
第１４回群馬県小学生陸上競技記録会 女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)

女子 種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

300m1年 23日 磯部　由佳(1) 1分12秒11 大澤　百夏(1) 1分12秒29 橋本さくら(1) 1分13秒55 阿久澤舞羽(1) 1分14秒44 今泉　千佳(1) 1分15秒89 榊原　りな(1) 1分16秒79 角田　奈槻(1) 1分16秒91 畑　那奈美(1) 1分17秒43

古巻 桃木 上郊 寺尾 国府 清里 群大附属 群大附属

300m2年 23日 齋藤このか(2) 1分04秒09 齋藤みなみ(2) 1分04秒84 樋口　夢乃(2) 1分05秒52 三沢　菜月(2) 1分06秒49 手島　唯花(2) 1分06秒52 下田柚貴乃(2) 1分07秒25 三田　　鈴(2) 1分07秒26 真杉　亜実(2) 1分07秒73

茂呂 原 群大附属 群大附属 伊あずま 前橋城東 大泉東 片岡

50m1年 23日 成田　佳乃(1) 9秒57 武田　菜月(1) 9秒69 飯塚　沙希(1) 9秒84 畑　那奈美(1) 9秒90 德永　　環(1) 9秒91 竹村　麗央(1) 10秒05 大友はるな(1) 10秒09 磯部　由佳(1) 10秒13

高崎西 大会新記録 藤岡第二 金島 群大附属 群大附属 藤岡第二 大利根 古巻

高山　瑞歩(1) 10秒13

 境剛志

50m2年 23日 丸山　瑞稀(2) 8秒89 竹内愛瑠奈(2) 9秒15 齋藤このか(2) 9秒17 樋口　夢乃(2) 9秒19 大河原有紗(2) 9秒21 齋藤みなみ(2) 9秒27 大崎　夏菜(2) 9秒34

玉村南 大会新記録 塚沢 茂呂 群大附属 金島 原 原

中村　音羽(2) 9秒21

 桃井

100m3年 23日 照井　菜月(3) 16秒41 森　和佳葉(3) 17秒07 本保　朱理(3) 17秒15 米田　采佳(3) 17秒22 萩原　美咲(3) 17秒37 小田切由茄(3) 17秒42 谷山　優衣(3) 17秒46

旭 高崎北 浜尻 荒牧 橘 長野 高崎北

俵山　莉実(3) 17秒42

 宮郷

100m4年 23日 外所　亜美(4) 15秒53 内山　愛玲(4) 15秒72 富岡　　凜(4) 15秒89 丸山　彩乃(4) 16秒42 浜名かのん(4) 16秒45 小菅　真穂(4) 16秒46 角野ありさ(4) 16秒47 千吉良明花(4) 16秒60

 佐野 群大附属 塚沢 玉村南 新田 古巻 群大附属 宮郷第二

100m5年 23日 武井　愛名(5) 14秒22 池田　友季(5) 14秒41 中澤　姫花(5) 14秒82 白田　春佳(5) 14秒84 並木　佳乃(5) 15秒18 奥村　ユリ(5) 15秒23 中島　　菫(5) 15秒25 田村　彩香(5) 15秒36

前橋中川 大会新記録 箕輪 金島 大類 広瀬 南八幡 滝川 荒牧

内藤　真実(5) 15秒36

 新町第一

100m6年 23日 奈良　愛華(6) 13秒84 鹿沼あすか(6) 13秒86 斎藤　美月(6) 13秒99 清水　誌絵(6) 14秒16 小菅　由梨(6) 14秒23 品田　知咲(6) 14秒35 金山　仁奈(6) 14秒44

橘北 群大附属 大胡 群大附属 古巻 高崎西 薄根

安野　茉海(6) 14秒44

  金古南

80mH5年 23日 鹿山　鼓文(5) 14秒90 金井　瑠理(5) 15秒37 島崎　静乃(5) 16秒92 瀬田　玲奈(5) 17秒16 石上　莉絵(5) 17秒17 間渕　未来(5) 17秒25 東　　千尋(5) 17秒36 齋藤　礼奈(5) 18秒81

  ＧＫＡ 荒牧 玉村南 群大附属 金古南 群大附属 沼田 古巻

80mH6年 23日 諸田　実咲(6) 13秒60 芝田　真里(6) 14秒00 須藤　楓音(6) 14秒10 桑子　伊織(6) 14秒14 小林　芽依(6) 14秒35 中村　愛理(6) 14秒82 大川里緒菜(6) 15秒23 藤塚　悠希(6) 15秒37

