
平成21年度第44回群馬県高等学校総合体育大会 陸上競技 決勝記録一覧表
及平成21年度第62回群馬県高等学校陸上競技選手権大会
兼平成21年度第62回関東高等学校陸上競技大会県予選会
主　催：群馬県高等学校体育連盟　群馬県教育委員会　群馬陸上競技協会
後　援：前橋市陸上競技協会

競技場：群馬県立敷島公園陸上競技場 期日:平成21年５月21日（木）～24日(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
100m 22日 五十嵐　由香(3) 12秒07 柳澤　朋恵(3) 12秒44 内藤  彩乃(3) 12秒50 金井  紗夜子(1) 12秒55 堀口  莉奈(1) 12秒69 生田  菜津美(3) 12秒81 服部　絵理奈(3) 12秒92 渡邉  美和(3) 12秒97
風-1 .1 富岡東 NGR 前橋女 桐生女 新島学園 新島学園 農大二 館林女 共愛学園

女 ト 200m 23日 五十嵐　由香(3) 24秒30 柳澤　朋恵(3) 24秒88 新井  祐理菜(3) 25秒27 金井  紗夜子(1) 25秒35 服部　絵理奈(3) 25秒58 堀口  莉奈(1) 25秒61 原  桜子(2) 25秒79 中嶋  沙也花(3) 26秒01
ラ 風+6 .8 富岡東 前橋女 前橋西 新島学園 館林女 新島学園 共愛学園 清明

子 ッ 400m 21日 越谷  奈都美(2) 56秒91 佐俣  りさ(2) 57秒69 宇治川　美穂(3) 58秒83 赤羽　南美(3) 58秒85 新井  祐理菜(3) 59秒35 金井　美佳(2) 59秒50 高崎女 原口　愛美(3) 1分03秒05
ク 新島学園 新島学園 館林女 高崎女 前橋西 廣　真里奈(3) 59秒50 前橋女 高崎女
800m 23日 越谷  奈都美(2) 2分16秒99 後閑  美由紀(1) 2分20秒51 冨澤　明日歩(2) 2分20秒73 林　千冬(2) 2分21秒26 栁　摩美(1) 2分21秒84 新井　佑理(1) 2分23秒36 伊藤  優衣(2) 2分30秒68 小川  真結(1) 2分37秒10

新島学園 常磐 高崎北 沼田女 前橋育英 高崎女 明和県央 新島学園
1500m 22日 関口  繭華(2) 4分31秒02 片貝  洋美(3) 4分31秒46 横沢  永奈(2) 4分31秒62 西村　侑美(2) 4分35秒87 千明　美紀子(3) 4分38秒28 和田　瑞希(3) 4分39秒60 松本　瑞葉(3) 4分42秒20 板垣　季恵(1) 4分48秒48

常磐 常磐 常磐 前橋女 沼田女 沼田女 沼田女 前橋育英
3000m 24日 片貝  洋美(3) 9分26秒08 横沢  永奈(2) 9分26秒61 関口  繭華(2) 9分41秒34 西村　侑美(2) 10分04秒06 和田　瑞希(3) 10分09秒55 板垣　季恵(1) 10分12秒11 小針　梨沙(2) 10分17秒30 斎藤　瑠美(2) 10分18秒59

常磐 常磐 常磐 前橋女 沼田女 前橋育英 富岡東 富岡東
100mH 24日 高橋  果那(2) 14秒50 中島  真理恵(2) 15秒20 小林  美稀(3) 15秒40 金井  瞳(3) 15秒44 中村　美樹(2) 15秒52 富澤  絹加(3) 15秒75 レティ  マイ(2) 16秒58 本木  優(2) 16秒71
風+0 .6 新島学園 新島学園 太田市商 高経大附 高経大附 太田女 伊勢崎商 藤岡中央
400mH 23日 富澤  絹加(3) 1分02秒67 高橋  果那(2) 1分02秒84 赤羽　南美(3) 1分04秒54 宇治川　美穂(3) 1分04秒82 上田  淑恵(3) 1分06秒11 清水　薫(3) 1分06秒24 國分  菜津実(3) 1分06秒61 小林  彩(3) 1分09秒36

太田女 新島学園 高崎女 館林女 太田市商 前橋女 太田女 市伊勢崎
3000mW 21日 播磨  奈々恵(3) 14分10秒44 佐藤  真美(2) 14分47秒15 佐藤  美那(3) 15分00秒13 須藤　史恵(3) 15分19秒42 植栗  実咲(1) 15分36秒69 熊川  奈美香(3) 15分59秒03 砂長　杏奈(2) 16分06秒81 高橋  明日香(3) 16分47秒32

桐生女 清明 新島学園 高崎女 新島学園 渋川女 前橋女 前橋西
4×100mR 22日 前橋女 48秒03 新島学園 48秒62 富岡東 48秒86 清明 49秒69 太田市商 49秒90 農大二 49秒95 高経大附 49秒98 共愛学園 51秒88

