
時間とび決勝 第２９回群馬県なわとび競技大会

平成２１年２月１１日　　於：ぐんまアリーナ

１年 男子 １年 女子
第１位 ９分５７秒 藤本　喬也 (伊勢崎・広瀬) 第１位 １８分１５秒 柳沢　真衣 (高崎・塚沢)
第２位 ５分４５秒 高野　晴稀 (高崎・六郷) 第２位 １６分３７秒 関口　実里 (前橋・勝山)
第３位 ５分０４秒 堀内　俊哉 (高崎・六郷) 第３位 １３分２０秒 栁田　怜那 (高崎・塚沢)
第４位 ４分１４秒 増渕　玲 (前橋・群大附) 第４位 ６分５４秒 木村　萌恵音 (高崎・金古)
第５位 ３分１０秒 徳永　公平 (前橋・群大附) 第５位 ４分５８秒 神立　愛里子 (伊勢崎・名和)
第６位 ３分０６秒 金井　太陽 (渋川・南) 第６位 ３分５０秒 菊池　虹歩 (高崎・塚沢)

２年 男子 ２年 女子
第１位 ２８分５６秒 齋藤　詳太 (伊勢崎・殖蓮) 第１位 ２６分５１秒 大野　紫央里 (高崎・塚沢)
第２位 １９分４４秒 高瀬　奏地 (高崎・北) 第２位 ２５分０８秒 井上　あゆみ (前橋・勝山)
第３位 １７分２８秒 加藤　竣也 (渋川・古巻) 第３位 １６分４２秒 田中　友梨 (高崎・塚沢)
第４位 １４分４４秒 安藤　太朗 (前橋・大胡東) 第４位 １４分１４秒 宮崎　麗花 (渋川・西)
第５位 １０分４９秒 新井　良和 (前橋・元総社) 第５位 １２分１６秒 小林　彩夏 (高崎・塚沢)
第６位 １０分２６秒 石坂　碧 (高崎・西) 第６位 １１分０９秒 後藤　彩音 (前橋・元総社)

３年 男子 ３年 女子
第１位 ２４分２９秒 小倉　大和 (邑楽・中野東) 第１位 ３１分０２秒 髙橋　なつめ (前橋・勝山)
第２位 ２２分３６秒 鈴木　智大 (前橋・月田) 第２位 ２４分１４秒 駒　萌乃 (前橋・東)
第３位 １１分１０秒 富澤　拓未 (渋川・金島) 第３位 ２１分０８秒 広岡　みらの (高崎・西)
第４位 ６分５１秒 狩野　泰斗 (渋川・北) 第４位 １６分２９秒 大友　和泉 (吉岡・明治)
第５位 ５分３９秒 土屋　智大 (前橋・大利根) 第５位 １２分００秒 佐藤　りさこ (高崎・西)
第６位 ４分４６秒 若林　莉輝 (前橋・細井) 第６位 １１分５４秒 山崎　美聖 (前橋・桂萱東)

４年 男子 ４年 女子
第１位 ４０分５０秒 荻原　大敬 (みどり・あずま) 第１位 ５４分２１秒 長谷川　莉奈 (渋川・橘北)
第２位 ３１分３６秒 井上　博貴 (前橋・大利根) 第２位 ４０分４４秒 松本　紗和 (高崎・西)
第３位 ３０分１８秒 山田　一樹 (渋川・西) 第３位 ２８分５４秒 斉藤　琴子 (伊勢崎・宮郷第二)

第４位 ２６分２３秒 春山　輝 (伊勢崎・殖蓮) 第４位 ２４分４０秒 鹿沼　真鈴 (高崎・金古南)
第５位 ２４分００秒 藤川　颯真 (渋川・古巻) 第５位 ２２分３５秒 林　泉涼 (富士見・原)
第６位 １２分１８秒 大高　陸 (渋川・西) 第６位 ２１分２６秒 田野　百夏 (高崎・六郷)

５年 男子 ５年 女子
第１位 ６０分００秒 弦間　淳太 (渋川・古巻) 第１位 ４１分３３秒 根木　苑美 (渋川・西)
第２位 ３４分１２秒 町田　雄太 (渋川・金島) 第２位 ３６分２５秒 柳沢　千尋 (伊勢崎・宮郷)
第３位 ２３分２７秒 成瀬　友喜 (伊勢崎・宮郷) 第３位 ２８分４５秒 入山　美咲 (高崎・西)
第４位 ２１分５０秒 角田　直弥 (富士見・原) 第４位 ２３分３８秒 中曽根　咲都 (高崎・塚沢)
第５位 １９分２２秒 湯浅　智栄 (榛東・北) 第５位 ２２分５６秒 井田　真琴 (伊勢崎・宮郷)
第６位 １３分４５秒 狩野　健太 (渋川・古巻) 第６位 １９分５０秒 橋本　裕奈 (邑楽・中野東)

