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友好レース
1組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 大澤 昇記 おおさわ しょうき 前橋スピードスケート ’18”60 2 白
赤 新井 大和 あらい やまと 渋川スケート ’16”39 1 赤
黒 前田 悠翔 まえだ ゆうと 渋川スケート ’21”50 5 黒
緑 山﨑 一颯 やまざき いぶき 渋川スケート ’22”13 6 緑
青 小野里 治哉 おのざと はるや 渋川SIKSCスケート ’19”10 3 青
黄 瀬尾明翔 せお めいと 渋川SIKSCスケート ’19”63 4 黄
茶 茶

白赤 白赤

中学生の部 小学生高学年の部
1組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 2組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 青木 龍之介 あおき りゅうのすけ 桐生スケート ’41”61 1 白 山口 撞親 やまぐち ひろちか 東吾妻スケートクラブ ’43”90 1
赤 星 伯空 ほし はくあ 伊勢崎市スケート ’51”76 4 赤 下前 智慈 しもまえ さとし 東吾妻スケートクラブ キケン
黒 猿田 悠斗 さるた ゆうと 前橋スピードスケート 1’17”84 5 黒 高橋 亮汰 たかはし りょうた 東吾妻スケートクラブ ’44”67 2
緑 小針 悠聖 こばり ゆうと 渋川スケート ’42”35 2 緑 今泉 景斗 いまいずみ けいと 渋川SIKSCスケート ’48”80 4
青 小野里 佳悟 おのざと けいご 渋川SIKSCスケート キケン 青 本多 悠樹 ほんだ はるき 嬬恋東部小 ’48”72 3
黄 横沢 太希 よこさわ たいき 嬬恋中学校 ’43”66 3 黄 山﨑 大和 やまざき やまと 嬬恋東部小 ’48”88 5
茶 茶

白赤 白赤

3組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 4組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 丸山 左右吾 まるやま そうご 高崎スケートクラブ ’45”56 1 白 大澤 宗詩 おおさわ そうし 前橋スピードスケート ’53”44 2
赤 山﨑 凌駕 やまざき りょうが 渋川スケート ’46”00 2 赤 小林 玖竜 こばやし くりゅう 西部小学校 ’49”52 1
黒 今井 朝陽 いまい あさひ 北軽井沢 ’46”07 3 黒 青柳 秀汰 あおやぎ しゅうた 前橋スピードスケート キケン
緑 永尾 謙介 ながお けんすけ 嬬恋東部小 ’48”18 4 緑 高橋 一護 たかはし いちご 渋川SIKSCスケート ’54”10 3
青 黒岩 秀宇 くろいわ ほたか 西部小学校 ’49”52 5 青 小此木 悠貴 おこのぎ はるき 桐生スケート ’55”98 4
黄 山﨑 亜晄 やまざき あこう 西部小学校 ’49”84 6 黄 新井 悠斗 あらい ゆうと 渋川スケート ’56”17 5
茶 茶 佐藤 嘉柊 さとう かしゅう 高崎スケートクラブ ’56”45 6

白赤 白赤

5組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 6組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 中澤 祐太 なかざわ ゆうた 伊勢崎市スケート キケン 白 半田 翔平 はんだ しょうへい 前橋スピードスケート ’59”72 4
赤 羽生田 稜 はにゅうだ りょう 西部小学校 ’52”44 1 赤 山﨑 佑鷹 やまざき ゆたか 応桑 ’58”35 1
黒 今井 陽向 いまい ひなた 北軽井沢 ’53”66 2 黒 干川 結輝 ほしかわ ゆいき 西部小学校 ’59”15 3
緑 坂本 孝太郎 さかもと こうたろう 北軽井沢 ’55”22 4 緑 佐藤 花仁 さとう はなと 嬬恋東部小 ’58”59 2
青 青柳 陽太 あおやぎ ひなた 前橋スピードスケート ’53”89 3 青 田中 大翔 たなか ひろと 渋川スケート 1’00”29 7
黄 飯島 龍彦 いいじま たつひこ 北軽井沢 キケン 黄 橋爪 琉人 はしづめ りゅうと 東吾妻スケートクラブ 1’00”13 6
茶 関口 真菜斗 せきぐち まなと 北軽井沢 ’55”26 5 茶 木村 悠人 きむら はると 東吾妻スケートクラブ ’59”76 5

