
６月８日（水） マラソン大会（３年）  

 

児童の感想 

・3 年生のマラソン大会では 35 位でした。目あてははたっせいした

けど目標はたっせいできませんでした。秋のマラソン大会は、30 位

になりたいと思っています。（３年生女子） 

・さいしょ弱気で走って、最後は本気で本気で走った。（３年生男子） 

・マラソン大会をしました。試走より 20 秒速くなってうれしかったです。でもじゅんいがさ

がってかなしかったです。（３年生男子） 

・きょう、マラソン大会が、ありました。でも、私は、足が痛くて走れませんでした。でも、秋

は、がんばって、走りたいです。２組のみんなが、がんばって走っていたので、嬉しかった

です。（３年生女子） 

・タイムが伸びてうれしいです。けど 5 位でした。秋はタイムが伸びてほしいです。4 位にな

りたいです。秋のマラソン大会のタイムは 6 分 10 秒を切りたいです。（３年生男子） 

・タイムが１分ぐらいのびて、うれしかったです。秋のマラソン大会は、じゅん位も上がれる

ようにがんばります。（３年生） 

・マラソン大会のほんばんでじぶんのちからをだしきれました。いつもよりはやくはしれてよ

かったです。（３年生男子） 



・10 位以内に入れたけど試走と同じだったから悔しかったです。秋の目標は 9 位 6 分 21 秒

になりたいです。タイムが 22 秒があがって嬉しかったです｡早く秋のマラソン大会をしたい

です｡自分の限界を超えれてよかったです。自分の実力はこれくらいだとわかりました。（３

年生男子） 

・僕は、嬉しいです。わけは、タイムが 8 分 41 秒から 8 分 9秒になったからです。作戦があ

ったのでそれが良かったと思います。ほかにもめあてを 1 個だけ達成してうれしかったです。

（３年生男子） 

・10 位いないに入れなかったのでくやしいです。だけどじゅんいがよ

かったのでうれしかったです。目ひょうのたいむより 3 秒はやくゴ

ールできたのでうれしいです。来年は 10 位いないに入りたいです。

（３年生男子） 

・さいしょ弱く走ってさいごは、ほんきで走りました。29 いになったのでうれしかったです。

あとタイムは 7 分 29 秒だったのでうれしかったです。秋のマラソン大会は 23 いになりた

いんです。（３年生男子） 

・今日マラソン大会がありました。初めの時まわりに人がたくさんいるのできんちょうしまし

た。ピストルがなったらみんないっせいに走り出していました。前に友だちがいて 3 人くら

い追いぬかしていました。その後外周を一周しました。もう一回外周を走りきって最後全力

で走りました。記録が 1 分上がりました。またやりたいです。（３年生女子） 

・最初は、抜かせたのに、坂道で抜かされたので、くやしかったです。（３年生男子） 



・マラソン大会がありました。自分の目ひょうタイムより早いタイムになったので、嬉しかっ

たです。春のマラソン大会はのじゅん位はしそうと同じだけど、次のマラソン大会は、春のマ

ラソン大会のじゅん位よりいいじゅん位になれるように、頑張りたいと思います。（３年生女

子） 

・わたしはまえより、タイムとじゅんいが、上がりました。じゅんいは、

33 位から 27 位になれました。タイムは、9 分 7 秒から８分 20秒

に、上がったのでとてもうれしかったです。（３年生女子） 

・試走よりもタイムがのびたのでうれしかったです。もくひょうは、2

位だったけど 3 位でした。くやしかったけ試走よりじゅいがあがて

うれしかったです。（３年生女子） 

・走っては、ないけどみんなが速くてびっくりしました。次は走りたいです。（３年生男子） 

・マラソン大会で、最後まで全力で走って、前の子を一人おいぬかせたのでうれしかったです。

私の目ひょうは、10 位でした。でも 22 位いだったのでくやしかったです。タイムは、8分

1 秒で、目ひょうをたっせいできてうれしかったです。（３年生女子） 

・今日マラソン大会がありました。18 位で、6 分 59 秒でした。お母さんとおばあちゃんが来

てくれました。（３年生男子） 

・マラソンン大会がありました。順位はおそなったけどタイムは、早くなったので嬉しかった

です。次のマラソン大会は、もくひょうよりもあしがはやくなってたら、嬉しいです。次の

マラソン大会が楽しみです。（３年生女子） 



・私は、自分の目標は、越えられませんでした。とても悔しかったです。秋のマラソン大会は、

目標の 15 位をこえて、少しはやい子でも一人は、ぬかして少しだけでも、タイムやじゅん

いがあがりたいです。（３年生女子） 

・マラソン大会がありました。40 秒ぐらい早くなりました。タイムは、1 回目 9 分 6 秒で本

番は 8 分 29 秒でした。ちなみに順位は、39 位でした。次は、順位

とタイムが伸びるといいです。（３年生男子） 

・去年のマラソン大会より 7 位上がって嬉しかったです。あと少しで前

の人を追い越して 10 位になれたのに抜かせなくて悔しかったです

🥺でも、11 位になれて嬉しかったです♪秋のマラソン大会は 10 位

になりたいです。（３年生女子） 

・僕は、2 位をとることが、できてうれしかったです。タイムが、試走の時は、6 分 16 秒だっ

たけど 6 分 7 秒になってうれしかったっです。それは、きのうシャトルランを、やって 83

