
第１２回群馬県小学生陸上競技記録会 女子トラック競技決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会
後　援：群馬県教育委員会　　上毛新聞社
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９月２３日(祝)

女子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

400m1年 23日 寺島　帄乃(1) 1分32秒99 篠原　杏佳(1) 1分34秒23 樺沢帄乃佳(1) 1分34秒36 森　和佳葉(1) 1分35秒00 江袋　優咲(1) 1分35秒72 有田　　瞳(1) 1分37秒08 俵山　莉実(1) 1分37秒49 青木　沙羅(1) 1分37秒64

大会新記録 中之条 大会新記録 明治 大会新記録 時澤 大会新記録 高崎北 大会新記録 新町第二 大会新記録 桃井 宮郷 黒保根

400m2年 23日 阿部なおみ(2) 1分25秒93 阿久澤実奈(2) 1分26秒49 岩田　真由(2) 1分27秒43 外所　亜美(2) 1分27秒77 阿部　萌生(2) 1分27秒91 井上　夏実(2) 1分28秒76 堤　　優佳(2) 1分30秒10 國安真由子(2) 1分31秒00

新治 宮城 高崎中川 佐野 南八幡 宮郷 昭和南 伊勢崎南

100m3年 23日 武井　愛名(3) 16秒21 白田　春佳(3) 16秒30 高橋なつめ(3) 16秒51 小暮　優衣(3) 1662.00 瀬田　玲奈(3) 16秒75 鹿山　鼓文(3) 16秒87 中島　　菫(3) 16秒92 横田　真子(3) 17秒05

 大会新記録 前橋中川 大会新記録 大類 勝山 太田南 群大附属 ＧＫＡ 滝川 小坂

100m4年 23日 寺島　奈穂(4) 15秒98 斎藤　美月(4) 16秒03 栗原　　舞(4) 16秒09 飯野　亜美(4) 16秒12 小菅　由梨(4) 16秒28 金澤美友菜(4) 1630.00 鹿沼　真鈴(4) 16秒37 宇佐見果鈴(4) 16秒41

 中之条 大胡 群大附属 橘 古巻 群大附属 金古南 群大附属

100m5年 23日 真屋　葉月(5) 14秒69 新井日菜乃(5) 14秒72 片海万優子(5) 14秒77 小暮　由惟(5) 14秒79 舘野　光令(5) 15秒01 笹沼　美玲(5) 15秒18 岩田　優奈(5) 15秒26

桂萱東 佐野 城西 上川淵 佐野 あずま北 高崎中川

川浦麻衣花(5) 14秒72

 磯部  

100m6年 23日 宮下　奈々(6) 13秒55 石原　綾乃(6) 13秒61 飯塚　千晴(6) 13秒64 福島　彩希(6) 13秒93 小林　由佳(6) 13秒96 佐藤　麻優(6) 14秒02 石川　瑛子(6) 14秒10 木村ひかり(6) 14秒13

  大会新記録 群大附属 大会新記録 群大附属 大会新記録 昭和南 沢野中央 桂萱 時澤 新町第一 大類

80mH5年 23日 新井日菜乃(5) 15秒24 中嶋　瑠希(5) 16秒40 田村耶々子(5) 17秒33 高橋　ゆい(5) 17秒51 田口　真子(5) 17秒82 小野寺麻紀(5) 17秒86 小林　彩乃(5) 18秒13 下田柚須乃(5) 18秒37

  大会新記録 佐野 大会新記録 上陽 黒保根 古巻 佐野 下川淵 国府 前橋城東

80mH6年 23日 佐藤　麻優(6) 13秒67 千葉　由真(6) 13秒90 吉井　晴香(6) 14秒08 湯浅　七海(6) 14秒28 柳田安友加(6) 14秒75 渡邉　花衣(6) 14秒98 高橋　佳都(6) 15秒09 加藤　夏実(6) 15秒72

  時澤 群大附属 中居 中室田 荒牧 時澤 古巻 高崎中川

800m3年 23日 齊藤茉由子(3) 2分46秒64 高橋なつめ(3) 3分01秒62 大石　麻衣(3) 3分02秒18 武井　愛名(3) 3分05秒60 髙橋　奈那(3) 3分06秒02 細井　優花(3) 3分07秒28 横田　真子(3) 3分07秒61 大谷菜生子(3) 3分10秒10

大会新記録 藤岡小野 大会新記録 勝山 大会新記録 城山 大会新記録 前橋中川 新治 新田 小坂 高崎北

800m4年 23日 飯野　亜美(4) 2分46秒71 林　芽生(4) 2分47秒09 佐々木風羽(4) 2分50秒18 樺沢和佳奈(4) 2分54秒52 茂木　歩美(4) 2分56秒08 田邊比奈乃(4) 2分57秒05 中嶋　彩葉(4) 2分57秒12 鹿沼　真鈴(4) 2分59秒88

橘 旭 里見 時澤 坂上 時澤 細野 金古南

800m5年 23日 笹澤　美陽(5) 2分34秒11 茂木里乃奈(5) 2分39秒12 根本　　光(5) 2分39秒14 岩田　優奈(5) 2分46秒75 中澤　桃子(5) 2分47秒68 阿部みなみ(5) 2分47秒89 境野　　恵(5) 2分48秒23 藤井　喜子(5) 2分49秒77

大会新記録 新町第二 大会新記録 下川淵 大会新記録 太田駒形 高崎中川 三郷 新治 宮郷 沼田東

800m6年 23日 河内菜生美(6) 2分34秒41 藤井　結子(6) 2分37秒19 斉藤　あや(6) 24111 片野　春香(6) 2分41秒74 西原のぞみ(6) 2分42秒50 大谷麻衣子(6) 2分42秒67 北村　佳奈(6) 2分43秒19 福島　華子(6) 2分43秒84

