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低学年の部
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 羽生田 慎 嬬恋西部小 小学生（３年） ’54”97 1 白 山﨑 太獅 長野原応桑小 小学生（２年） 1’11”32 1
赤 松本 陽之心 嬬恋西部小 小学生（３年） ’58”49 2 赤 𣘺爪 光琉 長野原応桑小 小学生（２年） キケン
黒 中澤 奏仁 伊勢崎宮郷小 小学生（３年） 1’00”01 3 黒 新井 大和 渋川古巻小 小学生（３年） 1’13”20 2
緑 朝比奈 知哉 東吾妻原町小 小学生（３年） 1’00”11 4 緑 黒岩 惺太郎 嬬恋西部小 小学生（１年） 1’16”75 3
青 大澤 尚晃 前橋天川小 小学生（３年） 1’04”98 5 青 下前 心人 東吾妻原町小 小学生（１年） 1’28”59 6
黄 宮﨑 凪介 嬬恋西部小 小学生（２年） 1’05”62 6 黄 小野里 治哉 SIKSCスケート 小学生（２年） 1’19”36 4
茶 土屋 凛太郎 嬬恋西部小 小学生（２年） 1’08”73 7 茶 大澤 昇記 前橋天川小 小学生（１年） 1’27”88 5

白赤 白赤

４年生の部

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 山﨑 亜晄 嬬恋西部小 小学生（４年） ’51”86 2 白 干川 結輝 嬬恋西部小 小学生（４年） ’59”60 1
赤 今井 陽向 長野原北軽小 小学生（４年） ’51”74 1 赤 長井 慎太 嬬恋東部小 小学生（４年） 1’01”60 3
黒 関口 真菜斗 長野原北軽小 小学生（４年） ’55”33 3 黒 樹下 千陽 東吾妻原町小 小学生（４年） 1’03”44 6
緑 佐藤 嘉柊 GKA 小学生（４年） ’56”24 6 緑 山﨑 大翔 嬬恋東部小 小学生（４年） 1’01”98 4
青 一場 大輝 東吾妻坂上小 小学生（４年） ’55”51 4 青 黒岩 慎太郎 嬬恋西部小 小学生（４年） 1’02”98 5
黄 山﨑 佑鷹 長野原応桑小 小学生（４年） ’55”71 5 黄 小林 毘葵 群大附属小 小学生（４年） 1’00”92 2
茶 茶 佐藤 虎太郎 北軽井沢小 小学生（４年） 1’06”69 7

白赤 白赤

５年生の部

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 永尾 謙介 嬬恋東部小 小学生（５年） ’50”07 3 白 飯島 龍彦 長野原北軽小 小学生（５年） ’58”84 1
赤 今泉 景斗 渋川西小学校 小学生（５年） ’49”99 2 赤 半田 翔平 榛東北小 小学生（５年） ’59”25 2
黒 小林 玖竜 嬬恋西部小 小学生（５年） ’49”99 1 黒 橋爪 琉人 東吾妻東小 小学生（５年） 1’00”42 4
緑 羽生田 稜 嬬恋西部小 小学生（５年） ’51”52 4 緑 清水 大地 甘楽福島小 小学生（５年） 1’01”89 5
青 坂本 孝太郎 長野原北軽小 小学生（５年） ’53”77 5 青 田村 岳大 長野原北軽小 小学生（５年） 1’05”60 7
黄 小此木 悠貴 桐生西小 小学生（５年） ’53”79 6 黄 金井 駿斗 長野原北軽小 小学生（５年） 1’00”02 3
茶 新井 悠斗 渋川古巻小 小学生（５年） ’53”80 7 茶 青木 駿斗 北軽井沢小 小学生（５年） 1’13”71 8

白赤 白赤 角田 優生 東吾妻町東小 小学生（５年） 1’05”11 6

６年生の部

7組 選手名 所属 学年 タイム 順位 8組 選手名 所属 学年 タイム 順位

白 山口 撞親 東吾妻原町小 小学生（６年） ’45”17 1 白 本多 悠樹 嬬恋東部小 小学生（６年） ’49”58 2
赤 高橋 亮汰 東吾妻坂上小 小学生（６年） ’45”57 3 赤 山﨑 大和 嬬恋東部小 小学生（６年） ’49”50 1
黒 丸山 左右吾 高崎城南小 小学生（６年） ’45”21 2 黒 黒岩 秀宇 嬬恋西部小 小学生（６年） ’50”62 4
緑 山﨑 凌駕 渋川豊秋小 小学生（６年） ’46”23 5 緑 野口 拓豊 嬬恋東部小 小学生（６年） ’50”62 3
青 今井 朝陽 長野原北軽小 小学生（６年） キケン 青 青柳 陽太 前橋岩神小 小学生（６年） 1’07”26 6
黄 下前 智慈 東吾妻原町小 小学生（６年） ’46”11 4 黄 大澤 宗詩 前橋天川小 小学生（６年） 1’22”45 7
茶 茶 中澤 祐太 伊勢崎宮郷小 小学生（６年） ’52”15 5

