
第34回県民スポーツ祭　群馬県障害者スポーツ大会2017 陸上競技【知的障害の部】 2017年9月24日(日)
決勝一覧表

ふれあいスポーツプラザ

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
8/24 ５０ｍ 角田　琉碧 9.90 大島　琉希 9.83

渋川特支 +0.3 わたらせ養護園

8/24 １００ｍ 角田　琉碧 17.87 秋津　歩 21.08 藤田　来輝 21.43
渋川特支 +0.3 わたらせ養護園 わたらせ養護園

8/24 ５０ｍ 阿部　大貴 6.95 坂本　翔太 7.29 笠野　航平 8.25 松島　拓海 8.59 中澤　皓 8.76 藤見　祐一 9.08 奈良　和博 10.97 川嶋　雄大 11.33
伊勢崎二中 +0.1 つつじヶ丘はなぞの 館林高特支 はるな郷さわら荘 渋川特支 伊勢崎高特支 はるな郷あすなろ荘 伊伊勢崎二中

8/24 １００ｍ 保木本　幸輝 12.20 大島　誠 12.50 金子　順司 12.58 古川　隆太 12.98 池田　寿虎竜 13.73 有馬　慎哉 13.84 伊與久　琉冴 13.87
太田高特支 前橋高特支 渡良瀬特支 渡良瀬特支 前橋高特支 前橋高特支 前橋高特支

金井　康幸 13.73
前橋高特支

8/24 ２００ｍ 村上　竜二 26.27 大島　誠 26.41 金子　順司 26.71 池田　寿虎竜 28.58 伊與久　琉冴 29.26 有馬　慎哉 29.85 荻原　竜 30.05 松井　力 33.11
前橋高特支 前橋高特支 渡良瀬特支 前橋高特支 前橋高特支 前橋高特支 前橋高特支 前橋高特支

8/24 ８００ｍ 柳田　尚樹 2.17.67 岡戸　春一 2.26.16 金井　康幸 2.31.41 日置　優 2.38.40 山﨑　元貴 2.41.47 川合　達也 2.58.21 清水　亮圭 3.01.22 原嶋　凛 3.14.12
渡良瀬特支 渡良瀬特支 前橋高特支 前橋高特支 渡良瀬特支 前橋高特支 前橋高特支 前橋高特支

8/24 １５００ｍ 柳田　尚樹 4.37.04 山﨑　元貴 4.59.73 持田　裕亮 5.20.42 岡戸　春一 5.57.12 芹澤　康太 7.00.68 瀬谷　龍真 7.18.07 吉澤　佑彌 7.46.82 茂木　郁哉 7.48.04
渡良瀬特支 渡良瀬特支 高崎高特支 渡良瀬特支 前橋高特支 渡良瀬特支 桐生特支 はるな郷ひのき荘

8/24 走幅跳 村上　竜二 5m31 阿部　大貴 4m05 松井　司 3m76 小林　巧 3m34
前橋高特支 伊勢崎二中 前橋高特支 前橋高特支

8/24 立幅跳 久保田　悠太 1m81 宮崎　将太 1m78 佐藤　隼 1m55 瀬谷　龍真 1m49 星野　那智 1m27
桐生特支 渡良瀬特支 高崎高特支 渡良瀬特支 前橋高特支

8/24 ソフトボール投 髙橋　泰良 53m26 保木本　幸輝 48m05 笠野　航平 35m05 藤見　祐一 26m45 中澤　皓 26m23 木村　和豊 24m81 芹澤　康太 23m82
個人 太田高特支 館林高特支 伊勢崎高特支 渋川特支 しきしま 前橋高特支

8/24ジャベリックスロー 古川　隆太 28m04 阿部　梓麻 18m20 宮崎　将太 12m48
渡良瀬特支 前橋高特支 渡良瀬特支

8/24 ５０ｍ 生方　拓 6.66 吉田　祥行 8.60 和田　翔太 9.63 田村　水聖 9.99 安田　雅治 10.09 宮崎　俊宏 10.76 小林　直也 11.01 高野　翔太 12.62
沼田福祉 水土舎 つつじヶ丘はなぞの つつじヶ丘はなぞの にっこにっこ倶楽部 たけのこ学園 しきしま にっこにっこ倶楽部