白赤 白赤

7組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 8組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 野口 拓豊 のぐち たくと 嬬恋東部小 ’49”78 1 白 山﨑 大翔 やまざき ひろと 嬬恋東部小 1’04”47 1
赤 土屋 晴信 つちや はるのぶ 嬬恋東部小 1’01”17 3 赤 金井 駿斗 かない はやと 北軽井沢 1’09”32 2
黒 長井 慎太 ながい しんた 嬬恋東部小 1’03”73 5 黒 樹下 千陽 きのした ちあき 東吾妻スケートクラブ 1’10”27 4
緑 清水 大地 しみず だいち 高崎スケートクラブ 1’03”54 4 緑 小林 毘葵 こばやし ひなた 前橋スピードスケート 1’18”89 6
青 一場 大輝 いちば ひろき 東吾妻スケートクラブ ’59”55 2 青 佐藤 虎太郎 さとう こたろう 北軽井沢 1’14”18 5
黄 田村 岳大 たむら たけひろ 北軽井沢 1’07”44 7 黄 青木 駿斗 あおき はやと 北軽井沢 1’09”65 3
茶 黒岩 慎太郎 くろいわ しんたろう 西部小学校 1’06”64 6 茶 小林 耕太郎 こばやし こうたろう 渋川SIKSCスケート キケン

白赤 白赤

小学生低学年の部

9組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 10組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 羽生田 慎 はにゅうだ しん 西部小学校 ’58”09 1 白 宮﨑 凪介 みやざき なぎすけ 西部小学校 1’13”08 1
赤 赤 𣘺爪 光琉 はしづめ ひかる 応桑 1’22”14 4
黒 松本 陽之心 まつもと はるのしん 西部小学校 ’59”49 2 黒 新井 大和 あらい やまと 渋川スケート 1’15”98 3
緑 中澤 奏仁 なかざわ かなと 伊勢崎市スケート 1’00”42 3 緑 山﨑 太獅 やまざき たいし 応桑 1’13”97 2
青 朝比奈 知哉 あさひな ともや 東吾妻スケートクラブ 1’00”75 4 青 下前 心人 しもまえ しんじ 東吾妻スケートクラブ キケン
黄 大澤 尚晃 おおさわ ひさあき 前橋スピードスケート 1’10”28 5 黄
茶 茶

白赤 白赤

11組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 小野里 治哉 おのざと はるや 渋川SIKSCスケート 1’27”24 2 白
赤 大澤 昇記 おおさわ しょうき 前橋スピードスケート 1’27”35 3 赤
黒 土屋 凛太郎 つちや りんたろう 西部小学校 1’13”61 1 黒
緑 黒岩 惺太郎 くろいわ せいたろう 西部小学校 1’35”83 5 緑
青 瀬尾明翔 せお めいと 渋川SIKSCスケート 1’32”38 4 青
黄 黄
茶 茶

白赤 白赤
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（男子）友好レース　小学生低学年100m　順位表 （男子）小学生高学年の部　500m順位表

順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 選手名 ふりがな 所属 タイム
1 新井 大和 あらい やまと 渋川スケート ’16”39 1 山口 撞親 やまぐち ひろちか 東吾妻スケートクラブ ’43”90
2 大澤 昇記 おおさわ しょうき 前橋スピードスケート ’18”60 2 高橋 亮汰 たかはし りょうた 東吾妻スケートクラブ ’44”67
3 小野里 治哉 おのざと はるや 渋川SIKSCスケート ’19”10 3 丸山 左右吾 まるやま そうご 高崎スケートクラブ ’45”56
4 瀬尾明翔 せお めいと 渋川SIKSCスケート ’19”63 4 山﨑 凌駕 やまざき りょうが 渋川スケート ’46”00
5 前田 悠翔 まえだ ゆうと 渋川スケート ’21”50 5 今井 朝陽 いまい あさひ 北軽井沢 ’46”07
6 山﨑 一颯 やまざき いぶき 渋川スケート ’22”13 6 永尾 謙介 ながお けんすけ 嬬恋東部小 ’48”18
7 7 本多 悠樹 ほんだ はるき 嬬恋東部小 ’48”72

