
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 吉田　航輔 高崎 男 中2 ３’１２”７ 1 新井　優月 前橋 女 小５ ３’２０”０

2 尾崎　統悟 高崎 男 中1 ３’２１”７ 2 福田　結愛 高崎 女 小６ ３’３１”１

3 渡邉　稜介 高崎 男 中1 ３’４８”９ 3 萩原　知紘 高崎 女 中3 ３’３３”８

4 福島　慎平 高崎 男 小６ ３’５０”０ 4 山中　莉奈 高崎 女 小５ ３’４３”３

5 石本　皇成 高崎 男 小６ ３’５０”３ 5 上原　みなみ 前橋 女 小６ ３’４６”２

6 瀧川　稜 粕川 男 中２ ３’５６”４ 6 石関　日音 高崎 女 小５ ３’４８”３

7 新井　琥太郎 粕川 男 小６ ３’５９”６ 7 小菅　莉瑚 玉村 女 中３ ３’５５”９

8 木島　慶人 太田 男 小６ ３’５９”８ 8 平賀　柚妃 高崎 女 小６ ３’５６”６

9 堀越　格 太田 男 小６ ４’００”６ 9 有坂　玖琉美 藤岡 女 高２ ３’５７”０

10 高橋　湊真 藤岡 男 小６ ４’０４”２ 10 梅澤　咲希 太田 女 小６ ３’５７”６

11 三水　煌斗 高崎 男 中1 ４’０７”1 11 成田　愛菜 前橋 女 小６ ３’５９”７

12 西澤　快志 高崎 男 小５ ４’０７”７ 12 金子　芽生 玉村 女 小６ ４’０１”８

13 六本木　章 前橋 男 小５ ４’０８”９ 13 羽鳥　愛 高崎 女 小６ ４’０４”６

14 柿沼　朋希 太田 男 小６ ４’０９”１ 14 馬場　清歌 玉村 女 小５ ４’０８”３

15 木暮　慶太 玉村 男 中1 ４’０９”５ 15 中島　陽希 高崎 女 小５ ４’０９”２

16 大谷　祐貴 玉村 男 小４ ４’０９”６ 16 上西　結 太田 女 小５ ４’１０”６

17 岩井　碧志 藤岡 男 小６ ４’０９”９ 17 吉澤　ななせ 高崎 女 小４ ４’１５”８

18 長岡　康介 高崎 男 小６ ４’１１”７ 18 藤橋　琴音 前橋 女 小６ ４’１６”８

19 小林　拓真 伊勢崎 男 小６ ４’１２”０ 19 沖　瑠里菜 粕川 女 小６ ４’１６”９

20 内山　匠 玉村 男 小５ ４’１２”８ 20 新井　佑芽 高崎 女 小５ ４’１８”０

21 齊藤　永翔 藤岡 男 小５ ４’１４”８ 21 奥山　咲奈 藤岡 女 小６ ４’１９”７

22 新木　琉斗 藤岡 男 小６ ４’１４”８ 22 福島　史織 高崎 女 小５ ４’２０”１

23 中嶋　永和 高崎 男 小６ ４’１６”２ 23 富沢　真子 高崎 女 小５ ４’２０”１

24 岡田　大和 高崎 男 小６ ４’１６”３ 24 佐藤　楓 玉村 女 小５ ４’２３”０

25 渡辺　陽人 前橋 男 小５ ４’１９”７ 25 小山　結衣 前橋 女 小６ ４’２４”６

26 土屋　翔吾 玉村 男 小６ ４’２０”４ 26 福津　舞弥 粕川 女 小５ ４’２５”１

27 小泉　匠 伊勢崎 男 小６ ４’２０”５ 27 鏑木　奏楽 太田 女 小６ ４’２５”４

28 岩崎　楓叶 太田 男 小５ ４’２１”６ 28 髙𣘺　あかり 伊勢崎 女 小５ ４’２７”３

29 小笠原　昊希 玉村 男 小６ ４’２１”８ 29 関口　彩花 高崎 女 小４ ４’２７”７

30 山口　琳久 太田 男 小５ ４’２２”１ 30 金子　茉生 玉村 女 小３ ４’３０”５

31 井上　貴清 粕川 男 小６ ４’２２”７ 31 白石　理月 粕川 女 小６ ４’３０”７

32 小島　優輝 高崎 男 小６ ４’２３”８ 32 菊池　夢乃 高崎 女 小５ ４’３０”７

33 市川　慶治 粕川 男 小６ ４’２４”３ 33 八木　心遥 高崎 女 小５ ４’３０”８

34 中村　優希 玉村 男 中1 ４’２５”６ 34 荒木　菜南 玉村 女 小３ ４’３１”０

35 東條　篤史 藤岡 男 小６ ４’２６”８ 35 加藤　唯 玉村 女 小６ ４’３１”５

36 柳岡　優友 玉村 男 小６ ４’２７”０ 36 田中　莉緒 藤岡 女 小５ ４’３４”１

37 久保田孝太朗 高崎 男 小５ ４’２８”８ 37 店部　百花 太田 女 小６ ４’３５”１

38 相澤　優心 太田 男 中３ ４’２９”３ 38 筑井　心優 前橋 女 小６ ４’３６”４

39 渡邉　俊介 高崎 男 小４ ４’３１”２ 39 羽鳥　結 高崎 女 小４ ４’３６”６

40 遠藤　煌大 太田 男 小５ ４’３１”８ 40 小林　茉帆 玉村 女 小４ ４’３６”９

41 石原　真志 高崎 男 小６ ４’３１”９ 41 瀬戸　結紗 高崎 女 小６ ４’３８”９

42 関口　絢斗 高崎 男 小５ ４’３４”９ 42 河田　真衣 高崎 女 小５ ４’４０”０

43 佐々木　湊 高崎 男 小４ ４’３７”０ 43 羽鳥　涼音 藤岡 女 小５ ４’４１”８

44 杉山　大知 高崎 男 小５ ４’３７”３ 44 前野　空美 太田 女 小５ ４’４２”２

45 金沢　朱真 前橋 男 小５ ４’３７”４ 45 小山　里奈 前橋 女 小４ ４’４３”７

46 桑子　雄真 太田 男 小６ ４’３７”９ 46 渡　椛恋 玉村 女 小５ ４’４４”７

47 鈴木　映翔 伊勢崎 男 中１ ４’３８”１ 47 岩丸　桃果 藤岡 女 小４ ４’４４”８

48 大野　祐介 伊勢崎 男 小６ ４’３９”４ 48 園田　杏理 高崎 女 小３ ４’４５”４

R4.11　進級試験ランキング

男子２００M個人メドレー

R4.11　進級試験ランキング

女子２００M個人メドレー



49 神田　佑 高崎 男 小５ ４’４０”２ 49 葛谷　美玲 玉村 女 小４ ４’４７”４

50 髙野　慈温 藤岡 男 中２ ４’５３”４ 50 西原　純香 玉村 女 小５ ４’４７”８

51 根岸　建輔 玉村 男 小６ ４’５７”２ 51 大島　碧泉 前橋 女 小３ ４’４８”０

52 保坂　理仁 玉村 男 小５ ５’０２”９ 52

53 飯出　奏詩 高崎 男 小５ ５’０９”２ 53

54 54

55 55


