
会場 正田醤油スタジアム群馬及び補助競技場

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

編集 群馬陸上競技協会普及委員会



【備考】

トラック競技は、大会規定により、１／１００秒までの同記録は同順位となり

ます。
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 男子小学１年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2020-09-22 09:13

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 7 28002 田村　晃大(1) ジョイ 9.44
ﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

2 5 26003 山口　優樹(1) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.60
ﾔﾏｸﾞﾁﾕｳｷ

3 9 14014 栗原　　颯(1) ＳＡ玉村 9.74
ｸﾘﾊﾞﾗ　ﾊﾔﾃ

4 7 27038 川野　桜祐(1) 金古ランニングクラブ 9.75
ｶﾜﾉ ｵｳｽｹ

5 7 26002 成田　渉真(1) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.86
ﾅﾘﾀｼｮｳﾏ

6 9 27040 吉田　　航(1) 金古ランニングクラブ 10.13
ﾖｼﾀﾞ ｺｳ ()

6 3 28003 牧岡　　樹(1) ジョイ 10.13
ﾏｷｵｶ ｲﾂｷ ()

8 1 4044 松井　　謙(1) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 10.30
ﾏﾂｲ ｹﾝ

9 7 4047 和田　莉玖(1) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 10.35
ﾜﾀﾞ ﾘｸ

10 9 27039 櫛渕　あお(1) 金古ランニングクラブ 10.36
ｸｼﾌﾞﾁ ｱｵ

11 1 27036 黒岩　新太(1) 金古ランニングクラブ 10.37
ｸﾛｲﾜ ｱﾗﾀ

12 3 4045 若狭　昴聖(1) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 10.52
ﾜｶｻ ｺｳｾｲ

13 5 13001 森川涼太郎(1) 上州AC 10.56
ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ

14 5 29001 金澤　煌旺(1) よしいAC 10.71
ｶﾅｻﾞﾜ ｺｵ

15 3 4046 矢内　遥斗(1) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 11.24
ﾔﾅｲ ﾊﾙﾄ

16 5 27037 森田　桜介(1) 金古ランニングクラブ 11.29
ﾓﾘﾀ ｵｳｽｹ

17 3 13002 青木響太郎(1) 上州AC 11.46
ｱｵｷ ｷｮｳﾀﾛｳ

18 9 26001 竹内　英太(1) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 11.67
ﾀｹｳﾁｴｲﾀ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 男子小学２年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2020-09-22 10:13

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 1 4037 清水　太陽(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 8.82
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ

2 9 12012 田中　莉生(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ 8.90
ﾀﾅｶ ﾘｵｳ

3 1 26071 上原　昂士(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.92
ｳｴﾊﾗｺｳｼ

4 3 4039 田代　桂也(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 8.94
ﾀｼﾛ ｹｲﾔ

5 9 26065 横室　　翔(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.98
ﾖｺﾑﾛｶｹﾙ

6 7 29003 梶原　惟吹(2) よしいAC 9.19
ｶｼﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ

7 1 27033 森田　真羽(2) 金古ランニングクラブ 9.29
ﾓﾘﾀ ｼﾝﾊﾞ

8 3 10001 松波　由樹(2) 境ｸﾗﾌﾞ 9.37
ﾏﾂﾅﾐ ﾕｳｷ

9 7 27035 城田　　悠(2) 金古ランニングクラブ 9.38
ｼﾛ ﾀﾊﾙ

10 1 27031 田村　脩真(2) 金古ランニングクラブ 9.39
ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾏ

11 9 13004 吉原　　龍(2) 上州AC 9.45
ﾖｼﾊﾗ ﾘｭｳ

12 5 4041 橳島　巧人(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.58
ﾇﾃﾞｼﾞﾏ ﾀｸﾄ

13 3 27034 今泉　快都(2) 金古ランニングクラブ 9.59
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ

14 9 26004 土谷　陸斗(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.63
ﾂﾁﾔﾘｸﾄ

15 5 16062 岡田　凌弥(2) 高崎Winds 9.69
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾔ

16 3 26007 萩原　大陽(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.74
ﾊｷﾞﾜﾗﾀﾞｲﾔ

17 3 26006 間仁田怜煌(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.76
ﾏﾆﾀﾚｵ

18 5 14011 秋山　英祐(2) ＳＡ玉村 9.82
ｱｷﾔﾏ　ｴｲｽｹ

19 9 25001 福島　蒼哉(2) 藤岡ｸﾗﾌﾞ 9.94
ﾌｸｼﾏ ｿｳﾔ

20 1 14012 山﨑　　奏(2) ＳＡ玉村 10.08
ﾔﾏｻﾞｷ　ｶﾅﾃﾞ

21 7 14013 伊舟城音央(2) ＳＡ玉村 10.25
ｲﾊﾞﾗｷ　ﾈｵ

22 5 26008 小林　冬煌(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 10.29
ｺﾊﾞﾔｼﾄｳｺﾞ

23 7 27032 佐藤　璃空(2) 金古ランニングクラブ 10.35
ｻﾄｳ ﾘｸ

24 7 27030 間庭　一樹(2) 金古ランニングクラブ 10.41
ﾏﾆﾜ ｲﾂｷ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 男子小学２年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2020-09-22 10:13

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25   2 999 眞下　朝陽(2)         前橋ｼﾞｭﾆｱ　　　　　　　　　　　　　　10.58
 ﾏｼﾓ ｱｻﾋ

26 5 26005 岸　　幸希(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 11.75
ｷｼｺｳｷ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 男子小学３年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2020-09-22 11:23

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 7 6019 菅野　凌玖(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 7.93
ｽｶﾞﾉ ﾘｸ

2 7 6018 大前　輝来(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 7.97
ｵｵﾏｴ ｷﾗ

3 5 26080 白石　悠真(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.12
ｼﾗｲｼﾊﾙﾏ

4 3 26020 浅田　　奏(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.29
ｱｻﾀﾞｶﾅﾃﾞ

5 9 27029 設樂　郁斗(3) 金古ランニングクラブ 8.34
ｼﾀﾗ ｲｸﾄ

6 7 26018 大月　凌生(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.47
ｵｵﾂｷﾘｮｳ

7 7 26017 新井　智貴(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.51
ｱﾗｲﾄﾓｷ

8 1 24003 林　　優希(3) 沼田ｸﾗﾌﾞ 8.67
ﾊﾔｼ ﾕｳｷ

9 3 16055 吉田　怜生(3) 高崎Winds 8.71
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ ()

9 9 26072 齋藤光史朗(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.71
ｻｲﾄｳｺｳｼﾛｳ ()

11 5 27026 森田芯之輔(3) 金古ランニングクラブ 8.76
ﾓﾘﾀ ｼﾝﾉｽｹ ()

11 9 12011 山崎　一颯(3) 渋川ｸﾗﾌﾞ 8.76
ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ ()

13 5 6017 田中　聖寿(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 8.82
ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞｭ

14 3 13006 志村　侑哉(3) 上州AC 8.83
ｼﾑﾗ ﾕｳﾔ

15 1 4031 大栗　淳杜(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 8.86
ｵｵｸﾘ ｱﾂﾄ

16 9 6020 氷見晃太郞(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 8.87
ﾋﾐ ｺｳﾀﾛｳ

17 5 16050 薄井　和士(3) 高崎Winds 8.88
ｳｽｲ ｶｽﾞﾋﾄ

18 5 24004 林　　路偉(3) 沼田ｸﾗﾌﾞ 8.96
ﾊﾔｼ ﾛｲ

19 9 16052 西澤　快志(3) 高崎Winds 8.97
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲｼ

20 9 17002 北田　天馬(3) たちばなR.C 8.98
ｷﾀﾀﾞ ﾃﾝﾏ

21 7 17001 藤原　成来(3) たちばなR.C 8.99
ﾌｼﾞﾜﾗ ｾﾗ

22 3 26073 小淵内蔵助(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.06
ｵﾌﾞﾁｸﾗﾉｽｹ

23 1 26010 鈴木愛之介(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.07
ｽｽﾞｷｱｲﾉｽｹ

24 3 13007 茂木　仁太(3) 上州AC 9.09
ﾓｷﾞ ｼﾞﾝﾀ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 男子小学３年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2020-09-22 11:23

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25 9 10003 塩原　大和(3) 境ｸﾗﾌﾞ 9.13
ｼｵﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ ()

25 5 27023 間渕　蒼空(3) 金古ランニングクラブ 9.13
ﾏﾌﾞﾁ ｿﾗ ()

27 3 14009 稲葉　大翔(3) ＳＡ玉村 9.17
ｲﾅﾊﾞ　ﾋﾛﾄ

28 3 19025 茂木　琉生(3) チーム☆Ｋ 9.18
ﾓｷﾞ ﾙｲ ()

28 1 4032 西井　　暢(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.18
ﾆｼｲ ﾉﾎﾞﾙ ()

30 7 19024 岩田　碧斗(3) チーム☆Ｋ 9.20
ｲﾜﾀ ｱｵﾄ

31 3 27028 宮下　岬士(3) 金古ランニングクラブ 9.22
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｼﾞ

32 5 16053 花岡　　駿(3) 高崎Winds 9.29
ﾊﾅｵｶ ｼｭﾝ

33 9 27025 神澤　　遼(3) 金古ランニングクラブ 9.30
ｶﾝｻﾞﾜ ﾘｮｳ

34 1 26019 松村　隼汰(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.35
ﾏﾂﾑﾗｼｭﾝﾀ

35 3 27024 中澤　稜太(3) 金古ランニングクラブ 9.39
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

36 7 26013 清村　春真(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.41
ｼﾑﾗﾊﾙﾏ

37 5 16051 大月　　望(3) 高崎Winds 9.46
ｵｵﾂｷ ﾉｿﾞﾑ

38 1 4033 茂木　寛佑(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.50
ﾓｷﾞ ｶﾝｽｹ

