
RANK 名　前 校名 性別 学年 タイム RANK 名　前 校名 性別 学年 タイム

1 木暮　慶太 玉村 男 中1 １’５８”３ 1 髙𣘺　あかり 伊勢崎 女 小５ １’５４”２

2 木島　慶人 太田 男 小６ １’５８”７ 2 藤橋　琴音 前橋 女 小６ １’５９”１

3 桑子　雄真 太田 男 小６ １’５９”３ 3 河田　真衣 高崎 女 小５ ２’０２”０

4 市川　慶治 粕川 男 小６ １’５９”８ 4 瀬戸　結紗 高崎 女 小６ ２’０３”５

5 岡田　大和 高崎 男 小６ １’５９”９ 5 店部　百花 太田 女 小６ ２’０３”６

6 金沢　朱真 前橋 男 小５ ２’００”４ 6 菊池　夢乃 高崎 女 小５ ２’０４”０

7 渡辺　陽人 前橋 男 小５ ２’００”９ 7 松村　和佳 高崎 女 小６ ２’０４”４

8 中村　優希 玉村 男 中1 ２’０１”３ 8 秋山　愛乃 玉村 女 小５ ２’０４”６

9 石坂　捷 高崎 男 小６ ２’０２”６ 9 畑野　千夏 高崎 女 中1 ２’０５”２

10 鳥潟　向 玉村 男 小６ ２’０２”８ 10 羽鳥　愛菜 伊勢崎 女 小６ ２’０６”３

11 遠藤　煌大 太田 男 小５ ２’０３”６ 11 乗附　咲花 伊勢崎 女 小６ ２’０６”６

11 神田　佑 高崎 男 小５ ２’０３”６ 12 國峯　ゆり彩 玉村 女 小６ ２’０６”８

13 寶船　悠翔 前橋 男 小６ ２’０４”１ 13 茂木　美佳 玉村 女 小６ ２’０７”０

13 佐々木　湊 高崎 男 小４ ２’０４”１ 14 多田　那優 玉村 女 小６ ２’０７”６

13 髙野　慈温 藤岡 男 中2 ２’０４”１ 15 桝井　乙希 高崎 女 小６ ２’０８”１

16 永井　颯祐 高崎 男 小６ ２’０４”４ 16 田中　美羽 高崎 女 小６ ２’０８”２

17 清水　陽大 前橋 男 小６ ２’０４”８ 17 山口　麻友 玉村 女 小５ ２’０８”７

18 鈴木　映翔 伊勢崎 男 中１ ２’０５”１ 18 高野　百々花 伊勢崎 女 小６ ２’０９”０

19 猿谷　英大 伊勢崎 男 小６ ２’０５”２ 19 渡　椛恋 玉村 女 小５ ２’０９”２

20 井上　貴清 粕川 男 小６ ２’０５”６ 19 井上　未徠 高崎 女 小６ ２’０９”２

21 巽　琥汰郎 前橋 男 中1 ２’０５”９ 21 小林　茉帆 玉村 女 小４ ２’０９”３

22 渡邉　俊介 高崎 男 小４ ２’０６”０ 22 草処　涼緒 粕川 女 小６ ２’０９”７

23 小熊　空翔 太田 男 小５ ２’０６”４ 22 小林　未來 粕川 女 小６ ２’０９”７

24 板橋　琉生 玉村 男 小６ ２’０７”２ 24 赤石　詩 玉村 女 小５ ２’０９”８

25 小林　莉空 高崎 男 小６ ２’０７”５ 25 寺田　奈々子 前橋 女 小４ ２’０９”９

26 花見　歩睦 太田 男 小５ ２’０７”６ 26 堀川　恵麻 高崎 女 小６ ２’１０”１

27 木村　陸 藤岡 男 小6 ２’０８”２ 27 倉本　香帆 玉村 女 小６ ２’１０”４

28 西原　大智 高崎 男 小６ ２’０８”４ 27 都筑　夢歩 高崎 女 小６ ２’１０”４

29 川口　結士 前橋 男 小６ ２’０８”６ 29 井達　七海 太田 女 小４ ２’１０”９

30 松村　快音 前橋 男 小６ ２’０８”８ 30 大島　碧泉 前橋 女 小３ ２’１１”０

31 松岡　蒼佑 粕川 男 小６ ２’０９”３ 31 大澤　瑠香 太田 女 小５ ２’１１”５

32 戸塚　天麻 伊勢崎 男 小６ ２’０９”４ 31 荒木　菜南 玉村 女 小３ ２’１１”５

33 大野　祐介 伊勢崎 男 小６ ２’０９”６ 33 星野　瑠愛 粕川 女 小６ ２’１１”８

34 保坂　理仁 玉村 男 小５ ２’１０”０ 34 関根　希美 藤岡 女 小6 ２’１２”７

