
平成20年度　春季記録会 (08103303) 決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会

競技場：高崎市浜川競技場 期日:平成20年4月12日(土)13(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 13日 五十嵐 由香(2) 13秒10 古瀬  貴絵(1) 13秒32 近藤　さや子 13秒34 長谷川陽香 13秒35 金井紗夜子(3) 13秒43 永田　愛(3) 13秒66 堀口  莉奈(3) 13秒70 新島学園中
風-0.7 富岡東高 中央高 新潟医療福祉大 藤岡北中 新島学園中 高崎商高 水澤  志保子(3) 1370 松井田東中
200m 12日 五十嵐 由香(2) 26秒25 今井　千尋(3) 27秒08 齋藤  実里(3) 27秒46 長谷川陽香 27秒73 吉澤  聡美(3) 27秒82 農大二高 仲上  美優(1) 28秒05 近藤　さや子

ト 風-2.1 富岡東高 高崎女高 藤岡西中 藤岡北中 河野 悠(2) 2782.0 高崎女高 中央高 新潟医療福祉大
400m 13日 高橋　詩織(2) 59秒78 今井　千尋(3) 60秒57 赤羽 南美(2) 60秒89 高橋　萌(2) 62秒49 永田　愛(3) 63秒15 原口　愛美(2) 63秒24 長野  美里(3) 67秒63 上松　ゆき江(3)

ラ 中央高 高崎女高 高崎女高 高崎女高 高崎商高 高崎女高 農大二高 高崎商高
女 800m 12日 高橋　萌(2) 2分19秒25 小須田  一恵(4) 2分21秒86 新井  佑理 2分23秒01 日高  美穂(2) 2分25秒34 宮崎  瞳(1) 2分27秒33 和田  優希(3) 2分28秒95 高橋  彩(2) 2分29秒44 高藤  玲奈(2)
ッ 高崎女高 群馬大 藤岡北中 嬬恋東中 県央高 片品中 県央高 榛名中
1500m 13日 須永　千尋(2) 4分35秒47 小板橋　郁穂(3) 4分40秒50 永井明日香(2) 4分40秒70 新井  佑理 4分51秒45 藤巻　めぐみ(3) 4分54秒12 河上　千明(3) 4分57秒12 原山  真衣(1) 4分58秒27 和田  優希(3)

子 ク 創造学園大 高崎女高 中之条中 藤岡北中 高経大附高 健大高崎 新島学園高 片品中
3000m 12日 小板橋　郁穂(3) 9分51秒38 永井明日香(2) 9分56秒39 羽鹿　美緒(3) 10分33秒52 坂本　美穂(2) 10分35秒68 富澤  聖夏(2) 10分36秒75 河上　千明(3) 10分37秒08 藤巻　めぐみ(3) 10分54秒52 岡田　貴美(2)

高崎女高 中之条中 高崎女高 健大高崎 中之条中 健大高崎 高経大附高 健大高崎
100mH 12日 横田 薫(3) 16秒04 金井　瞳(2) 16秒71 阪本　敦子(3) 16秒93 中村  梓(3) 18秒67 新井 裕貴(3) 18秒80 齋藤　るり 20秒28
風-0.8 富岡東高 高経大附高 高崎女高 利根実業高 富岡東高 新潟医療福祉大
100mH 12日 藤巻  真理(3) 16秒27 長谷川陽香 16秒94 青木　結依(2) 17秒36 高橋  桃子(2) 18秒31 福士  未玖(3) 18秒54 田中  未来(2) 18秒60 岸  雛姫(2) 18秒75 島田  佳奈(2)
風+0.8 八幡中 藤岡北中 吉岡中 大類中 榛名中 群馬中央中 群馬中央中 並榎中
400mH 13日 高橋  果那(1) 1分06秒45 赤羽 南美(2) 1分07秒70 阪本　敦子(3) 1分08秒77 遠藤　志保 1分08秒97 新井 裕貴(3) 1分13秒49 原口　愛美(2) 1分13秒62 間庭  逸湖(3) 1分14秒85 高橋　詩織(2)
(0.762m) 新島学園高 高崎女高 高崎女高 新潟医療福祉大 富岡東高 高崎女高 農大二高 藤岡中央高
走高跳 13日 金井　瞳(2) 1m60 田中 早紀(2) 1m45 関口  麻里(2) 1m40 鈴木　美憂(1) 1m40 中之条高 星野  千笑(2) 1m40 町田さおり(3) 1m35 北橘中

高経大附高 富岡東高 渋川女高 藤巻  真理(3) 1m40 八幡中 安中一中 松井  早希(3) 1m35 安中二中
棒高跳 13日 田中  亜希子(2) 3m50 川原エリカ(1) 2m60 川原ジェニ(1) 2m40

樹徳高 伊勢崎四中 伊勢崎四中
フ 走幅跳 12日 河野 悠(2) 5m03 田中 早紀(2) 4m92 築山 茉実(2) 4m90 黒岩    唯(2) 4m83 浦野 ちさと(2) 4m70 服部　祐未 4m67 石田　笑(2) 4m65 上原  静奈(2)

高崎女高 0.2 富岡東高 2.2 富岡東高 1.3 嬬恋東中 2.9 富岡東高 5.1 新潟医療福祉大 0.4 高経大附高 0.5 群馬中央中
ィ 三段跳

｜ 砲丸投 13日 茂原 文(3) 10m70 浅見　遥(3) 9m89 茂木 寛充(2) 9m72 吉本  綾奈(3) 9m56 渋谷  綾香(3) 9m54 角田  智美(3) 9m54 飯島 紀佳(2) 8m83 後藤  莉那(2)
(4.000kg) 富岡東高 健大高崎 富岡東高 県央高 農大二高 県央高 高崎女高 県央高

ル 砲丸投 13日 今井志保里(3) 10m74 長壁  友里(3) 10m65 新井　誉代　(3) 10m59 寺島  麻友(2) 10m35 松下  理歩(2) 9m62 久保    茜 8m94 橋本  咲穂(3) 8m82 橋詰  麻莉乃(2)
(2.721kg) 榛名中 榛名中 吉井中央中 中之条中 榛名中 藤岡北中 嬬恋東中 中之条中

ド 円盤投 12日 茂原 文(3) 31m07 三木 彩実(2) 28m81 井上　智絵(2) 28m27 角田  智美(3) 27m73 吉本  綾奈(3) 26m80 中島　菜月(2) 24m44 福島　絵美(3) 24m31 岡村　真実(2)
(1.000kg) 富岡東高 富岡東高 高経大附高 県央高 県央高 高崎女高 吾妻高 高崎女高
やり投 12日 金井　麻衣(3) 37m63 渡邊　沙織(3) 32m58 茂木 寛充(2) 31m78 中島　菜月(2) 31m69 浜本  真梨菜 31m63 浦野 ちさと(2) 29m95 中井　優花(2) 29m69 小林  輝子(3)
(0.600kg) 吾妻高 高崎商高 富岡東高 高崎女高 新潟医療福祉大 富岡東高 渋川女高 新島学園高

審判長 鳥羽  完司 記録主任 吉田    正
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