  大泉南 群大附属 荒牧 あずま南 乗附 桃川 桃井 桃瀬

800m3年 23日 森　和佳葉(3) 2分55秒88 小田切由茄(3) 2分56秒31 樺沢帆乃佳(3) 3分01秒89 谷山　優衣(3) 3分02秒07 髙井美由貴(3) 3分08秒83 目崎　真彩(3) 3分11秒40 正田　実瑠(3) 3分13秒23 荒木　清か(3) 3分13秒42

高崎北 長野 時澤 高崎北 前橋中央 勝山 浜尻 名和

800m4年 23日 阿部　萌生(4) 2分47秒63 井上　夏実(4) 2分56秒84 佐々木理帆(4) 2分57秒45 三浦　朋子(4) 3分00秒21 竹内　聖賀(4) 3分01秒44 上原　鈴香(4) 3分01秒64 梅沢　　月(4) 3分03秒02 本郷亜里紗(4) 3分03秒48

南八幡 宮郷 北部 高崎北 永明 細野 旭 豊岡

800m5年 23日 齊藤茉由子(5) 2分38秒92 矢沢　莉子(5) 2分47秒02 髙橋　奈那(5) 2分48秒42 山口　千尋(5) 2分50秒81 関　はるか(5) 2分50秒85 田中　美帆(5) 2分50秒91 林　　英麻(5) 2分53秒01 関　　優奈(5) 2分53秒76

藤岡小野 高崎北 新治 大利根 渋川北 原 時澤 古巻

800m6年 23日 樺沢和佳奈(6) 2分31秒64 田邉比奈乃(6) 2分34秒31 明石　伊生(6) 2分34秒40 佐々木風羽(6) 2分34秒87 飯野　亜美(6) 2分38秒58 原島なぎ沙(6) 2分39秒27 清水　綾乃(6) 2分39秒61 深津　里佳(6) 2分39秒80

時澤 時澤 高崎北 里見 橘 韮川西 細井 桃野

4×100m 23日 群大附属Ｅ 1分07秒50 古巻小Ａ 1分07秒58 金古小Ｅ 1分07秒68 永明小 1分08秒47 芳賀小 1分10秒01 古巻小Ｂ 1分10秒76 群大附属Ｃ 1分11秒04 群大附属Ｄ 1分11秒08

４年生

4×100m 23日 高崎北小 1分02秒49 古巻小Ａ 1分03秒11 群大附属Ｂ 1分04秒79 古巻小Ｂ 1分05秒07 あずま小Ｂ 1分05秒61 金古小Ｃ 1分05秒64 あずま南小Ｂ 1分05秒67 永明小 1分05秒76

５年生

4×100m 23日 群大附属Ａ 55秒31 古巻小Ａ 58秒60 橘北小 58秒79 金島小Ａ 59秒00 大胡小Ａ 1分00秒84 金古小Ａ 1分00秒99 細井小Ａ 1分01秒02

６年生 大会新記録

宮郷小 1分00秒99 荒牧小Ａ 1分01秒02

4×100m 23日 前橋市陸協Ａ 55秒26 前橋市陸協Ｂ 56秒95 高崎市陸協Ａ 57秒39 高崎市陸協Ｂ 57秒41 伊勢崎クラブ 57秒67 高崎市陸協Ｃ 59秒00 沼田ランナーズ 59秒67 碓氷陸上クラブ 1分00秒46

ｸﾗﾌﾞ

※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 記録主任



第１４回群馬県小学生陸上競技記録会 女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)

女子 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 大矢　波音(4) 1m10 髙橋　佑瑠(4) 1m05 上原　　遙(4) 1m00 各務　玲衣(4) 95cm

