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平成29年度群馬県高等学校陸上競技強化大会混成競技会 2017年11月11日(土)～12日(日)

兼 タイム･チャレンジレース 決勝一覧表
正田醤油スタジアム群馬

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子記録会11/11 １００ｍ 角田  将崇(2) 11.19 神澤　彩人(3) 11.35 白石  悠馬(2) 11.41 清水  直樹(1) 11.57 小松  聖弥(1) 11.70 梁瀬  瑶規(1) 11.77 櫻井  大輝(1) 11.79 石崎  洋竜(2) 11.87

伊勢崎商 +7.5 前橋西 +7.5 前橋工 +7.5 前橋工 +7.5 明和県央 +7.5 明和県央 +5.9 明和県央 +5.9 高崎東 +5.9 
男子記録会11/12 ２００ｍ 櫻井  大輝(1) 23.81 小松  聖弥(1) 24.36 梁瀬  瑶規(1) 24.44 若山  匠(1) 24.57 小林  樹仁(2) 24.83 柴田  光(1) 25.02 岩﨑　彪磨(2) 25.63 須藤  聖雅(2) 25.69

明和県央 +4.2 明和県央 +4.2 明和県央 +4.2 明和県央 +4.2 利根実業 +1.2 明和県央 +4.2 明和県央 +1.2 高崎北 +1.2 
男子記録会11/11 ４００ｍ 富田　怜也(2) 59.09 渋谷　皇河(1)  1:02.39

富岡 桐生市商

男子記録会11/11 １５００ｍ 黒澤  瑛紀(1)  4:10.48 青木  涼哉(1)  4:10.51 斎藤  舜太(1)  4:11.07 久保  雅史(2)  4:13.50 石田  竜也(2)  4:14.62 齋藤　春暉(1)  4:15.53 佐々木  甲斐(2)  4:16.39 宇賀神  悠資(2)  4:16.99
新島学園 伊勢崎商 桐生 前橋工 四ツ葉 勢多農林 桐生 前橋南

男子記録会11/12 ５０００ｍ 櫛渕  皓介(3) 15:22.59 石田  竜也(2) 15:29.59 斎藤  舜太(1) 15:30.29 木榑  杏祐(3) 15:45.83 赤間　啓汰(1) 15:48.17 黒澤  瑛紀(1) 15:49.46 辻野  大輝(2) 15:59.81 眞藤  慧太(2) 16:02.65
沼田 四ツ葉 桐生 沼田 桐生第一 新島学園 伊勢崎商 前橋南

女子記録会11/11 １００ｍ 荻原　望(2) 13.03 佐野　由佳(2) 13.72 平野  真衣(3) 13.74 加藤  三幸(2) 13.78 小林　奈津(2) 13.94 曽我　桃愛(2) 14.30 加邉　菜々花(2) 14.33 萩原　瀬怜奈(1) 14.36
明和県央 +6.0 渋川女 +6.0 高崎商 +6.0 高崎北 +6.0 渋川女 +6.0 渋川女 +6.0 前橋女 +6.9 勢多農林 +6.9 

女子記録会11/12 ２００ｍ 荻原　望(2) 27.22 根岸　奈槻(1) 29.10 長塩  沙希(2) 31.89 横山  佳奈(2) 33.55
明和県央 +5.6 太田女 +5.6 館林女 +5.6 館林女 +5.6 

女子記録会11/11 ４００ｍ 佐野　由佳(2)  1:03.44 青木　琴実(2)  1:07.77 須田　歩花(2)  1:13.01 山田  美樹(1)  1:18.08
渋川女 前橋女 渋川女 館林女

女子記録会11/11 １５００ｍ 高木  夏希(2)  5:00.47 畠山  栞(2)  5:05.39 萩原　愛(2)  5:05.47 佐藤　夏南(2)  5:09.55 川上　莉歩(1)  5:10.23 唐沢  綾音(2)  5:11.17 小林　由芽(1)  5:12.47 安藤  深愛(1)  5:15.38
桐生女 四ツ葉 清明 富岡東 勢多農林 高崎商 高経大附 高崎女

女子記録会11/12 ３０００ｍ 阿部  麻莉亜(3) 10:07.54 竹井  智香(2) 10:20.90 高木  夏希(2) 10:25.04 小田切  由茄(1) 10:31.13 野本　菜月(2) 10:34.78 横溝　萌佳(2) 10:44.56 寺島  帆乃(1) 10:47.40 櫻井  彩乃(3) 10:52.44
新島学園 新島学園 桐生女 新島学園 市立前橋 市立前橋 新島学園 新島学園