8 今泉 景斗 いまいずみ けいと 渋川SIKSCスケート ’48”80
9 山﨑 大和 やまざき やまと 嬬恋東部小 ’48”88

（男子）中学生の部　500m順位表 10 黒岩 秀宇 くろいわ ほたか 西部小学校 ’49”52
順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 11 小林 玖竜 こばやし くりゅう 西部小学校 ’49”52

1 青木 龍之介 あおき りゅうのすけ 桐生スケート ’41”61 12 野口 拓豊 のぐち たくと 嬬恋東部小 ’49”78
2 小針 悠聖 こばり ゆうと 渋川スケート ’42”35 13 山﨑 亜晄 やまざき あこう 西部小学校 ’49”84
3 横沢 太希 よこさわ たいき 嬬恋中学校 ’43”66 14 羽生田 稜 はにゅうだ りょう 西部小学校 ’52”44
4 星 伯空 ほし はくあ 伊勢崎市スケート ’51”76 15 大澤 宗詩 おおさわ そうし 前橋スピードスケート ’53”44
5 猿田 悠斗 さるた ゆうと 前橋スピードスケート 1’17”84 16 今井 陽向 いまい ひなた 北軽井沢 ’53”66
6 小野里 佳悟 おのざと けいご 渋川SIKSCスケート キケン 17 青柳 陽太 あおやぎ ひなた 前橋スピードスケート ’53”89

18 高橋 一護 たかはし いちご 渋川SIKSCスケート ’54”10
19 坂本 孝太郎 さかもと こうたろう 北軽井沢 ’55”22
20 関口 真菜斗 せきぐち まなと 北軽井沢 ’55”26

（男子）小学生低学年の部　500m順位表 21 小此木 悠貴 おこのぎ はるき 桐生スケート ’55”98
順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 22 新井 悠斗 あらい ゆうと 渋川スケート ’56”17

1 羽生田 慎 はにゅうだ しん 西部小学校 ’58”09 23 佐藤 嘉柊 さとう かしゅう 高崎スケートクラブ ’56”45
2 松本 陽之心 まつもと はるのしん 西部小学校 ’59”49 24 山﨑 佑鷹 やまざき ゆたか 応桑 ’58”35
3 中澤 奏仁 なかざわ かなと 伊勢崎市スケート 1’00”42 25 佐藤 花仁 さとう はなと 嬬恋東部小 ’58”59
4 朝比奈 知哉 あさひな ともや 東吾妻スケートクラブ 1’00”75 26 干川 結輝 ほしかわ ゆいき 西部小学校 ’59”15
5 大澤 尚晃 おおさわ ひさあき 前橋スピードスケート 1’10”28 27 一場 大輝 いちば ひろき 東吾妻スケートクラブ ’59”55
6 宮﨑 凪介 みやざき なぎすけ 西部小学校 1’13”08 28 半田 翔平 はんだ しょうへい 前橋スピードスケート ’59”72
7 土屋 凛太郎 つちや りんたろう 西部小学校 1’13”61 29 木村 悠人 きむら はると 東吾妻スケートクラブ ’59”76
8 山﨑 太獅 やまざき たいし 応桑 1’13”97 30 橋爪 琉人 はしづめ りゅうと 東吾妻スケートクラブ 1’00”13
9 新井 大和 あらい やまと 渋川スケート 1’15”98 31 田中 大翔 たなか ひろと 渋川スケート 1’00”29
10 𣘺爪 光琉 はしづめ ひかる 応桑 1’22”14 32 土屋 晴信 つちや はるのぶ 嬬恋東部小 1’01”17
11 小野里 治哉 おのざと はるや 渋川SIKSCスケート 1’27”24 33 清水 大地 しみず だいち 高崎スケートクラブ 1’03”54
12 大澤 昇記 おおさわ しょうき 前橋スピードスケート 1’27”35 34 長井 慎太 ながい しんた 嬬恋東部小 1’03”73
13 瀬尾明翔 せお めいと 渋川SIKSCスケート 1’32”38 35 山﨑 大翔 やまざき ひろと 嬬恋東部小 1’04”47
14 黒岩 惺太郎 くろいわ せいたろう 西部小学校 1’35”83 36 黒岩 慎太郎 くろいわ しんたろう 西部小学校 1’06”64
15 下前 心人 しもまえ しんじ 東吾妻スケートクラブ キケン 37 田村 岳大 たむら たけひろ 北軽井沢 1’07”44

