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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 11/4 高橋  優作(2) 11.26/+3.7

箕郷

大野  聖悟(2) 11.52/+3.7

城西

久保塚高志(1) 11.79/+3.7

笠懸

鏑木　友裕(2) 11.90/+4.6

笠懸

髙橋  友我(2) 八幡 11.95/+3.7

田中　瑶佑(2) 豊岡 11.95/+4.6

須永  裕太(2) 11.98/+3.7

吉岡

水垣  大納(2) 赤堀 11.99/+3.7

大澤　周平(2) 清流 11.99/+4.6

８００ｍ 11/4 永田    陸(2)  2:06.24

太田東

柴山  大侑(2)  2:11.47

高松

阪    侑二(2)  2:12.74

南橘

齋藤  勇磨(2)  2:13.33

赤堀

眞塩  雅季(2)  2:13.86

前橋東

瀬尾  怜也(2)  2:14.19

前橋第七

清水  翔斗(2)  2:15.33

赤堀

橋爪  渉汰(2)  2:15.55

箕郷

３０００ｍ 11/4 根井  勇哉(2)  9:20.85

北橘

森下　舜也(2)  9:35.11

休泊

松本光太郎(1)  9:43.84

前橋第一

金井  圭太(2)  9:45.80

前橋第一

西巻　仁貴(1)  9:46.10

清流

下田  季矢(2)  9:47.58

北橘

金井  健太(3)  9:51.60

下仁田

中里見清春(1)  9:51.81

榛名

１１０ｍＨ

(0.914m)