白赤 白赤

9組 選手名 所属 学年 タイム 順位 組 選手名 所属 学年 タイム 順位

白 青柳 秀汰 前橋桃瀬小 小学生（６年） ’55”36 2 白
赤 高橋 一護 橘北小学校 小学生（６年） ’55”01 1 赤
黒 木村 悠人 東吾妻坂上小 小学生（６年） ’56”01 3 黒
緑 佐藤 花仁 嬬恋東部小 小学生（６年） ’56”41 4 緑

青 土屋 晴信 嬬恋東部小 小学生（６年） ’57”89 5 青
黄 田中 大翔 殖蓮第二小 小学生（６年） 1’00”58 6 黄
茶 後藤 滉己 中郷小 小学生（６年） 1’00”81 7 茶

白赤 白赤

第42回群馬県小学生総体　男子500m
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低学年の部　男子500m順位表 ４年生の部　男子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 羽生田 慎 嬬恋西部小 小学生（３年） ’54”97 1 今井 陽向 長野原北軽小 小学生（４年） ’51”74
2 松本 陽之心 嬬恋西部小 小学生（３年） ’58”49 2 山﨑 亜晄 嬬恋西部小 小学生（４年） ’51”86

3 中澤 奏仁 伊勢崎宮郷小 小学生（３年） 1’00”01 3 関口 真菜斗 長野原北軽小 小学生（４年） ’55”33
4 朝比奈 知哉 東吾妻原町小 小学生（３年） 1’00”11 4 一場 大輝 東吾妻坂上小 小学生（４年） ’55”51
5 大澤 尚晃 前橋天川小 小学生（３年） 1’04”98 5 山﨑 佑鷹 長野原応桑小 小学生（４年） ’55”71
6 宮﨑 凪介 嬬恋西部小 小学生（２年） 1’05”62 6 佐藤 嘉柊 GKA 小学生（４年） ’56”24
7 土屋 凛太郎 嬬恋西部小 小学生（２年） 1’08”73 7 干川 結輝 嬬恋西部小 小学生（４年） ’59”60
8 山﨑 太獅 長野原応桑小 小学生（２年） 1’11”32 8 小林 毘葵 群大附属小 小学生（４年） 1’00”92
9 新井 大和 渋川古巻小 小学生（３年） 1’13”20 9 長井 慎太 嬬恋東部小 小学生（４年） 1’01”60
10 黒岩 惺太郎 嬬恋西部小 小学生（１年） 1’16”75 10 山﨑 大翔 嬬恋東部小 小学生（４年） 1’01”98
11 小野里 治哉 SIKSCスケート 小学生（２年） 1’19”36 11 黒岩 慎太郎 嬬恋西部小 小学生（４年） 1’02”98
12 大澤 昇記 前橋天川小 小学生（１年） 1’27”88 12 樹下 千陽 東吾妻原町小 小学生（４年） 1’03”44

13 下前 心人 東吾妻原町小 小学生（１年） 1’28”59 13 佐藤 虎太郎 北軽井沢小 小学生（４年） 1’06”69
14 𣘺爪 光琉 長野原応桑小 小学生（２年） キケン

６年生の部　男子500m順位表
５年生の部　男子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 山口 撞親 東吾妻原町小 小学生（６年） ’45”17

1 今泉 景斗 渋川西小学校 小学生（５年） ’49”99 2 丸山 左右吾 高崎城南小 小学生（６年） ’45”21
2 小林 玖竜 嬬恋西部小 小学生（５年） ’49”99 3 高橋 亮汰 東吾妻坂上小 小学生（６年） ’45”57
3 永尾 謙介 嬬恋東部小 小学生（５年） ’50”07 4 下前 智慈 東吾妻原町小 小学生（６年） ’46”11
4 羽生田 稜 嬬恋西部小 小学生（５年） ’51”52 5 山﨑 凌駕 渋川豊秋小 小学生（６年） ’46”23

