
第１４回群馬県小学生陸上競技記録会 男子トラック競技決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会
後　援：群馬県教育委員会　　上毛新聞社
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及び補助競技場 期日:平成２２年９月２３日(祝)

男子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

300m1年 23日 田村　康陽(1) 1分03秒67 一ノ瀬雅知也(1) 1分04秒59 森谷　隆史(1) 1分05秒97 佐藤　仁瑛(1) 1分06秒56 小田切龍勇(1) 1分07秒31 吉田　匠吾(1) 1分08秒07 立石　　創(1) 1分09秒35 大島　明道(1) 1分09秒84

清里 天川 大利根 高崎南 長野 京ケ島 塚沢 荒牧

300m2年 23日 柄沢　智哉(2) 58秒02 細井　翔太(2) 1分02秒37 井上　太陽(2) 1分02秒81 川上　一馬(2) 1分02秒89 神尾　碧輝(2) 1分03秒02 坂本　治樹(2) 1分03秒99 新井　駿佑(2) 1分04秒09 横山　昇太(2) 1分04秒60

桜山 新田 宮郷 桃木 宮城 大泉東 高瀬 大泉東

50m1年 23日 本保　奏希(1) 9秒30 一ノ瀬雅知也(1) 9秒48 小田切龍勇(1) 9秒53 佐藤　仁瑛(1) 9秒59 岸　　　廉(1) 9秒62 木下　　潤(1) 9秒63 立石　　創(1) 9秒65 秋谷　大樹(1) 9秒66

 浜尻 大会新記録 天川 長野 南 寺尾 岩神 塚沢 神流

50m2年 23日 長谷川　秀(2) 8秒75 神尾　碧輝(2) 8秒94 新井　悠大(2) 9秒08 坂本　治樹(2) 9秒10 細井　翔太(2) 9秒17 安藤　広貴(2) 9秒22

 高瀬 大会新記録 宮城 　 藤岡第一 大泉東 新田 群大附属

横山　昇太(2) 9秒10 根岸　琉穏(2) 9秒17

 大泉東 箕輪

100m3年 23日 谷村　健竜(3) 16秒46 萩原　裕太(3) 16秒56 稲村　　紀(3) 16秒59 高野　晴稀(3) 16秒63 小野塚悠斗(3) 16秒72 片貝　祐太(3) 16秒88 唐澤　遼人(3) 17秒01

桃井 利南東 天川 六郷 山王 群大附属 金古

三留　伊織(3) 16秒63

豊岡

100m4年 23日 新野　航大(4) 15秒02 佐藤　　亘(4) 15秒43 山本　京介(4) 15秒55 山田　剣心(4) 15秒58 星野　佑斗(4) 15秒77 長谷川浩志(4) 15秒86 加藤　竣也(4) 15秒89 萩原沙哉隼(4) 15秒99

 藤岡第二 小坂 殖蓮 中之条 昭和南 高瀬 古巻 殖蓮第二

100m5年 23日 川端　優希(5) 13秒71 清水　僚太(5) 14秒30 発地　　翼(5) 14秒58 伊吹　隼人(5) 14秒94 三浦　和馬(5) 15秒09 小暮　俊介(5) 15秒11 中村　洸瑛(5) 15秒13 飯塚　高規(5) 15秒18

 昭和南 三郷 新町第一 時澤 粕川 原 豊岡 金島

100m6年 23日 高橋　優作(6) 12秒74 大野　聖悟(6) 13秒03 新井　雅也(6) 13秒39 木榑　翔太(6) 13秒42 萩原　敬太(6) 13秒90 斉藤　陸永(6) 13秒95 宿村　勇希(6) 14秒10

箕輪 沢野 額部 高崎北 利南東 宝泉 茂呂

靜　　優羅(6) 13秒90

  　 敷島

80mH5年 23日 林　　涼太(5) 15秒55 伊吹　隼人(5) 16秒30 時田　一幸(5) 16秒45 吉岡　　舜(5) 16秒51 倉澤　岳志(5) 16秒94 谷　　聡太(5) 17秒03 玉置　健人(5) 17秒65 清家　歩斗(5) 17秒88

