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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 2組 選手名 ふりがな 所属 タイム 順位

白 入澤 咲妃 いりさわ さき 渋川スケート ’25”90 4 白 倉林 千夏 くらばやし ちなつ 太田スケート ’16”63 1
赤 新井 詩乃 あらい しの 渋川スケート ’18”84 2 赤 上野 夏美 うえの なつみ 太田スケート ’19”53 3
黒 寺島 満 てらしま みちる 渋川スケート ’27”56 5 黒 熊谷 光織 くまがい ひかり 太田スケート ’17”16 2
緑 目崎 花音 めざき かのん 渋川SIKSCスケート ’18”23 1 緑 高田 莉子 たかだ りこ 太田スケート ’21”27 4
青 瀬尾 美宇 せお みう 渋川SIKSCスケート ’19”12 3 青 武藤 志穂 むとう しほ 太田スケート ’25”93 5
黄 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 山口 楠生 やまぐち なつき 桐生スケート ’45”50 1 白 青木 留衣 あおき るい 桐生スケート ’49”20 3
赤 関口 綾華 せきぐち あやか 嬬恋中学校 ’46”08 4 赤 𣘺爪 美来 はしづめ みく 応桑 ’50”10 6
黒 本間 美帆 ほんま みほ 嬬恋中学校 ’45”74 2 黒 𣘺爪 春花 はしづめ はるか 応桑 ’49”00 1
緑 山﨑 心乃 やまざき ここの 嬬恋中学校 ’45”99 3 緑 永尾 明日香 ながお あすか 嬬恋東部小 ’49”42 4
青 青 山口 柚奈 やまぐち ゆうな 桐生スケート ’49”19 2
黄 黄 黒岩 なつ子 くろいわ なつこ 西部小学校 ’50”06 5
茶 茶 星 夢七 ほし ゆめな 伊勢崎市スケート ’52”72 7

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 干川 葵 ほしかわ あおい 西部小学校 ’55”30 2 白 小針 侑純 こばり ゆずみ 渋川スケート ’57”59 1
赤 福島 杏 ふくしま あんず 渋川スケート キケン 赤 矢嶋 友葉 やじま ともは 東吾妻スケートクラブ 1’00”24 2
黒 秋南 瀬乃 あきみなみ せの 嬬恋東部小 ’55”27 1 黒 綿貫 映那 わたぬき えな 渋川スケート 1’08”76 8
緑 成瀬 ルナ なるせ るな 東吾妻スケートクラブ ’55”32 3 緑 白石 ほのか しらいし ほのか 渋川スケート 1’04”60 6
青 宮﨑 つむぎ みやざき つむぎ 西部小学校 ’55”71 5 青 土屋 桃凛 つちや ももり 西部小学校 1’06”85 7
黄 寺島 詩恵 てらしま うたえ 渋川スケート 1’00”30 7 黄 黒岩 舞桜 くろいわ まお 西部小学校 1’02”04 3
茶 小柏 凜々亜 こがしわ りりあ 渋川SIKSCスケート ’58”50 6 茶 神戸 美香 かんべ みか 北軽井沢 1’04”12 4

白赤 秋南 緒音 あきみなみ おと 嬬恋東部小 ’55”48 4 白赤 前田 彩乃 まえだ あやの 渋川スケート 1’04”27 5
小学生低学年の部

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 須原 真帆 すはら まほ 北軽井沢 1’19”38 4 白 𣘺爪 明里 はしづめ あかり 応桑 1’14”07 6
赤 入澤 玲名 いりさわ れいな 渋川スケート 1’19”74 5 赤 松宗 咲良 まつむね さくら 西部小学校 1’08”02 1
黒 黒岩 花 くろいわ はな 西部小学校 1’09”53 2 黒 倉林 千夏 くらばやし ちなつ 太田スケート 1’15”40 7
緑 関口 愛 せきぐち あい 桐生スケート 1’06”17 1 緑 田村 歩夢 たむら あゆむ 北軽井沢 1’10”54 3
青 中尾心凪 なかお ここな 北軽井沢 1’12”46 3 青 白石 ゆずか しらいし ゆずか 渋川スケート 1’10”87 5
黄 目崎 花音 めざき かのん 渋川SIKSCスケート 1’21”57 6 黄 坂本 和花奈 さかもと わかな 北軽井沢 1’10”55 4
茶 高田 莉子 たかだ りこ 太田スケート 1’28”32 7 茶 清水 若葉 しみず わかば 北軽井沢 1’09”93 2