5 坂本 孝太郎 長野原北軽小 小学生（５年） ’53”77 6 山﨑 大和 嬬恋東部小 小学生（６年） ’49”50
6 小此木 悠貴 桐生西小 小学生（５年） ’53”79 7 本多 悠樹 嬬恋東部小 小学生（６年） ’49”58
7 新井 悠斗 渋川古巻小 小学生（５年） ’53”80 8 黒岩 秀宇 嬬恋西部小 小学生（６年） ’50”62
8 飯島 龍彦 長野原北軽小 小学生（５年） ’58”84 9 野口 拓豊 嬬恋東部小 小学生（６年） ’50”62
9 半田 翔平 榛東北小 小学生（５年） ’59”25 10 中澤 祐太 伊勢崎宮郷小 小学生（６年） ’52”15
10 金井 駿斗 長野原北軽小 小学生（５年） 1’00”02 11 高橋 一護 橘北小学校 小学生（６年） ’55”01
11 橋爪 琉人 東吾妻東小 小学生（５年） 1’00”42 12 青柳 秀汰 前橋桃瀬小 小学生（６年） ’55”36
12 清水 大地 甘楽福島小 小学生（５年） 1’01”89 13 木村 悠人 東吾妻坂上小 小学生（６年） ’56”01
13 角田 優生 東吾妻町東小 小学生（５年） 1’05”11 14 佐藤 花仁 嬬恋東部小 小学生（６年） ’56”41

14 田村 岳大 長野原北軽小 小学生（５年） 1’05”60 15 土屋 晴信 嬬恋東部小 小学生（６年） ’57”89
15 青木 駿斗 北軽井沢小 小学生（５年） 1’13”71 16 田中 大翔 殖蓮第二小 小学生（６年） 1’00”58

17 後藤 滉己 中郷小 小学生（６年） 1’00”81
18 青柳 陽太 前橋岩神小 小学生（６年） 1’07”26
19 大澤 宗詩 前橋天川小 小学生（６年） 1’22”45
20 今井 朝陽 長野原北軽小 小学生（６年） キケン
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低学年の部
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 羽生田 慎 嬬恋西部小 小学生（３年） 1’55”30 1 白 新井 大和 渋川古巻小 小学生（３年） 2’29”99 2
赤 松本 陽之心 嬬恋西部小 小学生（３年） 2’00”38 2 赤 山﨑 太獅 長野原応桑小 小学生（２年） 3’28”19 1
黒 中澤 奏仁 伊勢崎宮郷小 小学生（３年） 2’16”93 4 黒 𣘺爪 光琉 長野原応桑小 小学生（２年） キケン
緑 朝比奈 知哉 東吾妻原町小 小学生（３年） 2’10”14 3 緑 黒岩 惺太郎 嬬恋西部小 小学生（１年） 2’38”25 3
青 大澤 尚晃 前橋天川小 小学生（３年） 2’17”09 5 青 下前 心人 東吾妻原町小 小学生（１年） 2’50”30 6
黄 土屋 凛太郎 嬬恋西部小 小学生（２年） 2’23”74 6 黄 大澤 昇記 前橋天川小 小学生（１年） 2’45”30 5
茶 宮﨑 凪介 嬬恋西部小 小学生（２年） 2’26”46 7 茶 小野里 治哉 SIKSCスケート 小学生（２年） 2’39”10 4

白赤 白赤

４年生の部

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 山﨑 亜晄 嬬恋西部小 小学生（４年） 1’51”92 1 白 長井 慎太 嬬恋東部小 小学生（４年） 2’15”26 3
赤 今井 陽向 長野原北軽小 小学生（４年） 2’00”70 6 赤 山﨑 大翔 嬬恋東部小 小学生（４年） 2’15”63 4
黒 関口 真菜斗 長野原北軽小 小学生（４年） 1’53”52 2 黒 樹下 千陽 東吾妻原町小 小学生（４年） 2’14”78 2
緑 佐藤 嘉柊 GKA 小学生（４年） 1’56”80 4 緑 黒岩 慎太郎 嬬恋西部小 小学生（４年） 2’17”31 5
青 一場 大輝 東吾妻坂上小 小学生（４年） 1’54”18 3 青 小林 毘葵 群大附属小 小学生（４年） 2’13”38 1
黄 山﨑 佑鷹 長野原応桑小 小学生（４年） 1’57”46 5 黄 佐藤 虎太郎 北軽井沢小 小学生（４年） 2’30”83 6
茶 干川 結輝 嬬恋西部小 小学生（４年） 2’05”99 7 茶