38 金井 駿斗 かない はやと 北軽井沢 1’09”32
39 青木 駿斗 あおき はやと 北軽井沢 1’09”65
40 樹下 千陽 きのした ちあき 東吾妻スケートクラブ 1’10”27
41 佐藤 虎太郎 さとう こたろう 北軽井沢 1’14”18
42 小林 毘葵 こばやし ひなた 前橋スピードスケート 1’18”89
43 下前 智慈 しもまえ さとし 東吾妻スケートクラブ キケン
44 青柳 秀汰 あおやぎ しゅうた 前橋スピードスケート キケン
45 中澤 祐太 なかざわ ゆうた 伊勢崎市スケート キケン
46 飯島 龍彦 いいじま たつひこ 北軽井沢 キケン
47 小林 耕太郎 こばやし こうたろう 渋川SIKSCスケート キケン
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中学生の部 小学生高学年の部

1組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 2組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 青木 龍之介 あおき りゅうのすけ 桐生スケート 1’24”75 2 白 山口 撞親 やまぐち ひろちか 東吾妻スケートクラブ 1’28”65 1
赤 星 伯空 ほし はくあ 伊勢崎市スケート 1’46”03 6 赤 丸山 左右吾 まるやま そうご 高崎スケートクラブ 1’28”74 2
黒 猿田 悠斗 さるた ゆうと 前橋スピードスケート キケン 黒 山﨑 凌駕 やまざき りょうが 渋川スケート 1’34”67 5
緑 小針 悠聖 こばり ゆうと 渋川スケート 1’27”67 3 緑 高橋 亮汰 たかはし りょうた 東吾妻スケートクラブ 1’30”04 3
青 小野里 佳悟 おのざと けいご 渋川SIKSCスケート キケン 青 下前 智慈 しもまえ さとし 東吾妻スケートクラブ キケン
黄 今泉 蒼生 いまいずみ そう 渋川SIKSCスケート 1’34”07 5 黄 今井 朝陽 いまい あさひ 北軽井沢 1’32”12 4
茶 横沢 太希 よこさわ たいき 嬬恋中学校 1’22”90 1 茶 今泉 景斗 いまいずみ けいと 渋川SIKSCスケート 1’42”64 6

白赤 干川 夏輝 ほしかわ なつき 嬬恋中学校 1’31”60 4 白赤

3組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 4組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 永尾 謙介 ながお けんすけ 嬬恋東部小 1’40”61 2 白 高橋 一護 たかはし いちご 渋川SIKSCスケート 1’52”86 3
赤 山﨑 大和 やまざき やまと 嬬恋東部小 1’42”92 3 赤 中澤 祐太 なかざわ ゆうた 伊勢崎市スケート キケン
黒 本多 悠樹 ほんだ はるき 嬬恋東部小 1’40”54 1 黒 坂本 孝太郎 さかもと こうたろう 北軽井沢 1’53”32 6
緑 黒岩 秀宇 くろいわ ほたか 西部小学校 1’46”08 6 緑 野口 拓豊 のぐち たくと 嬬恋東部小 1’43”11 1
青 小林 玖竜 こばやし くりゅう 西部小学校 1’43”14 4 青 今井 陽向 いまい ひなた 北軽井沢 1’51”46 2
黄 山﨑 亜晄 やまざき あこう 西部小学校 1’46”49 7 黄 青柳 秀汰 あおやぎ しゅうた 前橋スピードスケート キケン
茶 羽生田 稜 はにゅうだ りょう 西部小学校 1’44”48 5 茶 関口 真菜斗 せきぐち まなと 北軽井沢 1’52”97 4

