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種別 種目名 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 古澤　一生(3) 10.69/+3.5

前橋育英

須田　陽斗(2) 10.78/+3.1

桐生第一

近江　清能 10.80/+3.1

関東学園大

甲森　光一(2) 10.83/+3.1

太田東

宮下　青空海(1) 10.90/+3.5

桐生第一

西山　優志(2) 10.95/+2.9

四ツ葉

土屋　俊輔(2) 10.98/+3.5

太田東

小倉　篤人 10.99/+3.1

群大ＴＦ

４００ｍ 伊藤　俊明(3) 48.11

前橋育英

勝山　康介(3) 49.45

前橋育英

小菅　永遠(3) 49.50

前橋育英

神澤　昂輝(2) 49.95

前橋育英

新井　汰征 50.29

関東学園大

櫻井　凪人(1) 50.42

前橋育英

松丸　健太朗(1) 50.56

前橋育英

細山　祐司 50.84

高崎経済大

１５００ｍ 吉村虎乃輔(3)  4:14.25

城西中

瀬間  元輔(3)  4:15.29

富岡西中

狩野伊歩希(2)  4:15.66

古巻中

大武  明輝(3)  4:18.98

板倉中

高橋　拓士(3)  4:23.73

南橘中

平松　りょう(2)  4:25.68

中里中

吉田   隼(2)  4:27.49

前橋みずき中

小浜　聖立(2)  4:29.61

館林二中

５０００ｍ 大関　喜幸 15:06.58

SUBARURC

大塚　凪 15:17.34

チームＫ

石澤　由祐 15:23.60

高崎経済大

植村　勇太 15:38.14

群馬大

石田　友和 15:40.91

桐生市陸協

渋川　裕二 15:44.31

前橋市陸協

廣木　大地 15:44.65

緑走クラブ

江澤　拓真 15:47.73

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

走高跳 丸山　智也 2m05

富岡市陸協

田口  明樹(3) 1m95

木瀬中

横山　剛(2) 1m95

高崎商

倉林  航大(3) 1m85

吉井

荒木　健太(2) 1m80

前橋工

久保田　寛太(1) 桐生第一 1m75

萩原　飛幸(1) 高崎

藤井　ルーカス　(2) 1m75

前橋西

走幅跳 宮﨑    光(3)   6m32/+2.7

中之条中

奥原  大翔(2)   5m90/+0.8

安中一中

高見  海都(1)   5m76/+2.3

大間々東中

遠洞  裕己(2)   5m63/+1.8

伊勢崎二中

小川　優翔(2)   5m62/+1.4

南八幡中

小川  佑斗(2)   5m45/+3.1

吉岡中

和田昂之介(2)   5m31/+4.2

前橋一中

福田  幸暉(2)   5m18/+2.9

群馬南中

砲丸投

(5.000Kg)

関根 一也(3)  10m65

館林二中

石川    駿(2)   9m97

赤堀中

境原    快(1)   9m12

群馬南中

高橋   慶(1)   6m22

前橋みずき中

大栗伸太朗(1)   5m85

あずま中

円盤投

(1.500Kg)

牛房  幸輝(3)  21m93

あずま中

円盤投

(1.750kg)

田中　想大(3)  42m49

前橋育英

室井　健吾(2)  35m01

前橋育英

中嶋  律空(1)  31m09

四ツ葉

武藤　駿(1)  26m18

前橋工

金古　絆(2)  25m82

前橋育英

吉田　彪峨(1)  24m99

前橋育英

田中　いぶき(1)  23m21

前橋西

関口　将(1)  21m41

太田東

円盤投

(2.000kg)

高久　能宗  33m22

上武大

やり投

(0.800kg)

