
県民の日制定：第３７回群馬県小学校陸上教室記録会 女子決勝記録一覧表
主 催：群馬県小学校体育研究会 群馬県教育委員会 群馬陸上競技協会
後 援：群馬県体育協会
競技場：正田醤油スタジアム群馬 群馬県立敷島公園陸上競技場 期日:平成２０年１０月２８日(日)

女子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m5年 28日 片海万優子(5) 14秒22 川浦麻衣花(5) 14秒37 二渡 琴音(5) 14秒48 塚越奈津実(5) 14秒50 須田奈津美(5) 14秒54 舘野 光令(5) 14秒58 島村 芽依(5) 14秒60

城西 磯部 笠懸 福島 刀川 佐野 沢田

真屋 葉月(5) 14秒22

桂萱東

100m6年 28日 宮下 奈々(6) 13秒36 石原 綾乃(6) 13秒70 平石 風歩(6) 13秒85 飯塚 千晴(6) 13秒91 金谷 愛美(6) 14秒07 落合 奈々(6) 14秒09 髙栁亜莉沙(6) 14秒11 星野 春華(6) 14秒14
群大附属 群大附属 み・あずま 昭和南 宝泉 館林第一 渋川北 橘北

100m友好 28日 栗原 愛里(5) 15秒14 下川 陽菜(6) 15秒22 齊藤 永莉(6) 15秒30 今井 李和(6) 15秒40 今井 一那(5) 15秒41 岩崎 史歩(6) 15秒52 横越 遥香(6) 15秒57 齋藤 李奈(6) 15秒58

刀川 荒牧 福島 橘北 昭和南 茂呂 高崎城南 旭

800m 28日 河内菜生美(6) 2分30秒05 笹澤 美陽(5) 2分32秒47 細谷香菜子(6) 2分34秒37 小指 有未(5) 2分34秒55 品田 明里(6) 2分35秒00 牧野 朱里(6) 2分35秒38 萩原 美輝(6) 2分35秒60 齊藤 あや(6) 2分35秒84

高崎北 新町第二 休泊 休泊 新治 金島 東吾妻東 下川淵
50mH 28日 佐藤 麻優(6) 8秒08 飯野千愛美(6) 8秒39 千葉 由真(6) 8秒40 藤井 杏奈(6) 8秒48 斎藤 夏希(6) 8秒50 金子つぐみ(6) 8秒54 高柳 遥香(6) 8秒59 高橋 美緒(6) 8秒65

時澤 高瀬 群大附属 岩神 嬬恋西 伊香保 荒牧 休泊
4×100m 28日 桃瀬 56秒23 群大附属 56秒30 橘北 56秒81 渋川北 57秒06 嬬恋西 57秒84 玉村南 57秒86 時澤 57秒94 韮川 57秒99

ﾁｱｷ ﾍﾞﾗﾆﾔ(6) 野口奈津樹(5) 今井 綾菜(6) 諸田 依蕗(6) 篠原 花奈(6) 山田 奈央(6) 笹本 晴菜(6) 東都 靖巳(6)
後藤 薫(6) 宮下 奈々(6) 星野 理沙(6) 小此木とも絵(5) 黒岩 千優(6) 馬場 美優(6) 佐藤 麻優(6) 岩瀬 美風(6)
松岡 李歩(6) 石原 綾乃(6) 奈良 萌華(6) 櫻井 香里(6) 浅和千早奈(6) 堤 彩香(6) 持田 寧々(6) 浅野 千尋(6)
徳永 朱里(6) 千葉 由真(6) 星野 春華(6) 髙栁亜莉沙(6) 土屋 沙恵(6) 土屋 理穂(6) 渡邉 花衣(6) 木村詩緒梨(6)

走高跳 28日 新井 園加(6) 1m36 茂木まどか(6) 1m30 野口美沙希(6) 1m28
大類 南雲 鬼石北
星野 茉利(6) 1m36 佐藤 真帆(6) 1m30 桐生 りさ(6) 1m28
あずま南 妙義 桂萱東

諸田 依蕗(6) 1m30 金子 真弥(6) 1m28
渋川北 元総社南
井田茉奈美(6) 1m30
神明

走幅跳 28日 木村ひかり(6) 4m44 山口 彩夏(6) 4m43 福島 彩希(6) 4m32 山崎早也香(6) 4m27 奈良 萌華(6) 4m16 佐藤 泉(6) 4m12 佐藤 生帆(6) 4m07

大類 大会新記録 敷島 大会新記録 沢野中央 応桑 橘北 富岡 白沢

星野 楓(6) 4m12

相生

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投28日 田中 希美(6) 55m55 宮前茉梨奈(6) 55m35 千本木菜美(6) 54m00 和田山未久(6) 53m52 小林 命(5) 53m28 高山 崎恵(6) 52m11 大塚 美穂(6) 51m88 鈴木 芽依(5) 50m63

大類 美九里東 尾島 安中 古巻 豊秋 高崎城南 赤堀南

※記録会形式により、同記録は同順位です トラック審判長 長尾康弘 フィールド審判長 石島 保 記録主任 瀧 尚史
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