６年 男子 ６年 女子
第１位 ６０分００秒 吉田　悠人 (邑楽・中野東) 第１位 ６０分００秒 加藤　桃花 (渋川・金島)
同 小林　隼人 (渋川・古巻) 同 深井　杏花 (渋川・橘)

第３位 ５２分０８秒 小林　快斗 (渋川・橘北) 第３位 ５１分０８秒 狩野　麻衣 (榛東・北)
第４位 ２７分５７秒 鈴木　康平 (前橋・月田) 第４位 ４２分１５秒 中島　明穂 (富士見・原)
第５位 ２５分３３秒 浅田　剛志 (渋川・金島) 第５位 ３６分４９秒 関口　侑加 (富士見・原)
第６位 ２４分５７秒 浅見　直生 (渋川・金島) 第６位 ２９分４３秒 荻野　ひかり (高崎・新高尾)

一般 男子Ａ 一般 女子Ａ
第１位 ２７分３２秒 小林　正人 (桐生・黒保根小教) 第１位 ２９分３４秒 二階堂　伴美 (伊勢崎・宮郷中)

第２位 ２６分２２秒 中村　拓哉 (前橋・桂萱中) 第２位 ２０分５５秒 中村　夏海 (渋川・北中)
第３位 ２６分１０秒 清水　良輔 (渋川・金島中) 第３位 １６分４８秒 中里　かおる (助産師)
第４位 ２２分４５秒 藤井　篤仁 (渋川・中郷小教) 第４位 １３分１５秒 津久井　瑞貴 (渋川・北中)
第５位 ２０分２５秒 田村　啓祐 (吉岡・駒寄小教) 第５位 １１分３３秒 戸塚　亜季 (渋川・伊香保小教)

第６位 １８分０２秒 小熊　祐介 第６位 １０分４１秒 吉川　綾乃 (前橋・群大附属中)

一般 男子Ｂ 一般 女子Ｂ
第１位 ６０分００秒 村山　幸永 (渋川・橘小教) 第１位 １６分１７秒 小川　瞳 (桐生・南小教)
第２位 ５７分３８秒 村山　典之 (伊勢崎・広瀬小教) 第２位 １１分５４秒 金子　枝里 (主婦)
第３位 ４７分１９秒 飯嶋　則明 (富士見・原小教) 第３位 １０分１５秒 井上　恵美子 (教員)
第４位 ９分４５秒 都木　秀貴 (渋川・金島小教) 第４位 ８分２８秒 二階堂　輝美 (保育士)
第５位 ７分３２秒 佐藤　隆孝 (建築業) 第５位 ７分４７秒 瀧沢　千夏 (前橋・芳賀小教)

第６位 ６分２４秒 永山　昌昭 (伊勢崎・広瀬小教) 第６位 ５分５２秒 荻原　由佳 (介護職)



二重とび決勝 第２９回群馬県なわとび競技大会

平成２１年２月１１日　　於：ぐんまアリーナ

１年 男子 １年 女子
第１位 ７１回 河内　和馬 (高崎・塚沢) 第１位 １３１回 柳沢　真衣 (高崎・塚沢)
第２位 ４３回 大澤　達矢 (高崎・下里見) 第２位 ７５回 阿部　真由香 (高崎・新高尾)
第３位 ３９回 金井　太陽 (渋川・南) 同 菊池　虹歩 (高崎・塚沢)
第４位 ２５回 堀内　俊哉 (高崎・六郷) 第４位 ６３回 栁田　怜那 (高崎・塚沢)
第５位 ２３回 山澤　航平 (高崎・塚沢) 同 剱持　ひより (高崎・新高尾)
同 狩野　律斗 (渋川・北) 第６位 ５２回 西澤　和穂 (高崎・塚沢)

２年 男子 ２年 女子
第１位 １６０回 佐藤　陸人 (高崎・北) 第１位 ２２９回 大野　紫央里 (高崎・塚沢)
第２位 １２５回 並木　久幸 (高崎・西) 第２位 １８３回 富岡　凛 (高崎・塚沢)
第３位 １２３回 富島　拓海 (前橋・細井) 第３位 １６４回 堀口　賀代 (高崎・塚沢)
第４位 １２２回 重田　悟 (伊勢崎・殖連) 第４位 １４２回 藤岡　栞 (渋川・古巻)
第５位 １１９回 齋藤　詳太 (伊勢崎・殖連) 第５位 １３４回 田中　友梨 (高崎・塚沢)
第６位 １１２回 船津　望光 (富士見・原) 第６位 １３３回 富島　七海 (前橋・細井)

