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高崎市中学生夏季記録会 2020年8月1日(土)
決勝一覧表

高崎市浜川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
8/1 １００ｍ 米倉    拓(3) 11.10 渡辺    諒(2) 11.33 関口  璃紅(3) 11.50 中島  綾佑(3) 11.54 村尾  伊蕗(3) 11.74 綿貫  浩祐(3) 11.83 指出  悠希(2) 11.84 及川　凌央(3) 12.00

中尾  中央中等  矢中  榛名  群馬南  新町  寺尾  豊岡  
8/1 ２００ｍ 渡辺    諒(2) 23.35 中島  綾佑(3) 23.42 関口  璃紅(3) 23.45 綿貫  浩祐(3) 23.79 村尾  伊蕗(3) 24.26 池田  龍也(2) 24.33 藤井  信磨(2) 24.42

中央中等  榛名  矢中  新町  群馬南  寺尾  寺尾  
坂爪　智哉(3) 23.79
塚沢  

8/1 ４００ｍ 本田　大慧(3) 54.98 手島  康汰(3) 56.66 諸田  侑祇(2) 57.11 坂田こころ(3) 57.32 小谷野  翔(3) 57.52 橋爪  奎人(3) 57.95 岩井  風駕(3) 58.32 小菅琳太郎(2)  1:04.67
中央中等 榛名 群馬南 群馬中央 高南 高南 群馬南 中央中等

8/1 ８００ｍ 大久保　綾(3)  2:04.65 湯本  惺也(3)  2:08.55 橋爪    駆(3)  2:08.70 天田  凌聖(3)  2:10.06 水野瑠輝也(3)  2:10.96 小池  広平(2)  2:12.67 諸田  侑祇(2)  2:13.50 藤井  大輔(2)  2:15.74
塚沢 榛名 中尾 大類 中央中等 中央中等 群馬南 倉賀野

8/1 １５００ｍ 大久保　綾(3)  4:18.09 山﨑　翔矢(3)  4:30.16 岩瀬  駿介(2)  4:33.72 大須賀悠樹(2)  4:37.17 町田  知宏(3)  4:44.37 天田  凌聖(3)  4:45.45 内山  遥人(2)  4:45.67 原口  拓美(3)  4:46.88
塚沢 中央中等 群馬南 箕郷 群馬南 大類 倉賀野 入野

8/1 ３０００ｍ 原田  望睦(3)  9:01.01 久保田京介(3)  9:43.32 小池  広平(2) 10:02.54 岩瀬  駿介(2) 10:02.82 大原  向陽(3) 10:08.48 町田  知宏(3) 10:09.12 佐藤  秀磨(2) 10:09.83 生方  泰稀(2) 10:12.38
箕郷 八幡 中央中等 群馬南 中尾 群馬南 中央中等 群馬南

8/1 １１０ｍＨ 坂爪　智哉(3) 14.82 森本　大貴(3) 15.96 桐渕  晃輔(3) 16.01 桑原  克実(3) 16.32 富沢  瑛次(2) 18.08 佐藤    葵(2) 21.50 永井    司(1) 22.75 福田  幸暉(2) 34.42
(0.914m) 塚沢  中央中等  中尾  高松  榛名  群馬南  南八幡  群馬南  

8/1 ４×１００ｍ 中尾A 45.60 群馬南A 46.05 塚沢A 46.10 寺尾A 46.60 中央中等A 46.83 榛名A 47.11 並榎 47.42 群馬中央A 48.30
  黒崎  雄介(3)   村尾  伊蕗(3)   清水　　奏(3)   齋藤  大翔(2)   森本　大貴(3)   富沢  瑛次(2)   掛川    巽(3)   若井  蓮樹(3)
  橋爪    駆(3)   永田  詩音(1)   大久保　綾(3)   池田  龍也(2)   本田　大慧(3)   加藤  風我(2)   白石  結士(3)   金井  佑時(3)
  桐渕  晃輔(3)   宮﨑  克己(3)   長井　　悠(3)   藤井  信磨(2)   石井　伶旺(3)   手島  康汰(3)   堀越    歩(3)   坂田こころ(3)
  米倉    拓(3)   諸田  侑祇(2)   坂爪　智哉(3)   指出  悠希(2)   渡辺    諒(2)   中島  綾佑(3)   松原  自由(3)   新宮  陽太(2)

8/1 走高跳 館    海斗(2) 1m70 森本　大貴(3) 1m65 小林  直人(2) 1m55 石野  啓仁(2) 1m40 中山  誠斗(1) 1m35 山田  陽大(1) 1m35 竹渕  敦哉(1) 1m30 中島    蓮(1) 1m30
並榎 中央中等 群馬南 榛名 榛名 榛名 群馬中央 群馬中央

8/1 棒高跳 飯塚  光優(3) 3m90 若井  蓮樹(3) 3m00 浅見  真大(1) 2m80 宮川  幸将(2) 2m20 中島  蒼太(2) 2m00
群馬中央 群馬中央 中央中等 群馬中央 群馬中央

8/1 走幅跳 桐渕  晃輔(3) 5m84 柳澤  大和(3) 5m83 米倉    拓(3) 5m66 新宮  陽太(2) 5m43 石井　伶旺(3) 5m22 古島  大翔(3) 5m20 羽鳥  優希(2) 5m13 石田  開智(1) 4m91
中尾  0.0 片岡  0.0 中尾  0.0 群馬中央  0.0 中央中等  0.0 榛名  0.0 高南  0.0 中央中等  0.0 