  荒牧 時澤 荒牧 群大附属 桃野 群大附属 南八幡 境東

80mH6年 23日 加藤　誠也(6) 13秒08 大山　一輔(6) 13秒64 安達　智明(6) 13秒91 清水　悠椰(6) 13秒93 伊藤　　肇(6) 14秒27 猿谷　　亮(6) 14秒35 福嶋　一晃(6) 14秒41 古屋　佳之(6) 14秒55

 吉田 荒牧 桃木 玉村南 あずま南 臼井 塚沢 時澤

1000m3年 23日 藤倉　暉斗(3) 3分41秒84 外山　生羅(3) 3分42秒50 黒岩　廣斗(3) 3分56秒10 高野　晴稀(3) 3分58秒03 野本　康悟(3) 3分59秒89 大手　陽介(3) 4分00秒16 細谷　颯樹(3) 4分03秒37 大澤　鳳雅(3) 4分04秒55

豊受 国府 嬬恋西 六郷 堤ヶ岡 丹生 三郷 殖蓮第二

1000m4年 23日 大類　康靖(4) 3分26秒29 星野　一平(4) 3分32秒03 井上　湧斗(4) 3分34秒46 船津　望光(4) 3分37秒12 下田　好輝(4) 3分37秒97 上原　秀喜(4) 3分43秒32 福田　光基(4) 3分44秒82 小林　飛斗(4) 3分45秒02

新里東 片岡 下川淵 原 時澤 細野 広瀬 榛東北

1000m5年 23日 丸茂　隆哉(5) 3分19秒06 谷山　雄大(5) 3分19秒67 荒木　朋也(5) 3分26秒24 荒牧　里駆(5) 3分29秒58 斉藤　滉太(5) 3分32秒02 森田　瑛介(5) 3分33秒42 加藤　智也(5) 3分35秒57 塚越　真吾(5) 3分36秒99

豊岡 高崎北 名和 宮郷 大利根 前橋東 中居 高崎北

1000m6年 23日 永田　　陸(6) 3分10秒53 新井　雅也(6) 3分12秒33 根井　勇哉(6) 3分12秒89 清水　崚汰(6) 3分17秒18 下境　　佑(6) 3分21秒36 新井　健人(6) 3分23秒33 山岸　大祐(6) 3分24秒67 山口早輝人(6) 3分25秒38

九合 額部 橘 中之条 大胡東 大胡 群大附属 原市

4×100m 23日 大泉東小Ｃ 1分06秒66 古巻小Ａ 1分06秒89 大泉東小Ｄ 1分07秒37 金島小Ｃ 1分07秒65 箕輪小 1分07秒78 群大附属Ｄ 1分09秒10 群大附属Ｃ 1分09秒26 金古小Ｃ 1分10秒26

４年生

4×100m 23日 高崎北小 1分00秒95 山王小 1分02秒65 永明小 1分03秒00 粕川小 1分03秒84 金島小Ｂ 1分04秒63 細井小 1分05秒09 荒牧小Ｂ 1分05秒71 大泉東小Ｂ 1分05秒76

５年生

4×100m 23日 宮郷小 57秒32 高崎北小 57秒79 群大附属Ａ 58秒09 永明小 58秒30 昭和南小 58秒36 大間々南小 58秒41 芳賀小 58秒72 小坂小 58秒84

６年生

4×100m 23日 高崎市陸協 53秒85 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 56秒08 前橋市陸協Ａ 56秒44 前橋市陸協Ｂ 58秒20 沼田ランナーズ 59秒84 碓氷陸上クラブ 1分02秒55 境クラブ 1分04秒61

ｸﾗﾌﾞ

（備考）本大会は記録会形式により、同記録は同順位として扱っています。 審判長 一場　明夫 記録主任 瀧　尚史



第１４回群馬県小学生陸上競技記録会 男子フィールド競技決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会
後　援：群馬県教育委員会　　上毛新聞社
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及び補助競技場 期日:平成２２年９月２３日(祝)

