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第38回群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技大会　兼 2014年６月１５日(日)

第30回全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会 決勝一覧表
 正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子小学５年 １００ｍ 大楢  龍輝(5) 14.12 加邉  直哉(5) 14.24 柳田  大輝(5) 14.31 橋本  紘征(5) 14.63 塩原    匠(5) 14.65 村田  幸鮮(5) 14.66 佐藤    伶(5) 14.84 星野  喬亮(5) 14.94

沼田ｸﾗﾌﾞ +0.9 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +0.9 館林ｸﾗﾌﾞ +0.9 渋川ｸﾗﾌﾞ +0.9 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +0.9 安中市陸協 +0.9 沼田ｸﾗﾌﾞ +0.9 利根ｸﾗﾌﾞ +0.9 
男子小学６年 １００ｍ 赤石    健(6) 12.12 関口  大登(6) 12.78 松島    涼(6) 13.25 中山  広紀(6) 13.80 木暮  永遠(6) 13.81 森田  大貴(6) 13.99 堀込  宗冴(6) 14.00 鳥山  透吾(6) 14.28

伊勢崎ｸﾗﾌﾞ + 0 . 8  N G R 藤岡ｸﾗﾌﾞ +0.8 利根ｸﾗﾌﾞ +0.8 館林ｸﾗﾌﾞ +0.8 渋川ｸﾗﾌﾞ +0.8 渋川ｸﾗﾌﾞ +0.8 勢多ｸﾗﾌﾞ +0.8 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +0.8 
男子小学 ８０ｍＨ 金子  翔音(6) 13.14 片岡  大空(6) 13.84 高宮明日翔(6) 13.92 星野    駿(6) 14.20 佐藤  正輝(6) 14.81 川鍋    歩(6) 14.82 秋山  翔太(6) 15.14 白岩  幾央(6) 15.61

沼田ｸﾗﾌﾞ +2.2 碓氷ｸﾗﾌﾞ +2.2 渋川ｸﾗﾌﾞ +2.2 前橋市陸協 +2.2 安中市陸協 +2.2 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +2.2 安中市陸協 +2.2 前橋市陸協 +2.2 
男子小学 ４×１００ｍ 前橋市陸協 51.93 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 53.66 富岡市陸協 55.10 高崎市陸協 55.13 渋川ｸﾗﾌﾞ 56.71 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 58.14 碓氷ｸﾗﾌﾞ 58.65

  多田  夏也(6)   藤井    蓮(6)   荻原  陸空(6)   熊木鼓太朗(6)   冨澤  翔吾(5)   青山  海弥(6)   武田  涼寿(6)

  植木  啓太(6)   久保田圭亮(6)   児玉  大地(6)   梅田  帆高(6)   小林    僚(6)   田村  友哉(6)   高林  史弥(6)

  西郷    光(6)   並木  乃聖(6)   鈴木    稜(6)   保木  竣次(6)   金古  梨玖(6)   湯本    善(6)   田中  佳樹(6)

  橋本  隼人(6)   今井  亮介(6)   佐俣  庸平(6)   坂下航太郎(5)   篠原希紗良(6)   三上  浩志(6)   中島  太陽(6)
男子小学 走高跳 家根谷  優(6) 1m36 佐藤  瑞紀(6) 1m34 柴川　光喜(6) 1m32 長谷部優真(6) 1m25 松橋    岳(6) 1m25 同順：土屋    零(6) 1m25 佐藤  光一(6) 1m25 菊池  達也(6) 1m25

碓氷ｸﾗﾌﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ 高崎市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 富岡市陸協 富岡市陸協

男子小学 走幅跳 佐藤    樹(6) 5m04 根岸  琉穏(6) 4m77 清水  陸哉(6) 4m23 池田  琉央(6) 4m21 本宮  君康(6) 4m19 坂本  悠馬(6) 4m08 角田  佑太(6) 4m08 土岐  空磨(6) 4m05
富岡市陸協 +0.9 高崎市陸協 -0.9 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +0.8 高崎市陸協 +0.8 館林ｸﾗﾌﾞ  0.0 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ -0.2 前橋市陸協 -0.4 館林ｸﾗﾌﾞ +2.5 