橘北 大会新記録 群大附属 大会新記録 時澤 大会タイ 箕輪

山藤　明音(4) 1m05

桜山 大会新記録

走高跳5年23日 鹿山　鼓文(5) 1m22 大谷菜生子(5) 1m10 石倉　菜摘(5) 1m05 和久ほなみ(5) 1m00

ＧＫＡ 大会新記録 高崎北 あずま南 金古

奈良麻里子(5) 1m05

原

荒木　南那(5) 1m05

金古

中山　愛望(5) 1m05

金古

走高跳6年23日 新井　結葉(6) 1m20 大﨑　紗英(6) 1m18 岡田　実樹(6) 1m15

新町第二 大胡 一ノ宮

二階堂　栞(6) 1m20 吉田　裟野(6) 1m18 紺野　真央(6) 1m15

桐生西 細井 細井

林　菜々夏(6) 1m18 瀧澤　朋夏(6) 1m15

大胡 大胡

石本　麗衣(6) 1m15

大胡東

立幅跳1年23日 浜名ひらり(1) 1m44 瀧川　萌彩(1) 1m33 関口　若奈(1) 1m30 大友はるな(1) 1m25 太田　汐音(1) 1m22

新田 西横野 原 大利根 桃井  

町田　麗葉(1) 1m30 長谷川美花(1) 1m25

倉賀野 高崎城東

冨所　莉生(1) 1m30   

  中居

立幅跳2年23日 三沢　菜月(2) 1m63 石井くるみ(2) 1m57 三田　　鈴(2) 1m42 土屋なつみ(2) 1m41 栁澤　すず(2) 1m40 狩野真理菜(2) 1m39 増田　優依(2) 1m38

群大附属 群大附属 大泉東 金古 藤岡小野 原 新町第一

鈴木　英未(2) 1m38

      前橋中央

立幅跳3年23日 平澤　絵美(3) 1m75 俵山　莉実(3) 1m72 高柳　万葉(3) 1m62 柴山　　葵(3) 1m58 正田　実瑠(3) 1m57 樺沢帆乃佳(3) 1m56 須藤　美羽(3) 1m54 松本　りお(3) 1m53

桃川  宮郷  京ヶ島  中室田  浜尻  時澤  臼井  境野  

走幅跳4年23日 小林　奈津(4) 2m99 小池　真汐(4) 2m84 大竹　朱美(4) 2m81 戸所　亜実(4) 2m76 平林三貴子(4) 2m74 内海　　心(4) 2m68 小菅　真穂(4) 2m65

金島 金古 大胡 佐野 群大附属 中室田 古巻

岩田　真由(4) 2m68

高崎中川

走幅跳5年23日 杉木舞唯帆(5) 3m39 奥村　ユリ(5) 3m30 小淵　愛弓(5) 3m28 山添　　桜(5) 3m19 戸塚みな美(5) 3m09 船戸　結衣(5) 3m00  

古巻 南八幡 上白井 古巻 城南 粕川  

白田　春佳(5) 3m28 桑原　梨緒(5) 3m00

大類   下川淵  

走幅跳6年23日 諸田　実咲(6) 4m54 小林優布子(6) 4m12 松下　水紀(6) 4m09 河合奈央子(6) 3m87 武井　美里(6) 3m81 石原　遥子(6) 3m80 上原　鈴香(6) 3m62 篠原　正子(6) 3m61

大泉南  芳賀  古巻  尾島  松井田  月田  細野  長野原第一  

ﾎﾞｰﾙ投4年23日 武井　里菜(4) 29m12 小渕　杏砂(4) 27m33 藤塚　彩希(4) 25m77 山口　幸江(4) 25m72 新井　唯南(4) 25m09 佐藤　祐希(4) 23m43 小川　優里(4) 22m99 佐々木　咲(4) 22m91

松井田 古巻 桃瀬 前橋中川 前橋中川 下川淵 敷島 旭

ﾎﾞｰﾙ投5年23日 樺澤愛七海(5) 41m52 瀧川　智菜(5) 36m45 菅原妃奈子(5) 36m35 藤倉　玲依(5) 33m50 大村　　遥(5) 30m02 尾髙　南結(5) 28m67 横山　理子(5) 27m88 阿部　春花(5) 24m67

桃川 大会新記録 西横野 天川 大泉東 古巻 群大附属 中郷 渋川北

ﾎﾞｰﾙ投6年23日 重原明日花(6) 45m62 石井　碧衣(6) 43m43 大倉　聖香(6) 39m98 高橋ひな子(6) 36m13 池田　るか(6) 34m77 渡辺　詩織(6) 33m60 高井　莉央(6) 33m12 桐生果那子(6) 28m99

永明 細野 倉賀野 額部 前橋城東 原 芳賀 桃井

※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 　


