５年） 1’07”95
18 神戸 美香 長野原北軽小 小学生（４年） 1’08”50
19 橋爪 明里 長野原応桑小 小学生（２年） 1’09”16
20 前田 彩乃 渋川南小 小学生（５年） 1’09”20
21 松宗 咲良 嬬恋西部小 小学生（３年） 1’09”36
22 白石 ゆずか 渋川中郷小 小学生（３年） 1’14”67
23 坂本 和花奈 長野原北軽小 小学生（２年） 1’19”21
24 土屋 桃凛 嬬恋西部小 小学生（６年） 1’21”51
25 天田　有紀 笠懸小 小学生（３年） 1’22”94
26 熊谷　光織 太田中央小 小学生（３年） 1’24”01
27 秋南　舞永 嬬恋東部小 小学生（１年） 1’25”28
28 入澤 玲名 渋川南小 小学生（４年） 1’32”50
29 羽生田　楓 嬬恋西部小 小学生（１年） 1’34”05
30 橋爪 春花 長野原応桑小 小学生（６年） キケン
31 古川 明日香 太田小学校 小学生（３年） キケン
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2018/12/15

ジュニア中学生の部 ジュニア小学生の部

1組 選手名 所属 学年 タイム 順位 2組 選手名 所属 学年 タイム 順位
白 一場 柚 嬬恋中学校 中学生 1’38”19 6 白 橋爪 春花 長野原応桑小 小学生（６年） キケン
赤 滝澤 さくら 嬬恋中学校 中学生 1’30”68 2 赤 青木 留衣 桐生天沼小 小学生（６年） 1’40”43 1
黒 関口 綾華 嬬恋中学校 中学生 1’41”86 8 黒 永尾 明日香 嬬恋東部小 小学生（６年） 1’46”17 3
緑 山口 楠生 大間々中 中学生 1’35”57 3 緑 黒岩 なつ子 嬬恋西部小 小学生（６年） 1’47”42 4
青 山﨑 心乃 嬬恋中学校 中学生 1’36”53 5 青 山口 柚奈 大間々南小 小学生（６年） 1’43”49 2
黄 藤原　愛雪 渋川中 中学生 1’41”05 7 黄 橋爪 美来 長野原応桑小 小学生（５年） 1’47”42 5
茶 藤原 明咲 渋川中学校 中学生 1’30”58 1 茶 星 夢七 伊勢崎茂呂小 小学生（５年） 1’53”83 6

白赤 本間 美帆 嬬恋中学校 中学生 1’36”35 4 白赤

3組 選手名 所属 学年 タイム 順位 4組 選手名 所属 学年 タイム 順位
白 秋南 瀬乃 嬬恋東部小 小学生（５年） 1’58”20 3 白 宮﨑 つむぎ 嬬恋西部小 小学生（５年） 2’01”54 1
赤 干川 葵 嬬恋西部小 小学生（５年） 1’57”98 1 赤 矢嶋 友葉 東吾妻原町小 小学生（４年） 2’07”46 2
黒 秋南 緒音 嬬恋東部小 小学生（４年） 1’58”15 2 黒 土屋 桃凛 嬬恋西部小 小学生（６年） 2’30”16 7
緑 小針 侑純 渋川西小 小学生（４年） 1’58”59 5 緑 白石 ほのか 渋川中郷小 小学生（５年） 2’27”13 6
青 成瀬 ルナ 東吾妻坂上小 小学生（５年） 1’58”40 4 青 綿貫 映那 渋川南小 小学生（５年） 2’19”20 3
黄 寺島 詩恵 渋川南小 小学生（５年） 1’59”77 7 黄 松宗 咲良 嬬恋西部小 小学生（３年） 2’19”58 5
茶 小柏 凜々亜 吉岡明治小 小学生（６年） 1’59”18 6 茶 神戸 美香 長野原北軽小 小学生（４年） 2’19”25 4