男子小学 ボール投げ 松井    健(6)  57m25 福原  海翔(6)  55m92 野山  依央(6)  55m07 斎藤  大輝(6)  54m82 室殿    祥(6)  54m08 西澤  京悟(6)  52m25 篠崎  瑛斗(6)  52m12 高橋  真尋(6)  51m26
富岡市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 館林ｸﾗﾌﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ 安中市陸協 高崎市陸協 安中市陸協

女子小学５年 １００ｍ 片山  麻衣(5) 14.44 久保田光咲(5) 14.62 浅川  玲衣(5) 14.69 山﨑りのあ(5) 15.00 渡辺  萌花(5) 15.17 同順：黒岩  夏奈(5) 15.17 飯塚  沙希(5) 15.24 名児耶明音(5) 15.34
沼田ｸﾗﾌﾞ +0.8 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ +0.8 高崎市陸協 +0.8 前橋市陸協 +0.8 上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.8 前橋市陸協 +0.8 渋川ｸﾗﾌﾞ +0.8 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +0.8 

女子小学６年 １００ｍ 原    望結(6) 14.27 藤岡なつみ(6) 14.35 大和  雪菜(6) 14.44 金井  香澄(6) 14.46 青木    萌(6) 14.47 富沢  昌生(6) 14.55 粕川  花恋(6) 14.74 大崎  夏菜(6) 14.76
利根ｸﾗﾌﾞ -0.9 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ -0.9 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ -0.9 沼田ｸﾗﾌﾞ -0.9 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ -0.9 太田市陸協 -0.9 渋川ｸﾗﾌﾞ -0.9 勢多ｸﾗﾌﾞ -0.9 

女子小学 ８０ｍＨ 干川  美空(6) 13.15 田島  千愛(6) 14.04 田中  真緒(6) 14.25 佐藤  里優(6) 14.26 金井  明花(6) 14.58 横坂  柚花(6) 14.59 穂苅  珠璃(6) 14.73 飛坂  咲樹(6) 14.93
吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ + 1 . 4  N G R 高崎市陸協 +1.4 富岡市陸協 +1.4 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ +1.4 前橋市陸協 +1.4 利根ｸﾗﾌﾞ +1.4 前橋市陸協 +1.4 安中市陸協 +1.4 

女子小学 ４×１００ｍ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 55.31 前橋市陸協 56.36 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 56.99 高崎市陸協 57.77 富岡市陸協 58.65 渋川ｸﾗﾌﾞ 58.98 安中市陸協 59.41 沼田ｸﾗﾌﾞ 59.94
  太田  有咲(6)   石井くるみ(6)   上原    萌(6)   小坂　麗華(6)   荻原  涼香(6)   後藤  柚香(5)   佐藤  留菜(5)   片山    翠(6)
  渡部    雅(6)   藤原  妃那(6)   山村    惠(6)   湯浅  咲菜(6)   武藤  舞夏(6)   荒井  もえ(6)   佐藤あゆな(6)   本多  舞南(6)
  長瀬    彩(6)   石黒  春妃(6)   柳田  花歩(6)   橋本さくら(5)   今井  真子(6)   原  菜々花(5)   牧    弘香(6)   小林  朱姫(6)
  齋藤このか(6)   土屋    遥(6)   嶋村  美咲(6)   伊勢川芽生(5)   黒澤  春花(6)   長岡  瑚子(6)   大塚  千愛(6)   鷹嘴  未希(6)

女子小学 走高跳 山田    聖(6) 1m26 栗山  瑠奈(6) 1m26 丸山  詩音(6) 1m24 石塚    彩(6) 1m22 五十嵐梨花(6) 1m20 阿佐美柚衣(6) 1m20 黒崎瑠美織(6) 1m20 神保  詠奈(6) 1m15
沼田ｸﾗﾌﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ 安中市陸協 碓氷ｸﾗﾌﾞ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 前橋市陸協 前橋市陸協