8/24 １００ｍ 生方　拓 12.58 鈴木　崇浩 14.66 小川　洋平 14.90 久保　裕祐 15.17 橋爪　祐太 15.37 須田　拓也 15.74 堀越　憂哉 15.75 田畑　隼一朗 16.10
沼田福祉 にっこにっこ倶楽部 ゆうあい陸上 アトム アトム 上州水土舎 ﾌｨﾛｽあけぼの アトム

8/24 ２００ｍ 畑佐　光輝 24.82 大橋　祐介 33.02 金井　雅由 35.19 関　崇広 37.88 萩原　隼 41.32 榎本　勲 1.04.83 宮下　春樹 4.47.79
個人 境町手をつなぐ育成会 生原ホーム ゆうあい陸上 光明園 上州水土舎 上州水土舎

8/24 ４００ｍ 畑佐　光輝 54.56 星野　雄紀 1.12.85 大澤　賢人 2.01.06
個人 にっこにっこ倶楽部 にっこにっこ倶楽部

8/24 ８００ｍ 峰岸　翔 2.13.70 海老原　隆矢 2.32.64 菊池　智博 2.55.79 堀内　康平 3.03.14 星野　雄紀 3.07.83 大沢　了介 3.50.04
第一貨物 エステル ゆうあい陸上 はるな郷はるな郷こがね荘 にっこにっこ倶楽部 あかねの館

8/24 １５００ｍ 峰岸　翔 4.3651 海老原　隆矢 5.08.73 菊池　智博 2.56.90 堀内　康平 6.02.22 小林　誠 7.04.47 菊池　貴裕 8.37.78
第一貨物 エステル ゆうあい陸上 はるな郷こがね荘 はるな郷こがね荘 はるな郷ひのき荘

8/24 走幅跳 和田　翔太 1m89
つつじヶ丘はなぞの

8/24 立幅跳 小川　洋平 2m25 鈴木　崇浩 2m15 堀越　憂哉 1m67 鮫島　悠太 1m20 花岡　浩志 0m78
ゅうあい陸上 にっこにっこ倶楽部 ﾌｨﾛｽあけぼの 上州水土舎 上州水土舎

8/24 ソフトボール投 山崎　将 41m82 萩原　想矢 23m14 吉田　祥行 22m21 堀越　克彦 21m95 大沢　了介 20m35 茂木　信一 15m65 山崎　太一 13m36 関　雅敏 12m35
にっこにっこ倶楽部 上州水土舎 上州水土舎 上州水土舎 あかねの館 上州水土舎 上州水土舎 ゆうあい陸上

8/24ジャベリックスロー 大見山　隼人 6m53
くわのみ

8/24 ５０ｍ 町田　一男 8.43 山口　勝則 9.57 石原　雄 10.32 堀田　雅也 10.42 河田　純一 10.60 須郷　和也 10.62 鈴木　剛介 10.64 藤間　信次 10.68
ｴﾙｼｰﾇ藤が丘 ｴﾙhｼｰﾇ藤が丘 つつじヶ丘みたけ寮 つつじヶ丘はなぞの くわのみ かんなの里 上州水土舎 かんなの里

8/24 １００ｍ 中村　健一 15.62 松村　卓 15.77 星野　博幸 15.81 須藤　雅樹 17.08 田島　直行 17.18 星野　浩二 17.70 堀澤　大作 18.44 前原　作次 18.77
はるな郷はるな郷こがね荘 ゆうあい陸上 はるな郷はるな郷こがね荘 みのわ育成園 にっこにっこ倶楽部 アトム 第二天啓園 個人

8/24 ２００ｍ 星野　博幸 31.97 中村　健一 31.98 松村　卓 33.31 田島　直行 38.08 松浦　貴也 42.09 下山　操 46.57 熊谷　幸平 48.94
はるな郷はるな郷こがね荘 はるな郷はるな郷こがね荘 ゆうあい陸上 にっこにっこ倶楽部 生原ホーム 上州水土舎 ゆうあい陸上