白赤 武藤 志穂 むとう しほ 太田スケート 2’34”94 8 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 石田 りさ いしだ りさ 北軽井沢 1’20”30 3 白 羽生田 楓 はにゅうだ かえで 西部小学校 1’26”66 4
赤 天田 有紀 あまだ ゆうき 桐生スケート 1’11”27 1 赤 黒岩 星花 くろいわ せいか 西部小学校 1’12”25 1
黒 熊谷 光織 くまがい ひかり 太田スケート 1’22”70 4 黒 倉田 美羽 くらた みう 西部小学校 1’20”40 2
緑 秋南 舞永 あきみなみ まえ 嬬恋東部小 1’19”28 2 緑 黒岩 舞弥 くろいわ まや 西部小学校 1’24”35 3
青 上野 夏美 うえの なつみ 太田スケート 1’25”93 5 青 飯島栞奈 いいじま かんな 北軽井沢 キケン
黄 清水 美月 しみず みつき 北軽井沢 キケン 黄 瀬尾 美宇 せお みう 渋川SIKSCスケート 1’30”14 5
茶 茶

白赤 白赤

第39回スポーツ少年団SS交流大会　女子500m

第39回スポーツ少年団SS交流大会　女子100m

1 / 3 



2019/1/13

（女子）中学生の部　500m順位表 （女子）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 山口 楠生 やまぐち なつき 桐生スケート ’45”50 1 𣘺爪 春花 はしづめ はるか 応桑 ’49”00
2 本間 美帆 ほんま みほ 嬬恋中学校 ’45”74 2 山口 柚奈 やまぐち ゆうな 桐生スケート ’49”19
3 山﨑 心乃 やまざき ここの 嬬恋中学校 ’45”99 3 青木 留衣 あおき るい 桐生スケート ’49”20
4 関口 綾華 せきぐち あやか 嬬恋中学校 ’46”08 4 永尾 明日香 ながお あすか 嬬恋東部小 ’49”42
5 5 黒岩 なつ子 くろいわ なつこ 西部小学校 ’50”06
6 6 𣘺爪 美来 はしづめ みく 応桑 ’50”10

7 星 夢七 ほし ゆめな 伊勢崎市スケート ’52”72
（女子）小学生低学年の部　500m順位表 8 秋南 瀬乃 あきみなみ せの 嬬恋東部小 ’55”27
順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 9 干川 葵 ほしかわ あおい 西部小学校 ’55”30

1 松宗 咲良 まつむね さくら 西部小学校 1’08”02 10 成瀬 ルナ なるせ るな 東吾妻スケートクラブ ’55”32
2 清水 若葉 しみず わかば 北軽井沢 1’09”93 11 秋南 緒音 あきみなみ おと 嬬恋東部小 ’55”48
3 田村 歩夢 たむら あゆむ 北軽井沢 1’10”54 12 宮﨑 つむぎ みやざき つむぎ 西部小学校 ’55”71
4 坂本 和花奈 さかもと わかな 北軽井沢 1’10”55 13 小針 侑純 こばり ゆずみ 渋川スケート ’57”59
5 白石 ゆずか しらいし ゆずか 渋川スケート 1’10”87 14 小柏 凜々亜 こがしわ りりあ 渋川SIKSCスケート ’58”50
6 天田 有紀 あまだ ゆうき 桐生スケート 1’11”27 15 矢嶋 友葉 やじま ともは 東吾妻スケートクラブ 1’00”24
7 黒岩 星花 くろいわ せいか 西部小学校 1’12”25 16 寺島 詩恵 てらしま うたえ 渋川スケート 1’00”30
8 𣘺爪 明里 はしづめ あかり 応桑 1’14”07 17 黒岩 舞桜 くろいわ まお 西部小学校 1’02”04
9 倉林 千夏 くらばやし ちなつ 太田スケート 1’15”40 18 神戸 美香 かんべ みか 北軽井沢 1’04”12
10 秋南 舞永 あきみなみ まえ 嬬恋東部小 1’19”28 19 前田 彩乃 まえだ あやの 渋川スケート 1’04”27
11 石田 りさ いしだ りさ 北軽井沢 1’20”30 20 白石 ほのか しらいし ほのか 渋川スケート 1’04”60
12 倉田 美羽 くらた みう 西部小学校 1’20”40 21 関口 愛 せきぐち あい 桐生スケート 1’06”17
13 熊谷 光織 くまがい ひかり 太田スケート 1’22”70 22 土屋 桃凛 つちや ももり 西部小学校 1’06”85
14 黒岩 舞弥 くろいわ まや 西部小学校 1’24”35 23 綿貫 映那 わたぬき えな 渋川スケート 1’08”76
15 上野 夏美 うえの なつみ 太田スケート 1’25”93 24 黒岩 花 くろいわ はな 西部小学校 1’09”53
16 羽生田 楓 はにゅうだ かえで 西部小学校 1’26”66 25 中尾心凪 なかお ここな 北軽井沢 1’12”46
17 瀬尾 美宇 せお みう 渋川SIKSCスケート 1’30”14 26 須原 真帆 すはら まほ 北軽井沢 1’19”38
18 清水 美月 しみず みつき 北軽井沢 キケン 27 入澤 玲名 いりさわ れいな 渋川スケート 1’19”74
19 飯島栞奈 いいじま かんな 北軽井沢 キケン 28 目崎 花音 めざき かのん 渋川SIKSCスケート 1’21”57

