
第３４回群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技会 女子決勝記録一覧表
第２６回全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会
主　催：群馬陸上競技協会　　（財）群馬県体育協会　　上毛新聞社　
後　援：群馬県　群馬県教育委員会　群馬県小学校体育研究会　（財）安藤スポーツ・食文化振興財団　前橋市教育委員会　前橋市体育協会
協　賛：（株）日清食品ホールディングス
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２２年６月２０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 20日 武井  愛名(5) 14秒40 池田  友季(5) 14秒56 鹿山  鼓丈(5) 15秒03 新井  彩桂(5) 15秒14 鏑木  麻綺(5) 15秒16 武藤  響花(5) 15秒31 齊藤  侑夏(5) 15秒33 萩原  桃香(5) 15秒38

風　-1.0 前橋市陸協 高崎市陸協 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 渋川ｸﾗﾌﾞ 利根ｸﾗﾌﾞ 富岡市陸協 安中市陸協 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ

100m6年 20日 奈良  愛華(6) 14秒02 小菅  由梨(6) 14秒04 三澤  千尋(6) 14秒06 金山  仁奈(6) 14秒35 林    舞弥(6) 14秒35 俵山  芽夢(6) 14秒52 森下  紗映(6) 14秒55 篠原  真帆(6) 14秒61

風　-1.2 渋川ｸﾗﾌﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ 館林ｸﾗﾌﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 桐生市陸協 前橋市陸協

80mﾊｰﾄﾞﾙ 20日 芝田  真里(6) 14秒44 諸田  実咲(6) 14秒45 須藤  楓音(6) 14秒53 桑子  伊織(6) 14秒76 中村  愛理(6) 14秒87 渡邊    渚(6) 15秒05 小林  芽依(6) 15秒13 田中  優里(6) 15秒24

風　-1.8 前橋市陸協 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 前橋市陸協 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 前橋市陸協 高崎市陸協 高崎市陸協 安中市陸協

800m 20日 田邊比奈乃(6) 2分25秒46 樺沢和佳奈(6) 2分25秒92 赤石  伊生(6) 2分34秒63 佐々木風羽(6) 2分34秒68 鶴谷  芽衣(5) 2分34秒99 林    泉涼(6) 2分35秒36 中嶋  彩葉(6) 2分35秒64 深津  里佳(6) 2分35秒79

前橋市陸協 前橋市陸協 高崎市陸協 高崎市陸協 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 前橋市陸協 碓氷ｸﾗﾌﾞ 利根ｸﾗﾌﾞ

4×100m 20日 前橋市陸協 54秒22 高崎市陸協 56秒13 渋川ｸﾗﾌﾞ 57秒03 富岡市陸協 58秒14 安中市陸協 58秒33 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 59秒34 勢多ｸﾗﾌﾞ 60秒46

斎藤  美月(6) 町田萌野花(6) 中澤  姫花(5) 今井  淑乃(6) 渕上  舞衣(5) 松本    望(6) 小林  萌夏(6)

鹿沼あすか(6) 鹿沼  真鈴(6) 海野    綾(6) 安田みゆう(6) 木村  有花(5) 深石  敦美(6) 町田    瞳(6)

金澤美友菜(6) 政谷  優佳(6) 後藤  美咲(6) 藤井  綾音(6) 佐藤  可菜(6) 日野  愛理(6) 町田    彩(6)

清水  詩絵(6) 品田  知咲(6) 高澤  茉由(6) 茂木    舞(6) 木暮ももか(6) 日野みすず(6) 高山  清香(6)

友好100m 20日 栗原    舞(6) 14秒50 北村    光(6) 15秒01 増田瑛合子(6) 15秒29 井出恵里香(6) 15秒38 山本  綾香(6) 15秒56 松井  詩音(6) 16秒04 稲垣さくら(6) 16秒11 荒木  優那(6) 16秒31

 前橋市陸協 高崎市陸協 安中市陸協 富岡市陸協 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ 利根ｸﾗﾌﾞ 勢多ｸﾗﾌﾞ

走高跳 20日 新井  結葉(6) 1m24 吉田  裟野(6) 1m22 秋山みさき(6) 1m20 安中市陸協 石本  麗衣(6) 1m20 太田  明花(6) 1m20 鈴木沙也加(6) 1m20 黒澤  結仁(6) 1m15

高崎市陸協 前橋市陸協 岡田  実樹(6) 1m20 富岡市陸協 勢多ｸﾗﾌﾞ 前橋市陸協 前橋市陸協 富岡市陸協

走幅跳 20日 小林優布子(6) 4m18 石原  遥子(6) 4m15 見城麻桜香(6) 4m00 岩片  二葉(6) 3m99 篠原  正子(6) 3m93 茂木  咲歩(6) 3m89 河合奈央子(6) 3m87 二階堂  栞(6) 3m85

前橋市陸協  前橋市陸協  利根ｸﾗﾌﾞ  沼田ｸﾗﾌﾞ  吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ  おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞ  おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞ  桐生市陸協  

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投20日 矢島  圭乃(6) 53m74 大野  七海(5) 50m81 鎮西  真緒(6) 49m60 石井    碧(6) 48m94 上原  知穂(5) 47m97 亀山友理茄(6) 47m38 高橋ひな子(6) 45m45 金子  芽生(5) 44m89

高崎市陸協 館林ｸﾗﾌﾞ 富岡市陸協 碓氷ｸﾗﾌﾞ 安中市陸協 館林ｸﾗﾌﾞ 富岡市陸協 利根ｸﾗﾌﾞ

審判長 一場　明夫 記録主任 瀧　尚史 　
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