星野　新之介(2)  63m03

前橋育英

武田　純平  56m14

上武大

中澤　怜(1)  49m30

桐生第一

戸丸　一朔  47m47

群馬大

庭野　　猛(2)  45m32

桐生第一

角田　湧星(1)  32m92

渋川

及川　拓海(1)  30m40

太田工

水田　遼亮  29m76

高崎経済大

男子

１００ｍ 須賀  結暖(2) 12.46/+2.8

荒砥中

杉山　千夏(2) 12.53/+2.8

前橋女

村田　蒼空(1) 12.68/+2.8

前橋女

須賀　愛彩(1) 12.75/+2.8

前橋育英

清水　佳奈 12.85/+1.6

群大ＴＦ

福田  有菜(2) 12.88/+2.8

中之条中

神保　実来(1) 13.13/+3.1

前橋女

関口  真優(2) 13.18/+1.9

あずま中

４００ｍ 石川  佑実(3)  1:00.76

生品中

佐藤　夢(2)  1:01.43

吉井

中川　彩妃(1)  1:02.34

太田女

福田　英里(1)  1:04.18

太田東

齋藤　美那　(1)  1:04.78

太田女

橋爪　七海(2)  1:05.32

市立太田

前川　月乃(1)  1:06.00

前橋女

中本　茜音(3)  1:07.18

大泉西中

１５００ｍ 清水りの(1)  4:41.04

古巻中

清水  佑華(3)  4:45.96

尾島中

清水 愛実(3)  4:50.56

館林四中

吉田 萌華(1)  4:56.81

沼田中

梅澤    楓(2)  4:57.05

尾島中

大林  美桜(1)  5:02.73

藤岡西中

吉澤    昊(1)  5:03.30

沼田南中

笠原 凜音(2)  5:03.33

片品中

３０００ｍ 星野　優香(2) 11:10.21

前橋西

伊勢川　芽生(2) 11:11.39

健大高崎

鈴木　歌菫 11:17.92

高崎経済大

武田　菜月(2) 11:21.19

健大高崎

上原　妃蘭莉(3) 11:23.15

健大高崎

金子　美乃莉(1) 11:30.29

群馬工高専

町田　結香(2) 11:30.90

健大高崎

武田　奈緒(1) 11:36.06

伊勢崎商

５０００ｍ 清水　真帆 15:48.76

NSSﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

西原　加純 15:59.43

ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

田﨑　優理 16:06.21

ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

筒井　咲帆 16:08.40

ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

石井　寿美 16:12.02

ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

市川　珠李 16:31.41

ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

荻野　実夕 16:51.42

NSSﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

竹地　志帆 17:02.74

NSSﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

走高跳 大澤　凜(2) 1m70

太田女

館　遥香(2) 1m55

高崎商

田村　美優(1) 1m55

高崎商

大木  優奈(2) 1m50

群馬南中

坂本　凜夏(1) 1m45

前橋育英

松本  絆来(2) 1m45

太田中

髙瀬  結愛(2) 1m45

箕郷中

金井  梨音(2) 1m40

赤堀中

走幅跳 成澤  柚日(1)   5m20/+2.8

薮塚本町中

小石  芹奈(2)   4m91/+3.1

前橋七中

舘    蒼空(2)   4m70/+4.3

中之条中

根岸  里奈(3)   4m69/+3.9

あずま中

今井  美羽(2)   4m58/+4.6

宝泉中

髙橋  もも(2)   4m55/+2.5

四ツ葉学園

木暮  理桜(2)   4m48/+5.9

あずま中

野村このか(1)   4m43/+3.4

古巻中

砲丸投

(2.721kg)

五十嵐  瑛(2)  11m39

富士見中

吉田  晴南(2)  10m70

赤堀中

井上  瑠華(2)  10m13

薮塚本町中

川浦  もえ(1)   9m98

群馬南中

干川  花奏(2)   9m19

前橋七中

横沢  芽依(2)   7m75

嬬恋中

松島  穂波(2)   7m49

大間々東中

円盤投

(1.000kg)

山道　萌衣(2)  38m89

太田女

田中　永夏  37m39

上武大

田中　実久  34m09

群馬大

萬場  美空(3)  28m39

綿打中

飯塚　沙希(2)  26m16

高崎商

中里  菜々(3)  24m26

四ツ葉学園

齋藤　美紗希(2)  21m04

利根実業

梅澤　晴菜(1)  19m71

吾妻中央

やり投

(0.600kg)

近藤　千夏(2)  38m98

前橋育英

熊谷　未来  38m79

上武大

門倉　千夏(1)  28m71

前橋西

武藤　蓮華(1)  27m44

吉井

小暮　南(2)  26m91

高崎商

鈴木　ひかり(2)  26m50

太田東

羽鳥　菜々美(2)  23m54

清明

高橋　明里(2)  22m54

太田女

女子

トラック　審判長：田中　恵一

フィールド審判長：立石　明夫

記　録　主　任　：吉田　正

11月 3日  9:00 晴れ  16.5℃   55％ 北 3.4m/s

11月 3日 10:00 晴れ  18.0℃   48％ 北 1.8m/s

11月 3日 11:00 晴れ  19.5℃   47％ 北北東 2.8m/s

11月 3日 12:00 晴れ  19.5℃   47％ 北 1.2m/s

11月 3日 13:00 晴れ  19.5℃   44％ 東 1.4m/s

凡例（NSS:規定外(TR5/国内R143)）