白赤 白赤

５年生の部

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 永尾 謙介 嬬恋東部小 小学生（５年） 1’40”73 1 白 飯島 龍彦 長野原北軽小 小学生（５年） 2’02”04 1
赤 今泉 景斗 渋川西小学校 小学生（５年） 1’45”67 2 赤 半田 翔平 榛東北小 小学生（５年） 2’03”73 2
黒 小林 玖竜 嬬恋西部小 小学生（５年） 1’45”83 3 黒 清水 大地 甘楽福島小 小学生（５年） 2’09”27 5
緑 羽生田 稜 嬬恋西部小 小学生（５年） 1’51”20 4 緑 橋爪 琉人 東吾妻東小 小学生（５年） 2’07”01 3
青 新井 悠斗 渋川古巻小 小学生（５年） 1’56”72 6 青 金井 駿斗 長野原北軽小 小学生（５年） 2’08”89 4
黄 坂本 孝太郎 長野原北軽小 小学生（５年） 1’51”51 5 黄 田村 岳大 長野原北軽小 小学生（５年） 2’15”67 6
茶 小此木 悠貴 桐生西小 小学生（５年） 2’02”97 7 茶 青木 駿斗 北軽井沢小 小学生（５年） 2’20”02 7

白赤 白赤 角田 優生 東吾妻町東小 小学生（５年） 2’29”85 8

６年生の部

7組 選手名 所属 学年 タイム 順位 8組 選手名 所属 学年 タイム 順位

白 山口 撞親 東吾妻原町小 小学生（６年） 1’32”78 1 白 本多 悠樹 嬬恋東部小 小学生（６年） 1’39”50 2
赤 丸山 左右吾 高崎城南小 小学生（６年） 1’32”88 2 赤 山﨑 大和 嬬恋東部小 小学生（６年） 1’36”87 1
黒 高橋 亮汰 東吾妻坂上小 小学生（６年） 1’33”28 4 黒 野口 拓豊 嬬恋東部小 小学生（６年） 1’42”30 3
緑 今井 朝陽 長野原北軽小 小学生（６年） キケン 緑 黒岩 秀宇 嬬恋西部小 小学生（６年） 1’45”38 4
青 山﨑 凌駕 渋川豊秋小 小学生（６年） 1’33”03 3 青 大澤 宗詩 前橋天川小 小学生（６年） 1’48”08 6
黄 下前 智慈 東吾妻原町小 小学生（６年） 1’38”16 5 黄 高橋 一護 橘北小学校 小学生（６年） 1’52”89 7
茶 茶 中澤 祐太 伊勢崎宮郷小 小学生（６年） 1’45”72 5

白赤 白赤

9組 選手名 所属 学年 タイム 順位 組 選手名 所属 学年 タイム 順位

白 青柳 陽太 前橋岩神小 小学生（６年） 1’58”80 1 白
赤 青柳 秀汰 前橋桃瀬小 小学生（６年） 1’59”59 2 赤
黒 佐藤 花仁 嬬恋東部小 小学生（６年） 2’02”05 3 黒
緑 木村 悠人 東吾妻坂上小 小学生（６年） 2’11”00 6 緑
青 土屋 晴信 嬬恋東部小 小学生（６年） 2’06”92 4 青

黄 田中 大翔 殖蓮第二小 小学生（６年） 2’10”84 5 黄
茶 後藤 滉己 中郷小 小学生（６年） 2’11”24 7 茶

白赤 白赤

第42回群馬県小学生総体　男子1000m
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低学年の部　男子1000m順位表 ４年生の部　男子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 羽生田 慎 嬬恋西部小 小学生（３年） 1’55”30 1 山﨑 亜晄 嬬恋西部小 小学生（４年） 1’51”92
2 松本 陽之心 嬬恋西部小 小学生（３年） 2’00”38 2 関口 真菜斗 長野原北軽小 小学生（４年） 1’53”52