３年 男子 ３年 女子
第１位 ２００回 井上　隆真 (榛東・北) 第１位 ２５０回 笠原　実紅 (高崎・六郷)
第２位 １５４回 武藤　翼 (榛東・北) 第２位 ２４７回 品田　咲紀 (高崎・西)
第３位 １４２回 富澤　柾毅 (高崎・金古南) 第３位 ２３０回 杉本　真穂 (高崎・西)
第４位 １４１回 大塚　裕斗 (安中・安中) 第４位 ２１９回 鈴木　まどか (吉岡・明治)
第５位 １３６回 桒原　一道 (高崎・国府) 第５位 １９１回 新井　日南子 (伊勢崎・宮郷第二)

第６位 １２６回 林　楓真 (富士見・原) 第６位 １６４回 高橋　涼 (高崎・塚沢)

４年 男子 ４年 女子
第１位 ２７９回 相模　純平 (高崎・倉渕川浦) 第１位 ３７３回 林　泉涼 (富士見・原)
第２位 ２７１回 小島　大和 (高崎・金古) 第２位 ２２７回 小林　友唯 (高崎・塚沢)
第３位 ２１２回 関口　翔太 (伊勢崎・宮郷) 第３位 ２０１回 奈良　愛華 (渋川・橘北)
第４位 １６６回 荻原　宏光 (富士見・原) 第４位 ２００回 千明　聖奈 (前橋・細井)
第５位 １５４回 板倉　隼 (高崎・城南) 第５位 １９３回 松本　紗和 (高崎・西)
第６位 １４２回 葛巻　稜 (渋川・三原田) 第６位 １８８回 小菅　由梨 (渋川・古巻)

５年 男子 ５年 女子
第１位 ３４５回 遠藤　健吾 (前橋・月田) 第１位 ３５５回 境野　恵 (伊勢崎・宮郷)
第２位 ２６２回 石田　玄太 (渋川・津久田) 第２位 ３４２回 大石　茉央 (渋川・古巻)
第３位 １９９回 谷口　大祐 (太田・ＧＫＡ) 第３位 ３３８回 矢島　利緒 (前橋・細井)
第４位 １５３回 笠原　佑介 (前橋・東) 第４位 ３１５回 岸　菜月 (前橋・細井)
第５位 １４９回 大石　智也 (渋川・金島) 第５位 ３０９回 大家　舞 (高崎・塚沢)
第６位 １３２回 曽田　和石 (前橋・荒牧) 第６位 ２５１回 飯塚　沙織 (渋川・金島)

６年 男子 ６年 女子
第１位 ５０９回 長谷川　駿 (渋川・橘北) 第１位 ７７０回 井上　蒼唯 (富士見・石井) 大会新
第２位 ３７８回 加藤　慎治 (前橋・細井) 第２位 ５８９回 加藤　桃花 (渋川・金島)
第３位 ２９９回 内田　智将 (太田・太田南) 第３位 ３２５回 佐藤　優衣 (渋川・金島)
第４位 ２５２回 櫻井　大輝 (前橋・細井) 第４位 ３１２回 望田　萌衣 (渋川・金島)
第５位 ２０７回 阿久津　啓 (桐生・新里中央) 第５位 ２５５回 北爪　美紀 (前橋・宮城)
第６位 １７９回 目黒　優介 (前橋・桃川) 第６位 ２２６回 斉藤　真衣 (高崎・金古南)

一般 男子Ａ 一般 女子Ａ
第１位 ４５２回 茂木　裕樹 (渋川・北中) 第１位 ５７２回 春原　舞子 (渋川女子高)
第２位 ３０４回 渡辺　直之 (桐生第一高) 第２位 ４０９回 高橋　美歩 (前橋・東中)
第３位 ２８１回 飯塚　涼太 (渋川・金島中) 第３位 ３０９回 小暮　美里 (大泉・南中教)
第４位 ２６１回 星野　拓也 (桐生・新里中) 第４位 １７０回 岡田　裕美香 (前橋・東中)
第５位 ２４３回 堀込　悠太 (帝京大) 第５位 １６９回 松井　美穂 (渋川・金島中)
第６位 ２３８回 飯塚　北斗 (渋川・金島中) 第６位 １３３回 番場　明穂 (渋川・北中)