39 7 4034 若月　一紗(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.51
ﾜｶﾂｷ ｲｯｻ ()

39 5 19023 小林　蒼空(3) チーム☆Ｋ 9.51
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ ()

41 9 15001 武井　斗我(3) 勢多ｸﾗﾌﾞ 9.54
ﾀｹｲ　ﾄﾜ

42 5 28010 大谷　橙瑚(3) ジョイ 9.75
ｵｵﾀﾆ ﾄｳｺﾞ

43 3 14010 佐藤　希一(3) ＳＡ玉村 9.82
ｻﾄｳ　ｷｲﾁ

44 7 26011 高橋　　想(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.84
ﾀｶﾊｼｿｳ

45 9 27027 大山舜三郎(3) 金古ランニングクラブ 10.00
ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ

46 1 26009 小暮　眞央(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 10.05
ｺｸﾞﾚﾏﾋﾛ

47 9 4051 大島　颯太(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 10.11
ｵｵｼﾏ ｿｳﾀ

48 7 26012 高橋　大吾(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 10.12
ﾀｶﾊｼﾀﾞｲｺﾞ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 男子小学３年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2020-09-22 11:23

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

49 7 29004 内田　泰智(3) よしいAC 10.45
ｳﾁﾀﾞ ﾀｲﾁ

3 23001 関口大維芽(3) 新田倶楽部 DNS
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ()

5 16054 増藺　力来(3) 高崎Winds DNS
ﾏｽｲ ﾘｸ ()

( DNS:欠 場 )
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 11:18

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 1 26022 髙橋　愛理(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.69
ﾀｶﾊｼｱｲﾘ

2 6 13013 高橋　　遙(4) 上州AC 14.94
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ

3 8 4029 黛　　佑晟(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.13
ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｳｾｲ

4 2 16037 田口　優太(4) 高崎Winds 15.28
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

5 2 27020 石井　　潤(4) 金古ランニングクラブ 15.33
ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ

6 3 4020 阿久沢　楽(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.37
ｱｸｻﾞﾜ ﾗｸ

7 7 26078 石黒　大地(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.42
ｲｼｸﾞﾛﾀﾞｲﾁ

8 9 13014 小田澤　輝(4) 上州AC 15.43
ｵﾀｻﾞﾜ ﾋｶﾙ

9 5 4022 市川　敦貴(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.65
ｲﾁｶﾜ ｱﾂｷ

10 7 27019 齋藤　旺世(4) 金古ランニングクラブ 15.76
ｻｲﾄｳ ｵｳｾ

11 3 4021 新井　宏征(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.89
ｱﾗｲ ｺｳｾｲ

12 6 27016 城田　宇太(4) 金古ランニングクラブ 15.90
ｼﾛﾀ ｳﾀ

13 3 26021 伊藤　蓮寿(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.00
ｲﾄｳﾚﾝｼﾞｭ

14 9 26024 高橋　将太(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.08
ﾀｶﾊｼｼｮｳﾀ

15 4 6021 藤原　央惺(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 16.21
ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｳｾｲ

16 8 16033 井上　航希(4) 高崎Winds 16.32
ｲﾉｳｴ ｺｳｷ

17 6 13012 高橋　瑛人(4) 上州AC 16.43
ﾀｶﾊｼ ｴｲﾄ

18 4 4049 奥山　悠仁(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 16.46
ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾄ

19 9 26023 林　　快星(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.49
ﾊﾔｼｶｲｾｲ

20 3 19020 梅沢　　周(4) チーム☆Ｋ 16.57
ｳﾒｻﾞﾜ ｱﾏﾈ

21 5 27017 紫野　煌大(4) 金古ランニングクラブ 16.60
ｼﾉ ｺｳﾀﾞｲ

22 7 27021 原澤　　樹(4) 金古ランニングクラブ 16.64
ﾊﾗｻﾜ ｲﾂｷ

23 8 4028 中山　翔太(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 16.75
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ

24 8 16034 生形　一真(4) 高崎Winds 16.89
ｳﾌﾞｶﾀ ｶｽﾞﾏ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 11:18

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25 2 28008 横山　将也(4) ジョイ 16.98
ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾔ

26 4 17003 岩崎　澄矢(4) たちばなR.C 17.06
ｲﾜｻｷ ｽﾐﾔ

27 5 12010 石井　　颯(4) 渋川ｸﾗﾌﾞ 17.09
ｲｼｲ ﾊﾔﾃ

28 5 16035 小池　亮太(4) 高崎Winds 17.16
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ

29 1 4001 岡田　峻典(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 17.36
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

30 4 16036 高橋　悠介(4) 高崎Winds 17.56
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

31 9 17004 冨沢　康太(4) たちばなR.C 17.62
ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀ

32 9 4003 木田　英斗(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 17.65
ｷﾀﾞ ｴｲﾄ

33 6 14005 岩田　陽平(4) ＳＡ玉村 17.72
ｲﾜﾀ　ﾖｳﾍｲ

34 7 28009 町田　太呂(4) ジョイ 17.87
ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾛ

35 5 4026 西澤　壮真(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 18.07
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ

36 3 27022 羽鳥　友彬(4) 金古ランニングクラブ 18.29
ﾊﾄﾘ ﾄﾓｱｷ

37 7 14004 町田　　聖(4) ＳＡ玉村 18.87
ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ

38 4 26014 杉目　和歩(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 18.88
ｽｷﾞﾒｶｽﾞﾎ

39 8 16039 森山　滉太(4) 高崎Winds 20.16
ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀ

2 6022 佐藤　陽輝(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ DNS
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ()

6 27018 狩野　尚太(4) 金古ランニングクラブ DNS
ｶﾉｳ ｼｮｳﾀ ()

2 16038 田中　惟翔(4) 高崎Winds DNS
ﾀﾅｶ ﾕｲﾄ ()

( DNS:欠 場 )
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学５年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 13:21

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 8 26025 鈴木　　樹(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.98
ｽｽﾞｷｲﾂｷ

2 3 26026 田丸　優作(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.06
ﾀﾏﾙﾕｳｻｸ ()

2 9 16020 木暮　力輝(5) 高崎Winds 15.06
ｺｸﾞﾚ ﾘｷ ()

4 2 4019 若狭　憂聖(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.14
ﾜｶｻ ﾕｳｾｲ ()

4 6 23005 青木　暖士(5) 新田倶楽部 15.14
ｱｵｷ ﾊﾙｼ ()

6 7 26028 清村　一真(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.24
ｼﾑﾗｶｽﾞﾏ

7 7 16023 野口　陽斗(5) 高崎Winds 15.27
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

8 8 27012 城田　　心(5) 金古ランニングクラブ 15.34
ｼﾛﾀ ｺｺﾛ

9 1 6025 上原　侑大(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.36
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ

10 5 26027 齊藤　光希(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.38
ｻｲﾄｳｺｳｷ

11 5 2004 櫻井　惇太(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 15.40
ｻｸﾗｲ　ｼﾞｭﾝﾀ

12 2 13015 鈴木　　廉(5) 上州AC 15.58
ｽｽﾞｷ　ﾚﾝ

13 3 2005 狩野　夢翔(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 15.59
ｶﾉｳ　ﾕﾒﾄ

14 1 27011 佐藤　秀哉(5) 金古ランニングクラブ 15.64
ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ

15 5 15007 松井　一颯(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ 15.68
ﾏﾂｲ　ｲﾌﾞｷ

16 5 13020 杉本倫太郎(5) 上州AC 15.74
ｽｷﾞﾓﾄﾘﾝﾀﾛｳ

17 8 17007 稲本　拳志(5) たちばなR.C 15.76
ｲﾅﾓﾄ ｹﾝｼﾝ

18 6 6024 松橋　　逞(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.79
ﾏﾂﾊｼ ﾀｸﾏ

19 8 24007 見城　大地(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ 15.86
ｹﾝｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ

20 3 6023 織田　悠輝(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.87
ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ

21 4 27007 松井　絢人(5) 金古ランニングクラブ 15.94
ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ

22 6 16017 久保　昊平(5) 高崎Winds 15.96
ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ

23 4 29006 富岡　蒼太(5) よしいAC 16.16
ﾄﾐｵｶ ｿｳﾀ

24 4 19004 江原　悠斗(5) チーム☆Ｋ 16.20
ｴﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学５年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 13:21

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25 5 13016 菅野　剛成(5) 上州AC 16.30
ｽｶﾞ ﾉｺｳｾｲ

26 9 4015 木暮　柊介(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 16.32
ｷｸﾞﾚ ｼｭｳｽｹ

27 7 17005 藤原　嶺玖(5) たちばなR.C 16.37
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｸ

28 5 16022 反町　圭汰(5) 高崎Winds 16.38
ｿﾘﾏﾁ ｹｲﾀ

29 2 14003 齋藤　　連(5) ＳＡ玉村 16.39
ｻｲﾄｳ ﾚﾝ

30 6 10006 依田　開聖(5) 境ｸﾗﾌﾞ 16.53
ﾖﾀﾞ ｶｲｾｲ

31 2 29005 内田　昊太(5) よしいAC 16.57
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ

32 9 19006 大野　慶真(5) チーム☆Ｋ 16.58
ｵｵﾉ ｹｲﾏ

33 6 10007 松原　稜画(5) 境ｸﾗﾌﾞ 16.64
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳｶﾞ ()

33 3 24006 髙橋　鳳介(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ 16.64
ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ ()

35 7 17006 狩野　春陽(5) たちばなR.C 16.70
ｶﾉｳ ﾊﾙﾋ ()

35 7 2006 北原　礼人(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 16.70
ｷﾀﾊﾗ　ｱﾔﾄ ()

37 7 16019 後閑璃央希(5) 高崎Winds 16.75
ｺﾞｶﾝ ﾘｵｷ ()

37 9 15004 阿久津侑斗(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ 16.75
ｱｸﾂ　ﾕｳﾄ ()