石原　瑞穂(2) 高橋  果那(2) 築山　茉実(3) 山田  真美(2) 小林  美稀(3) 生田  菜津美(3) 高橋　佐季(2) 小荷田  瑞貴(3)
柳澤　朋恵(3) 堀口  莉奈(1) 田中　早紀(3) 中嶋  沙也花(3) 上田  淑恵(3) 長谷川  陽香(1) 金井  瞳(3) 渡邉  美和(3)
奥村　友理(3) 金井  紗夜子(1) 細川　栞(2) 廣田  順子(1) 天笠  里砂(1) 平田  彩菜(1) 石田　笑(3) 原  桜子(2)
清水　薫(3) 佐俣  りさ(2) 五十嵐　由香(3) 川岸  彩子(3) 築比地  美里(1) 鈴木  美紗子(1) 廣木　恵梨(3) 谷川  紀代実(2)

4×400mR 24日 前橋女 3分52秒24 新島学園 3分52秒75 高崎女 3分59秒13 清明 4分01秒44 太田女 4分02秒04 共愛学園 4分02秒39 館林女 4分03秒00 富岡東 4分04秒83
廣　真里奈(3) NGR 高橋  果那(2) 金井　美佳(2) 山際  愛(3) 國分  菜津実(3) 原  桜子(2) 小貫  綾乃(2) 築山　茉実(3)
清水　薫(3) 越谷  奈都美(2) 原口　愛美(3) 山田  真美(2) 渡辺  麻友(1) 小荷田  瑞貴(3) 服部　絵理奈(3) 五十嵐　由香(3)
奥村　友理(3) 金井  紗夜子(1) 河野　悠(3) 中嶋  沙也花(3) 山本  加奈子(2) 和田  このみ(3) 半田　麻衣(3) 田中　早紀(3)
柳澤　朋恵(3) 佐俣  りさ(2) 赤羽　南美(3) 摩庭  理沙(3) 富澤  絹加(3) 横山  友美(2) 宇治川　美穂(3) 細川　栞(2)

走高跳 21日 金井  瞳(3) 1m67 山口　鈴乃(3) 1m61 増田　彩香(3) 1m55 前橋女 鈴木  美憂(2) 1m55 田中　早紀(3) 1m55 今川  まどか(3) 1m50 西邑楽
高経大附 高崎北 関口  麻里(3) 1m55 渋川女 中之条 富岡東 鈴木  李佳(2) 1m50 樹徳

フ 走幅跳 22日 細川　栞(2) 5m42 田中　早紀(3) 5m36 石田　笑(3) 5m33 築山　茉実(3) 5m32 内藤  彩乃(3) 5m26 黒岩  由樹(2) 5m26 加藤　愛理(2) 5m24 駒井　映莉(2) 5m21
ィ 富岡東 0.8 富岡東 -0.3 高経大附 -2.0 富岡東 0.5 桐生女 1.2 渋川女 -1.6 高崎女 -0.2 前橋育英 0.1
｜ 砲丸投 24日 川岸  彩子(3) 12m36 茂木　寛充(3) 10m97 松崎  鈴(2) 10m94 西浦　香織(2) 10m68 岡部  瑞稀(2) 10m66 高木　詩織(1) 10m58 飯島　紀佳(3) 9m96 佐藤  奈那(1) 9m92
ル 清明 富岡東 清明 高経大附 中之条 前橋育英 高崎女 新島学園
ド 円盤投 22日 茂木　寛充(3) 37m73 川岸  彩子(3) 36m52 西浦　香織(2) 36m31 松崎  鈴(2) 33m94 三木　彩実(3) 32m57 井上　智絵(3) 32m02 岡村　真実(3) 31m73 中島　桃子(2) 29m05

富岡東 清明 高経大附 清明 富岡東 高経大附 高崎女 富岡東
やり投 21日 渡邊　のぞみ(2) 39m69 吉川  祐未(3) 39m34 中島　菜月(3) 38m80 茂木　寛充(3) 37m06 中井　優花(3) 36m61 茂木  美樹(3) 34m56 唐澤  美奈(1) 33m21 丸山 里菜(2) 33m14

前橋育英 太田女 高崎女 富岡東 渋川女 藤岡中央 中之条 前橋商
混 七種競技 24日 田中　早紀(3) 4303点 谷川  紀代実(2) 4276点 築山  茉実(3) 3832点 横田  亜利紗(3) 3774点 佐藤  奈那(1) 3544点 林  佑美(2) 3469点 増田  彩香(3) 3263点 石井  里佳(1) 3231点
成 富岡東 共愛学園 富岡東 新島学園 新島学園 高崎女 前橋女 高経大附

総合得点 24日 新島学園 63点 富岡東 57点 常磐 35点 前橋女 33点 清明 29点 高経大附 23点 高崎女 20.5点 太田女 14点
W=追風参考 NGR=大会新