高崎北 沼田東 下川淵 薄根 三郷 高崎北 丹生 橘

4×100m 23日 古巻小Ｅ 1分04秒95 金島小Ｅ 1分05秒25 群大附属小Ｅ 1分05秒94 前橋天川小 1分06秒26 古巻小Ｄ 1分07秒37 元総社小 1分08秒52 金古小Ｂ 1分08秒86 前橋城南小 1分09秒28

４年生

4×100m 23日 佐野小Ｂ 59秒71 群大附属小Ｇ 1分01秒31 古巻小Ｃ 1分02秒56 玉村南小Ｃ 1分03秒36 前橋敷島小 1分04秒28 群大附属小Ｃ 1分04秒78 赤堀南小 1分05秒36 金島小Ｄ 1分05秒88

５年生

4×100m 23日 群大附属小Ａ 56秒11 昭和南小 57秒98 時澤小Ａ 59秒06 沼田東小 1分00秒28 宮郷小Ａ 1分00秒33 古巻小Ａ 1分00秒36 中之条小Ａ 1分00秒50 金島小Ａ 1分00秒99

６年生

4×100m 23日 前橋市陸協Ａ 53秒07 高崎市陸協 55秒05 前橋市陸協Ｂ 56秒50 安中市陸協 56秒88 伊勢崎ｸﾗﾌﾞＡ 57秒05 前橋市陸協Ｃ 58秒29 宝泉ジュニア 59秒86 碓氷クラブＡ 1分00秒02

混成 大会新記録

※本大会は、記録会形式により、同記録は同順位として扱っています。 審判長一場　明夫 記録主任 瀧　尚史



第１２回群馬県小学生陸上競技記録会 女子フィールド競技決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会
後　援：群馬県教育委員会　　上毛新聞社
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９月２３日(祝)

女子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

 走高跳4年23日 上原　風香(4) 1m00 渡辺　　渚(4) 0m95  

大会新記録 細野 金古

走高跳5年23日 田畑　愛奈(5) 1m15 古平　梨紗(5) 1m00 　

大会タイ記録 金古南 金古南

今井　小幸(5) 1m15

大会タイ記録 敷島  

走高跳6年23日 星野　茉利(6) 1m40 森　佳央理(6) 1m28 遠藤　里緒(6) 1m24 桐生　りさ(6) 1m22 横坂　真優(6) 1m20

大会新記録 あずま南 高崎北 金島 桂萱東 利南東

市川華菜子(6) 1m22 峯崎　綾乃(6) 1m20

西牧  境野

茂木沙亜耶(6) 1m20

前橋城東  

立幅跳1年23日 俵山　莉実(1) 1m49 山口　愛佳(1) 1m45 青木　沙羅(1) 1m44 有田　　瞳(1) 1m43 横田　麻帄(1) 1m39 樺沢帄乃佳(1) 1m36 江袋　優咲(1) 1m35 岩崎　安純(1) 1m32

大会新記録 宮郷 　 群大附属 　 黒保根 　 桃井 　 群大附属 　 時澤 　 新町第二 　 細井

立幅跳2年23日 外所　亜美(2) 1m62 平林三貴子(2) 1m59 木村　結愛(2) 1m55 角野ありさ(2) 1m52 各務　玲衣(2) 1m47 阿久澤実奈(2) 1m46 寺沢　唯菜(2) 1m43

大会新記録 佐野 群大附属 群大附属 群大附属 箕輪 宮城 天川

田中　　悠(2) 1m55 鈴木　莉乃(2) 1m43

宮郷  前橋中央

岩田　真由(2) 1m43

高崎中川

立幅跳3年23日 小渕　愛弓(3) 1m70 尾髙　南結(3) 1m65 加藤　あい(3) 1m61 鹿山　鼓文(3) 1m60 海野佐弥香(3) 1m58 石上　莉絵(3) 1m54 山本　　暁(3) 1m53 瀧川　智菜(3) 1m50

大会新記録 上白井  群大附属  黒保根  ＧＫＡ  金島  金古南  乗附  西横野

三浦　七海(3) 1m50

玉村中央

走幅跳4年23日 二階堂　栞(4) 3m66 小林優布子(4) 3m37 栗原　　舞(4) 3m23 上原　風香(4) 3m00 有馬　奈央(4) 2m98 善如寺絵理(4) 2m90 渡辺　詩織(4) 2m83

大会新記録 桐生西  芳賀  群大附属  細野  原  佐野 原

山浦　万椰(4) 2m83

 群大附属

走幅跳5年23日 片海万優子(5) 3m66 新保　友望(5) 3m46 中嶋　沙綾(5) 3m42 狩野　初美(5) 3m39 瀧野音々花(5) 3m18 星野　未歩(5) 3m15 野村佳奈恵(5) 3m14 大竹　知美(5) 3m13

城西  群大附属  群大附属  榛東北  金古  あずま南  金島  大胡

走幅跳6年23日 福島　彩希(6) 4m49 宮下　奈々(6) 4m39 山口  彩夏(6) 4m26 木村ひかり(6) 4m23 宿村　美希(6) 3m97 木暮　夏夢(6) 3m80 久世　京香(6) 3m74 佐藤　優衣(6) 3m62

沢野中央  群大附属  敷島  大類  茂呂  橘  西横野  金島

※本大会は、記録会形式により、同記録は同順位として扱っています。 審判長一場　明夫 記録主任 瀧　尚史 　


