
時間とび決勝　総合成績 第４０回群馬県なわとび競技大会

令和２年２月１１日　於：ALSOK　ぐんまアリーナ

１年 男子 ２年 男子

第１位 1030 竹内　煌太郎 高崎・中居小 4分30秒 第１位 2009 平井　豪 高崎・堤ヶ岡小 43分14秒

第２位 1022 天笠　結翔 前橋・荒子小 4分17秒 第２位 2046 関根　優絆 大泉・西小  39分27秒

第３位 1032 岡野　禅 渋川・古巻小 2分54秒 第３位 2049 石井　悠玖 高崎・箕輪小 35分29秒

第４位 1024 久保田　音哉 太田・宝泉南小 2分36秒 第４位 2028 木内　綾太 高崎・城東小 16分00秒

第５位 1003 倉林　悠希 伊勢崎・茂呂小 1分40秒 第５位 2042 生方　碧人 前橋・勝山小 15分42秒

第６位 1028 織茂　祐太 高崎・中央小 1分16秒 第６位 2034 池田　琉偉 渋川・三原田小 13分40秒

第７位 1027 遠藤　泰希 伊勢崎・あずま北小 0分32秒 第７位 2017 佐藤　成将 前橋・総社小 10分00秒

第８位 2012 飯塚　悠太 渋川・古巻小 9分50秒

３年 男子 ４年 男子

第１位 3008 平井　翔 高崎・堤ヶ岡小 60分00秒 第１位 4033 関根　優真 大泉・西小  60分00秒

第２位 3010 町田　琢馬 渋川・渋川西小 22分50秒 第２位 4032 室林　志弥 太田・宝泉東小 53分50秒

第３位 3018 石井　潤 高崎・金古小 19分01秒 第３位 4025 稲本　拳志 渋川・豊秋小 43分34秒

第４位 3037 境　夏輝 太田・宝泉東小 17分00秒 第４位 4023 都丸　颯志 渋川・三原田小 43分12秒

第５位 3033 北村　歩夢 太田・沢野小 13分02秒 第５位 4020 高橋　悠真 渋川・古巻小 32分13秒

第６位 3016 阿多　翔大 玉村・芝根小 10分32秒 第６位 4019 齋藤　湊 渋川・古巻小 31分28秒

第７位 3003 鹿沼　飛龍 高崎・金古南小 9分09秒 第７位 4021 齋藤　祐介 渋川・三原田小 25分55秒

第８位 3035 髙橋　利駆 太田・沢野小 4分26秒 第８位 4010 本多　竣 渋川・長尾小 17分38秒

５年 男子 ６年 男子

第１位 5027 嶋田　優海 渋川・橘北小 30分41秒 第１位 6035 阿部　咲斗 渋川・三原田小 60分00秒

第２位 5042 飯塚　海斗 渋川・三原田小 8分56秒 第２位 6070 須田　和希 渋川・三原田小 44分38秒

第３位 5016 福島　拓実 渋川・豊秋小 5分53秒 第３位 6077 竹内　瑠維 前橋・城東小 38分29秒

第４位 5050 佐俣　結己 前橋・荒牧小 5分39秒 第４位 6005 城田　晴輝 高崎・上郊小 35分49秒

第５位 5046 長岡　真波呂 渋川・三原田小 4分49秒 第５位 6104 田村　徳隆 渋川・古巻小 35分30秒

第６位 5040 森田　巽粋 渋川・橘小 3分27秒 第６位 6049 狩野　伶 渋川・橘小 24分34秒

第７位 5025 村上　璃恩 高崎・六郷小 1分59秒 第７位 6064 滝澤　蓮仁 渋川・古巻小 23分58秒

第８位 5013 石坂　絆 渋川・長尾小 1分22秒 第８位 6060 渡辺　照世 渋川・橘小 21分00秒

一般A 男子 一般B 男子

第１位 7021 清水　諒 渋川・中郷小教員 60分00秒 第１位 8027 阿部　将大 笠懸小教員 60分00秒

第２位 7023 萩原　龍之介 橘小・職員 56分58秒 第１位 8025 安村　尚人 仲良しなわとびクラブ 60分00秒

