
第36回　群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技大会　兼
第28回　全国小学生陸上競技交流大会渋川地区予選会並び記録会　　成績表

平成２４年５月２０日（日）、会場：渋川市総合公園陸上競技場

第　１　位 第　２　位 第　３　位 第　４　位 第　５　位 第　６　位

氏　名 （学校名） 氏　名 （学校名） 氏　名 （学校名） 氏　名 （学校名） 氏　名 （学校名） 氏　名 （学校名）

男子 ５年 １００ｍ 柴 田 響 （伊香保） 工藤 陸叶 （明　治） 米田 尚生 （榛東北） 石井 翠紘 （古　巻） 廣嶋 大輝 （明　治） 一場 理来 （古　巻）

１４"８　 １５"２　 １５"５　 １５"７　 １６"０　 １６"４　

６年 １００ｍ 諸田 倖希 （渋川西） 小 林 寬 （渋川北） 吉野 智之 （明　治） 外丸 旭陽 （小野上） 森田 健介 （明　治） 細野 立樹 （榛東南）

１５"０　 １５"１　 １５"１　 １５"１　 １５"２　 １６"０　
４，５，６年 １，０００ｍ 吉田 圭汰 （明　治） 神 澤 瑛 （　橘　） 飯 塚 育 （金　島） 風間 浩輔 （伊香保） 大渕 雄大 （長　尾） 一倉 悠真 （榛東北）

３′２３"３　 ３′２６"４　 ３′２９"２　 ３′３０"３　 ３′３１"８　 ３′３３"１　

５，６年 ８０ｍＨ 伊藤 琢真 （豊　秋） 髙橋善サジャダ （榛東北） 北 原 翔 （榛東南） 馬場 麗胤 （榛東北） 大 畠 陸 （刀　川） 荒巻　達矢 （榛東南）

１４"５　 １４"７　 １４"８　 １５"５　 １５"６　 １６"０　

５，６年 ４×１００ｍＲ 津 久 田 小 長 尾 小 金 島 小 駒 寄 小 三 原 田 小 榛 東 南 小

５９"３　 ６１"２　 ６１"４　 ６２"０　 ６３"７　 ６４"１　

５，６年 走幅跳 都丸 翔平 （橘　北） 緒方 謙信 （明　治） 角田 龍一 （駒　寄） 須藤 駿介 （古　巻） 田子真太郎 （　橘　） 三田 雄真 （橘　北）

３ｍ９０　 ３ｍ８４　 ３ｍ６１　 ３ｍ５９　 ３ｍ５８　 ３ｍ５５　

５，６年 走高跳 木 暮 誠 （豊　秋） 福 島 新 （金　島） 野崎 天資 （明　治） 齋 藤 仁 （豊　秋） 畑野 直樹 （駒　寄）

１ｍ３５　 １ｍ２０　 １ｍ１０　 １ｍ１０　 １ｍ０５　

狩野 響弥 （津久田）

１ｍ１０　

５，６年 ソフトボール投 安原 雅哉 （榛東南） 森 田 亮 （明　治） 中島 吏音 （古　巻） 福安謙二郎 （渋川西） 神道 新太 （上白井） 藤木 崇暉 （　橘　）

６２ｍ５９　 ５１ｍ５５　 ４８ｍ９７　 ４８ｍ２２　 ４６ｍ６３　 ４６ｍ２８　

女子 ５年 １００ｍ 永峰 百華 （榛東北） 野 村 暉 （伊香保） 藤野　咲 （明　治） 佐藤 花菜 （小野上） 篠原 杏佳 （明　治） 大橋 明生 （橘　北）

１５"９　 １５"９　 １５"９　 １６"０　 １６"３　 １６"６　

６年 １００ｍ 小菅 真穂 （古　巻） 岡本 風香 （榛東北） 森 田 楓 （　橘　） 木島 妃葉 （　橘　） 清水 彩可 （伊香保） 茂木 小夏 （南　雲）

１４"７　 １５"５　 １５"６　 １５"７　 １５"８　 １６"０　
４，５，６年 ８００ｍ 栁岡 麻衣 （　橘　） 弦間 明穂 （古　巻） 生方ひかる （長　尾） 梶原なご美 （駒　寄） 山下 結愛 （明　治） 筱岡 美紀 （古　巻）

２′４４"２　 ２′４５"４　 ２′４７"１　 ２′５３"５　 ２′５４"１　 ２′５４"９　

５，６年 ８０ｍＨ 野村 真紀 （小野上） 西田 朝香 （橘　北） 土屋ひな子 （明　治） 和田亜由莉 （渋川南） 高橋 美希 （　橘　） 齊木 杏実 （明　治）

１５"４　 １６"４　 １６"９　 １７"６　 １７"７　 ２０"４　

５，６年 ４×１００ｍＲ 古 巻 小 伊 香 保 小 渋 川 北 小 駒 寄 小 長 尾 小 豊 秋 小

６０"５　 ６１"７　 ６２"２　 ６２"４　 ６２"７　 ６４"９　

５，６年 走幅跳 鈴木 楓帆 （榛東南） 小林 奈津 （金　島） 倉方 聖奈 （榛東北） 南雲 聖羅 （刀　川） 森田 結衣 （明　治） 並木沙耶花 （古　巻）

３ｍ８３　 ３ｍ７３　 ３ｍ４３　 ３ｍ３５　 ３ｍ２３　 ３ｍ２２　

５，６年 走高跳 牧口 奈菜 （榛東南） 加藤 史帆 （榛東南） 六本木美里 （三原田） 原 田 瞳 （駒　寄） 星野 愛音 （榛東北）

１ｍ２３　 １ｍ１５　 １ｍ１５　 １ｍ１５　 １ｍ０５　

三田紗柔加 （橘　北）

１ｍ０５　

萩原 百萌 （榛東南）

１ｍ０５　

５，６年 ソフトボール投 眞下 七海 （渋川北） 小渕 杏砂 （古　巻） 生方 綾香 （上白井） 永井 彩乃 （刀　川） 山田 千尋 （渋川南） 関口こころ （明　治）

４６ｍ７４　 ４２ｍ４４　 ４１ｍ１０　 ４１ｍ０８　 ２８ｍ８５　 ２８ｍ６５　