8/1 砲丸投 下野  羅桜(2)   9m85 原澤  大空(2)   8m23 飯島  陸登(2)   7m63 境原    快(1)   7m41 佐藤    颯(1)   6m61 木内　凱斗(2)   6m55 清水  銀嗣(1)   6m55 久保田龍之介(1)   6m01
(5Kg) 榛名 中尾 群馬中央 群馬南 群馬南 南八幡 榛名 塚沢

8/1 １００ｍ 関口  梓月(3) 12.88 川田  夏鳴(3) 13.09 大谷瑠梨伽(3) 13.16 戸嶋　菜月(3) 13.22 野嶋菜々美(2) 13.23 黒木  里紗(3) 13.44 追川  優羽(2) 13.51 小田島咲希(3) 13.56
箕郷  並榎  群馬中央  中央中等  吉井中央  群馬中央  高松  中央中等  

8/1 ２００ｍ 戸嶋　菜月(3) 27.47 野嶋菜々美(2) 28.04 追川  優羽(2) 28.34 諸原  怜奈(2) 28.52 長井    心(1) 28.58 小田島咲希(3) 28.67 深津  羽那(2) 28.92 青栁美月姫(3) 29.29
中央中等  吉井中央  高松  中央中等  中尾  中央中等  群馬中央  箕郷  

8/1 ８００ｍ 中村  愛花(2)  2:17.89 杉森  由萌(1)  2:30.65 関口  楓香(3)  2:30.72 植原  万遥(2)  2:33.52 清水  咲帆(3)  2:34.18 深田  実優(1)  2:34.44 高橋  真央(1)  2:35.29 山田美侑羽(3)  2:36.47
中央中等 中央中等 箕郷 第一 中尾 佐野 佐野 群馬中央

8/1 １５００ｍ 中村  愛花(2)  4:41.57 藍原莉麻菜(3)  4:58.13 杉森  由萌(1)  5:02.61 吉田  羽那(3)  5:04.78 山田  小華(2)  5:08.27 一場  亜実(2)  5:19.14 秀島ひなた(3)  5:20.31 清水  咲帆(3)  5:23.38
中央中等 群馬中央 中央中等 吉井中央 中尾 群馬中央 中尾 中尾

8/1 １００ｍＨ 関口  梓月(3) 15.16 青栁美月姫(3) 16.51 泉谷　真那(1) 16.86 水無瀬実央(2) 16.97 今成  心菜(3) 17.71 夏目  珠愛(3) 17.98 真藤  美里(3) 18.16 関口  莉乃(2) 18.32
(0.762m) 箕郷  箕郷  塚沢  塚沢  榛名  群馬中央  中尾  中央中等  

8/1 ４×１００ｍ 群馬中央A 52.33 中央中等 53.60 箕郷A 54.01 高松 54.76 群馬中央B 55.18 群馬南A 55.19 中尾A 56.38 塚沢A 56.49
  植松  実彩(3)   諸原  怜奈(2)   門倉  由依(2)   大和美早紀(2)   梅澤  杏茉(1)   三木    渚(1)   真藤  美里(3)   吉田　希羽(2)
  黒木  里紗(3)   戸嶋　菜月(3)   関口  楓香(3)   追川  優羽(2)   深津  羽那(2)   井上  美咲(2)   舞木  美羽(2)   栁田　美緒(2)
  大谷瑠梨伽(3)   宇津木芽生(3)   青栁美月姫(3)   磯貝美由紀(2)   鈴木  沙来(1)   赤松  杏音(2)   黛    香葉(3)   宮本　　茜(2)
  後閑  咲季(3)   小田島咲希(3)   関口  梓月(3)   川原  日和(1)   齋藤  優花(2)   松本  璃子(1)   黛    花香(1)   水無瀬実央(2)

8/1 走高跳 高瀬  美祐(3) 1m50 大木  優奈(2) 1m45 齋藤    心(3) 1m45 牛込  茉結(2) 1m35 高瀬  結愛(2) 1m35 鈴木    風(3) 1m30 宇津木芽生(3) 1m30
大類 群馬南 高松 佐野 箕郷 榛名 中央中等

田村  莉菜(1) 1m30
大類

大和美早紀(2) 1m30
高松

8/1 走幅跳 井上  美咲(2) 4m73 梅山  夏波(3) 4m55 眞下  栞奈(2) 4m52 藤村  妃南(1) 4m36 吉田　希羽(2) 4m33 松本  萌衣(3) 4m25 宇津木芽生(3) 4m20 石井  水月(1) 4m10
群馬南  0.0 群馬中央  0.0 高南  0.0 群馬中央  0.0 塚沢  0.0 榛名  0.0 中央中等  0.0 群馬中央  0.0 

8/1 砲丸投 金井  寿還(3)  10m96 井田くるみ(3)  10m43 藍川  莉沙(3)   9m39 植村  真波(2)   8m65 小櫻　愛里(3)   8m55 門倉  由依(2)   8m06 鈴木  沙来(1)   7m68 小川  真歩(3)   7m59
(2.721kg) 吉井中央 塚沢 高松 吉井中央 豊岡 箕郷 群馬中央 箕郷
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