男子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

 走高跳4年23日 生方　靖亜(4) 90cm  

伊あずま

走高跳5年23日 津久井洋暉(5) 1m28 三輪　凌大(5) 1m10

利南東 大会新記録 粕川

神澤　彩人(5) 1m10

金古

走高跳6年23日 藤本　静弥(6) 1m25 須田　哲太(6) 1m20 野口　大芽(6) 1m15

細井 群大附属 中之条

林　　寿飛(6) 1m25 伊藤　大貴(6) 1m15

里見 金古

北爪　　颯(6) 1m15

高崎北

奈良　隆司(6) 1m15

原

平野　大輔(6) 1m15

中居

山藤　圭悟(6) 1m15

桜山

立幅跳1年23日 田村　康陽(1) 1m58 湯本　瑛士(1) 1m55 高桑　遥平(1) 1m54 鹿沼　晴希(1) 1m48 伊吹　風雅(1) 1m43 石井　祐伍(1) 1m41

清里 前橋中央 大胡東 大泉東 時澤 清里

北爪　琉登(1) 1m54 浜名　　欧(1) 1m43  

  大室  新田  

立幅跳2年23日 柄沢　智哉(2) 1m75 関　　圭太(2) 1m60 平柳　智紀(2) 1m55 梅山　颯太(2) 1m51 安井　　怜(2) 1m50 本田　大地(2) 1m47

桜山 永明 岩神 金古 原 藤岡第二

柳田　啓吾(2) 1m60 佐藤　　心(2) 1m50 多田　夏也(2) 1m47

 粕川   中居  群大附属

立幅跳3年23日 吉川　暁大(3) 1m80 片貝　祐太(3) 1m78 谷村　健竜(3) 1m77 平形　亮太(3) 1m72 小林　拓己(3) 1m70 佐藤　広大(3) 1m67 西原　真樹(3) 1m60

群大附属 群大附属 桃井 箕輪 芳賀 明治 下川淵

荻野　智貴(3) 1m80

伊勢崎南       

走幅跳4年23日 萩原沙哉隼(4) 3m24 山本　京介(4) 3m20 加藤　竣也(4) 3m17 竹田　颯汰(4) 3m14  須藤　駿介(4) 3m09 高橋　　諒(4) 3m06 石川　桂也(4) 3m03

殖蓮第二 殖蓮 古巻 古巻 古巻 総社 大間々北

小林房ノ介(4) 3m14

   古巻     

走幅跳5年23日 藤生ｾｽ亘輝(5) 3m82 小暮　俊介(5) 3m74 飯野　雅也(5) 3m69 三浦　和馬(5) 3m50 伊藤　隼人(5) 3m48 新井　　拓(5) 3m40 武井　　岳(5) 3m37 林　　俊文(5) 3m36

相生  原  金島  粕川  金古  高崎北  高崎中川  広瀬  

走幅跳6年23日 加藤　誠也(6) 4m91 小林　悠哉(6) 4m40 矢羽健一郎(6) 4m36 安達　祐馬(6) 4m28 照井　開斗(6) 4m17 笠井　崇史(6) 4m11 山岸　大祐(6) 3m95

吉田 大間々南 宝泉 大泉東 旭 清里 群大附属

風間　朝陽(6) 4m36

  大間々南       

ﾎﾞｰﾙ投4年23日 髙橋　拓光(4) 40m46 藤木　崇暉(4) 37m44 井上　　将(4) 36m24 田上蓮之助(4) 35m96 山口　創平(4) 33m94 加藤　鉄大(4) 32m74 神宮　海斗(4) 31m60 箱田　颯汰(4) 31m57

国府 橘 大泉東 新里中央 大泉東 坂本 小坂 佐野

ﾎﾞｰﾙ投5年23日 船津　光輝(5) 51m98 木村　孝太(5) 45m36 松井　俊輔(5) 45m29 新野見光輝(5) 42m50 橋爪　健太(5) 39m65 木内　隆聖(5) 38m28 前川　　輝(5) 37m56 高橋　和希(5) 37m01

原 大会新記録 神流 昭和南 伊あずま 渋川西 寺尾 永明 大利根

ﾎﾞｰﾙ投6年23日 河野　　響(6) 51m97 結城　　颯(6) 49m38 竹内　歩真(6) 47m02 横尾　春聖(6) 45m38 神山　将大(6) 43m13 木村　　駿(6) 41m81 中條　元貴(6) 40m66 庄子　　颯(6) 40m60

金島 箕輪 新町第一 新町第一 前橋中川 昭和南 利南東 新町第一  

（備考）本大会は記録会形式により、同記録は同順位として扱っています。 審判長 一場　明夫 記録主任 瀧　尚史 　