39 4 4013 池田　唯人(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 16.76
ｲｹﾀﾞ ﾕｲﾄ

40 9 27009 間庭　旭飛(5) 金古ランニングクラブ 16.77
ﾏﾆﾜ ｱｻﾋ

41 3 13018 入澤　幸槻(5) 上州AC 17.06
ｲﾘｻﾜ ﾕｷ ()

41 7 16024 橋本　怜弥(5) 高崎Winds 17.06
ﾊｼﾓﾄ ｻﾄﾔ ()

43 2 26015 吉田　真輝(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 17.19
ﾖｼﾀﾞﾏｻｷ

44 4 27013 吉田　悠人(5) 金古ランニングクラブ 17.39
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

45 1 19007 中里　絢心(5) チーム☆Ｋ 17.41
ﾅｶｻﾞﾄ ｹﾝｼﾝ

46 4 27010 大山瑠二郎(5) 金古ランニングクラブ 17.53
ｵｵﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ

47 6 15005 湯澤　拓己(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ 17.68
ﾕｻﾞﾜ　ﾀｸﾐ

48 8 4016 小林　嘉人(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 17.73
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学５年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 13:21

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

49 9 4017 関口　陽也(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 17.75
ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ

50 9 10005 塩原　源都(5) 境ｸﾗﾌﾞ 17.85
ｼｵﾊﾞﾗ ｹﾞﾝﾄ

51 4 4014 今井　郁人(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 17.91
ｲﾏｲ ｱﾔﾄ

52 8 27008 植杉　颯太(5) 金古ランニングクラブ 18.14
ｳｴｽｷﾞ ｿｳﾀ

53 2 15003 石垣　睦生(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ 18.20
ｲｼｶﾞｷ　ﾑﾂｷ

54 8 27006 森山　　翔(5) 金古ランニングクラブ 18.22
ﾓﾘﾔﾏ ｶｹﾙ

55 3 16018 黒澤　伊織(5) 高崎Winds 18.28
ｸﾛｻﾜ ｲｵﾘ

56 6 16016 小見　展世(5) 高崎Winds 18.49
ｵﾐ ﾃﾝｾｲ

57 5 13017 新井　遥太(5) 上州AC 18.69
ｱﾗｲ ﾖｳﾀ

58 2 15006 下田　泰生(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ 19.19
ｼﾓﾀﾞ　ﾀｲｾｲ

59 3 13019 小萩澤遥輝(5) 上州AC 21.32
ｺﾊｷﾞｻﾞﾜﾊﾙｷ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学６年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 14:26

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 2 17008 松井　奏人(6) たちばなR.C 12.88
ﾏﾂｲ ｶﾅﾄ

2 4 12006 岩﨑　王我(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 13.10
ｲﾜｻｷ ｵｳｶﾞ

3 5 6028 菅野　翔唯(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 13.15
ｽｶﾞﾉ ｶｲ ()

3 7 12005 狩野　大成(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 13.15
ｶﾉｳ ﾀｲｾｲ ()

5 6 24010 林　　奏斗(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ 13.20
ﾊﾔｼ ｶﾅﾄ

6 9 26036 平野　貴也(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 13.66
ﾋﾗﾀｶｶﾔ

7 7 24009 小倉　優輝(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ 14.16
ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ

8 3 26031 清水　怜生(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.18
ｼﾐｽﾞﾚｵ

9 4 9002 髙橋　爽太(6) 桐生市陸協 14.21
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ

10 6 13022 高橋　晃太(6) 上州AC 14.34
ﾀｶﾊｼｺｳﾀ

11 8 26035 品川　優太(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.43
ｼﾅｶﾞﾜﾕｳﾀ

12 2 10015 大塚　陸斗(6) 境ｸﾗﾌﾞ 14.45
ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ

13 6 19019 梅沢　　丞(6) チーム☆Ｋ 14.50
ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｽｸ

14 2 10014 大島　拓久(6) 境ｸﾗﾌﾞ 14.52
ｵｵｼﾏ ﾀｸ

15 8 26038 石田　創也(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.63
ｲｼﾀﾞｿｳﾔ ()

15 3 16002 大澤一歩暉(6) 高崎Winds 14.63
ｵｵｻﾜ ｲﾌﾞｷ ()

17 6 12004 小島　　陸(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 14.64
ｺｼﾞﾏ ﾘｸ

18 2 16004 戸塚　涼真(6) 高崎Winds 14.65
ﾄﾂｶ ﾘｮｳﾏ

19 4 26030 萩原　悠斗(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.70
ﾊｷﾞﾜﾗﾕｳﾄ

20 9 26034 入澤　圭汰(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.74
ｲﾘｻﾜｹｲﾀ

21 6 13021 木村　倖大(6) 上州AC 14.77
ｷﾑﾗｺｳﾀ ()

21 9 17009 松村　春空(6) たちばなR.C 14.77
ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｸ ()

23 8 29009 塚田　魁士(6) よしいAC 14.78
ﾂｶﾀﾞ ｶｲｼﾞ

24 8 12001 高橋　春仁(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 15.06
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ



【 記 録 表 】 Time:14:33:21 Page: 2

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学６年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 14:26

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25 3 24011 石田　侑大(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ 15.07
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ ()

25 5 10016 川田　凌矢(6) 境ｸﾗﾌﾞ 15.07
ｶﾜﾀ ﾘｮｳﾔ ()

27 8 26033 栗本　陽生(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.08
ｸﾘﾓﾄﾊﾙｷ

28 5 6027 吉田　心聖(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.18
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｾｲ

29 2 26037 大月　立琉(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.21
ｵｵﾂｷﾀﾂﾙ

30 6 23007 西村　羽王(6) 新田倶楽部 15.22
ﾆｼﾑﾗ ﾜｵ

31 9 10013 荒木　珀音(6) 境ｸﾗﾌﾞ 15.26
ｱﾗｷ ﾊｸﾄ

32 6 26079 有馬　恵朝(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.30
ｱﾘﾏｴﾂﾄ

33 5 10017 瀧澤　航太(6) 境ｸﾗﾌﾞ 15.32
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀ

34 7 16001 井上　太智(6) 高崎Winds 15.33
ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ ()

34 3 27004 宮下　怜士(6) 金古ランニングクラブ 15.33
ﾐﾔｼﾀ ﾚｲｼﾞ ()

36 5 9006 桑原　蒼空(6) 桐生市陸協 15.38
ｸﾜﾊﾞﾗ ｿﾗ

37 3 26032 菅波　幸佑(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.45
ｽｶﾞﾅﾐｺｳｽｹ

38 4 27002 樋口　睦人(6) 金古ランニングクラブ 15.47
ﾋｸﾞﾁ ｱﾂﾄ

39 8 4008 久保田啓太(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.58
ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ

40 9 19001 薄井　大聖(6) チーム☆Ｋ 15.61
ｳｽｲ ﾀｲｾｲ

41 5 6032 高橋　蒼生(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.69
ﾀｶﾊｼ ｿｳｾｲ

42 4 14002 本山　颯馬(6) ＳＡ玉村 15.73
ﾓﾄﾔﾏ ｿｳﾏ

43 4 4010 髙橋　秀杜(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.75
ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ

44 8 16003 田中　陸翔(6) 高崎Winds 15.76
ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ

45 9 9003 生形　　蓮(6) 桐生市陸協 15.79
ｳﾌﾞｶﾀ ﾚﾝ

46 7 26016 中島　大翔(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.83
ﾀﾅｼﾞﾏﾋﾛﾄ

47 3 19003 渡辺　惺也(6) チーム☆Ｋ 15.86
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ

48 7 13023 小林　絃人(6) 上州AC 16.10
ｺﾊﾞﾔｼｹﾞﾝﾄ



【 記 録 表 】 Time:14:33:21 Page: 3

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学６年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 14:26

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

49 4 26029 土谷南十星(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.15
ﾂﾁﾔﾅﾄｾ

50 2 9004 岩澤　翼希(6) 桐生市陸協 16.19
ｲﾜｻﾜ ﾀｽｷ

51 5 13024 入内島颯崇(6) 上州AC 16.40
ｲﾘｳﾁｼﾏｿｳﾀ

52 4 17010 松井　大和(6) たちばなR.C 16.41
ﾏﾂｲ ﾋﾛｶｽﾞ

53 5 9001 多和田理澄(6) 桐生市陸協 16.45
ﾀﾜﾀﾞ ｻﾄｽﾐ

54 9 9005 深澤　　優(6) 桐生市陸協 16.48
ﾌｶｻﾜ ﾕｳ

55 8 27001 戸塚　陽亮(6) 金古ランニングクラブ 16.55
ﾄﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ

56 6 12002 齊藤　寛樹(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 16.91
ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ

57 3 19005 松嶋　　希(6) チーム☆Ｋ 17.28
ﾏﾂｼﾏ ﾉｿﾞﾐ

58 2 17011 梅澤　達也(6) たちばなR.C 17.96
ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ

59 9 27003 狩野　太志(6) 金古ランニングクラブ 18.23
ｶﾉｳ ﾀｲｼ

60 2 12003 割田　創丞(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 18.57
ﾜﾘﾀ ｿｳｽｹ

7 19002 須永　光輝(6) チーム☆Ｋ DNS
ｽﾝﾅｶﾞ ｺｳｷ ()

7 16006 矢島広太郎(6) 高崎Winds DNS
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ ()

3 29008 田中　朝翔(6) よしいAC DNS
ﾀﾅｶ ｱｻﾋ ()

( DNS:欠 場 )
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
********************************************************
* 男子小学５年 ５０ｍＨ 決勝 *
********************************************************
測定区分:電計1/100秒 2020-09-22 15:02

風:

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 1 12009 高橋　悠真(5) 渋川ｸﾗﾌﾞ 9.40
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ

2 7 27014 竹渕　颯真(5) 金古ランニングクラブ 9.68
ﾀｹﾌﾞﾁ ｿｳﾏ

3 5 16021 正田蒼一郎(5) 高崎Winds 9.71
ｼｮｳﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

4 3 27015 中島　　悠(5) 金古ランニングクラブ 10.28
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳ

9 2007 中島　快人(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ DNS
ﾅｶｼﾞﾏ　ｶｲﾄ ()

( DNS:欠 場 )



【 記 録 表 】 Time:15:41:32 Page: 1

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 男子小学６年 ５０ｍＨ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2020-09-22 15:38

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 5 26039 岸　　優希(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.47
ｷｼﾕｳｷ

2 3 4009 鈴木　雄弘(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 8.71
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ

3 9 16007 吉岡　厚紀(6) 高崎Winds 8.74
ﾖｼｵｶ ｱﾂｷ

4 5 4002 岡田　倖典(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 8.80
ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ

5 7 2002 笠間　尚輝(6) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 8.83
ｶｻﾏ　ﾅｵｷ

6 7 9007 森田　凱大(6) 桐生市陸協 8.88
ﾓﾘﾀ ｶｲﾄ

7 1 4048 奥山　慎仁(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.15
ｵｸﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

8 7 27005 岸　　凌市(6) 金古ランニングクラブ 9.34
ｷｼ ﾘｮｳｲﾁ

9 3 12007 橋本　昊汰(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 10.13
ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ

10 9 12008 山同　右秀(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 10.46
ｻﾝﾄﾞｳ ｳﾕｳ

11 5 6026 新井　　歩(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 10.70
ｱﾗｲ ｱﾕﾑ

12 3 16005 村上　璃恩(6) 高崎Winds 10.86
ﾑﾗｶﾐ ﾘｵﾝ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************************
* 男子小学共通 ４×１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2000-00-00 14:03

順位ﾚｰﾝ No. チーム名 No. 出場競技者 所属団体 記 録 備考
--- --- ----- -------------------- ---- ----------------------------------------- ---------------------------- -------- -----------

1 4 122 渋川クラブ　Ｂ 12009 高橋　悠真(5) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ 渋川ｸﾗﾌﾞ 53.05
12006 岩﨑　王我(6) ｲﾜｻｷ ｵｳｶﾞ 渋川ｸﾗﾌﾞ
12008 山同　右秀(6) ｻﾝﾄﾞｳ ｳﾕｳ 渋川ｸﾗﾌﾞ
12005 狩野　大成(6) ｶﾉｳ ﾀｲｾｲ 渋川ｸﾗﾌﾞ

2 5 261 前橋ジュニア　Ａ 26035 品川　優太(6) ｼﾅｶﾞﾜﾕｳﾀ 前橋ｼﾞｭﾆｱ 54.71
26036 平野　貴也(6) ﾋﾗﾀｶｶﾔ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26039 岸　　優希(6) ｷｼﾕｳｷ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26031 清水　怜生(6) ｼﾐｽﾞﾚｵ 前橋ｼﾞｭﾆｱ

3 4 241 沼田クラブ 24011 石田　侑大(6) ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 沼田ｸﾗﾌﾞ 55.57
24010 林　　奏斗(6) ﾊﾔｼ ｶﾅﾄ 沼田ｸﾗﾌﾞ
24007 見城　大地(5) ｹﾝｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ 沼田ｸﾗﾌﾞ
24009 小倉　優輝(6) ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ 沼田ｸﾗﾌﾞ

4 7 262 前橋ジュニア　Ｂ 26034 入澤　圭汰(6) ｲﾘｻﾜｹｲﾀ 前橋ｼﾞｭﾆｱ 56.78
26038 石田　創也(6) ｲｼﾀﾞｿｳﾔ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26030 萩原　悠斗(6) ﾊｷﾞﾜﾗﾕｳﾄ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26037 大月　立琉(6) ｵｵﾂｷﾀﾂﾙ 前橋ｼﾞｭﾆｱ

5 2 61 碓氷クラブ 6025 上原　侑大(5) ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 56.95
6027 吉田　心聖(6) ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｾｲ 碓氷ｸﾗﾌﾞ
6032 高橋　蒼生(6) ﾀｶﾊｼ ｿｳｾｲ 碓氷ｸﾗﾌﾞ
6028 菅野　翔唯(6) ｽｶﾞﾉ ｶｲ 碓氷ｸﾗﾌﾞ

6 6 171 たちばなＲ．Ｃ 17007 稲本　拳志(5) ｲﾅﾓﾄ ｹﾝｼﾝ たちばなR.C 57.37
17009 松村　春空(6) ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｸ たちばなR.C
17010 松井　大和(6) ﾏﾂｲ ﾋﾛｶｽﾞ たちばなR.C
17008 松井　奏人(6) ﾏﾂｲ ｶﾅﾄ たちばなR.C

7 3 41 伊勢崎クラブ 4048 奥山　慎仁(6) ｵｸﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 57.88
4009 鈴木　雄弘(6) ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ
4008 久保田啓太(6) ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ
4002 岡田　倖典(6) ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ

8 9 131 上州ＡＣ 13021 木村　倖大(6) ｷﾑﾗｺｳﾀ 上州AC 58.31
13022 高橋　晃太(6) ﾀｶﾊｼｺｳﾀ 上州AC
13023 小林　絃人(6) ｺﾊﾞﾔｼｹﾞﾝﾄ 上州AC
13024 入内島颯崇(6) ｲﾘｳﾁｼﾏｿｳﾀ 上州AC

9 8 191 ＴＥＡＭ☆Ｋ　Ａ 19019 梅沢　　丞(6) ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｽｸ チーム☆Ｋ 58.75
19004 江原　悠斗(5) ｴﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ チーム☆Ｋ
19003 渡辺　惺也(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ チーム☆Ｋ
19001 薄井　大聖(6) ｳｽｲ ﾀｲｾｲ チーム☆Ｋ

10 7 264 前橋ジュニア　Ｄ 26079 有馬　恵朝(6) ｱﾘﾏｴﾂﾄ 前橋ｼﾞｭﾆｱ 58.76
26033 栗本　陽生(6) ｸﾘﾓﾄﾊﾙｷ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26032 菅波　幸佑(6) ｽｶﾞﾅﾐｺｳｽｹ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26029 土谷南十星(6) ﾂﾁﾔﾅﾄｾ 前橋ｼﾞｭﾆｱ

11 9 263 前橋ジュニア　Ｃ 26027 齊藤　光希(5) ｻｲﾄｳｺｳｷ 前橋ｼﾞｭﾆｱ 59.05
26025 鈴木　　樹(5) ｽｽﾞｷｲﾂｷ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26028 清村　一真(5) ｼﾑﾗｶｽﾞﾏ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26026 田丸　優作(5) ﾀﾏﾙﾕｳｻｸ 前橋ｼﾞｭﾆｱ

12 2 121 渋川クラブ　Ａ 12001 高橋　春仁(6) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 渋川ｸﾗﾌﾞ 59.47
12007 橋本　昊汰(6) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ 渋川ｸﾗﾌﾞ
12002 齊藤　寛樹(6) ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 渋川ｸﾗﾌﾞ
12004 小島　　陸(6) ｺｼﾞﾏ ﾘｸ 渋川ｸﾗﾌﾞ

13 8 271 金古ＲＣ　Ａ 27002 樋口　睦人(6) ﾋｸﾞﾁ ｱﾂﾄ 金古ランニングクラブ 1:00.34
27014 竹渕　颯真(5) ﾀｹﾌﾞﾁ ｿｳﾏ 金古ランニングクラブ
27005 岸　　凌市(6) ｷｼ ﾘｮｳｲﾁ 金古ランニングクラブ
27004 宮下　怜士(6) ﾐﾔｼﾀ ﾚｲｼﾞ 金古ランニングクラブ

14 1 1 よしいAC 29005 内田　昊太(5) ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ よしいAC 1:01.11
ﾖｼｲAC 29009 塚田　魁士(6) ﾂｶﾀﾞ ｶｲｼﾞ よしいAC

29006 富岡　蒼太(5) ﾄﾐｵｶ ｿｳﾀ よしいAC
29008 田中　朝翔(6) ﾀﾅｶ ｱｻﾋ よしいAC
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************************
* 男子小学共通 ４×１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2000-00-00 14:03

順位ﾚｰﾝ No. チーム名 No. 出場競技者 所属団体 記 録 備考
--- --- ----- -------------------- ---- ----------------------------------------- ---------------------------- -------- -----------

15 6 272 金古ＲＣ　Ｂ 27015 中島　　悠(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳ 金古ランニングクラブ 1:03.05
27012 城田　　心(5) ｼﾛﾀ ｺｺﾛ 金古ランニングクラブ
27001 戸塚　陽亮(6) ﾄﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ 金古ランニングクラブ
27011 佐藤　秀哉(5) ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ 金古ランニングクラブ

16 3 151 勢多クラブ 15007 松井　一颯(5) ﾏﾂｲ　ｲﾌﾞｷ 勢多ｸﾗﾌﾞ 1:09.10
15006 下田　泰生(5) ｼﾓﾀﾞ　ﾀｲｾｲ 勢多ｸﾗﾌﾞ
15005 湯澤　拓己(5) ﾕｻﾞﾜ　ﾀｸﾐ 勢多ｸﾗﾌﾞ
15004 阿久津侑斗(5) ｱｸﾂ　ﾕｳﾄ 勢多ｸﾗﾌﾞ

5 192 ＴＥＡＭ☆Ｋ　Ｂ _____ ____________________ ____________________ ____________________________ DNS
_____ ____________________ ____________________ ____________________________
_____ ____________________ ____________________ ____________________________
_____ ____________________ ____________________ ____________________________

( DNS:欠 場 )



【備考】

トラック競技は、大会規定により、１／１００秒までの同記録は同順位となり

ます。
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 女子小学１年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 09:38