3 朝比奈 知哉 東吾妻原町小 小学生（３年） 2’10”14 3 一場 大輝 東吾妻坂上小 小学生（４年） 1’54”18
4 中澤 奏仁 伊勢崎宮郷小 小学生（３年） 2’16”93 4 佐藤 嘉柊 GKA 小学生（４年） 1’56”80
5 大澤 尚晃 前橋天川小 小学生（３年） 2’17”09 5 山﨑 佑鷹 長野原応桑小 小学生（４年） 1’57”46
6 土屋 凛太郎 嬬恋西部小 小学生（２年） 2’23”74 6 今井 陽向 長野原北軽小 小学生（４年） 2’00”70
7 宮﨑 凪介 嬬恋西部小 小学生（２年） 2’26”46 7 干川 結輝 嬬恋西部小 小学生（４年） 2’05”99
8 新井 大和 渋川古巻小 小学生（３年） 2’29”99 8 小林 毘葵 群大附属小 小学生（４年） 2’13”38
9 黒岩 惺太郎 嬬恋西部小 小学生（１年） 2’38”25 9 樹下 千陽 東吾妻原町小 小学生（４年） 2’14”78
10 小野里 治哉 SIKSCスケート 小学生（２年） 2’39”10 10 長井 慎太 嬬恋東部小 小学生（４年） 2’15”26
11 大澤 昇記 前橋天川小 小学生（１年） 2’45”30 11 山﨑 大翔 嬬恋東部小 小学生（４年） 2’15”63
12 下前 心人 東吾妻原町小 小学生（１年） 2’50”30 12 黒岩 慎太郎 嬬恋西部小 小学生（４年） 2’17”31

13 山﨑 太獅 長野原応桑小 小学生（２年） 3’28”19 13 佐藤 虎太郎 北軽井沢小 小学生（４年） 2’30”83
14 𣘺爪 光琉 長野原応桑小 小学生（２年） キケン

６年生の部　男子1000m順位表
５年生の部　男子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 山口 撞親 東吾妻原町小 小学生（６年） 1’32”78

1 永尾 謙介 嬬恋東部小 小学生（５年） 1’40”73 2 丸山 左右吾 高崎城南小 小学生（６年） 1’32”88
2 今泉 景斗 渋川西小学校 小学生（５年） 1’45”67 3 山﨑 凌駕 渋川豊秋小 小学生（６年） 1’33”03
3 小林 玖竜 嬬恋西部小 小学生（５年） 1’45”83 4 高橋 亮汰 東吾妻坂上小 小学生（６年） 1’33”28
4 羽生田 稜 嬬恋西部小 小学生（５年） 1’51”20 5 山﨑 大和 嬬恋東部小 小学生（６年） 1’36”87

5 坂本 孝太郎 長野原北軽小 小学生（５年） 1’51”51 6 下前 智慈 東吾妻原町小 小学生（６年） 1’38”16
6 新井 悠斗 渋川古巻小 小学生（５年） 1’56”72 7 本多 悠樹 嬬恋東部小 小学生（６年） 1’39”50
7 飯島 龍彦 長野原北軽小 小学生（５年） 2’02”04 8 野口 拓豊 嬬恋東部小 小学生（６年） 1’42”30
8 小此木 悠貴 桐生西小 小学生（５年） 2’02”97 9 黒岩 秀宇 嬬恋西部小 小学生（６年） 1’45”38
9 半田 翔平 榛東北小 小学生（５年） 2’03”73 10 中澤 祐太 伊勢崎宮郷小 小学生（６年） 1’45”72
10 橋爪 琉人 東吾妻東小 小学生（５年） 2’07”01 11 大澤 宗詩 前橋天川小 小学生（６年） 1’48”08
11 金井 駿斗 長野原北軽小 小学生（５年） 2’08”89 12 高橋 一護 橘北小学校 小学生（６年） 1’52”89
12 清水 大地 甘楽福島小 小学生（５年） 2’09”27 13 青柳 陽太 前橋岩神小 小学生（６年） 1’58”80
13 田村 岳大 長野原北軽小 小学生（５年） 2’15”67 14 青柳 秀汰 前橋桃瀬小 小学生（６年） 1’59”59

14 青木 駿斗 北軽井沢小 小学生（５年） 2’20”02 15 佐藤 花仁 嬬恋東部小 小学生（６年） 2’02”05
15 角田 優生 東吾妻町東小 小学生（５年） 2’29”85 16 土屋 晴信 嬬恋東部小 小学生（６年） 2’06”92

17 田中 大翔 殖蓮第二小 小学生（６年） 2’10”84
18 木村 悠人 東吾妻坂上小 小学生（６年） 2’11”00
19 後藤 滉己 中郷小 小学生（６年） 2’11”24
20 今井 朝陽 長野原北軽小 小学生（６年） キケン