29 高田 莉子 たかだ りこ 太田スケート 1’28”32
30 武藤 志穂 むとう しほ 太田スケート 2’34”94

（女子）友好レース　小学生低学年100m　順位表 31 福島 杏 ふくしま あんず 渋川スケート キケン
順位 選手名 ふりがな 所属 タイム

1 倉林 千夏 くらばやし ちなつ 太田スケート ’16”63
2 熊谷 光織 くまがい ひかり 太田スケート ’17”16
3 目崎 花音 めざき かのん 渋川SIKSCスケート ’18”23
4 新井 詩乃 あらい しの 渋川スケート ’18”84
5 瀬尾 美宇 せお みう 渋川SIKSCスケート ’19”12
6 上野 夏美 うえの なつみ 太田スケート ’19”53
7 高田 莉子 たかだ りこ 太田スケート ’21”27
8 入澤 咲妃 いりさわ さき 渋川スケート ’25”90
9 武藤 志穂 むとう しほ 太田スケート ’25”93
10 寺島 満 てらしま みちる 渋川スケート ’27”56
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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 山口 楠生 やまぐち なつき 桐生スケート 1’36”12 2 白 青木 留衣 あおき るい 桐生スケート 1’38”72 2
赤 関口 綾華 せきぐち あやか 嬬恋中学校 1’37”45 5 赤 𣘺爪 春花 はしづめ はるか 応桑 1’40”80 3
黒 本間 美帆 ほんま みほ 嬬恋中学校 1’37”13 3 黒 山口 柚奈 やまぐち ゆうな 桐生スケート 1’38”65 1
緑 滝澤 さくら たきざわ さくら 嬬恋中学校 キケン 緑 永尾 明日香 ながお あすか 嬬恋東部小 1’41”96 4
青 一場 柚 いちば ゆず 嬬恋中学校 1’35”95 1 青 黒岩 なつ子 くろいわ なつこ 西部小学校 1’44”46 6
黄 山﨑 心乃 やまざき ここの 嬬恋中学校 1’37”32 4 黄 𣘺爪 美来 はしづめ みく 応桑 1’43”30 5
茶 茶 星 夢七 ほし ゆめな 伊勢崎市スケート 1’56”20 7

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 干川 葵 ほしかわ あおい 西部小学校 1’55”92 4 白 福島 杏 ふくしま あんず 渋川スケート キケン
赤 秋南 緒音 あきみなみ おと 嬬恋東部小 1’55”91 3 赤 宮﨑 つむぎ みやざき つむぎ 西部小学校 1’58”77 1
黒 秋南 瀬乃 あきみなみ せの 嬬恋東部小 1’55”75 2 黒 矢嶋 友葉 やじま ともは 東吾妻スケートクラブ 2’09”64 2
緑 成瀬 ルナ なるせ るな 東吾妻スケートクラブ 1’56”42 5 緑 綿貫 映那 わたぬき えな 渋川スケート 2’22”29 5
青 小針 侑純 こばり ゆずみ 渋川スケート 1’55”73 1 青 神戸 美香 かんべ みか 北軽井沢 2’21”45 4
黄 小柏 凜々亜 こがしわ りりあ 渋川SIKSCスケート 1’57”72 6 黄 土屋 桃凛 つちや ももり 西部小学校 2’20”20 3
茶 寺島 詩恵 てらしま うたえ 渋川スケート 2’05”83 7 茶 白石 ほのか しらいし ほのか 渋川スケート 2’24”43 6

白赤 白赤

小学生低学年の部
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 黒岩 舞桜 くろいわ まお 西部小学校 2’20”75 1 白 松宗 咲良 まつむね さくら 西部小学校 2’20”70 1
赤 前田 彩乃 まえだ あやの 渋川スケート 2’26”52 3 赤 𣘺爪 明里 はしづめ あかり 応桑 2’36”17 6
黒 須原 真帆 すはら まほ 北軽井沢 2’45”27 6 黒 天田 有紀 あまだ ゆうき 桐生スケート 2’22”05 2
緑 入澤 玲名 いりさわ れいな 渋川スケート 2’45”82 7 緑 田村 歩夢 たむら あゆむ 北軽井沢 2’29”63 4
青 黒岩 花 くろいわ はな 西部小学校 2’28”81 4 青 白石 ゆずか しらいし ゆずか 渋川スケート 2’30”17 5
黄 関口 愛 せきぐち あい 桐生スケート 2’23”74 2 黄 清水 若葉 しみず わかば 北軽井沢 2’22”34 3
茶 中尾心凪 なかお ここな 北軽井沢 2’33”01 5 茶