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 7 26074 小林　沙生(1) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.27
ｺﾊﾞﾔｼｻﾅ

2 7 27086 神村　帆乃(1) 金古ランニングクラブ 9.46
ｶﾐﾑﾗ ﾎﾉ

3 5 6001 久保村　澪(1) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 9.72
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾐｵ

4 3 27088 植杉　羽菜(1) 金古ランニングクラブ 9.81
ｳｴｽｷﾞ ﾊﾅ

5 5 16067 相蘇みな実(1) 高崎Winds 9.87
ｱｲｿ ﾐﾅﾐ

6 9 16069 大山　純礼(1) 高崎Winds 10.00
ｵｵﾔﾏ ｽﾐﾚ

7 1 27087 田村　綾埜(1) 金古ランニングクラブ 10.05
ﾀﾑﾗ ｱﾔﾉ

8 3 26089 横山　るら(1) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 10.16
ﾖｺﾔﾏ ﾙﾗ

9 9 6034 高橋　芽生(1) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 10.22
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

10 1 27082 藤村　妃美(1) 金古ランニングクラブ 10.30
ﾌｼﾞﾑﾗ ｷｲ

11 5 24001 吉澤　　香(1) 沼田ｸﾗﾌﾞ 10.38
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳ

12 9 29002 塚田ひより(1) よしいAC 10.42
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾖﾘ

13 5 28001 大谷　咲愛(1) ジョイ 10.68
ｵｵﾀﾆ ｻﾗ

14 7 27083 藤村　妃星(1) 金古ランニングクラブ 10.74
ﾌｼﾞﾑﾗ ｷﾗ

15 1 4052 大島　　芹(1) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 10.87
ｵｵｼﾏ ｾﾘ

16 3 27085 中島　莉聖(1) 金古ランニングクラブ 10.98
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｾ

17 9 27084 齊藤　七海(1) 金古ランニングクラブ 11.37
ｻｲﾄｳ ﾅﾐ

18 3 13003 新井　杏奈(1) 上州AC 11.94
ｱﾗｲｱﾝﾅ

19 7 16068 伊澤　希美(1) 高崎Winds 12.17
ｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ

1 6033 田中　友蘭(1) 碓氷ｸﾗﾌﾞ DNS
ﾀﾅｶ　ﾕﾘ ()

( DNS:欠 場 )
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 女子小学２年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 10:48

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 1 4042 増田　乃音(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 8.29
ﾏｽﾀﾞ ﾉﾝ

2 7 6002 市川　南海(2) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 8.59
ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾐ

3 9 4050 奥山　仁菜(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 8.79
ｵｸﾔﾏ ﾆｲﾅ

4 3 10002 西田　紗空(2) 境ｸﾗﾌﾞ 8.80
ﾆｼﾀﾞ ｻﾗ

5 9 26090 林　　芹香(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.01
ﾊﾔｼ ｾﾘｶ

6 7 27076 堀越梨里花(2) 金古ランニングクラブ 9.11
ﾎﾘｺｼ ﾘﾘｶ

7 5 16066 瀬田川ひなの(2) 高崎Winds 9.14
ｾﾀｶﾞﾜ ﾋﾅﾉ

8 3 27075 中澤　愛花(2) 金古ランニングクラブ 9.39
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅｶ

9 7 17012 堀口　実玖(2) たちばなR.C 9.43
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐｸ

10 5 27080 佐藤百々歌(2) 金古ランニングクラブ 9.48
ｻﾄｳ ﾓﾓｶ

11 9 27078 飯田　絢南(2) 金古ランニングクラブ 9.58
ｲｲﾀﾞ ｱﾔﾅ

12 3 26088 野島　彩乎(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.59
ﾉｼﾞﾏ ｱｺ

13 7 4043 脇崎結友奈(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.67
ﾜｷｻﾞｷ ﾕｳﾅ

14 3 4038 武井　梓紗(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.73
ﾀｹｲ ｱｽﾞｻ

15 9 12020 長坂　晴美(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ 9.75
ﾅｶﾞｻｶ ﾊﾙﾐ

16 3 27073 菊地　陽向(2) 金古ランニングクラブ 9.87
ｷｸﾁ ﾋﾅﾀ ()

16 3 12023 岸　　桃加(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ 9.87
ｷｼ ﾓﾓｶ ()

18 9 4035 阿久沢　蒼(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.91
ｱｸｻﾞﾜ ｱｵｲ

19 7 27074 神宮　莉乃(2) 金古ランニングクラブ 10.00
ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾘﾉ

20 5 13005 小林　紅音(2) 上州AC 10.07
ｺﾊﾞﾔｼｱｶﾈ

21 3 16065 菅　　琴実(2) 高崎Winds 10.15
ｽｶﾞ ｺﾄﾐ ()

21 1 27081 柴崎　眞有(2) 金古ランニングクラブ 10.15
ｼﾊﾞｻｷ ﾏﾕ ()

23 7 27077 狩野　和奏(2) 金古ランニングクラブ 10.30
ｶﾉｳ ﾜｶﾅ

24 7 26087 萩原　日向(2) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 10.34
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ ()



【 記 録 表 】 Time:11:21:20 Page: 2

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 女子小学２年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 10:48

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

24 5 12021 齊藤　瑞乃(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ 10.34
ｻｲﾄｳ ﾀﾏﾉ ()

26 9 4036 木村小百合(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 10.38
ｷﾑﾗ ｻﾕﾘ ()

26 9 6029 加部　凪紗(2) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 10.38
ｶﾍﾞ ﾅｷﾞｻ ()

28 7 24002 戸部　卯結(2) 沼田ｸﾗﾌﾞ 10.46
ﾄﾍﾞ ｳﾕ

29 1 12022 石井　結菜(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ 10.50
ｲｼｲ ﾕｲﾅ

30 1 16064 亀田　花奈(2) 高崎Winds 10.62
ｶﾒﾀﾞ ﾊﾅ

31 5 16063 小見　絃華(2) 高崎Winds 10.64
ｵﾐ ｲﾄﾊ

32 9 27079 鈴木　彩心(2) 金古ランニングクラブ 10.92
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ

33 5 4040 傳住　柚乃(2) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 11.05
ﾃﾞﾝｽﾞﾐ ﾕﾉ ()

33 5 12024 石関　栞奈(2) 渋川ｸﾗﾌﾞ 11.05
ｲｼｾﾞｷ ｶﾝﾅ ()

35 3 6030 島田　真希(2) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 11.24
ｼﾏﾀﾞ ﾏｷ



【 記 録 表 】 Time:11:51:06 Page: 1

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 女子小学３年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 11:46

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 7 26043 蟹和　由衣(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.53
ｶﾆﾜ ﾕｲ

2 7 6003 斉藤妃奈乃(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 8.65
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾉ

3 5 26081 横山　るん(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.68
ﾖｺﾔﾏﾙﾝ

4 7 26041 萩原　里帆(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.69
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘﾎ

5 9 16058 高橋　　優(3) 高崎Winds 8.86
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

6 1 26042 藤川　葵衣(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.87
ﾌｼﾞｶﾜ ｱｵｲ

7 9 16061 野村　茉央(3) 高崎Winds 8.88
ﾉﾑﾗ ﾏｵ ()

7 5 26067 佐藤　千咲(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.88
ｻﾄｳ ﾁｻｷ ()

9 7 16060 戸塚　玲那(3) 高崎Winds 9.03
ﾄﾂｶ ﾚｲﾅ

10 9 27072 山中理絵子(3) 金古ランニングクラブ 9.05
ﾔﾏﾅｶ ﾘｴｺ ()

10 1 16057 佐藤　　遥(3) 高崎Winds 9.05
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ()

12 5 19022 江原　想乃(3) チーム☆Ｋ 9.08
ｴﾊﾞﾗ ｿﾉ

13 9 23002 五十嵐　輪(3) 新田倶楽部 9.10
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ

14 3 13009 新井　唯栞(3) 上州AC 9.15
ｱﾗｲﾕｲｶ

15 3 26066 難波　奈央(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.16
ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵ

16 3 27069 永田　叶羽(3) 金古ランニングクラブ 9.28
ﾅｶﾞﾀ ｶﾉﾊ

17 1 16059 橘　　杏奈(3) 高崎Winds 9.32
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾝﾅ ()

17 9 6004 岡田　明花(3) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 9.32
ｵｶﾀﾞ ﾒｲｶ ()

19 9 26040 黒澤　茉那(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.34
ｸﾛｻﾜ ﾏﾅ

20 5 24005 塚田　恵奈(3) 沼田ｸﾗﾌﾞ 9.42
ﾂｶﾀﾞ ｴﾅ

21 3 27071 設樂　桃花(3) 金古ランニングクラブ 9.48
ｼﾀﾗ ﾓﾓｶ

22 7 28004 齋藤　あん(3) ジョイ 9.52
ｻｲﾄｳ ｱﾝ

23 7 13008 森田　咲佳(3) 上州AC 9.55
ﾓﾘﾀｻｷｶ

24 7 4030 大川　翠楽(3) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 9.57
ｵｵｶﾜ ﾐﾗ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************
* 女子小学３年 ５０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 11:46

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25 5 27070 八高　結衣(3) 金古ランニングクラブ 9.60
ﾔｺｳ ﾕｲ

26 1 13010 柳岡みほの(3) 上州AC 9.74
ﾔﾅｷﾞｵｶﾐﾎﾉ

27 1 10004 大塚　愛梨(3) 境ｸﾗﾌﾞ 9.77
ｵｵﾂｶ ｱｲﾘ

28 1 26068 田丸　咲穂(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.79
ﾀﾏﾙ ｻﾎ

29 5 17013 狩野　日葵(3) たちばなR.C 9.81
ｶﾉｳ ﾋﾅﾀ

30 9 12019 割田　理子(3) 渋川ｸﾗﾌﾞ 10.40
ﾜﾘﾀ ﾘｺ

31 3 26075 山田　真凜(3) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 11.30
ﾔﾏﾀﾞﾏﾘﾝ