白赤 白赤 前田 彩乃 渋川南小 小学生（５年） 2’30”96 8

ジュニア小学生の部・マスターズ40歳代

5組 選手名 所属 学年 タイム 順位 6組 選手名 所属 学年 タイム 順位
白 橋爪 明里 長野原応桑小 小学生（２年） 2’28”89 1 白
赤 白石 ゆずか 渋川中郷小 小学生（３年） 2’47”43 3 赤
黒 熊谷　光織 太田中央小 小学生（３年） 2’58”20 4 黒
緑 坂本 和花奈 長野原北軽小 小学生（２年） キケン 緑
青 古川 明日香 太田小学校 小学生（３年） キケン 青
黄 入澤 玲名 渋川南小 小学生（４年） 3’09”44 5 黄
茶 天田　有紀 笠懸小 小学生（３年） 2’28”92 2 茶

白赤 古川 明美 太田クラブ 40歳代 キケン 白赤

（女子）ジュニア中学生の部　1000m順位表 （女子）ジュニア小学生の部　1000m順位表

順位 選手名 所属 学年 タイム 順位 選手名 所属 学年 タイム
1 藤原 明咲 渋川中学校 中学生 1’30”58 1 青木 留衣 桐生天沼小 小学生（６年） 1’40”43
2 滝澤 さくら 嬬恋中学校 中学生 1’30”68 2 山口 柚奈 大間々南小 小学生（６年） 1’43”49
3 山口 楠生 大間々中 中学生 1’35”57 3 永尾 明日香 嬬恋東部小 小学生（６年） 1’46”17
4 本間 美帆 嬬恋中学校 中学生 1’36”35 4 黒岩 なつ子 嬬恋西部小 小学生（６年） 1’47”42
5 山﨑 心乃 嬬恋中学校 中学生 1’36”53 5 橋爪 美来 長野原応桑小 小学生（５年） 1’47”42
6 一場 柚 嬬恋中学校 中学生 1’38”19 6 星 夢七 伊勢崎茂呂小 小学生（５年） 1’53”83
7 藤原　愛雪 渋川中 中学生 1’41”05 7 干川 葵 嬬恋西部小 小学生（５年） 1’57”98
8 関口 綾華 嬬恋中学校 中学生 1’41”86 8 秋南 緒音 嬬恋東部小 小学生（４年） 1’58”15

9 秋南 瀬乃 嬬恋東部小 小学生（５年） 1’58”20
10 成瀬 ルナ 東吾妻坂上小 小学生（５年） 1’58”40
11 小針 侑純 渋川西小 小学生（４年） 1’58”59

（女子）マスターズ40歳代　1000m順位表 12 小柏 凜々亜 吉岡明治小 小学生（６年） 1’59”18
順位 選手名 所属 種別 タイム 13 寺島 詩恵 渋川南小 小学生（５年） 1’59”77

1 古川 明美 太田クラブ 40歳代 キケン 14 宮﨑 つむぎ 嬬恋西部小 小学生（５年） 2’01”54
15 矢嶋 友葉 東吾妻原町小 小学生（４年） 2’07”46
16 綿貫 映那 渋川南小 小学生（５年） 2’19”20
17 神戸 美香 長野原北軽小 小学生（４年） 2’19”25
18 松宗 咲良 嬬恋西部小 小学生（３年） 2’19”58
19 白石 ほのか 渋川中郷小 小学生（５年） 2’27”13
20 橋爪 明里 長野原応桑小 小学生（２年） 2’28”89
21 天田　有紀 笠懸小 小学生（３年） 2’28”92
22 土屋 桃凛 嬬恋西部小 小学生（６年） 2’30”16
23 前田 彩乃 渋川南小 小学生（５年） 2’30”96
24 白石 ゆずか 渋川中郷小 小学生（３年） 2’47”43
25 熊谷　光織 太田中央小 小学生（３年） 2’58”20
26 入澤 玲名 渋川南小 小学生（４年） 3’09”44
27 橋爪 春花 長野原応桑小 小学生（６年） キケン
28 坂本 和花奈 長野原北軽小 小学生（２年） キケン
29 古川 明日香 太田小学校 小学生（３年） キケン
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