34 小泉　匠 伊勢崎 男 小６ ２’１０”０ 35 宮下　ゆきな 藤岡 女 小6 ２’１３”４

36 阿野　隼大 藤岡 男 小6 ２’１０”５ 36 庭山　優月 玉村 女 小６ ２’１３”５

37 田辺　健介 伊勢崎 男 小６ ２’１０”６ 37 緒方　咲智 前橋 女 小５ ２’１３”７

38 橋詰　泰人 玉村 男 小６ ２’１１”０ 38 石附　恵茉 玉村 女 小５ ２’１４”１

38 吉田　陸玖 高崎 男 小５ ２’１１”０ 39 岡部　絵万里 前橋 女 小６ ２’１４”２

40 岩﨑　蒼介 藤岡 男 小5 ２’１１”１ 40 清水　羚愛 玉村 女 小６ ２’１４”７

41 本田　遼祐 太田 男 小５ ２’１１”３ 41 田村　寧音 藤岡 女 小6 ２’１５”４

41 鹿山　隼佑 太田 男 小６ ２’１１”３ 42 辻　愛椛 伊勢崎 女 小６ ２’１５”６

43 奥村　颯介 前橋 男 小５ ２’１１”６ 43 小原　洋子 玉村 女 小５ ２’１５”９

44 渡辺　勇人 前橋 男 小５ ２’１１”７ 44 小林　奈乃 太田 女 小４ ２’１６”５

45 角田　大翔 藤岡 男 小5 ２’１１”８ 45 加藤　陽花 太田 女 小５ ２’１６”６

46 竹田　絢登 高崎 男 小４ ２’１３”２ 46 中里　穂花 太田 女 小５ ２’１６”７

47 園田　裕都 太田 男 小６ ２’１３”３ 47 伊藤　千穂 玉村 女 小５ ２’１７”０

47 中村　健吾 玉村 男 小５ ２’１３”３ 48 高橋　美桜 玉村 女 小５ ２’１７”１

R4.７　進級試験ランキング

男子１００M個人メドレー

R4.７　進級試験ランキング

女子１００M個人メドレー



49 福田　康徳 前橋 男 小５ ２’１３”７ 49 中島　凛 藤岡 女 小5 ２’１７”７

50 津久井　道崇 太田 男 小６ ２’１３”８ 50 有坂　美海 藤岡 女 小６ ２’１７”９

51 寺園　大我 高崎 男 小６ ２’１４”３ 51 上原　あずみ 前橋 女 小４ ２’１８”０

51 吉井　悠斗 高崎 男 小６ ２’１４”３ 51 神崎　日向里 伊勢崎 女 小６ ２’１８”０

53 関口　蓮人 前橋 男 小６ ２’１４”６ 53 和唐　愛里咲 太田 女 小６ ２’１８”９

54 諸田　到居 玉村 男 小６ ２’１５”３ 54 岡田　心音 太田 女 小４ ２’１９”７

55 大内　昊季 玉村 男 小５ ２’１５”４ 55 清水　うた 藤岡 女 小5 ２’２０”１

56 嶋津　喜平 前橋 男 小４ ２’１５”５ 56 菊池　希果 高崎 女 小３ ２’２０”８

56 富樫　颯仁 高崎 男 小６ ２’１５”５ 57 星野　海璃 太田 女 小５ ２’２１”１

58 井野　舜 前橋 男 小６ ２’１５”７ 58 野口　愛菜 伊勢崎 女 小５ ２’２２”０

58  馬場　壮介 高崎 男 小５ ２’１５”７ 59 篠崎　茉歩 前橋 女 小５ ２’２２”４

60 阿部　太勇 玉村 男 小６ ２’１６”２ 60 小林　緋那 粕川 女 小６ ２’２２”６

61 清水　悠 高崎 男 小５ ２’１６”５ 61 石伊　花帆 玉村 女 小４ ２’２２”７

62 山﨑　汰人 藤岡 男 小5 ２’１６”６ 62 髙橋　詩織 前橋 女 小５ ２’２３”０

63 中野　桂 藤岡 男 小5 ２’１６”９ 63 岩井　心優 玉村 女 小５ ２’２３”６

64 西巻　偉琉 伊勢崎 男 小６ ２’１７”０ 64 湯浅　早絢 玉村 女 小５ ２’２３”８

65 石瀬　和之心 前橋 男 小５ ２’１７”１ 65 タナカ　マユミ 伊勢崎 女 小５ ２’２４”３

65 長谷川　稜 高崎 男 小６ ２’１７”１ 66 菅沼　幸歩 高崎 女 小４ ２’２４”５

67 田貝　皓太 藤岡 男 小5 ２’１７”２ 67 田村　麗 玉村 女 小５ ２’２４”７

68 鏑木　奏多 太田 男 小５ ２’１７”３ 68 大越　千愛 高崎 女 小６ ２’２５”２