32 5 17014 梅澤　若葉(3) たちばなR.C 11.62
ｳﾒｻﾞﾜ ﾜｶﾊﾞ

33 3 13011 關口　紅杏(3) 上州AC 12.17
ｾｷｸﾞﾁｸﾚｱ

3 16056 古井戸梨花(3) 高崎Winds DNS
ｺｲﾄﾞ ﾘﾝｶ ()

( DNS:欠 場 )



【 記 録 表 】 Time:12:59:06 Page: 1

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 12:53

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 4 26045 高野　裕真(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.36
ﾀｶﾉ ﾕﾏ

2 9 16040 秋本　うた(4) 高崎Winds 15.72
ｱｷﾓﾄ ｳﾀ

3 3 26083 島津ひなた(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.97
ｼﾏﾂﾞﾋﾅﾀ

4 3 26077 小林　侑楽(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.02
ｺﾊﾞﾔｼﾕﾗ

5 2 2008 山﨑菜南子(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 16.04
ﾔﾏｻﾞｷ　ﾅﾅｺ

6 2 26044 鈴木　心結(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.14
ｽｽﾞｷ ﾐﾕ

7 9 16043 小實　愛理(4) 高崎Winds 16.22
ｵｻﾞﾈ ｱｲﾘ

8 5 23003 海老塚心優(4) 新田倶楽部 16.24
ｴﾋﾞｽﾞｶ ｺｺﾈ

9 8 26082 菅沼　音桜(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.31
ｽｶﾞﾇﾏﾈｵ

10 2 2010 水野　綾香(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 16.39
ﾐｽﾞﾉ　ｱﾔｶ

11 4 23004 青木　陽愛(4) 新田倶楽部 16.48
ｱｵｷ ﾋﾖﾘ

12 2 27064 羽鳥　友惟(4) 金古ランニングクラブ 16.68
ﾊﾄﾘ ﾕｲ

13 8 26085 髙村　結愛(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.78
ﾀｶﾑﾗ ﾕｱ

14 8 14007 酒巻　里衣(4) ＳＡ玉村 16.81
ｻｶﾏｷ　ﾘｲ

15 1 16044 亀田　紗羽(4) 高崎Winds 16.85
ｶﾒﾀﾞ ｻﾜ

16 9 26046 小野里　楓(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.87
ｵﾉｻﾞﾄｶｴﾃﾞ

17 3 26076 樋田　　杏(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.90
ﾄｲﾀﾞｱｽﾞ

18 4 16042 大河原結衣(4) 高崎Winds 17.06
ｵｵｶﾊﾗ ﾕｲ

19 2 12018 長坂　夏美(4) 渋川ｸﾗﾌﾞ 17.08
ﾅｶﾞｻｶ ﾅﾂﾐ

20 3 17015 諸田　奈柚(4) たちばなR.C 17.11
ﾓﾛﾀﾞ ﾅﾕ

21 7 16045 小島　梨桜(4) 高崎Winds 17.12
ｺｼﾞﾏ ﾘｵ

22 8 4024 鈴木　晴美(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 17.25
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ ()

22 5 27062 栁岡ゆうり(4) 金古ランニングクラブ 17.25
ﾔﾅｵｶ ﾕｳﾘ ()

24 6 27065 間渕　莉央(4) 金古ランニングクラブ 17.33
ﾏﾌﾞﾁ ﾘｵ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 12:53

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25 6 16047 千葉　叶愛(4) 高崎Winds 17.34
ﾁﾊﾞ ｶﾉﾝ

26 1 27063 堀越都梨愛(4) 金古ランニングクラブ 17.39
ﾎﾘｺｼ ﾐﾘｱ

27 8 16046 高橋　那奈(4) 高崎Winds 17.44
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

28 7 28007 田村　夢結(4) ジョイ 17.46
ﾀﾑﾗ ﾒｲ

29 2 15002 清水　心美(4) 勢多ｸﾗﾌﾞ 17.47
ｼﾐｽﾞ　ｺｺﾐ

30 7 6005 佐藤　夢華(4) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 17.48
ｻﾄｳ ﾕﾏｶ

31 9 27066 野村　美浩(4) 金古ランニングクラブ 17.49
ﾉﾑﾗ ﾐﾋﾛ

32 5 27067 中澤　夢花(4) 金古ランニングクラブ 17.52
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒｶ

33 6 16048 中村瑠琉奈(4) 高崎Winds 17.54
ﾅｶﾑﾗ ﾙﾙﾅ

34 1 26092 梁瀬　ゆら(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 17.59
ﾔﾅｾ ﾕﾗ

35 6 19011 小林　未來(4) チーム☆Ｋ 17.67
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ

36 5 16041 天野ひより(4) 高崎Winds 17.68
ｱﾏﾉ ﾋﾖﾘ

37 8 26086 成田　　雫(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 17.70
ﾅﾘﾀ ｼｽﾞｸ

38 9 2009 都丸　叶幸(4) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 17.73
ﾄﾏﾙ　ｶﾉｺ

39 9 16049 広瀬　史英(4) 高崎Winds 17.76
ﾋﾛｾ ｼｴ

40 3 26069 津田　遙夏(4) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 17.78
ﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ

41 4 14006 青木喜美香(4) ＳＡ玉村 17.86
ｱｵｷ　ｷﾐｶ

42 4 27068 松本　愛夢(4) 金古ランニングクラブ 17.87
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾑ

43 7 4027 松本　千尋(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 18.20
ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾋﾛ ()

43 7 17016 小林　莉緒(4) たちばなR.C 18.20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ ()

45 6 4025 髙野　一馨(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 18.29
ﾀｶﾉ ｲﾁｶ

46 3 4023 岡田　咲希(4) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 18.35
ｵｶﾀﾞ ｻｷ

47 5 28011 田村　希愛(4) ジョイ 18.71
ﾀﾑﾗ ﾉｱ

48 7 14008 栗原　莉希(4) ＳＡ玉村 19.08
ｸﾘﾊﾞﾗ　ﾘﾉ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学４年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 12:53

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

49 5 19016 荻野　有沙(4) チーム☆Ｋ 19.38
ｵｷﾞﾉ ｱﾘｻ

50 4 19017 江黒　和奏(4) チーム☆Ｋ 19.49
ｴﾊﾞﾗ ﾜｶﾅ

51 6 19015 登山　菜月(4) チーム☆Ｋ 19.62
ﾄﾔﾏ ﾅﾂｷ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学５年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 13:54

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 4 27054 川野　梓季(5) 金古ランニングクラブ 14.82
ｶﾜﾉ ｱｽﾞｷ

2 5 15008 鵜川　結愛(5) 勢多ｸﾗﾌﾞ 14.91
ｳｶﾞﾜ　ﾕｱ

3 2 6008 富田梨々香(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 14.96
ﾄﾐﾀ ﾘﾘｶ

4 7 6010 広瀬　遥乃(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.09
ﾋﾛｾ ﾊﾙﾉ

5 9 26054 鈴木　桃花(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.16
ｽｽﾞ ｷ ﾓﾓｶ

6 6 26050 橋本　歩果(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.21
ﾊｼﾓﾄ ｱﾕｶ ()

6 7 2003 金嶋ゆうか(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 15.21
ｶﾅｼﾏ　ﾕｳｶ ()

8 9 26055 岡田　愛瑠(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.29
ｵｶﾀﾞｱｲﾙ

9 7 16032 西澤　理子(5) 高崎Winds 15.36
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｺ

10 2 26051 櫛渕比楽理(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.48
ｸｼﾌﾞﾁ ﾋﾗﾘ

11 6 16031 津村　佳奈(5) 高崎Winds 15.51
ﾂﾑﾗ ｶﾅ

12 2 7004 葛西　悠月(5) 太田市陸協 15.55
ｶｻｲ ﾕﾂﾞｷ

13 9 27058 三木　心音(5) 金古ランニングクラブ 15.68
ﾐｷ ｺｺﾈ ()

13 5 7003 石関　花帆(5) 太田市陸協 15.68
ｲｼｾﾞｷ ｶﾎ ()

15 7 10010 髙岸　夕愛(5) 境ｸﾗﾌﾞ 15.77
ﾀｶｷﾞｼ ﾕｱ ()

15 4 7002 角田　恋渉(5) 太田市陸協 15.77
ｶｸﾀ ﾚﾝﾎ ()

17 8 12017 堀上和花子(5) 渋川ｸﾗﾌﾞ 15.80
ﾎﾘｶﾞﾐ ﾜｶｺ

18 3 7001 角田　桜歩(5) 太田市陸協 15.81
ｶｸﾀ ﾊﾙﾎ

19 4 10009 小泉　絆乃(5) 境ｸﾗﾌﾞ 15.83
ｺｲｽﾞﾐ ｷﾉ

20 5 27057 吉田　心優(5) 金古ランニングクラブ 15.91
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ

21 8 26053 蟹和　琉夏(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.92
ｶﾆﾜ ﾙｶ

22 1 10011 津坂　芹里(5) 境ｸﾗﾌﾞ 15.94
ﾂｻｶ ｾﾘ

23 2 26052 町田　唯花(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 15.99
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲｶ ()

23 4 27055 齋藤　咲愛(5) 金古ランニングクラブ 15.99
ｻｲﾄｳ ｴﾒ ()
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学５年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 13:54

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25 9 26047 町田　瑠花(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.21
ﾏﾁﾀﾞ ﾙｶ

26 8 24008 阿部菜々子(5) 沼田ｸﾗﾌﾞ 16.25
ｱﾍﾞ ﾅﾅｺ

27 9 23006 関口亜里沙(5) 新田倶楽部 16.31
ｾｷｸﾞﾁ ｱﾘｻ

28 3 27056 篠原　佳紀(5) 金古ランニングクラブ 16.36
ｼﾉﾊﾗ ｶﾉ

29 1 28005 白木　華乃(5) ジョイ 16.43
ｼﾗｷ ﾊﾅﾉ ()