第３位 7027 占部　和貴 太田・太田中１年 26分49秒 第１位 8024 日部　貴博 高崎・西部小教員 60分00秒

第４位 7074 小野里 篤 伊・あずま南小教員 24分21秒 第１位 8022 村山　典之 芝根小教員 60分00秒

第５位 7017 大竹　健太 芝根小教員 19分13秒 第１位 8034 女部田　慶嗣 高崎・塚沢小保護者 60分00秒

第６位 7009 四戸　涼介 高崎・金古南小教員 14分22秒 第６位 8015 須田　誠 三原田PTA 43分18秒

第７位 7028 田村　敏之 茂呂小教員 12分28秒 第７位 8030 小山　祐樹 六合小教員 32分04秒

第８位 7013 松田　仁 玉村南小教員 11分20秒 第８位 8021 村上　勇 高崎・六郷小保護者 25分16秒



二重回しとび決勝　総合成績

１年 男子 ２年 男子

第１位 1029 髙橋　開 高崎・中央小 101回 第１位 2049 石井　悠玖 高崎・箕輪小 203回

第２位 1038 荻野　郁人 前橋・勝山小 34回 第２位 2045 深澤　遙 太田・駒形小 136回

第３位 1037 金井　宏斗 渋川・長尾小 33回 第３位 2041 増野　蓮 前橋・桃井小 102回

第４位 1035 室林　稜士 太田・宝泉東小 32回 第４位 2023 秋山　結星 甘楽・福島小 101回

第５位 1027 遠藤　泰希 伊勢崎・あずま北小 29回 第５位 2038 石井　尊 前橋・総社小 71回

第６位 1031 押木　楓志郎 渋川・古巻小 23回 第６位 2040 設樂　郁斗 前橋・総社小 62回

第７位 1033 櫻庭　優斗 前橋・永明小 22回 第７位 2036 須田　悠詩桜 渋川・豊秋小 55回

第８位 1028 織茂　祐太 高崎・中央小 18回 第８位 2046 関根　優絆 大泉・西小  44回

３年 男子 ４年 男子

第１位 3015 西堀　壱茶 伊勢崎・茂呂小 236回 第１位 4036 金井　孝太朗 渋川・長尾小 700回

第２位 3037 境　夏輝 太田・宝泉東小 186回 第２位 4021 齋藤　祐介 渋川・三原田小 357回

第３位 3033 北村　歩夢 太田・沢野小 154回 第３位 4025 稲本　拳志 渋川・豊秋小 202回

第４位 3027 永井　碧羽 渋川・三原田小 128回 第４位 4032 室林　志弥 太田・宝泉東小 153回

第５位 3028 長岡　巧翔 渋川・三原田小 119回 第５位 4019 齋藤　湊 渋川・古巻小 119回

第６位 3040 阿部　泰河 渋川・三原田小 112回 第６位 4028 外丸　莉亜夢 渋川・西小 117回

第７位 3017 今川　蔵人 前橋・群大附属小 106回 第７位 4024 永井　優音 渋川・三原田小 116回

第７位 3024 都丸　桂磨 渋川・金島小 106回 第８位 4037 古澤　忠行 前橋・東小 111回

５年 男子 ６年 男子

第１位 5065 橋本　昊汰 渋川・西小 469回 第１位 6097 飯塚　心也 前橋・白川小 403回

第２位 5049 原田　有 前橋・桂萱東小 205回 第２位 6101 川島　寛景 渋川・三原田小 253回

第３位 5059 小笠原　慎之介 太田・旭小 184回 第３位 6064 滝澤　蓮仁 渋川・古巻小 231回

第４位 5035 山本　佑斗 高崎・六郷小 160回 第４位 6077 竹内　瑠維 前橋・城東小 202回

第５位 5060 橋本　恭一 太田・旭小 138回 第５位 6073 永井　莉旺 渋川・三原田小 192回