まで行けたからだと思います。たくさん練習して 1 位をとりたいです。どんどんあしがはや

くなりたいです。（３年生男子） 

・わたしは 38 位の５分 16 秒になりました。もくひょうが 38 いの 16 びょうだったのでう

れしかったです。（３年生女子） 

・目標を達成しなかったけどうれしかった。次は、40 位になりたいです。（３年生男子） 

・マラソン大会は、楽しかったです。走ってよかったです。（３年生男子） 

・マラソン大会をして僕は、21 位になりました。うれしかったです。（３年生男子） 



・しそうは、17 位だったけど本番は、20 位になってくやしかった。けど、まらそんではしる

のは、たのしかったです。またやりたいし、できれば 20 いよりうえにあがりたいです。（３

年生女子） 

・大変だったけどママに褒められて、頑張って走ってよかったです。（３年生女子） 

・1・2 年生は、全部 4 位だったけど 3 年生のマラソン大会で 3 位になれてうれしかったです。

（３年生男子） 

・マラソン大会では、タイムが 40 秒はやくなって良かったです。秋もマラソン大会があるの

で頑張りたいです。（３年生男子） 

・最初は、緊張していたけど走ってたら楽しかったです。坂道を、しそうより楽に走れて嬉し

かったです。16 位だったけど６分台でうれしかったです。（３年生男子） 

・しそうは９位だったけれど、本番は１０位になってくやしかったです。

けれど、しそうより 25 秒もはやくなってとてもうれしかったです。

秋のマラソン大会は、５位いないになりたいです。（３年生女子） 

・17 位で悔しかったです。秋のマラソン大会では、10 位いないには入

りたいでです。（３年生女子） 

・私は、マラソン大会で１位をとれてうれしかったです。わけは、きょうこそ 2 位とか 3 位に

なるとおもったからです。なので 2 ねんせいのときよりもうれしかったです。（３年生女子） 

・マラソン大会で、８位になりました！走り終わったとき、「やった」。と、心の中で、思ってい

ました。８位になれて、うれしかったです😂！（３年生男子） 



・しそうは、28 いだったけど、ほんばんは 25 いでうれしかったです。おとこのこがおうえん

してくれたし、おかあさんおとうさんもおうえんしてくれたしじぶんでもがんばれてよかっ

たです。またやりたいです。（３年生女子） 

・わたしは、もくひょうの、じゅんいに、なれなかったけどいっしょうけんめい、走れて楽し

かったです。（３年生女子） 

・1,2 回目試走でも、４位だったけど、本番も、4 位で、悔しかったです。秋のマラソン大会

は、目標を目指して頑張りたいです。４年生になったら 3 位には入りたいです。目標タイム

は、７分だったけど６分 48 秒になれてうれしいかったです。😆😊（３年生女子） 

・マラソン大会がありました。1 回目のシソウが 23 位で 2 回目のシ

ソウが 19 位でした。そして本番は 15 位でうれしかったです。1回

目のしそうから本番まで 8 位も上がってうれしかったです。4 年生

のマラソン大会では 10 位を目指したいです。（３年生女子） 

・試走でタイムが８分５秒でした。本番では、7 分 56 秒だったので、

うれしかったです。あきのときは、きろくをこえたいです。（３年生男子） 

・タイムが、たくさんはやくなりました。９位になりました。楽しかったです。（３年生女子） 

・ぼくは、 マラソン大会で、さいしょは、8 いだったけどさいごにぬかれてしまって悔しかっ

たです。こんどは、抜かれてないように、がんばりたいです。（３年生男子） 

・昨日マラソン大会をしました。もくひょうの 7 位にはなれなかったけれどタイムがちぢんだ

のでうれしかったです。（３年生男子） 



・２回目の試走の時は 31 位で 9 分 59 秒経ったけれど、マラソン大会では、29 位で 8分 36

秒でうれしかったです。走っている時はつらいなと思いながら走っていたけれど途中で何に

も考えないで走ったら速くはしれたのでうれしかったです。（３年生女子） 

・私は、マラソン大会をして、２回試走をしました。１回目も２回目も、20 位台だったので、

本番は、15 位を目ざして、自分のペースで走ろうとおもいました。すると、本番の日に 15

位ではなく、１つ後ろの１６位になりました。15 位には、届かなく

て悔しかったです😢また今度マラソン大会があったら、10 位を目

指したいです。（３年生女子） 

・試走の 2 回目は５位でした。マラソン大会は 4 位で嬉しかったです。

今度は 3 位になってタイムは６分 10 秒がいいです。（３年生男子） 

・マラソン大会がありました。2 位になれてうれしかったです。2 しゅ

うめのがいしゅうのとき、3 いのこにぬかされそうだったけど、ほんきではしったので、ぬ

かされませんでした。その時は、ほっとしました。とてもたのしかったし、うれしかったで

す。（３年生女子） 

・今日マラソン大会がありました。順位は、41 位でしそうのときよりじゅんいがさがったので

すがタイムが上がったのでうれしかったです。それに最後まではしれてよかったです。そし

てかぞくにほめられてよかったです。（３年生男子） 

・僕はまらそんたいかいは、けっこうにがてでした。はやくはしってもじゅういんはおそかっ

です。（３年生男子） 