8/24 ４００ｍ 伊藤　崇行 1.08.85
ゆうあい陸上

8/24 ８００ｍ 小川　栄一 2.58.59 田村　靖生 3.42.29 鵜澤　義雄 5.53.63
ゆうあい陸上 ゆうあい陸上 上州水土舎

8/24 １５００ｍ 小川　栄一 8.01.22 田村　靖生 7.54.41
ゆうあい陸上 ゆうあい陸上

8/24 走幅跳 原田　幸雄 1m64
天啓園

8/24 立幅跳 角田　武 1m21 須郷　和也 0m86 大竹　祐太郎 0m64
つつじヶ丘みたけ寮 かんなの里 つつじヶ丘光の園

8/24 ソフトボール投 石原　雄 34m80 飯塚　龍二 19m40 有田　秀夫 18m75 飯島　義典 17m85 有馬　栄治 17m65 堀田　雅也 17m43 須田　一郎 16m80 新井　和実 15m24
つつじヶ丘みたけ寮 上州水土舎 第二都学園 かんなの里 はるな郷こがね荘 つつじヶ丘はなぞの つつじヶ丘はなぞの みのわ育成園

8/24ジャベリックスロー 大村　健一 12m57 広井　誠次 7m20 高木　功 5m60 野口　幸央 5m55 須永　公孝 5m11
くわのみ くわのみ くわのみ くわのみ くわのみ

8/24 ４×１００ｍＲ 群馬県選抜 50.82 前橋高特支Ｃ 58.25 前橋高特支Ｂ 58.41 前橋高特支Ｄ 1.00.81 ゆうあい陸上 58.41 アトム 1.02.49 前橋高特支Ｅ 1.01.53にっこにっこ倶楽部1.06.53
樋下田　はるか 清水　亮佳 原嶋　凛 阿部　智哉 小川　栄一 橋爪　祐太 川合　達也 田島　直行
村上　竜二 有馬　慎哉 峰岸　翔 大島　誠 関　崇広 山田　豊 松井　司 鈴木　崇浩
保木本　幸輝 荻原　竜 伊與久　琉冴 金井　康幸 菊池　智博 久保　裕祐 小林　巧 星野　雄紀
畑佐　光輝 池田　寿虎竜 日置　優 内藤　碧唯 松村　卓 田畑　隼一朗 萩原　寧々 大澤　賢人

男子
幼年Ｂ

男子
壮年

共通

男子
少年

男子
青年



第34回県民スポーツ祭　群馬県障害者スポーツ大会2017 陸上競技【知的障害の部】 2017年9月24日(日)
決勝一覧表

ふれあいスポーツプラザ

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
8/24 ５０ｍ 金子　薫 9.18 武内　紫穂 9.26 太田　仁美 9.30 今泉　南 9.52 中島　寿理 9.54 土谷　朋世 9.63

渡良瀬特支 太田高特支 しきしま しきしま アトム アトム

ﾍﾙﾊﾞｼｵ ｱﾝｼﾞｪﾗ 9.26 阿部　明日香 9.52
太田高特支 ゆうあい陸上

8/24 １００ｍ 内藤　碧唯 15.16 小澤　留里 16.70 田代　彩花 17.10 田村　未夢 17.36 萩原　寧々 17.82 前田　優月 18.06 山田　花菜 19.85 古井　千絵 19.91
前橋高特支 前橋高特支 上州水土舎 渋川特支 前橋高特支 前橋高特支 しきしま 前橋高特支

8/24 ２００ｍ 樋下田　はるか 30.00
前橋高特支

8/24 ４００ｍ 樋下田　はるか 1.09.72
前橋高特支

8/24 ８００ｍ 阿部　明日香 4.43.16
ゆうあい陸上

8/24 走幅跳 内藤　碧唯 3m13 田代　彩花 2m97 小澤　留里 2m73 田村　未夢 2m60 前田　優月 2m44
前橋高特支 上州水土舎 前橋高特支 渋川特支 前橋高特支