11/4 清水  悠椰(2) 16.87/+2.0

玉村南

山ノ内梨功(2) 17.13/+2.0

境西

蓼沼  良宜(1) 17.82/+1.6

矢中

関口  大輝(1) 18.97/+1.6

赤堀

馬上    凌(1) 19.11/+2.0

中央中等

天田  永吉(2) 19.22/+2.0

前橋東

櫻井　崇人(1) 19.54/+2.0

相生

高橋    吏(2) 20.22/+1.6

邑楽

走高跳 11/4 原    大虎(2) 1m70

宮郷

狩野　武尊(2) 1m65

相生

大山  一輔(2) 1m60

南橘

山田    佳(3) 1m60

群馬中央

伊豫部勇希(2) 1m60

相生

笹川  博矢(2) 1m55

太田東

新井    翔(2) 1m40

矢中

走幅跳 11/4 千吉良一輝(2)   6m11/+4.9

宮郷

野尻  大河(2)   6m10/+3.4

新里

山口  貴也(3)   5m82/+3.5

群馬中央

町田  龍翼(2)   5m62/+3.9

伊勢崎第二

望月    優(2)   5m59/+3.0

板倉

高橋  伶弥(3)   5m50/+1.5

群馬中央

湯崎野夏海(2)   5m48/+3.7

豊岡

川村  朋弘(1)   5m47/+3.2

木崎

砲丸投 11/4 五味  正統(3)  11m15

玉村南

石郷岡勇太(2)  10m75

宮郷

小林  宝楽(2)  10m08

伊勢崎第二

久保田玲央(2)   9m16

城東

大久保太智(2)   8m62

嬬恋

秋山  悠人(2)   8m31

吉岡

小倉    亮(2)   8m13

大間々

原口  裕宜(2)   7m93

吉井中央

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

11/4 加藤  誠也(2)  2043

富岡西

16.20/+1.4-9m72-1m60-1:00.40

岡野  太郎(3)  2043

下仁田

17.90/+1.5-9m03-1m60-54.54

水谷　海人(3)  2027

*C1小野

17.68/+2.6-9m16-1m65-56.69

梁瀨　誠也(3)  1821

藤岡北

18.05/+1.3-9m46-1m55-59.71

田崎  貴一(2)  1804

*C1榛名

17.18/+2.6-8m04-1m50-59.22

磯田  翔太(2)  1792

桂萓

17.06/+1.2-7m21-1m45-57.50

林    寿飛(2)  1786

榛名

17.86/+1.5-9m06-1m55-1:00.60

飯塚  大樹(2)  1711

*C1吉井中央

18.74/+2.2-7m98-1m70-1:02.01

男子

１００ｍ 11/4 品田  知咲(2) 13.01/+0.7

並榎

佐藤  果奈(2) 13.08/+3.1

中尾

中澤  姫花(1) 13.10/+0.7

金島

中島  叶葉(1) 13.13/+3.1

吉岡

河合奈央子(2) 13.16/+3.7

尾島

池田  友季(1) 13.17/+0.7

箕郷

佐々木亜美(1) 13.18/+3.1

入野

安野  茉海(2) 群馬中央 13.33/+0.7

髙橋  祐奈(2) 境西 13.33/+3.1

１５００ｍ 11/4 飯野  亜美(2)  4:47.66

北橘

齋藤茉由子(1)  4:58.87

小野

石川  結貴(2)  5:00.84

赤堀

齊藤  菜月(2)  5:02.33

箱田

林    夢乃(2)  5:02.97

前橋第七

狩野  真実(2)  5:03.57

北橘

安田  彩夏(2)  5:06.24

前橋第一

佐藤  優花(2)  5:07.42

子持

１００ｍＨ

(0.762m)

11/4 髙山  憂樹(3) 14.80/+1.2

前橋第一

髙柳  理沙(2) 15.66/+1.2

赤堀

横尾  桃子(2) 17.02/+1.5

前橋第七

蛇石  花歩(2) 17.03/+1.2

渋川北

橋田美知花(1) 17.26/+1.2

中央中等

栗原しおり(2) 17.69/+1.5

前橋東

芝田　真里(2) 17.93/+1.2

附属

石上  莉絵(1) 18.13/+1.2

群馬中央

走高跳 11/4 神子澤美礼(2) 1m45

豊岡

須藤  楓音(2) 1m45

南橘

新井  結葉(2) 1m40

新町

木村    葵(2) 安中第二 1m35

石井  咲良(2) 前橋第五

山口    尊(1) 1m35

新里

原  花奈妃(2) 1m35

板倉

佐々木伽蓮(1) 1m30

館林第二

走幅跳 11/4 神戸  美穂(2)   4m85/+1.9

塚沢

石原  遥子(2)   4m68/+2.2

粕川

大川原亜美(2)   4m61/+2.8

吉岡

田村  沙恵(1)   4m52/+0.9

富岡南

松本    望(2)   4m50/+1.3

嬬恋

長嶋  佑香(2)   4m42/+2.7

吉岡

白田  未来(2)   4m42/+1.6

赤堀

茂木  咲歩(2)   4m41/+2.4

城西

砲丸投

(2.721kg)

11/4 矢島  圭乃(2)   9m81

吉井中央

田中  実久(2)   8m78

桂萓

森田くるみ(1)   8m27

玉村南

寺島  綾香(2)   7m83

岩島

沼田  瑞穂(2)   7m83

玉村南

三木  梨奈(2)   6m43

入野

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

11/4 小林  芽依(2)  2306

片岡

15.68/+0.6-1m35-7m83-27.10/+2.5

佐藤  真夏(3)  2185

下仁田

15.74/-0.1-1m35-7m36-28.12/+2.8

清水  麻有(3)  2114

片岡

17.39/+0.2-1m40-9m50-29.03/+2.7

田中  里実(2)  2091

榛名

15.59/-0.1-1m25-6m82-27.85/+2.8

松島　果鈴(2)  2056

笠懸

16.54/+0.6-1m35-7m19-28.39/+1.2

鈴木  小街(2)  2035

原町

17.28/+0.6-1m50-7m14-29.67/+2.8

寺島  奈穂(2)  2029

中之条

17.67/+0.1-1m15-11m47-28.22/+2.7

蛭川帆乃香(2)  2011

小野

17.29/+0.4-1m35-7m16-27.86/+2.6

女子

トラック審判長： 桑原  恵二

フィールド審判長：中川  徹

記　録　主　任： 関    稔

11月 4日  9:00 快晴    17℃   43％ 東北東 1.1m/s

11月 4日 10:00 快晴    17℃   38％ 北 0.9m/s

11月 4日 11:00 快晴    18℃   36％ 北 3.3m/s

11月 4日 12:00 快晴  18.5℃   28％ 北 2.5m/s

11月 4日 13:00 快晴    19℃   30％ 北東 2.7m/s

11月 4日 14:00 快晴  18.5℃   36％ 北北東 1.7m/s

11月 4日 15:00 晴れ    18℃   36％ 北東 1.9m/s

凡例（*C1:追風参考(得点非公認)）


