
県民の日制定：第３８回群馬県小学校陸上教室記録会 女子決勝記録一覧表
主　催：群馬県小学校体育研究会　　　群馬県教育委員会　　　　群馬陸上競技協会
後　援：群馬県体育協会
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２１年１０月２８日(日)

女子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m5年 28日 島袋なみえ(5) 14秒60 俵山　芽夢(5) 14秒63 大川奈那恵(5) 14秒70 津久井海羽(5) 14秒73 鹿沼あすか(5) 14秒89 品田　知咲(5) 14秒90 青木　涼香(5) 14秒97

 伊勢崎・三郷 伊勢崎・宮郷 太田・宝泉 太田・沢野 前橋・群大附属 高崎・西 前橋・二之宮

奈良　愛華(5) 14秒90

 渋川・橘北

100m6年 28日 片海万優子(6) 13秒79 真屋　葉月(6) 13秒91 川浦麻衣花(6) 14秒02 高杉友里奈(6) 14秒19 舘野　光令(6) 14秒21 鈴木　杏奈(6) 14秒29 岩田　優奈(6) 14秒31 新居　知佳(6) 14秒36
 太田・城西 前橋・桂萱東 安中・磯部 前橋・中川 高崎・佐野 佐波・玉村南 高崎・中川 桐生・桐生北
100m友好 28日 大山　法代(6) 14秒83 松浦　涼夏(5) 15秒38 太田　季歩(5) 15秒74 河井　深月(6) 15秒83 板橋　　希(6) 15秒84 石原　千尋(6) 15秒87 田中　菜央(6) 16秒06 田中　実久(5) 16秒10

  前橋・総社 前橋・芳賀 太田・城西 前橋・荒牧 前橋・二之宮 みどり・大間々南 前橋・岩神 前橋・桂萱東

800m 28日 高田　知佳(6) 2分27秒26 笹澤　美陽(6) 2分28秒83 中澤　桃子(6) 2分29秒64 大町　　晃(6) 2分30秒95 小指　有未(6) 2分31秒81 岡田　愛理(6) 2分31秒86 萩原　百萌(6) 2分32秒84 相原咲希花(5) 2分33秒19

富岡・富岡 高崎・新町第二 伊勢崎・三郷 高崎・中川 太田・休泊 高崎・北 前橋・時澤 太田・太田
50mH 28日 久保　愛菜(6) 8秒42 新井日菜乃(6) 8秒54 中嶋　瑠希(6) 8秒55 片野　麻衣(6) 8秒57 押尾　美結(6) 8秒63 佐藤　  唯(6) 8秒65 小田桐優理香(6) 8秒70 新井　　澪(6) 8秒73
 前橋・天神 高崎・佐野 佐波・玉村上陽 佐波・玉村南 伊勢崎・三郷 安中・原市 前橋・城南 前橋・時澤
4×100m 28日 佐波・玉村南 56秒82 高崎・佐野 56秒83 伊勢崎・三郷 56秒90 渋川・古巻 57秒64 渋川・橘 57秒95 前橋・芳賀 58秒28 前橋・総社 58秒49

神山　美紅(6) 新井日菜乃(6) 島袋なみえ(5) 藤川　結菜(5) 角田　奈菜(6) 笠原　　蘭(6) 戸所　美涼(6)
安中ななみ(6) 新井奈月未(6) 内山　佳奈(6) 高橋　ゆい(6) 山下　弥々(6) 重田　理沙(6) 古谷　優希(6)
片野　麻衣(6) 堀口　百花(6) 中澤　桃子(6) 大石　茉央(6) 佐々木天来(6) 鹿野　葉月(6) 吉本　花音(6)
鈴木　杏奈(6) 舘野　光令(6) 押尾　美結(6) 後閑　　萌(6) 小野明日香(6) 下田　祐花(6) 川口瑠莉亜(6)

藤岡・藤岡第二 58秒49
久保　仁美(6)
柵木　優花(6)
横山　愛莉(6)
金井　香月(6)

走高跳 28日 田畑　愛奈(6) 1m36 竹之内花穂(6) 1m32 狩野　瑞季(6) 1m30 北村　夏美(6) 1m28 河内　芽衣(6) 1m26
高崎・金古南 安中・西横野 前橋・永明 高崎・吉井 太田・木崎

木村なつ季(6) 1m26
伊勢崎・殖蓮第二
金子　陽和(6) 1m26
沼田・平川
今井　小幸(6) 1m26
前橋・敷島
山本　咲希(6) 1m26
前橋・天川
角田　　叶(6) 1m26
前橋・中央
勝俣　来夢(6) 1m26
前橋・荒牧

走幅跳 28日 髙山　憂樹(6) 4m35 石黒　美佳(6) 4m17 佐藤　萌花(6) 4m07 鈴木　真菜(6) 3m97 角田　奈菜(6) 3m94 　 松森　千裕(6) 3m93 椎名　夏希(6) 3m91

前橋・城南 　 吾妻・草津 　 渋川・小野上 　 太田・世良田 　 渋川・橘 　 邑楽・大泉西 　 太田・藪塚 　

山下　弥々(6) 3m94

渋川・橘

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投28日 小林　　命(6) 59m54 鈴木　芽依(6) 57m92 加藤　麻瑚(6) 57m36 井野口茉由(6) 55m92 中澤　愛樹(6) 55m08 森田　梨子(6) 51m83 戸田ゆりな(6) 51m68 入澤　茉夢(6) 51m35

渋川・古巻 伊勢崎・赤堀南 太田・強戸 館林・第一 沼田・沼田 渋川・渋川南 伊勢崎・殖蓮 沼田・白沢

※記録会形式により、同記録は同順位です トラック審判長 長尾康弘　 フィールド審判長 石島　保 記録主任 瀧　尚史 　

ト
ラ
ッ

ク

フ
ィ
ー

ル
ド