8/24 立幅跳 金子　薫 1m82 萩原　寧々 1m29
渡良瀬特支 前橋高特支

8/24 ソフトボール投 渡辺　愛美 27m16 武内　紫穂 22m64
前橋高特支 太田高特支

8/24 ５０ｍ 原澤　成美 9.82 佐藤　幸奈 10.41 田村　清美 11.23 山本　律子 11.56 渡辺　由紀 11.59 佐藤　美保 12.41 斎藤　葉月 12.70 猿井　泉 13.90
アトム みのわ育成園 みのわ育成園 上州水土舎 ゆうあい陸上 ｴﾙｼｰﾇ藤が丘 都学園 アトム

8/24 １００ｍ 戸所　真希 17.96 菊池　美里 18.90 武　裕子 20.73 柳沢　幸子 22.74 櫻井　弘子 23.80 上山　由香 29.22
ゆうあい陸上 ゆうあい陸上 ゆうあい陸上 上州水土舎 アトム 天啓園

8/24 ２００ｍ 菊池　美里 40.81 宮田　明美 40.84 工藤　麻衣 42.20 鈴木　明香 42.75 武　裕子 49.20 清水　奈津美 1.06.69
ゆうあい陸上 アトム くわのみ ゆうあい陸上 ゆうあい陸上 くわのみ

8/24 ４００ｍ 鈴木　明香 1.43.74 白石　恵美 2.20.35
ゆうあい陸上 上州水土舎

8/24 走幅跳 戸所　真希 2m34
ゆうあい陸上

8/24 立幅跳 渡辺　由紀 1m04
ゆうあい陸上

8/24 ソフトボール投 柳沢　幸子 11m60 樋口　歩 11m15 白石　恵美 9m54 山本　律子 7m26 市川　麻美 6m73 福島　祐実 5m98 坂本　舞夏 4m53
上州水土舎 クローバー 上州水土舎 上州水土舎 上州水土舎 上州水土舎 はるかぜ荘

8/24ジャベリックスロー 鈴木　淑美 3m94 佐山　明日香 3m34 多賀谷　千尋 3m00
くわのみ くわのみ くわのみ

内田　知里 3m34
くわのみ

8/24 ５０ｍ 関口　佳代 10.33 羽鳥　至子 10.34 小熊　典子 11.16 金井　あい子 11.42 加藤　亜矢子 11.55 小島　めぐみ 11.80 佐口　絵里佳 12.05 町田　麻紀 13.01
くわのみ ゆうあい陸上 にっこにっこ倶楽部 たけのこ学園 あずま福祉作業所 あずま福祉作業所 ｴﾙｼｰﾇ藤が丘 つつじヶ丘光の園

8/24 １００ｍ 小林　由美子 20.54 多胡　菊代 21.51 須田　希実代 23.30 毛利　和代 24.23
たけのこ学園 上州水土舎 はるな郷さわら荘 生原ホーム

8/24 立幅跳 羽鳥　至子 1m37 椛沢　まゆみ 0m69
ゆうあい陸上 はるな郷ひのき荘

8/24 ソフトボール投 新井　愛子 12m84 多胡　菊代 12m75 斉藤　由美子 11m33 村上　栄子 11m20 佐俣　幸子 11m15 小熊　典子 10m20 今井　幸子 10m04 並木　香誉子 6m93
天啓園 上州水土舎 上州水土舎 第二天啓園 天啓園 にっこにっこ倶楽部 上州水土舎 第二天啓園

8/24ジャベリックスロー 内田　麗子 5m39 岡崎　千恵乃 3m65
くわのみ くわのみ

8/24 ４×１００ｍＲ 前橋高特支 1.11.60 ゆうあい陸上 1.18.24 アトム 1.20.93
前田　優月 菊池　美里 櫻井　弘子
小澤　留里 鈴木　明香 中島　寿理
古井　千絵 戸所　真希 土谷　朋世
渡辺　愛美 武　裕子 宮田　明美

共通

女子
青年

女子
少年

女子
壮年