第６位 5061 牛山　烈 大泉・西小  135回 第５位 6075 武末　侑大 渋川・渋川北小 192回

第７位 5063 髙橋　春仁 渋川・金島小 126回 第７位 6091 三浦　蓮 渋川・古巻小 186回

第８位 5037 木戸　湊士 高崎・上郊小 117回 第８位 6076 綿貫　晴斗 渋川・渋川北小 177回

一般A 男子 一般B 男子

第１位 7063 水野　瑠輝也 中央中等2年 1063回 第１位 8027 阿部　将大 笠懸小教員 469回

第２位 7061 久保田　大翔 群大附属中１年 878回 第２位 8061 関口　圭 なお接骨院 442回

第３位 7059 茂木　大将 大胡小教員 226回 第３位 8044 木戸　大 荒子小教員 403回

第４位 7058 渡邉　碧海 安中第一中 186回 第４位 8065 深澤　利光 太田・宝泉東小教員 349回

第５位 7062 長谷川　駿 大学生 160回 第５位 8064 井出　悠介 高崎・六郷小教員 218回

第６位 7054 千木良　厚 高崎・東部小教員 138回 第６位 8057 鈴木　秀知 大胡小教員 171回

第７位 7046 佐藤　諒 古巻小教員 137回 第７位 8051 都筑　悠 大間々東小教員 138回

第８位 7055 澤田　伸明 長尾小教員 131回 第８位 8059 須永　敏光 大間々東小教員 137回



三重回しとび決勝　総合成績

４年 男子 ５年 男子

第１位 4036 金井　孝太朗 渋川・長尾小 30回 第１位 5063 髙橋　春仁 渋川・金島小 66回

第２位 4037 古澤　忠行 前橋・東小 9回 第２位 5068 小澤　結 前橋・勝山小 51回

第３位 4023 都丸　颯志 渋川・三原田小 7回 第３位 5065 橋本　昊汰 渋川・西小 19回

第４位 4012 木島　和洸 前橋・敷島小 1回 第４位 5064 永井　琉真 渋川・三原田小 15回

第５位 5026 蟻坂　蓮 渋川・橘北小 14回

第６位 5062 岸　秀磨 桐生・桜木小 8回

第７位 5027 嶋田　優海 渋川・橘北小 7回

第７位 5066 山川　恵太 前橋・勝山小 7回

６年 男子

第１位 6036 中澤　琉 渋川・三原田小 74回

第２位 6035 阿部　咲斗 渋川・三原田小 72回

第３位 6099 松本　遼佑 安中・磯部小 45回

第４位 6037 諸田　正真 渋川・三原田小 43回

第５位 6101 川島　寛景 渋川・三原田小 24回

第６位 6038 南雲　心斗 渋川・渋川西小 15回

第６位 6104 田村　徳隆 渋川・古巻小 15回

第８位 6102 丸山　陽央太 高崎・塚沢小 10回

一般A 男子 一般B 男子

第１位 7071 下田　純平 会社員 104回 第１位 8067 中島　一徳 安中第一中教員 163回 大会新

第２位 7063 水野　瑠輝也 中央中等2年 90回 第２位 8076 尾内　郁穂 大泉東小教員 107回

第３位 7072 中島　龍哉 桐生市 75回 第３位 8073 小保方　勝 高崎北小教員 93回

第４位 7059 茂木　大将 大胡小教員 69回 第４位 8024 日部　貴博 高崎・西部小教員 41回

第５位 7061 久保田　大翔 群大附属中１年 52回 第５位 8061 関口　圭 なお接骨院 35回

第６位 7070 都木　新 前橋市 48回 第５位 8071 綿貫　敦 チームピンク 35回

第７位 7023 萩原　龍之介 橘小・職員 45回 第７位 8065 深澤　利光 太田・宝泉東小教員 33回

第８位 7021 清水　諒 渋川・中郷小教員 41回 第８位 8066 髙井　純 茂呂小教員 26回