白赤 大澤 宗詩 おおさわ そうし 前橋スピードスケート 1’47”67 8 白赤 新井 悠斗 あらい ゆうと 渋川スケート 1’53”08 5

5組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 6組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 佐藤 嘉柊 さとう かしゅう 高崎スケートクラブ 1’57”39 3 白 干川 結輝 ほしかわ ゆいき 西部小学校 2’07”84 1
赤 小此木 悠貴 おこのぎ はるき 桐生スケート 1’56”43 1 赤 土屋 晴信 つちや はるのぶ 嬬恋東部小 2’11”77 3
黒 青柳 陽太 あおやぎ ひなた 前橋スピードスケート 1’56”91 2 黒 橋爪 琉人 はしづめ りゅうと 東吾妻スケートクラブ 2’33”74 8
緑 飯島 龍彦 いいじま たつひこ 北軽井沢 キケン 緑 田中 大翔 たなか ひろと 渋川スケート 2’13”04 4
青 一場 大輝 いちば ひろき 東吾妻スケートクラブ 2’13”03 7 青 清水 大地 しみず だいち 高崎スケートクラブ 2’13”88 6
黄 佐藤 花仁 さとう はなと 嬬恋東部小 2’02”09 4 黄 木村 悠人 きむら はると 東吾妻スケートクラブ 2’08”37 2
茶 半田 翔平 はんだ しょうへい 前橋スピードスケート 2’06”90 6 茶 長井 慎太 ながい しんた 嬬恋東部小 2’13”53 5

白赤 山﨑 佑鷹 やまざき ゆたか 応桑 2’02”39 5 白赤 小林 毘葵 こばやし ひなた 前橋スピードスケート 2’26”88 7
小学生低学年の部

7組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 8組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 田村 岳大 たむら たけひろ 北軽井沢 2’17”89 5 白 羽生田 慎 はにゅうだ しん 西部小学校 2’00”81 1
赤 樹下 千陽 きのした ちあき 東吾妻スケートクラブ 2’16”08 2 赤
黒 金井 駿斗 かない はやと 北軽井沢 2’17”43 4 黒 松本 陽之心 まつもと はるのしん 西部小学校 2’01”25 2
緑 黒岩 慎太郎 くろいわ しんたろう 西部小学校 2’17”17 3 緑 中澤 奏仁 なかざわ かなと 伊勢崎市スケート 2’07”62 3
青 山﨑 大翔 やまざき ひろと 嬬恋東部小 2’15”77 1 青 朝比奈 知哉 あさひな ともや 東吾妻スケートクラブ 2’09”08 4
黄 青木 駿斗 あおき はやと 北軽井沢 2’23”65 6 黄 大澤 尚晃 おおさわ ひさあき 前橋スピードスケート 2’30”47 5
茶 佐藤 虎太郎 さとう こたろう 北軽井沢 2’50”04 7 茶

白赤 小林 耕太郎 こばやし こうたろう 渋川SIKSCスケート キケン 白赤

9組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 宮﨑 凪介 みやざき なぎすけ 西部小学校 2’30”23 2 白
赤 𣘺爪 光琉 はしづめ ひかる 応桑 2’53”44 4 赤
黒 山﨑 太獅 やまざき たいし 応桑 2’42”78 3 黒
緑 下前 心人 しもまえ しんじ 東吾妻スケートクラブ キケン 緑
青 土屋 凛太郎 つちや りんたろう 西部小学校 2’28”92 1 青
黄 黄
茶 茶

