
2008日本グランプリシリーズ最終戦　第33回日本選抜混成競技大会
第24回日本ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会(混成競技) (08500246) 群馬リレーカーニバル(08100008)
主　催：群馬陸上競技協会 審判長 高橋　勝則

後　援：(財)日本陸上競技連盟/ 群馬県/群馬県教育委員会 /前橋市/前橋市教育委員会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 加藤  祐司

協 賛:富士重工業株式会社 混成審判長 立石  明夫

協 力:ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 記録主任 吉田　正

競技場：正田醤油スタジアム群馬(101010) 期日:平成20年10月11日(土)～12日(日)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

リ 一 4×100mR 12日 前橋育英高 41秒89 上武大 42秒47 前橋高 43秒44 高崎経済大 43秒96 館林高 44秒22

レ 般 鏑木　陽介(2) 石川　伶 田中　恭平(2) 福田　浩一郎 松本  隼輔(1)

｜ 男 渡辺  武宏(2) 永井　雄馬 登坂　聡介(2) 田中　邦尚 鴇崎  大樹(1)

カ 子 小林　優仁(2) 木村　俊貴 遠藤　瑞貴(1) 亀井　亮 細谷  彰男(1)

｜ 中島　宥人(1) 長谷川　優輝 中島　宏典(1) 齋藤　駿介 大野  淳一(2)

ニ 4×400mR 12日 前橋育英高Ａ 3分19秒02 上武大 3分21秒42 渋川高 3分27秒23 高崎経済大 3分28秒27 前橋高 3分30秒06 前橋育英高Ｂ 3分31秒49 館林高 3分36秒72

バ 鏑木　陽介(2) 川島　達也 狩野　亘(2) 田中　邦尚 山下　琢磨(2) 宮澤　友貴(2) 松本  隼輔(1)

ル 有本  暁(2) 青木　優也 霜触　智紀(1) 黒岩　雅史 姫松　裕志(2) 中島　宥人(1) 福田  真志(2)

渡辺  武宏(2) 古賀　清志 稲葉　亮介(2) 高村　信 松村　秀之(2) 原　佑介(1) 鶴谷  直之(1)

小林　優仁(2) 安田　猛 今泉　俊輝(1) 大澤　康生 登坂　聡介(2) 古屋　敦司(1) 鴇崎  大樹(1)

中 4×100mR 12日 前橋五中 46秒20 玉村南中 46秒87 邑楽中 47秒42 大類中 48秒67 群馬大附中 49秒08 笠懸中 49秒13 藤岡東中 49秒65 清流中 50秒42

学 若井  和俊(2) 佐藤  翔太(2) 保坂  惇浩(2) 高草木  航(2) 狩野　洋伍(2) 森下  翔也(2) 清水  大倭(2) 酒元  竜也(2)

生 石川    輝(2) 五十嵐朊希(2) 谷川  鈴扇(2) 甘田    悠(2) 平林  大樹(2) 石川  郁人(1) 持田  勇刀(2) 中野  主税(2)

男 市川  諒将(1) 鈴木  和偉(2) 斉藤  雷大(2) 右井慎太郎(2) 角張　友隆(1) 曲澤  健太(2) 須永  直弥(2) 小林  智紀(2)

子 南澤    慶(2) 加藤  友志(2) 保坂  祥貴(2) 北村    守(2) 綿貫　智也(1) 田部井  涼(1) 冬木  智大(2) 久新陽一郎(1)

小 4×100mR 12日 高崎市陸協 53秒88 桐生市陸協 56秒29

学 中島  涼太(6) 小林　星羅(5)

生 小林  拳斗(6) 須藤  悠太(6)

男 笠原  拓実(6) 二階堂　由樹(6)

子 伊藤  太河(6) 富澤  竜伎(6)

リ 一 4×100mR 12日 前橋女高Ａ 50秒40 渋川女高 51秒64 桐生西高 52秒05 太田女高 52秒21 高経大附高 52秒92 吾妻高 53秒57 前橋西高 53秒66 前橋女高Ｂ 54秒23

レ 般 奥村　友理(2) 高橋  望(1) 武　美有紀(1) 室井  由喜(1) 高橋　佐季(1) 尾方　仁美(2) 狩野　貴代佳(2) 石原　瑞穂(1)

｜ 女 清水　薫(2) 関口  瑞希(2) 山下　  紗(1) 富澤  絹加(2) 瀬間　美菜子(1) 横手　香菜(1) 齋藤　翔子(2) 中嶋　若菜(1)

カ 子 鈴木　詩織(2) 関口  麻里(2) 阿左美　早紀(2) 國分  菜津実(2) 佐藤　春菜(1) 飯塚　梨佐(1) 渡邊　綾乃(1) 福田　あかね(1)

｜ 廣　真里奈(2) 飯塚  美穂(2) 布川　宰美(1) 吉川  祐未(2) 中村　美樹(1) 土屋　みどり(2) 鎌田　礼菜(1) 青木　彩美(2)

ニ 4×400mR 12日 前橋女高 4分06秒68 太田女高 4分15秒43 桐生西高 4分16秒68 渋川女高 4分24秒09 高経大附高 4分31秒65 桐生市商高 4分36秒44 太田女高Ｂ 4分41秒83

バ 鈴木　詩織(2) 國分  菜津実(2) 武　美有紀(1) 榊原  由夏(2) 中村　美樹(1) 篠原  章那(2) 深澤　那々子(1)

ル 奥村　友理(2) 室井  由喜(1) 山下　  紗(1) 飯田  梢(2) 後閑　彩花(1) 尾池  美咲(1) 稲葉　智絵(2)

清水　薫(2) 吉川  祐未(2) 阿左美　早紀(2) 石井  真実(1) 瀬間　美菜子(1) 滝原  沙貴(1) 小川　華子(1)

廣　真里奈(2) 富澤  絹加(2) 布川　宰美(1) 原沢  希(1) 高橋　佐季(1) 細田  栞(1) 金子　芽衣(1)

中 4×100mR 12日 前橋五中 51秒24 群馬大附中 52秒01 大類中 52秒75 清流中 53秒06 藤岡東中 55秒08 共愛学園中 55秒20 邑楽中 57秒01

学 土井  麻央(2) 加藤　早織(1) 上原  理子(1) 藤本  有夏(2) 町田美奈子(2) 関    詞織(1) 松本    彩(1)

生 栗本  玲奈(2) 松田　美穂(1) 櫻井  陽菜(2) 金子有里子(2) 関口  美紗(2) 永田  百佳(2) 戸ヶ崎莉奈(2)

女 佐藤    優(2) 清水　　歩(2) 千野  祐子(1) 田中    葵(1) 高柳ユリカ(1) 飯沼  遥(2) 新井夏奈子(1)

子 大島  梨砂(2) 大木　志保(2) 高橋  桃子(2) 大熊  杏奈(2) 江原    舞(2) 吉田しのぶ(2) 和田  恵里(1)

小 4×100mR 12日 前橋市陸協 52秒95 高崎市陸協 54秒85 桐生市陸協 58秒96

学 佐藤　麻優(6) 比企  里麻(6) 下山  陽奈(6)

生 宮下　奈々(6) 木村  ひかり(6) 田村　萌々子(6)

女 小林　由佳(6) 石川  瑛子(6) 峯崎  綾乃(6)

子 石原　綾乃(6) 小島  麻衣子(6) 新井　真優(6)