一般 男子Ｂ 一般 女子Ｂ
第１位 １６１回 狩野　賢一 (医師) 第１位 ２３３回 狩野　篤子 (前橋・東小教)
第２位 １２３回 下田　隆志 (桐生・天沼小教) 第２位 １１３回 金子　枝里 (主婦)
第３位 １０２回 富岡　詳二 第３位 ９５回 小川　瞳 (桐生・南小教)
第４位 ８７回 山川　剛史 (伊勢崎・宮郷小教) 第４位 ８２回 清水　妙子 (パート)
第５位 ８４回 小野坂　伸幸 第５位 ６７回 梅山　まり (主婦)
第６位 ８０回 松島　崇志 (大泉・西小教) 第６位 ６３回 荻原　由佳 (介護職)



三重とび決勝 第２９回群馬県なわとび競技大会

平成２１年２月１１日　　於：ぐんまアリーナ

４年 男子 ４年 女子
第１位 ２８回 井上　博貴 (前橋・大利根) 第１位 ３０回 品田　知咲 (高崎・西)
第２位 １９回 葛巻　稜 (渋川・三原田) 同 井形　茜音 (玉村・玉村)
第３位 １５回 小島　大和 (高崎・金古南) 第３位 ２６回 吉田　裟野 (前橋・細井)

第４位 ２３回 斎藤　悠夏 (伊勢崎・宮郷)
第５位 １９回 矢内　真理衣 (高崎・中央)
第６位 １８回 内田　祐衣 (太田・南)
同 西條　瑠美依 (高崎・塚沢)

５年 男子 ５年 女子
第１位 ３６回 山本　大地 (前橋・細井) 第１位 ５０回 中曽根　咲都 (高崎・塚沢)
第２位 ３３回 遠藤　健吾 (前橋・月田) 第２位 ４３回 矢島　利緒 (前橋・細井)
第３位 ２４回 窪田　尚浩 (前橋・荒牧) 第３位 ３６回 矢部　舞子 (前橋・桂萱)
第４位 ２１回 石田　玄太 (渋川・津久田) 第４位 ３３回 塚越　咲奈 (高崎・西)
第５位 ２０回 谷口　大祐 (太田・ＧＫＡ) 第５位 ３１回 狩野　初美 (榛東・北)
第６位 １６回 松田　学 (前橋・細井) 第６位 ２８回 岸　菜月 (前橋・細井)

６年 男子 ６年 女子
第１位 ５２回 櫻井　大輝 (前橋・細井) 第１位 ６２回 奈良　萌華 (渋川・橘北)
第２位 ４５回 狩野　生織 (富士見・原) 第２位 ４７回 望田　萌衣 (渋川・金島)
第３位 ４３回 山崎　拓朗 (高崎・国府) 第３位 ４５回 角田　愛莉 (伊勢崎・三郷)
第４位 ４１回 阿久津　啓 (桐生・新里中央) 第４位 ３０回 佐藤　優衣 (渋川・金島)
第５位 ３６回 長谷川　駿 (渋川・橘北) 第５位 ２９回 北爪　美紀 (前橋・宮城)
同 内田　智将 (太田・太田南) 第６位 ２７回 高山　香里 (前橋・細井)

一般 男子Ａ 一般 女子Ａ
第１位 ７８回 田中　誠 (リッチ体操教室) 第１位 ４８回 小暮　美里 (大泉・南中教)
第２位 ６１回 茂木　裕樹 (渋川・北中) 第２位 ４１回 高橋　美歩 (前橋・東中)
第３位 ５８回 中島　一徳 (群馬大院) 第３位 ３６回 春原　舞子 (渋川女子高)
第４位 ４５回 金子　直也 (太田・藪塚小教) 同 岡田　裕美子 (前橋・東中)
第５位 ４４回 飯塚　雄太 (渋川・金島中) 第５位 ２８回 前原　幸奈 (桐生・黒保根中)

同 堀込　悠太 (帝京大) 第６位 ２６回 松井　美穂 (渋川・金島中)

一般 男子Ｂ 一般 女子Ｂ
第１位 ８５回 三谷　悠也 (玉村・上陽小教) 第１位 ５回 関田　理果 (渋川・三原田小教)

第２位 ６２回 狩野　賢一 (医師)
第３位 ２５回 奥泉　眞 (渋川・北中教)
同 岡部　泰久 (会社員)
同 下田　隆志 (桐生・天沼小教)

第６位 ２２回 梅山　佳久 (会社員)