69 加藤　壮真 前橋 男 小６ ２’１７”６ 69 藤沢　美那 高崎 女 小５ ２’２５”5

70 鈴木　大智 伊勢崎 男 小６ ２’１７”７ 70 今井　莉緒 藤岡 女 小5 ２’２５”７

71 岩瀬　龍平 高崎 男 小５ ２’１８”１ 71 寒梅　陽茉莉 伊勢崎 女 小６ ２’２５”８

71 反町　洵之介 高崎 男 小５ ２’１８”１ 72 金島　和奏 高崎 女 小６ ２’２６”１

73 島田　智崇 前橋 男 小５ ２’１８”３ 73 齋藤　華恩 高崎 女 小５ ２’２７”０

74 重永　陸羽 高崎 男 小５ ２’１８”７ 74 成澤　望愛 伊勢崎 女 小６ ２’２７”２

75 本荘　匠 太田 男 小４ ２’１９”４ 75 松本　葵衣 伊勢崎 女 小６ ２’２７”６

76 原　釉音 高崎 男 小６ ２’１９”８ 76 小山　美樹 前橋 女 小６ ２’２７”８

77 亀田　優太 太田 男 小５ ２’１９”９ 77 近藤　すず 太田 女 小４ ２’２８”４

78 小林　玲士 伊勢崎 男 小６ ２’２０”０ 78 岩井　莉奈 玉村 女 小３ ２’２８”７

78 国定　大成 伊勢崎 男 小６ ２’２０”０ 79 久保田　優里 太田 女 小５ ２’２９”１

80 山下　優空 藤岡 男 小5 ２’２０”５ 80 尾崎　友菜 太田 女 小４ ２’２９”９

81 黒田　悠貴 玉村 男 小５ ２’２０”６ 81 大澤　茉穂 高崎 女 小５ ２’３３”１

82 須賀　結弦 玉村 男 小６ ２’２１”３ 82 石原　理沙 太田 女 小５ ２’３４”５

83 鈴得　幸太 伊勢崎 男 小５ ２’２１”４ 83 居村　玲奈 前橋 女 小５ ２’３７”８

84 嵯峨　匠 玉村 男 小４ ２’２１”５ 84 鷹野　はんな 高崎 女 小５ ２’３９”１

85 栗原　佑空 前橋 男 小４ ２’２２”０ 85 石坂　安那 玉村 女 小５ ２’４２”３

86 荒井　大和 玉村 男 小４ ２’２３”０ 86 島田　果歩 前橋 女 小６ ２’４６”８

87 藤林　倖太 高崎 男 小５ ２’２３”４ 87

88 石川　遥翔 高崎 男 小５ ２’２４”７ 88

89 山田　龍聖 伊勢崎 男 小４ ２’２４”８ 89

90 津田　檀 玉村 男 小５ ２’２５”２ 90

91 星野　湊人 太田 男 小３ ２’２５”３ 91

92 町田　光琉 高崎 男 小５ ２’２５”８ 92

93 松田　結生 高崎 男 小５ ２’２６”１ 93

93 髙橋　京太 高崎 男 小６ ２’２６”１ 94

95 村野　璃来 藤岡 男 小5 ２’２６”４ 95

96 長竹　竜弥 太田 男 小４ ２’２６”６ 96

96 齋藤　光志 玉村 男 小４ ２’２６”６ 97

98 大森　結太 伊勢崎 男 小６ ２’２６”８ 98

99 田部井　颯太 玉村 男 小４ ２’２７”１ 99

100 田村　岳優 太田 男 小６ ２’２７”２ 100



101 松本　陸斗 高崎 男 中2 ２’２７”５ 101

102 佐藤　晴輝 粕川 男 小６ ２’２７”９ 102

103 桑原　泰己 伊勢崎 男 小４ ２’２８”５ 103

104 清水　伶音 藤岡 男 小6 ２’３０”１ 104

105 山越　悠翔 伊勢崎 男 小６ ２’３０”２ 105

105 根岸　隼士 高崎 男 小４ ２’３０”２ 106

107 石関　庸 前橋 男 小４ ２’３１”５ 107

108 楠原　圭造 前橋 男 小４ ２’３９”１ 108

109 齋藤　太志 玉村 男 小４ ２’３９”２ 109

110 荻野　湊介 粕川 男 小５ ２’４３”４ 110

111 羽尾　吏功 伊勢崎 男 小６ ２’４４”０ 111

112 池田　晴琉 前橋 男 小４ ２’４８”５ 112

113 松田　昊大 太田 男 小６ ２’４８”７ 113

114 114

115 115


