
第３４回群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技会 男子決勝記録一覧表
第２６回全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会
主　催：群馬陸上競技協会　　（財）群馬県体育協会　　上毛新聞社　
後　援：群馬県　群馬県教育委員会　群馬県小学校体育研究会　（財）安藤スポーツ・食文化振興財団　前橋市教育委員会　前橋市体育協会
協　賛：（株）日清食品ホールディングス
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２２年６月２０日(日)

男子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m5年 20日 川端  優希(5) 13秒94 清水  僚哉(5) 14秒31 中川  京也(5) 14秒32 佐藤  聖也(5) 14秒73 田村  駿典(5) 14秒83 伊吹  隼人(5) 14秒92 水出  恭太(5) 15秒04 安達宗次郎(5) 15秒08

風　-1.0 利根ｸﾗﾌﾞ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ 高崎市陸協 前橋市陸協 前橋市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ

100m6年 20日 大野  聖悟(6) 13秒26 木榑  翔太(6) 13秒55 山崎  悠帆(6) 13秒70 高橋  直人(6) 13秒71 霜田    渓(6) 13秒83 森平    純(6) 13秒87 斉藤  陸永(6) 14秒03 須永  裕太(6) 14秒06

風　-1.6 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 高崎市陸協 館林ｸﾗﾌﾞ 館林ｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 富岡市陸協 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 渋川ｸﾗﾌﾞ

80mﾊｰﾄﾞﾙ 20日 金井  篤也(6) 13秒63 安達  智明(6) 14秒08 岩崎  幹央(6) 14秒18 猿谷    亮(6) 14秒29 入沢  奨也(6) 14秒43 酒井    瞬(6) 14秒74 平石  慧太(6) 14秒85 狩野  彰吾(6) 15秒02

風  -0.1 渋川ｸﾗﾌﾞ 前橋市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 安中市陸協 前橋市陸協 前橋市陸協 勢多ｸﾗﾌﾞ

1000m 20日 清水  崚汰(6) 3分07秒77 根井  勇哉(6) 3分07秒93 山口早輝人(6) 3分10秒97 佐藤  裕人(6) 3分11秒87 本田  吏輝(6) 3分12秒05 篠原  拓夢(6) 3分15秒06 今成  脩造(6) 3分15秒59 諸田  聖弥(6) 3分15秒91

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ 安中市陸協 前橋市陸協 新田倶楽部 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 利根ｸﾗﾌﾞ 利根ｸﾗﾌﾞ

4×100m 20日 高崎市陸協 52秒95 前橋市陸協 53秒02 富岡市陸協 54秒95 渋川ｸﾗﾌﾞ 58秒17 碓氷ｸﾗﾌﾞ 59秒74 沼田ｸﾗﾌﾞ 104秒26

八木  佑斗(6) 佐藤  雄大(6) 金井  拓海(6) 長岡  大輝(5) 相川  直也(5) 吉野  哲太(6)

高橋  優作(6) 靜    優羅(6) 五十嵐元希(6) 一倉    武(6) 坂本  智哉(6) 三浦  海斗(6)

武士  文哉(6) 笠井  崇史(6) 高橋  広那(5) 加藤  徳明(6) 岡田    鋼(6) 小菅  裕太(5)

橋本  大輔(6) 古屋  佳之(6) 新井  雅也(6) 齋藤  繁典(6) 小暮  碧衣(6) 星野  玲央(6)

友好100m 20日 和田  侑也(6) 14秒69 吉田  雄亮(5) 15秒85 田中  裕矢(5) 16秒10 坂本  健真(6) 16秒69 大場  佳明(5) 17秒27

 前橋市陸協 高崎市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ

走高跳 20日 津久井洋暉(5) 1m30 林    寿飛(6) 1m25 平形  晴長(6) 1m25 小沼  優希(6) 1m25 入澤  優希(6) 1m25 干川    穣(6) 1m20

沼田ｸﾗﾌﾞ 高崎市陸協 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 勢多ｸﾗﾌﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ

原口    瞬(6) 1m20

富岡市陸協

北爪    颯(6) 1m20

高崎市陸協

走幅跳 20日 加藤  誠也(6) 4m71 栗原  夏葵(6) 4m30 山田  陽仁(6) 4m27 矢羽健一郎(6) 4m25 田村  佑樹(6) 4m21 照井  開斗(6) 4m19 榊原  里弥(6) 4m18 佐藤  大祐(6) 4m12

富岡市陸協  伊勢崎ｸﾗﾌﾞ  前橋市陸協  おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞ  利根ｸﾗﾌﾞ  おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞ  富岡市陸協  前橋市陸協  

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投20日 阿部    響(6) 54m62 針谷  和輝(6) 53m86 大津  智哉(6) 52m78 阿部  芳敏(6) 52m17 宮崎  月那(5) 50m67 林    拓海(6) 49m61 山崎  大輔(6) 49m49 都所  廉樹(6) 49m13

高崎市陸協 館林ｸﾗﾌﾞ 館林ｸﾗﾌﾞ 高崎市陸協 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 富岡市陸協 館林ｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ

審判長 一場　明夫 記録主任 瀧　尚史 　
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