白赤 白赤

第39回スポーツ少年団SS交流大会　男子1000m



2019/1/13

（男子）中学生の部　1000m順位表 （男子）小学生高学年の部　1000m順位表

順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 選手名 ふりがな 所属 タイム
1 横沢 太希 よこさわ たいき 嬬恋中学校 1’22”90 1 山口 撞親 やまぐち ひろちか 東吾妻スケートクラブ 1’28”65
2 青木 龍之介 あおき りゅうのすけ 桐生スケート 1’24”75 2 丸山 左右吾 まるやま そうご 高崎スケートクラブ 1’28”74
3 小針 悠聖 こばり ゆうと 渋川スケート 1’27”67 3 高橋 亮汰 たかはし りょうた 東吾妻スケートクラブ 1’30”04
4 干川 夏輝 ほしかわ なつき 嬬恋中学校 1’31”60 4 今井 朝陽 いまい あさひ 北軽井沢 1’32”12
5 今泉 蒼生 いまいずみ そう 渋川SIKSCスケート 1’34”07 5 山﨑 凌駕 やまざき りょうが 渋川スケート 1’34”67
6 星 伯空 ほし はくあ 伊勢崎市スケート 1’46”03 6 本多 悠樹 ほんだ はるき 嬬恋東部小 1’40”54
7 猿田 悠斗 さるた ゆうと 前橋スピードスケート キケン 7 永尾 謙介 ながお けんすけ 嬬恋東部小 1’40”61
8 小野里 佳悟 おのざと けいご 渋川SIKSCスケート キケン 8 今泉 景斗 いまいずみ けいと 渋川SIKSCスケート 1’42”64

9 山﨑 大和 やまざき やまと 嬬恋東部小 1’42”92
10 野口 拓豊 のぐち たくと 嬬恋東部小 1’43”11

（男子）小学生低学年の部　1000m順位表 11 小林 玖竜 こばやし くりゅう 西部小学校 1’43”14
順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 12 羽生田 稜 はにゅうだ りょう 西部小学校 1’44”48

1 羽生田 慎 はにゅうだ しん 西部小学校 2’00”81 13 黒岩 秀宇 くろいわ ほたか 西部小学校 1’46”08
2 松本 陽之心 まつもと はるのしん 西部小学校 2’01”25 14 山﨑 亜晄 やまざき あこう 西部小学校 1’46”49
3 中澤 奏仁 なかざわ かなと 伊勢崎市スケート 2’07”62 15 大澤 宗詩 おおさわ そうし 前橋スピードスケート 1’47”67
4 朝比奈 知哉 あさひな ともや 東吾妻スケートクラブ 2’09”08 16 今井 陽向 いまい ひなた 北軽井沢 1’51”46
5 土屋 凛太郎 つちや りんたろう 西部小学校 2’28”92 17 高橋 一護 たかはし いちご 渋川SIKSCスケート 1’52”86
6 宮﨑 凪介 みやざき なぎすけ 西部小学校 2’30”23 18 関口 真菜斗 せきぐち まなと 北軽井沢 1’52”97
7 大澤 尚晃 おおさわ ひさあき 前橋スピードスケート 2’30”47 19 新井 悠斗 あらい ゆうと 渋川スケート 1’53”08
8 山﨑 太獅 やまざき たいし 応桑 2’42”78 20 坂本 孝太郎 さかもと こうたろう 北軽井沢 1’53”32
9 𣘺爪 光琉 はしづめ ひかる 応桑 2’53”44 21 小此木 悠貴 おこのぎ はるき 桐生スケート 1’56”43
10 下前 心人 しもまえ しんじ 東吾妻スケートクラブ キケン 22 青柳 陽太 あおやぎ ひなた 前橋スピードスケート 1’56”91

