
県民の日制定：第３８回群馬県小学校陸上教室記録会 男子決勝記録一覧表
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(水)

男子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m5年 28日 富川タケシ(5) 14秒15 佐藤　優弘(5) 14秒20 サパタ ﾀｹｼ(5) 14秒27 大野　聖悟(5) 14秒34 山本　大広(5) 14秒35 萩原　敬太(5) 14秒38 石川　塁翔(5) 14秒47 霜田　　渓(5) 14秒53

 伊勢崎・茂呂 太田・城西 伊勢崎・広瀬 太田・沢野 伊勢崎・宮郷 沼田・利南東 太田・韮川西 吾妻・原町

金子　侑広(5) 14秒53

沼田・利根東

100m6年 28日 野村　翔太(6) 12秒97 中島浩太郎(6) 13秒17 高橋　雄大(6) 13秒19 飯塚　朝徳(6) 13秒26 岸　　将広(6) 13秒32 金子　貴哉(6) 13秒39 佐藤　凌雅(6) 13秒41

北群馬・明治 利根・水上 桐生・新里東 渋川・豊秋 伊勢崎・境剛志 邑楽・中野 前橋・白川

池田　　稜(6) 13秒17
 太田・毛里田
100m友好 28日 星野　裕樹(6) 13秒86 野田頭健太(6) 14秒42 川野　悦也(6) 14秒48 栗原　誠弥(6) 14秒57 前埜　拓海(6) 14秒74 吉岡　勇人(5) 14秒81 西岡　泰範(6) 14秒83 井田　直樹(6) 14秒91

  前橋・粕川 伊勢崎・あずま南 伊勢崎・境剛志 伊勢崎・広瀬 太田・沢野 太田・毛里田 伊勢崎・三郷 伊勢崎・宮郷

1000m 28日 松井　拳矢(6) 2分54秒42 樋下田泰成(6) 2分55秒39 木暮　世成(6) 3分00秒53 大畑　隆也(6) 3分01秒99 桑原　永志(6) 3分02秒48 齋藤　勇也(6) 3分03秒99 小林　星羅(6) 3分05秒14

前橋・永明 大会新記録 伊勢崎・宮郷 渋川・金島 吾妻・高山 伊勢崎・宮郷 伊勢崎・豊受 桐生・相生

木村　慶信(6) 3分03秒99

伊勢崎・境剛志  
50mH 28日 岡部　哲也(6) 7秒73 田中　捺久(6) 8秒07 阿部　保希(6) 8秒09 吉野　弘展(6) 8秒11 小林　大造(6) 8秒13 平野　達哉(6) 8秒15 星野　隼也(6) 8秒25 西尾　明広(6) 8秒26
 前橋・粕川 伊勢崎・宮郷 吾妻・坂上 沼田・薄根 太田・太田 前橋・荒牧 吾妻・沢田 高崎・桜山

 
4×100m 28日 前橋・粕川 52秒90 伊勢崎・境剛志 53秒12 太田・沢野 53秒93 渋川・古巻 54秒16 伊勢崎・あずま南 54秒30 太田・毛里田 54秒46 伊勢崎・宮郷 54秒48 前橋・桂萱東 54秒51

箱田　卓実(6) 浅賀　勇作(6) 澤田　　蓮(6) 林　　龍馬(6) 五十嵐隼都(6) 秋山　雄慶(6) 山本　大広(5) 神保　京吾(6)
岡部　哲也(6) 岸　　将広(6) 大野　聖悟(5) 弦間　淳太(6) 小泉　　俊(6) 金子　光昭(6) 田中　捺久(6) 根井　隆治(6)
細川　遼介(6) 小澤　祐介(6) 菅原　竜哉(6) 関根　大揮(6) 江原　拓海(6) 町田　拓海(6) 樋下田泰成(6) 吉澤　宏樹(6)
遠藤　政哉(6) 木村　慶信(6) 荻野　洸介(6) 石北　陸人(6) 城田　祐輔(6) 池田　　稜(6) 道澤　大地(6) 山田　千彰(6)

走高跳 28日 金子　翔太(6) 1m42 岡野　太郎(6) 1m40 上原　　響(6) 1m38 池田　隼人(6) 1m35
桐生・桐生北 甘楽・馬山 前橋・時澤 前橋・大胡東
樋口　　司(6) 1m42 田中　政輝(6) 1m40 小池　和正(6) 1m38
利根・昭和南 渋川・三原田 みどり・福岡西

小澤海輝也(6) 1m40
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ィ 小澤海輝也(6) 1m40

伊勢崎・坂東

走幅跳 28日 澤田　　蓮(6) 4m68 末廣　太貴(6) 4m48 松井　康平(6) 4m46 川島　聖那(6) 4m45 加藤　誠也(5) 4m43 宮田　大嗣(6) 4m41 佐藤　　司(6) 4m40 土屋　龍一(6) 4m39

太田・沢野  藤岡・小野  安中・磯部  桐生・桐生東  富岡・吉田  みどり・大間々南  太田・休泊  吾妻・鎌原  

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投28日 葭葉　ニコ(6) 87m49 川井　智也(6) 72m40 飯塚　莉久(6) 70m72 三橋　健也(6) 69m69 平方　　実(6) 69m48 石堂　一輝(6) 68m48 山下　和真(6) 67m89 市川　裕史(6) 66m57

太田・太田 大会新記録 藤岡・第一 高崎・東部 前橋・東 渋川・渋川北 佐波・玉村芝根 太田・韮川 高崎・吉井

※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 　

◆ボール投げの大会新記録は、今大会で最も古い昭和５５年度大会の記録を２９年ぶりに更新しました！
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