男子11/11 八種競技 青木　智宏(3)  5036 清水　僚太(3)  4868 有阪  朋貴(3)  4842 角田　龍一(2)  4786 外所　晴貴(2)  4561 栗田  拓実(1)  4535 丸山　長輝(1)  4528 原　龍生(1)  4422
11/12 前橋育英 *C1 前橋育英 *C1 新島学園 *C1 市立前橋 *C1 前橋育英 *C1 四ツ葉 *C1 桐生第一 *C1 前橋育英 *C1

11.61/+4.3-6m54/+3.6-11m21-54.39 10.90/+2.9-5m99/+4.1-8m63-52.64 11.18/+3.8-6m14/+3.6-8m63-53.53 11.30/+4.2-6m85/+3.2-8m48-55.04 11.41/+3.3-6m47/+2.8-7m85-52.72 11.56/+4.2-6m18/+5.7-7m90-55.66 12.03/+5.7-6m06/+6.5-10m29-56.59 11.60/+4.2-5m95/+4.4-8m72-55.36

16.66/+2.7-49m21-1m82-5:04.35 16.08/+1.7-35m10-1m65-4:36.96 15.62/+1.9-19m79-1m82-4:27.34 15.62/+1.7-32m48-1m65-4:52.01 17.54/+1.6-29m67-1m65-4:39.98 16.12/+0.3-34m65-1m70-4:51.76 16.79/+0.2-35m30-1m85-5:01.05 17.16/+1.0-30m61-1m65-4:36.66

女子11/11 七種競技 高橋　七海(3)  3994 櫻井  杏樹(2)  3894 新野　恵(1)  3668 中島  菫(3)  3618 田村　沙恵(3)  3595 岡村  宇蘭(1)  3580 金子　紗依(2)  3565 深澤　萌花(1)  3553
11/12 清明 *C1 新島学園 *C1 高経大附 *C1 新島学園 *C1 富岡東 *C1 四ツ葉 *C1 太田女 *C1 高経大附 *C1

15.98/+3.9-1m40-8m09-26.99/+5.8 15.71/+5.7-1m35-6m51-25.66/+4.5 15.52/+5.1-1m30-7m57-27.44/+4.3 16.13/+6.5-1m30-6m06-27.11/+4.5 16.57/+3.9-1m35-6m17-27.34/+5.8 15.91/+3.5-1m35-5m60-26.70/+5.9 17.09/+5.1-1m35-7m18-27.71/+4.3 16.51/+5.4-1m35-6m03-26.86/+5.8

4m97/+3.6-27m14-2:31.62 4m72/+2.6-20m51-2:24.02 5m14/+3.7-14m46-2:33.28 4m63/+2.9-22m09-2:25.96 4m79/+4.8-31m15-2:44.51 4m42/+3.9-19m85-2:28.05 4m56/+2.7-26m65-2:32.48 4m84/+3.4-15m92-2:28.39

男子11/11 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 鈴木　宥翔(1)  2429 髙田  莉樹(2)  2426 黒岩  巧(2)  2418 園田　竜冶(1)  2412 北村  雄哉(2)  2391 中村  奏斗(1)  2389 近江　清能(1)  2365 柿沼　天我(1)  2363
11/12 共愛学園 *C1 新田暁 *C1 西邑楽 *C1 桐生第一 *C1 高崎商 *C1 西邑楽 *C1 太田東 *C1 太田東 *C1

11.23/+3.5-22.56/+4.6-53.27 11.02/+6.2-22.52/+3.5-54.68 11.20/+3.2-23.08/+5.3-52.36 11.63/+1.6-22.86/+4.5-50.82 11.33/+1.6-22.90/+3.6-52.62 11.31/+0.3-22.57/+3.8-53.64 11.12/+1.6-22.47/+4.0-55.52 10.97/+7.5-23.13/+2.8-54.66

女子11/11 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 塩田　夏鈴(2)  2794 田中　きよの(1)  2768 田代　千絵(2)  2718 齋藤　碧彩(3)  2665 奥泉  未花(2)  2635 神澤　郁美(2)  2618 親松　未空(2)  2589 神坂　桜子(1)  2576
11/12 共愛学園 *C1 共愛学園 *C1 太田女 *C1 共愛学園 *C1 高崎商 *C1 前橋女 *C1 清明 *C1 太田女 *C1

12.18/+4.6-25.57/+4.1-1:01.36 12.51/+4.6-25.41/+3.4-1:00.79 12.71/+4.6-25.79/+5.1-1:00.56 12.70/+4.8-26.46/+3.2-1:00.83 12.51/+4.9-26.09/+3.8-1:03.84 12.66/+8.8-26.92/+3.2-1:01.63 12.82/+7.1-26.65/+5.1-1:02.41 12.96/+3.4-26.44/+4.1-1:02.63100m-200m-400m

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m

100m-200m-400m

凡例（*C1:追風参考(得点非公認)）