23 佐藤 嘉柊 さとう かしゅう 高崎スケートクラブ 1’57”39
24 佐藤 花仁 さとう はなと 嬬恋東部小 2’02”09
25 山﨑 佑鷹 やまざき ゆたか 応桑 2’02”39
26 半田 翔平 はんだ しょうへい 前橋スピードスケート 2’06”90
27 干川 結輝 ほしかわ ゆいき 西部小学校 2’07”84
28 木村 悠人 きむら はると 東吾妻スケートクラブ 2’08”37
29 土屋 晴信 つちや はるのぶ 嬬恋東部小 2’11”77
30 一場 大輝 いちば ひろき 東吾妻スケートクラブ 2’13”03
31 田中 大翔 たなか ひろと 渋川スケート 2’13”04
32 長井 慎太 ながい しんた 嬬恋東部小 2’13”53
33 清水 大地 しみず だいち 高崎スケートクラブ 2’13”88
34 山﨑 大翔 やまざき ひろと 嬬恋東部小 2’15”77
35 樹下 千陽 きのした ちあき 東吾妻スケートクラブ 2’16”08
36 黒岩 慎太郎 くろいわ しんたろう 西部小学校 2’17”17
37 金井 駿斗 かない はやと 北軽井沢 2’17”43
38 田村 岳大 たむら たけひろ 北軽井沢 2’17”89
39 青木 駿斗 あおき はやと 北軽井沢 2’23”65
40 小林 毘葵 こばやし ひなた 前橋スピードスケート 2’26”88
41 橋爪 琉人 はしづめ りゅうと 東吾妻スケートクラブ 2’33”74
42 佐藤 虎太郎 さとう こたろう 北軽井沢 2’50”04
43 下前 智慈 しもまえ さとし 東吾妻スケートクラブ キケン
44 中澤 祐太 なかざわ ゆうた 伊勢崎市スケート キケン
45 青柳 秀汰 あおやぎ しゅうた 前橋スピードスケート キケン
46 飯島 龍彦 いいじま たつひこ 北軽井沢 キケン
47 小林 耕太郎 こばやし こうたろう 渋川SIKSCスケート キケン



2019/1/13

中学生の部

1組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 2組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 𣘺爪 大智 はしづめ だいち 長野原西中学校 2’11”31 4 白 干川 夏輝 ほしかわ なつき 嬬恋中学校 2’21”84 2
赤 市場 椋也 いちば りょうや 嬬恋中学校 2’31”78 7 赤 今泉 蒼生 いまいずみ そう 渋川SIKSCスケート 2’21”84 3
黒 篠原 蓮人 しのはら れんと 嬬恋中学校 2’11”58 5 黒 為谷 昇吾 ためがい しょうご 渋川スケート 2’32”05 5
緑 宮原 啓 みやはら けい 前橋スピードスケート 2’17”37 6 緑 田野 晴風 たの はるか 伊勢崎市スケート 2’22”44 4
青 矢嶋 大梧 やじま だいご 東吾妻スケートクラブ 2’11”05 3 青 宮﨑 はぐみ みやざき はぐみ 嬬恋中学校 2’21”65 1
黄 干川 武流 ほしかわ たける 嬬恋中学校 2’10”11 1 黄 滝澤 さくら たきざわ さくら 嬬恋中学校 キケン
茶 新井 宏聖 あらい こうせい 伊勢崎市スケート 2’11”05 2 茶 一場 柚 いちば ゆず 嬬恋中学校 2’32”96 6

白赤 白赤

（女子）中学生の部　1500m順位表 （男子）中学生の部　1500m順位表

順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 選手名 ふりがな 所属 タイム
1 宮﨑 はぐみ みやざき はぐみ 嬬恋中学校 2’21”65 1 干川 武流 ほしかわ たける 嬬恋中学校 2’10”11
2 田野 晴風 たの はるか 伊勢崎市スケート 2’22”44 2 矢嶋 大梧 やじま だいご 東吾妻スケートクラブ 2’11”05
3 一場 柚 いちば ゆず 嬬恋中学校 2’32”96 3 新井 宏聖 あらい こうせい 伊勢崎市スケート 2’11”05
4 滝澤 さくら たきざわ さくら 嬬恋中学校 キケン 4 𣘺爪 大智 はしづめ だいち 長野原西中学校 2’11”31

5 篠原 蓮人 しのはら れんと 嬬恋中学校 2’11”58
6 宮原 啓 みやはら けい 前橋スピードスケート 2’17”37
7 干川 夏輝 ほしかわ なつき 嬬恋中学校 2’21”84
8 今泉 蒼生 いまいずみ そう 渋川SIKSCスケート 2’21”84
9 市場 椋也 いちば りょうや 嬬恋中学校 2’31”78
10 為谷 昇吾 ためがい しょうご 渋川スケート 2’32”05

