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 絶好の晴天の中で、子どもたちは精一杯に走りました。開会
式では、「順位や記録はもちろん大切。でも、それ以上に大切
なのは、スピードを緩めてしまおうか、歩いてしまおうか、止
まってしまおうか、そんな自分の気持ちに負けないように走る
こと。」という話をしました。 

 緊張した面持ちでスタートラインに立つ子。抜かされて悔し
くて何とか追いつこうと腕を振る子。最後の力をふりしぼって
スピードをあげる子。どの子の顔も真剣そのものの一生懸命な
顔でした。やはり、一生懸命な顔や姿はとても美しいし、かっこいいと思います。 

 安全確保のために、交通指導員さんにもお世話になりました。また、大勢の保護者の皆様に声援をい
ただきました。会場全体がたくさんの拍手と声援で、とても温かい雰囲気だったと思います。大変お世
話になりました。（ ） 

 

  

男子小学１年５０ｍ 
      第９位 １年 ○○ ○○ 
女子小学３年１００ｍ 
      第５位 ３年 ○○ ○○ 
男子小学５年５０ｍＨ 
      第２位 ５年 ○○ ○○ 
女子小学６年５０ｍＨ 
      第７位 ６年 ○○ ○○○ 

  

５年生以上女子２００ｍ自由形 
      第１位 ６年 ○○ ○○ 
５年生以上女子１００ｍ自由形 
      第１位 ６年 ○○ ○○ 
５年生以上女子２００ｍバタフライ 
      第４位 ６年 ○○ ○○○ 
５年生以上女子２００ｍ個人メドレー 
      第４位 ６年 ○○ ○○○ 

 
 

課題図書 優秀１位 ４年 ○○ ○○ 
  課題図書 入選   １年 ○○ ○○ 
 

 
 

小学生団体の部 優勝 ６年 ○ ○○ 

  絵画部門 金賞   ２年 ○○ ○○ 

  小学校低学年 優秀賞 １年 ○○ ○ 
  小学校高学年 優秀賞 ４年 ○○ ○○ 
     同       ５年 ○○ ○○ 
     同       ６年 ○○ ○○ 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
 

 １１月１日（月）の
朝の時間に、安中ヘル
メットプロジェクトの
皆さんが来校し、防災
用のヘルメットを寄贈
してくださいました。   

今回は１年生がいただきました。「ヘルメッ
トマン」の登場に大喜びの子どもたちでした。
改めて防災意識を高め、大切に使わせていただ
きます。１２月１日（水）には、５年生がいた
だく予定です。 

心ゆたかで 自ら学ぶ たくましい子の育成 

～ 元気に登校 笑顔で下校 ～ 



 

1/100  

順位 １年女子(600ｍ) １年男子(600ｍ) 順位 ２年女子(800ｍ) ２年男子(800ｍ) 

１ ○○ ○○ 2’50”7 ○○ ○○ 2’34”9 １ ○○ ○○ 3’09”5 ○○ ○○ 3’04”9 

２ ○○ ○○ 2’52”9 ○○ ○○ 2’35”4 ２ ○○ ○○ 3’24”7 ○○ ○○ 3’14”0 

３ ○○ ○○ 2’54”6 ○○ ○○ 2’36”7 ３ ○○ ○○ 3’28”0 ○○ ○○ 3’24”7 

４ ○○ ○○ 2’56”4 ○○○  ○ 2’37”5 ４ ○○ ○○○ 3’30”4 ○○ ○○ 3’25”0 

５ ○○ ○○ 2’59”6 ○○ ○○ 2’51”2 ５ ○○ ○ 3’32”8 ○○ ○○ 3’29”1 

６ ○○ ○○ 3’02”4 ○○ ○○ 2’53”2 ６ ○○ ○○○ 3’33”2 ○○ ○○ 3’30”1 

順位 ３年女子(1200ｍ) ３年男子(1200ｍ) 順位 ４年女子(1200ｍ) ４年男子(1200ｍ) 

１ ○○ ○○ 4’51”6 ○ ○○ 4’53”2 １ ○○ ○○ 4’56”9 ○○ ○○ 4’28”8 

２ ○○ ○○ 4’54”2 ○○ ○○ 5’03”8 ２ ○○ ○○ 5’01”2 ○○ ○○ 4’38”7 

３ ○○ ○○ 5’19”8 ○○ ○○ 5’07”2 ３ ○○ ○○ 5’01”7 ○○ ○○ 4’42”3 

４ ○○ ○○ 5’30”9 ○○ ○○ 5’10”9 ４ ○○ ○○○ 5’01”9 ○○ ○ 4’44”5 

５ ○○ ○○ 5’40”8 ○○ ○○ 5’11”1 ５ ○○ ○○ 5’02”9 ○○ ○○○ 4’46”2 

６ ○○ ○○ 5’50”8 ○○ ○○ 5’16”4 ６ ○○ ○○○ 5’05”2 ○○ ○○ 4’47”8 

順位 ５年女子(1500ｍ) ５年男子(1500ｍ) 順位 ６年女子(1500ｍ) ６年男子(1500ｍ) 

１ ○○ ○○○ 6’06”5 ○○ ○○ 5’44”3 １ ○○ ○○ 5’50”2 ○○ ○○ 5’30”8 

２ ○○ ○○ 6’07”9 ○○ ○○ 5’47”5 ２ ○○ ○○○ 5’58”7 ○○ ○○ 5’31”1 

３ ○○ ○○○ 6’23”1 ○○ ○○ 5’48”8 ３ ○○ ○○○ 6’10”8 ○○ ○○ 5’37”6 

４ ○○ ○○ 6’24”4 ○○ ○○ 5’49”1 ４ ○○ ○○ 6’11”5 ○○ ○○ 5’37”9 

５ ○○ ○○ 6’31”3 ○○ ○○ 6’07”2 ５ ○ ○○ 6’18”1 ○○ ○○ 5’53”6 

６ ○○ ○○○ 6’33”4 ○○ ○○ 6’08”8 ６ ○ ○○ 6’18”8 ○○ ○○ 5’54”8 

＊完走した児童全員に記録証が渡されます。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


