
第37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29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２５年６月２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 高宮明日翔 （古　巻） 田村 磨羽 （津久田） 萩原虎太朗 （榛東北） 金古 梨玖 （駒　寄） 大泉 良輔 （榛東北） 狩 野 工 （津久田）

１４"７　 １５"３　 １５"４　 １５"９　 １５"９　 １６"０　

６年 １００ｍ 工藤 陸叶 （明　治） 柴 田 響 （伊香保） 廣嶋 大輝 （明　治） 澤下 大樹 （小野上） 眞下 拓也 （橘　北） 小池浩太郎 （渋川西）

１３"９　 １４"０　 １４"８　 １５"１　 １５"１　 １５"４　
４，５，６年 １，０００ｍ 石附健太郎 （中　郷） 原澤 映大 （榛東北） 岩倉 翔吾 （榛東南） 倉林 圭吾 （中　郷） 塚田 雄大 （駒　寄）

３′１６"３　 ３′２４"５　 ３′２７"０　 ３′２７"１　 ３′３４"４　

山田 瑞樹 （榛東北）

３′３４"４　

５，６年 ８０ｍＨ 一場 理来 （古　巻） 小林　湧茉 （榛東南） 林 真 翼 （金　島） 山﨑 陸斗 （　橘　） 川野 哲平 （榛東北） 小谷野葵葉 （明　治）

１３"８　 １４"２　 １５"０　 １５"２　 １５"３　 １５"４　

５，６年 ４×１００ｍＲ 駒 寄 小 長 尾 小 三 原 田 小 渋 川 北 小 榛 東 南 小 刀 川 小

５８"５　 ５９"３　 ５９"５　 ５９"７　 ６１"６　 ６３"６　

５，６年 走幅跳 坂口 貴教 （豊　秋） 狩野 隼人 （津久田） 山浦笙太郎 （明　治） 高橋 典也 （渋川西） 小野 颯斗 （金　島） 島田 航太 （渋川北）

４ｍ１０　 ３ｍ９４　 ３ｍ７８　 ３ｍ７５　 ３ｍ７３　 ３ｍ６６　

５，６年 走高跳 狩野 佳祐 （　橘　） 近藤 立輝 （豊　秋） 野﨑 天資 （明　治） 佐藤 瑞紀 （渋川西） 永見 拓真 （榛東南）

１ｍ２５　 １ｍ２０　 １ｍ２０　 １ｍ２０　 １ｍ１５　

川内 颯誠 （豊　秋） 橋爪 智洋 （渋川西）

１ｍ２０　 １ｍ１５　

５，６年 ソフトボール投 米田 尚生 （榛東北） 萩原 大樹 （榛東北） 荒木 成章 （中　郷） 大谷 恭真 （渋川北） 髙橋 源太 （渋川西） 室 殿 祥 （明　治）

６６ｍ０９　 ５９ｍ８０　 ５８ｍ９０　 ５５ｍ７２　 ４９ｍ１８　 ４８ｍ１０　

女子 ５年 １００ｍ 粕川 花恋 （橘　北） 久保田花凜 （豊　秋） 島田あかり （明　治） 荒井 もえ （三原田） 金 井 爽 （古　巻） 柴田菜々子 （明　治）

１５"５　 １５"６　 １５"７　 １５"８　 １６"２　 １６"５　

６年 １００ｍ 野 村 暉 （伊香保） 永峰 百華 （榛東北） 樋田 琴水 （渋川西） 角田 愛莉 （渋川北） 佐藤 花菜 （小野上） 鍋島 女依 （津久田）

１５"０　 １５"２　 １５"２　 １５"２　 １５"４　 １５"６　
４，５，６年 ８００ｍ 土橋 奈穂 （古　巻） 風間有由那 （榛東南） 橋 爪 琳 （渋川北） 星野 奈知 （榛東南） 荒井 蓮綺 （明　治） 梶原なご美 （駒　寄）

２′４３"２　 ２′４５"４　 ２′４５"８　 ２′４５"９　 ２′４７"１　 ２′４９"０　

５，６年 ８０ｍＨ 須田 結子 （渋川南） 形野ほのか （古　巻） 野村 彩音 （小野上） 土屋 穂華 （金　島） 小林 彩花 （津久田） 佐 藤 栞 （小野上）

１５"５　 １６"２　 １６"３　 １６"５　 １６"８　 １６"８　

５，６年 ４×１００ｍＲ 長 尾 小 古 巻 小 渋 川 北 小 榛 東 南 小 中 郷 小 橘 小

６１"８　 ６２"８　 ６３"２　 ６３"９　 ６４"４　 ６４"５　

５，６年 走幅跳 石北 妃奈 （長　尾） 佐藤 愛香 （駒　寄） 大竹 咲弥 （駒　寄） 相 京 碧 （小野上） 樋口 穏紅 （古　巻） 西山 夏菜 （長　尾）

３ｍ６９　 ３ｍ６９　 ３ｍ５８　 ３ｍ５６　 ３ｍ５２　 ３ｍ５０　

５，６年 走高跳 田中 藍美 （榛東南） 大谷 愛香 （渋川南） 粕川 花音 （橘　北） 佐々木李奈 （榛東南） 千明さくら （中　郷）

１ｍ２０　 １ｍ１５　 １ｍ１５　 １ｍ１５　 １ｍ１５　

真下 琳加 （渋川北）

１ｍ１５　

５，６年 ソフトボール投 生方 綾香 （上白井） 吉澤奈菜子 （渋川北） 外丸せんり （中　郷） 佐 藤 玲 （明　治） 山田 千尋 （渋川南） 石附 知歩 （中　郷）

４５ｍ１１　 ４１ｍ３２　 ４１ｍ２７　 ３７ｍ５３　 ３２ｍ１３　 ３０ｍ２５　