29 2 9019 海川　真央(5) 桐生市陸協 16.43
ｳﾐｶﾜ ﾏｵ ()

31 3 19012 小澤　美羽(5) チーム☆Ｋ 16.44
ｵｻﾞﾜ ﾐｳ

32 4 9016 萩原　百合(5) 桐生市陸協 16.51
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾘ

33 1 6007 松澤咲姫菜(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 16.53
ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｷﾅ

34 5 27059 神村　美雫(5) 金古ランニングクラブ 16.60
ｶﾐﾑﾗ ﾐｸ

35 9 27051 山田芙羽佳(5) 金古ランニングクラブ 16.63
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶ

36 6 26049 小林　琉花(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.68
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｶ

37 8 16028 髙橋　紅葉(5) 高崎Winds 16.80
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ

38 3 16025 薄井　和来(5) 高崎Winds 17.05
ｳｽｲ ﾜｺ

39 2 27052 山田祐羽佳(5) 金古ランニングクラブ 17.11
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ ()

39 6 26070 三宅麻里絵(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 17.11
ﾐﾔｹ ﾏﾘｴ ()

41 5 10008 栗原　希空(5) 境ｸﾗﾌﾞ 17.12
ｸﾘﾊﾗ ﾉｱ ()

41 4 10012 福嶋　花奏(5) 境ｸﾗﾌﾞ 17.12
ﾌｸｼﾏ ｶﾅﾃﾞ ()

43 7 27053 神宮　彩乃(5) 金古ランニングクラブ 17.38
ｼﾞﾝｸﾞｳ ｱﾔﾉ

44 7 9017 沖山　小春(5) 桐生市陸協 17.41
ｵｷﾔﾏ ｺﾊﾙ

45 6 9018 菊澤　絢子(5) 桐生市陸協 17.57
ｷｸｻﾞﾜ ｱｺ

46 5 16027 鈴木　　空(5) 高崎Winds 17.63
ｽｽﾞｷ ｿﾉ

47 6 26048 田部井美波(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 17.94
ﾀﾍﾞｲ ﾐﾅﾐ

48 1 16029 橘　　有南(5) 高崎Winds 18.01
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾅ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学５年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 13:54

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

49 3 27060 柴崎　眞帆(5) 金古ランニングクラブ 18.65
ｼﾊﾞｻｷ ﾏﾎ

50 5 29007 金澤　凪珠(5) よしいAC 18.91
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾐ

51 8 6031 島田　理央(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 19.21
ｼﾏﾀﾞ ﾘｵ

52 4 27050 長沼　依璃(5) 金古ランニングクラブ 19.32
ﾅｶﾞﾇﾏ ｲﾘ

3 4018 蓮沼　明愛(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ DNS
ﾊｽﾇﾏ ﾒｲｱ ()

2 2001 小野里佳恋(5) ｱﾗﾏｷｯｽﾞ DNS
ｵﾉｻﾞﾄ　ｶﾚﾝ ()

1 26084 木内ひまり(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ DNS
ｷｳﾁ ﾋﾏﾘ ()

3 16026 古井戸苺花(5) 高崎Winds DNS
ｺｲﾄﾞ ｲﾁｶ ()

( DNS:欠 場 )
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学６年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 14:57

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 5 26057 臼井　清華(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 13.94
ｳｽｲ ｻﾔｶ

2 5 4012 根岸　美乃(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 14.04
ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾉ

3 1 26059 木暮　乃蒼(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.36
ｺｸﾞﾚ ﾉｱ

4 8 22001 丸山　愛留(6) どりかむ太田 14.57
ﾏﾙﾔﾏ ｱｲﾙ

5 4 26056 間仁田さら(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 14.81
ﾏﾆﾀ ｻﾗ

6 3 9009 相川　桜香(6) 桐生市陸協 15.14
ｱｲｶﾜ ｵｳｶ

7 6 6014 大前　虹来(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.20
ｵｵﾏｴ ﾆｺ

8 3 9010 石井　美月(6) 桐生市陸協 15.25
ｲｼｲ ﾐﾂﾞｷ

9 4 27043 中澤　柚珂(6) 金古ランニングクラブ 15.32
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ

10 6 23008 渡邉あさひ(6) 新田倶楽部 15.38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾋ ()

10 2 19014 坂田　心愛(6) チーム☆Ｋ 15.38
ｻｶﾀ ｺｺﾅ ()

12 2 19021 和田ひなみ(6) チーム☆Ｋ 15.40
ﾜﾀﾞ ﾋﾅﾐ

13 9 6012 吉澤紗友理(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.54
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾕﾘ

14 2 6011 荒川　凉那(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 15.55
ｱﾗｶﾜ ｽｽﾞﾅ

15 8 9008 星野　華澄(6) 桐生市陸協 15.56
ﾎｼﾉ ｶｽﾐ

16 3 16008 伊澤　朱里(6) 高崎Winds 15.61
ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ

17 9 19013 林　　心菜(6) チーム☆Ｋ 15.64
ﾊﾔｼ ｺｺﾅ

18 6 12016 茂木　優姫(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 15.66
ﾓﾃｷﾞ ﾕｳｷ

19 8 16011 下平　乙寧(6) 高崎Winds 15.73
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵﾄﾈ

20 3 24012 大河原乃愛(6) 沼田ｸﾗﾌﾞ 15.75
ｵｵｶﾜﾗ ﾉｱ

21 9 19009 高橋　杏奈(6) チーム☆Ｋ 15.79
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ

22 4 27041 栁岡あかり(6) 金古ランニングクラブ 15.80
ﾔﾅｵｶ ｱｶﾘ

23 2 4006 岡田　果子(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.82
ｵｶﾀﾞ ｶｺ

24 8 12013 八高　桜紀(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 15.88
ﾔｺｳ ｻｷ



【 記 録 表 】 Time:15:04:14 Page: 2

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学６年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 14:57

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

25 6 9013 奥野　彩芭(6) 桐生市陸協 15.91
ｵｸﾉ ｲﾛﾊ ()

25 8 16012 田口　英恵(6) 高崎Winds 15.91
ﾀｸﾞﾁ ﾊﾅｴ ()

27 9 4011 竹井　菜月(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 15.94
ﾀｹｲ ﾅﾂｷ

28 7 15009 松倉　　凜(6) 勢多ｸﾗﾌﾞ 15.99
ﾏﾂｸﾗ　ﾘﾝ

29 9 4007 北村　夏渚(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 16.00
ｷﾀﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ()

29 1 16013 田中　咲帆(6) 高崎Winds 16.00
ﾀﾅｶ ｻｷﾎ ()

31 4 26058 住谷　咲季(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 16.05
ｽﾐﾔ ｻｷ

32 7 6015 加部　心菜(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 16.16
ｶﾍﾞ ｺｺﾅ

33 9 14001 横山　加奈(6) ＳＡ玉村 16.17
ﾖｺﾔﾏ　ｶﾅ

34 6 13026 八木　桃花(6) 上州AC 16.18
ﾔｷﾞﾓﾓｶ ()

34 7 10019 塩谷　瑠菜(6) 境ｸﾗﾌﾞ 16.18
ｼｵﾔ ﾙﾅ ()

36 7 10018 小牧　梨紗(6) 境ｸﾗﾌﾞ 16.21
ｺﾏｷ ﾘｻ

37 2 16014 広瀬　可英(6) 高崎Winds 16.22
ﾋﾛｾ ｶｴ

38 2 12014 篠原しゅり(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 16.25
ｼﾉﾊﾗ ｼｭﾘ

39 3 27047 上原　颯乃(6) 金古ランニングクラブ 16.30
ｳｴﾊﾗ ｻﾔﾉ

40 6 12015 佐藤　美萌(6) 渋川ｸﾗﾌﾞ 16.31
ｻﾄｳ ﾐﾎｳ

41 6 19018 横澤　初香(6) チーム☆Ｋ 16.39
ﾖｺｻﾞﾜ ｲﾁｶ ()

41 7 19008 設楽　柚月(6) チーム☆Ｋ 16.39
ｼﾀﾗ ﾕｽﾞｷ ()

43 5 27042 森田あやめ(6) 金古ランニングクラブ 16.41
ﾓﾘﾀ ｱﾔﾒ

44 9 27048 千明　由奈(6) 金古ランニングクラブ 16.52
ﾁｷﾞﾗ ﾕﾅ

45 5 17017 阿部　純夕(6) たちばなR.C 16.55
ｱﾍﾞ ﾐﾕ

46 4 19010 小林　愛依(6) チーム☆Ｋ 16.57
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ

47 4 16010 黒子　紗希(6) 高崎Winds 16.61
ｸﾛｺ ｻｷ

48 2 27046 原澤　　楓(6) 金古ランニングクラブ 16.62
ﾊﾗｻﾜ ｶｴﾃﾞ



【 記 録 表 】 Time:15:04:14 Page: 3

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学６年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 14:57

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

49 3 27044 飯塚　結菜(6) 金古ランニングクラブ 16.77
ｲｲﾂﾞｶ ﾕｲﾅ

50 7 28006 齋藤　みい(6) ジョイ 16.84
ｻｲﾄｳ ﾐｲ

51 8 27045 中島　美優(6) 金古ランニングクラブ 16.86
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ ()

51 3 9012 佐名田千紗(6) 桐生市陸協 16.86
ｻﾅﾀﾞ ﾁｻ ()

53 8 13025 青木　優月(6) 上州AC 16.92
ｱｵｷﾕｽﾞｷ

54 7 9014 瀬戸優衣奈(6) 桐生市陸協 16.93
ｾﾄ ﾕｲﾅ

55 4 4005 大川　結葵(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 17.19
ｵｵｶﾜ ﾕｱ