中学生の部
1組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 2組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 𣘺爪 大智 はしづめ だいち 長野原西中学校 4’22”86 2 白 市場 椋也 いちば りょうや 嬬恋中学校 4’39”29 1
赤 黒岩 心 くろいわ しん 嬬恋中学校 4’23”87 3 赤 新井 宏聖 あらい こうせい 伊勢崎市スケート 4’42”91 2
黒 黒岩 修成 くろいわ もとなり 嬬恋中学校 4’22”73 1 黒 佐々木 大和 ささき やまと 長野原西中学校 4’44”67 3
緑 篠原 蓮人 しのはら れんと 嬬恋中学校 4’34”05 6 緑 小林 創太 こばやし そうた 渋川SIKSCスケート 4’46”94 6
青 小嶋 翼 こじま つばさ 嬬恋中学校 4’25”42 4 青 櫻井 楓雅 さくらい ふうが 長野原西中学校 4’46”94 5
黄 矢嶋 大梧 やじま だいご 東吾妻スケートクラブ 4’25”47 5 黄 為谷 昇吾 ためがい しょうご 渋川スケート 5’09”56 8
茶 干川 武流 ほしかわ たける 嬬恋中学校 4’42”54 7 茶 田野 晴風 たの はるか 伊勢崎市スケート 4’46”28 4

白赤 宮原 啓 みやはら けい 前橋スピードスケート 5’07”92 8 白赤 宮﨑 はぐみ みやざき はぐみ 嬬恋中学校 4’47”47 7

（女子）中学生の部　3000m順位表 （男子）ジュニア中学生の部　3000m順位表

順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 選手名 ふりがな 所属 タイム
1 田野 晴風 たの はるか 伊勢崎市スケート 4’46”28 1 黒岩 修成 くろいわ もとなり 嬬恋中学校 4’22”73
2 宮﨑 はぐみ みやざき はぐみ 嬬恋中学校 4’47”47 2 𣘺爪 大智 はしづめ だいち 長野原西中学校 4’22”86

3 黒岩 心 くろいわ しん 嬬恋中学校 4’23”87
4 小嶋 翼 こじま つばさ 嬬恋中学校 4’25”42
5 矢嶋 大梧 やじま だいご 東吾妻スケートクラブ 4’25”47
6 篠原 蓮人 しのはら れんと 嬬恋中学校 4’34”05
7 市場 椋也 いちば りょうや 嬬恋中学校 4’39”29
8 干川 武流 ほしかわ たける 嬬恋中学校 4’42”54
9 新井 宏聖 あらい こうせい 伊勢崎市スケート 4’42”91
10 佐々木 大和 ささき やまと 長野原西中学校 4’44”67
11 小林 創太 こばやし そうた 渋川SIKSCスケート 4’46”94
12 櫻井 楓雅 さくらい ふうが 長野原西中学校 4’46”94
13 宮原 啓 みやはら けい 前橋スピードスケート 5’07”92
14 為谷 昇吾 ためがい しょうご 渋川スケート 5’09”56

中学生の部 （男子）中学生の部　5000m順位表

1組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位 順位 選手名 ふりがな 所属 タイム
白 佐々木 大和 ささき やまと 長野原西中学校 8’22”17 4 1 黒岩 修成 くろいわ もとなり 嬬恋中学校 7’49”43
赤 櫻井 楓雅 さくらい ふうが 長野原西中学校 9’43”43 6 2 黒岩 心 くろいわ しん 嬬恋中学校 7’50”25
黒 小林 創太 こばやし そうた 渋川SIKSCスケート 8’50”14 5 3 小嶋 翼 こじま つばさ 嬬恋中学校 7’51”00
緑 黒岩 心 くろいわ しん 嬬恋中学校 7’50”25 2 4 佐々木 大和 ささき やまと 長野原西中学校 8’22”17
青 黒岩 修成 くろいわ もとなり 嬬恋中学校 7’49”43 1 5 小林 創太 こばやし そうた 渋川SIKSCスケート 8’50”14
黄 小嶋 翼 こじま つばさ 嬬恋中学校 7’51”00 3 6 櫻井 楓雅 さくらい ふうが 長野原西中学校 9’43”43
茶

白赤

第39回スポーツ少年団SS交流大会　男子5000m

第39回スポーツ少年団SS交流大会　男女1500m

第39回スポーツ少年団SS交流大会　男女3000m