同順：小池    栞(6) 1m15

吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ

同順：狩野真理菜(6) 1m15

勢多ｸﾗﾌﾞ

同順：小菅美優奈(5) 1m15

高崎市陸協

女子小学 走幅跳 正田  萌絢(6) 4m25 飯塚    菫(6) 4m13 黒﨑  慶奈(6) 3m96 神林まとい(6) 3m77 津久井愛花(5) 3m76 岩田  瑞生(6) 3m75 渡邉  日菜(6) 3m74 下田  莉未(6) 3m70
太田市陸協 -1.2 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ +1.8 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +1.7 富岡市陸協 -0.5 渋川ｸﾗﾌﾞ +0.9 富岡市陸協 -0.4 館林ｸﾗﾌﾞ -0.2 前橋市陸協 +0.8 

女子小学 ボール投げ 仲田アイコ(6)  51m92 大澤  琉加(6)  44m48 原田    凜(6)  43m99 羽鳥  樹羅(5)  43m36 小淵ひなの(6)  42m86 島尻  唯凪(6)  41m12 野村  琴音(6)  40m19 伊藤なつみ(5)  39m46
高崎市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 高崎市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 富岡市陸協 高崎市陸協 安中市陸協

男子小学 １０００ｍ 柄澤  智哉(6)  3:07.07 廣嶋  麟輝(6)  3:08.58 中野    匠(5)  3:08.63 石塚    健(6)  3:10.08 帰山  侑大(5)  3:10.84 河原  綾汰(6)  3:13.38 松永  昂也(6)  3:14.44 新井  駿佑(6)  3:14.62
高崎市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 高崎市陸協 高崎市陸協 桐生市陸協 館林ｸﾗﾌﾞ 沼田ｸﾗﾌﾞ 富岡市陸協

女子小学 ８００ｍ 石田　里菜(6)  2:26.74 上原  心和(6)  2:31.05 峯岸  咲希(6)  2:32.36 木村    爽(6)  2:33.10 中嶋千紗都(5)  2:33.87 小堀千枝里(5)  2:35.47 唐澤    舞(6)  2:39.13 宮﨑  由依(6)  2:39.25

高崎市陸協 高崎市陸協 富岡市陸協 館林ｸﾗﾌﾞ 高崎市陸協 渋川ｸﾗﾌﾞ 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ 桐生市陸協
男子小学友好 １００ｍ 米丸    諒(6) 13.95 髙橋  幸佑(5) 14.89 上原  遥都(6) 14.89 橋詰    岳(6) 14.93 桶谷  圭祐(6) 15.14 山本  海翔(5) 15.22 小林    蓮(6) 15.34 小板橋良空(6) 15.40

前橋市陸協 +1.8 高崎市陸協 +1.8 碓氷ｸﾗﾌﾞ +1.8 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +1.8 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ +1.8 渋川ｸﾗﾌﾞ +1.8 富岡市陸協 +1.8 安中市陸協 +1.8 
女子小学友好 １００ｍ 松村  花紀(6) 14.87 一場  清夏(6) 15.05 恩田  万由(6) 15.13 小堀  伶菜(5) 15.23 成田  佳乃(5) 15.49 庭野  璃空(5) 15.57 同順：本多  里穂(6) 15.57 左近  知美(5) 16.08

前橋市陸協 +0.4 吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ +1.0 富岡市陸協 +0.4 桐生市陸協 +0.4 高崎市陸協 +1.0 安中市陸協 +0.4 沼田ｸﾗﾌﾞ +1.0 碓氷ｸﾗﾌﾞ +1.0 

審　判　長　 　：関上　尚史  6月15日  9:00 晴れ  28.0℃   45％ 南西　 1.2m/s

記　録　主　任：瀧　　尚史  6月15日 10:00 晴れ  29.5℃   46％ 南南西 1.2m/s

 6月15日 11:00 晴れ  30.5℃   47％ 南西 　0.8m/s

 6月15日 12:00 晴れ  30.5℃   47％ 北北東 1.3m/s

 6月15日 13:00 晴れ  32.0℃   43％ 南南東 1.4m/s

凡例（NGR:大会新記録）