56 5 27049 金井　沙樹(6) 金古ランニングクラブ 18.06
ｶﾅｲ ｻｷ

57 5 9011 松本　梨愛(6) 桐生市陸協 18.09
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｴ

5 6013 廣瀬　　華(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ DNS
ﾋﾛｾ ﾊﾅ ()

( DNS:欠 場 )



【 記 録 表 】 Time:15:21:42 Page: 1

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
********************************************************
* 女子小学５年 ５０ｍＨ 決勝 *
********************************************************
測定区分:電計1/100秒 2000-00-00 15:11

風:

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 2 6009 久保村　颯(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 9.78
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾔ

2 5 27061 永田　亜実(5) 金古ランニングクラブ 10.25
ﾅｶﾞﾀ ﾂｸﾞﾐ

3 3 6006 氷見優莉奈(5) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 10.34
ﾋﾐ ﾕﾘﾅ

4 7 26060 根本　莉愛(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 10.54
ﾈﾓﾄ ﾘﾘｱ

5 1 26061 萩原　舞耶(5) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 10.76
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ

6 4 7005 関口　紫月(5) 太田市陸協 11.01
ｾｷｸﾞﾁ ｼﾂﾞｸ

7 9 16030 土屋　はる(5) 高崎Winds 11.28
ﾂﾁﾔ ﾊﾙ

8 6 4018 蓮沼　明愛(5) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 11.65
ﾊｽﾇﾏ ﾒｲｱ



【 記 録 表 】 Time:15:45:36 Page: 1

みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：木島　大輔
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
****************************************************************************
* 女子小学６年 ５０ｍＨ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
****************************************************************************
測定区分:電計1/100秒-風個別 2000-00-00 15:43

順位 ﾚｰﾝ No. 氏 名 所属団体名 記 録 備 考
--- --- ----- -------------------- ---------------------------- ---------- -----------

1 7 16009 川嶋　芽衣(6) 高崎Winds 8.69
ｶﾜｼﾏ ﾒｲ

2 7 26062 樺澤　茉央(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 8.89
ｶﾊﾞｻﾜ ﾏｵ

3 5 6016 藤原　莉乃(6) 碓氷ｸﾗﾌﾞ 9.18
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾉ

4 9 9015 飯塚　　凛(6) 桐生市陸協 9.29
ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾝ

5 3 26064 太田　桃葉(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.42
ｵｵﾀ ﾓﾓﾊ

6 3 26063 小林　穂純(6) 前橋ｼﾞｭﾆｱ 9.61
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎｽﾞﾐ

7 9 16015 吉村　涼来(6) 高崎Winds 9.68
ﾖｼﾑﾗ ｽｽﾞﾗ

8 5 4004 今井　心花(6) 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 10.75
ｲﾏｲ ﾐﾊﾅ
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みんなで走ろう！２０２０ 審 判 長：
第２４回 群馬県小学生陸上競技記録会 記録主任:瀧　尚史
主催：（一財）群馬陸上競技協会
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
会場:正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）・補助競技場
************************************************************************************
* 女子小学共通 ４×１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 *
************************************************************************************
測定区分:電計1/100秒 2000-00-00 16:25

順位ﾚｰﾝ No. チーム名 No. 出場競技者 所属団体 記 録 備考
--- --- ----- -------------------- ---- ----------------------------------------- ---------------------------- -------- -----------

1 5 261 前橋ジュニア　Ａ 26062 樺澤　茉央(6) ｶﾊﾞｻﾜ ﾏｵ 前橋ｼﾞｭﾆｱ 55.24
26059 木暮　乃蒼(6) ｺｸﾞﾚ ﾉｱ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26056 間仁田さら(6) ﾏﾆﾀ ｻﾗ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26057 臼井　清華(6) ｳｽｲ ｻﾔｶ 前橋ｼﾞｭﾆｱ

2 4 61 碓氷クラブ　Ａ 6014 大前　虹来(6) ｵｵﾏｴ ﾆｺ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 58.71
6008 富田梨々香(5) ﾄﾐﾀ ﾘﾘｶ 碓氷ｸﾗﾌﾞ
6012 吉澤紗友理(6) ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 碓氷ｸﾗﾌﾞ
6016 藤原　莉乃(6) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾉ 碓氷ｸﾗﾌﾞ

3 6 271 金古ＲＣ　Ａ 27042 森田あやめ(6) ﾓﾘﾀ ｱﾔﾒ 金古ランニングクラブ 59.02
27054 川野　梓季(5) ｶﾜﾉ ｱｽﾞｷ 金古ランニングクラブ
27043 中澤　柚珂(6) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 金古ランニングクラブ
27041 栁岡あかり(6) ﾔﾅｵｶ ｱｶﾘ 金古ランニングクラブ

4 3 191 ＴＥＡＭ☆Ｋ　Ａ 19014 坂田　心愛(6) ｻｶﾀ ｺｺﾅ チーム☆Ｋ 59.47
19009 高橋　杏奈(6) ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ チーム☆Ｋ
19013 林　　心菜(6) ﾊﾔｼ ｺｺﾅ チーム☆Ｋ
19021 和田ひなみ(6) ﾜﾀﾞ ﾋﾅﾐ チーム☆Ｋ

5 7 41 伊勢崎クラブ 4011 竹井　菜月(6) ﾀｹｲ ﾅﾂｷ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ 59.59
4006 岡田　果子(6) ｵｶﾀﾞ ｶｺ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ
4007 北村　夏渚(6) ｷﾀﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ
4012 根岸　美乃(6) ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾉ 伊勢崎ｸﾗﾌﾞ

6 3 262 前橋ジュニア　Ｂ 26054 鈴木　桃花(5) ｽｽﾞ ｷ ﾓﾓｶ 前橋ｼﾞｭﾆｱ 59.80
26055 岡田　愛瑠(5) ｵｶﾀﾞｱｲﾙ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26050 橋本　歩果(5) ﾊｼﾓﾄ ｱﾕｶ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26063 小林　穂純(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎｽﾞﾐ 前橋ｼﾞｭﾆｱ

7 8 263 前橋ジュニア　Ｃ 26058 住谷　咲季(6) ｽﾐﾔ ｻｷ 前橋ｼﾞｭﾆｱ 1:00.77
26064 太田　桃葉(6) ｵｵﾀ ﾓﾓﾊ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26051 櫛渕比楽理(5) ｸｼﾌﾞﾁ ﾋﾗﾘ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26053 蟹和　琉夏(5) ｶﾆﾜ ﾙｶ 前橋ｼﾞｭﾆｱ

8 1 71 太田市陸協 7004 葛西　悠月(5) ｶｻｲ ﾕﾂﾞｷ 太田市陸協 1:01.55
ｵｵﾀｼﾘｯｷｮｳ 7003 石関　花帆(5) ｲｼｾﾞｷ ｶﾎ 太田市陸協

7002 角田　恋渉(5) ｶｸﾀ ﾚﾝﾎ 太田市陸協
7001 角田　桜歩(5) ｶｸﾀ ﾊﾙﾎ 太田市陸協

9 2 62 碓氷クラブ　Ｂ 6010 広瀬　遥乃(5) ﾋﾛｾ ﾊﾙﾉ 碓氷ｸﾗﾌﾞ 1:01.64
6009 久保村　颯(5) ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾔ 碓氷ｸﾗﾌﾞ
6007 松澤咲姫菜(5) ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｷﾅ 碓氷ｸﾗﾌﾞ
6011 荒川　凉那(6) ｱﾗｶﾜ ｽｽﾞﾅ 碓氷ｸﾗﾌﾞ

10 8 273 金古ＲＣ　Ｃ 27055 齋藤　咲愛(5) ｻｲﾄｳ ｴﾒ 金古ランニングクラブ 1:02.52
27047 上原　颯乃(6) ｳｴﾊﾗ ｻﾔﾉ 金古ランニングクラブ
27059 神村　美雫(5) ｶﾐﾑﾗ ﾐｸ 金古ランニングクラブ
27058 三木　心音(5) ﾐｷ ｺｺﾈ 金古ランニングクラブ

11 5 192 ＴＥＡＭ☆Ｋ　Ｂ 19018 横澤　初香(6) ﾖｺｻﾞﾜ ｲﾁｶ チーム☆Ｋ 1:03.59
19010 小林　愛依(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ チーム☆Ｋ
19012 小澤　美羽(5) ｵｻﾞﾜ ﾐｳ チーム☆Ｋ
19008 設楽　柚月(6) ｼﾀﾗ ﾕｽﾞｷ チーム☆Ｋ

12 2 272 金古ＲＣ　Ｂ 27045 中島　美優(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ 金古ランニングクラブ 1:04.02
27046 原澤　　楓(6) ﾊﾗｻﾜ ｶｴﾃﾞ 金古ランニングクラブ
27048 千明　由奈(6) ﾁｷﾞﾗ ﾕﾅ 金古ランニングクラブ
27044 飯塚　結菜(6) ｲｲﾂﾞｶ ﾕｲﾅ 金古ランニングクラブ

13 7 264 前橋ジュニア　Ｄ 26049 小林　琉花(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｶ 前橋ｼﾞｭﾆｱ 1:04.22
26052 町田　唯花(5) ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲｶ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26060 根本　莉愛(5) ﾈﾓﾄ ﾘﾘｱ 前橋ｼﾞｭﾆｱ
26061 萩原　舞耶(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 前橋ｼﾞｭﾆｱ

14 6 92 桐生市陸協　Ｂ 9016 萩原　百合(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾘ 桐生市陸協 1:07.09
9017 沖山　小春(5) ｵｷﾔﾏ ｺﾊﾙ 桐生市陸協
9018 菊澤　絢子(5) ｷｸｻﾞﾜ ｱｺ 桐生市陸協
9019 海川　真央(5) ｳﾐｶﾜ ﾏｵ 桐生市陸協