白赤 白赤

7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 坂本 和花奈 さかもと わかな 北軽井沢 2’29”05 1 白
赤 石田 りさ いしだ りさ 北軽井沢 2’57”85 4 赤
黒 清水 美月 しみず みつき 北軽井沢 キケン 黒
緑 黒岩 星花 くろいわ せいか 西部小学校 2’29”74 2 緑
青 飯島栞奈 いいじま かんな 北軽井沢 キケン 青
黄 秋南 舞永 あきみなみ まえ 嬬恋東部小 2’52”70 3 黄
茶 茶

白赤 白赤

（女子）中学生の部　1000m順位表 （女子）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 一場 柚 いちば ゆず 嬬恋中学校 1’35”95 1 山口 柚奈 やまぐち ゆうな 桐生スケート 1’38”65
2 山口 楠生 やまぐち なつき 桐生スケート 1’36”12 2 青木 留衣 あおき るい 桐生スケート 1’38”72
3 本間 美帆 ほんま みほ 嬬恋中学校 1’37”13 3 𣘺爪 春花 はしづめ はるか 応桑 1’40”80
4 山﨑 心乃 やまざき ここの 嬬恋中学校 1’37”32 4 永尾 明日香 ながお あすか 嬬恋東部小 1’41”96
5 関口 綾華 せきぐち あやか 嬬恋中学校 1’37”45 5 𣘺爪 美来 はしづめ みく 応桑 1’43”30
6 滝澤 さくら たきざわ さくら 嬬恋中学校 キケン 6 黒岩 なつ子 くろいわ なつこ 西部小学校 1’44”46

7 小針 侑純 こばり ゆずみ 渋川スケート 1’55”73
8 秋南 瀬乃 あきみなみ せの 嬬恋東部小 1’55”75
9 秋南 緒音 あきみなみ おと 嬬恋東部小 1’55”91
10 干川 葵 ほしかわ あおい 西部小学校 1’55”92
11 星 夢七 ほし ゆめな 伊勢崎市スケート 1’56”20

（女子）小学生低学年の部　1000m順位表 12 成瀬 ルナ なるせ るな 東吾妻スケートクラブ 1’56”42
順位 選手名 ふりがな 所属 タイム 13 小柏 凜々亜 こがしわ りりあ 渋川SIKSCスケート 1’57”72

1 松宗 咲良 まつむね さくら 西部小学校 2’20”70 14 宮﨑 つむぎ みやざき つむぎ 西部小学校 1’58”77
2 天田 有紀 あまだ ゆうき 桐生スケート 2’22”05 15 寺島 詩恵 てらしま うたえ 渋川スケート 2’05”83
3 清水 若葉 しみず わかば 北軽井沢 2’22”34 16 矢嶋 友葉 やじま ともは 東吾妻スケートクラブ 2’09”64
4 坂本 和花奈 さかもと わかな 北軽井沢 2’29”05 17 土屋 桃凛 つちや ももり 西部小学校 2’20”20
5 田村 歩夢 たむら あゆむ 北軽井沢 2’29”63 18 黒岩 舞桜 くろいわ まお 西部小学校 2’20”75
6 黒岩 星花 くろいわ せいか 西部小学校 2’29”74 19 神戸 美香 かんべ みか 北軽井沢 2’21”45
7 白石 ゆずか しらいし ゆずか 渋川スケート 2’30”17 20 綿貫 映那 わたぬき えな 渋川スケート 2’22”29
8 𣘺爪 明里 はしづめ あかり 応桑 2’36”17 21 関口 愛 せきぐち あい 桐生スケート 2’23”74
9 秋南 舞永 あきみなみ まえ 嬬恋東部小 2’52”70 22 白石 ほのか しらいし ほのか 渋川スケート 2’24”43
10 石田 りさ いしだ りさ 北軽井沢 2’57”85 23 前田 彩乃 まえだ あやの 渋川スケート 2’26”52
11 清水 美月 しみず みつき 北軽井沢 キケン 24 黒岩 花 くろいわ はな 西部小学校 2’28”81
12 飯島栞奈 いいじま かんな 北軽井沢 キケン 25 中尾心凪 なかお ここな 北軽井沢 2’33”01

26 須原 真帆 すはら まほ 北軽井沢 2’45”27
27 入澤 玲名 いりさわ れいな 渋川スケート 2’45”82
28 福島 杏 ふくしま あんず 渋川スケート キケン

第39回スポーツ少年団SS交流大会　女子1000m

　　※第39回スポーツ少年団SS交流大会　女子1500m・3000mは男子と混合組で実施します
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