大会名

渋川北群馬

総合体育 大会(陸上競技)結果一覧
平成20年

種 目

１位
氏名 （所属・学年）

１年男子100m

須藤 勇樹（古巻・１）

１年男子1500m

柄澤 拓也(古巻・１）

２年男子100m

森田恭平(伊香保・２）

記録

２位
氏名 （所属・学年）

１２”３ 小池 竣也(渋北・１)
４’３３”１ 関

樹道(古巻・１）

記録

３位
氏名 （所属・学年）

１３”３ 清水 剛志(吉岡・１)
４’５３”７ 田中

成(吉岡・１)

記録

7月

21日

４位
氏名 （所属・学年）

実施
記録

於：渋川市総合運動公園陸上競技場
５位
氏名 （所属・学年）

記録

６位
氏名 （所属・学年）

記録

１３”４ 清水 良輔(金島・１）

１３”６ 小林 祐介(渋北・１）

１３”７ 荒木淳之介(子持・１）

１３”９

５’０４”６ 磯部 貴史(古巻・１)

１８”６ 小野沢 亮(渋北・１)

５’２６”３ 芝崎 健太(北橘・１）

５’２６”７

１３”１ 横山 祐希(渋北・２)

１３”５ 森田祥平(伊香保・２）

１３”６

１２”６ 海老沼洋輔(伊香保・３)

１２”８ 齋藤恭祐(伊香保・３）

１３”５

１２”７ 高橋 一歩(北橘・２）

１２”９ 寺内 涼介(吉岡・２)

１３”０ 一場

隼(古巻・１)

１２”１ 田中

亘(吉岡・３)

１２”５ 松村 光起(北橘・３）

3年男子100m

南

拓也(子持・３）

１１”７ 岡村 知明(北橘・３）

共通男子
1500m(2,3年のみ)

小林 水友(吉岡・３)

４’３４”９ 佐々木 翼(北橘・３）

４’３９”２ 米沢 智泰(吉岡・３）

４’４４”１ 篠原 正樹(吉岡・２)

４’４６”３ 並木 崇人(古巻・３）

４’４６”８ 飯塚 智也(古巻・３）

４’４８”３

共通男子200m

南

２４”４ 岡村 知明(北橘・３）

２５”１ 齋藤恭祐(伊香保・３）

２５”３ 松村 光起(北橘・３）

２５”８ 牧口健太郎(榛東・３）

２５”８ 須藤 勇樹(古巻・１)

２６”１

共通男子400m

高橋

大(吉岡・３）

５７”０ 樋口

翔(吉岡・３）

６０”２ 浅田 克海(北橘・３）

６０”９ 小林 篤史(吉岡・２）

６２”１ 西田 勇太(北橘・２）

６３”２ 小林 祐介(渋北・１）

６５”２

共通男子800m

高橋

大(吉岡・３）

２’１９”３ 飯塚 智也(古巻・３）

２’２０”１ 飯塚 大起(吉岡・３）

２’２１”２ 佐々木 翼(北橘・３）

２’２３”１ 藤井 恵一(渋川・３）

２’２６”８ 番場 祐喜(渋北・３)

２’２８”９

共通男子3000m

小林 水友(吉岡・３）

９’５９”８ 米沢 智泰(吉岡・３）

１０’１０”５ 並木 崇人(古巻・３）

１０”１４”４ 関

樹道(古巻・１）

１０’２７”０ 牧野 大輔(金島・２）

１０’５２”１ 重原 義将(北橘・２）

１１’００”４

共通男子110mH

森田祥平(伊香保・２）

１８”２ 為谷 直哉(北橘・２）

２０”１ 野村健太郎(吉岡・２）

２０”９ 根岸 陽平(吉岡・３）

２１”５ 登坂 健志(古巻・２）

２１”８ 坂田 剛大(吉岡・３)

２２”０

4×100mR

吉岡中・北橘中

４８”３

５１”４

５１”５

５１”８

５３”９

共通男子走幅跳

塩田 貴秀(渋北・３）

５ｍ６４ 木村 光紀(北橘・３）

５ｍ５７ 髙柳 亮太(渋北・３）

５ｍ３４ 森田恭平(伊香保・２）

５ｍ２０ 一場

共通男子走高跳

高橋 一歩(北橘・２）

１ｍ６５ 諸田 朋和(北橘・３）

１ｍ５５ 小林 篤史(吉岡・２）

１ｍ５０ 横山 祐希(渋北・３）

１ｍ４５ 柳岡 英一(吉岡・３)

１ｍ３０

共通男子棒高跳

田中

４ｍ５０ 田中

３ｍ１０ 石関 崇人(吉岡・１）

２ｍ４５

共通男子砲丸投

柳井 優一(北橘・２）

８ｍ０４ 柴崎敦樹(伊香保・２）

７ｍ５９ 田村拓也(伊香保・２）

７ｍ４５ 朝比奈光輔(吉岡・３)

７ｍ３８ 柴崎 和樹(吉岡・３）

種 目

拓也(子持・３）

亘(吉岡・３）

１位
氏名 （所属・学年）

渋 北 中

成(吉岡・１）

８ｍ９１ 篠原聡志(伊香保・２）

記録

２位
氏名 （所属・学年）

記録

３位
氏名 （所属・学年）

記録

榛 東 中

４位
氏名 （所属・学年）

記録

古 巻 中
隼(古巻・２）

５位
氏名 （所属・学年）

子 持 中

５ｍ１４ 後藤嵩志(伊香保・３）

記録

６位
氏名 （所属・学年）

４ｍ８４

７ｍ２４

記録

１年女子100m

塩浦 真帆(子持・１）

１４”７ 阿久澤舞衣(北橘・１）

１４”７ 森田美乃里(吉岡・１）

１４”９ 永田 真菜(吉岡・１）

１５”０ 柳井 優実(北橘・１）

１５”２ 番場 明穂(渋北・１）

１５”５

１年女子走幅跳

小材 茉央(吉岡・１）

４ｍ１５ 柳井 亜紀(子持・１）

４ｍ０２ 山口 幸子(子持・１）

３ｍ９０ 森田美乃里(吉岡・１）

３ｍ７３ 生方 夢女(子持・１）

３ｍ６８ 鳥山 優惟(北橘・１）

３ｍ６５

２年女子100m

近藤 怜花（古巻・２）

１４”０ 伊藤 美佳(渋川・１）

１４”１ 松井 美穂(金島・２）

１４”３ 高橋 奈那(渋川・２）

１４”８ 安中 奈緒(吉岡・２）

１４”８ 山本 ゆう(渋北・２）

１５”３

３年女子100m

荒木 美結(吉岡・３）

１３”６ 角田 夏菜(吉岡・３）

１３”８ 今井 那緒(北橘・３）

１４”１ 浅井あいみ(子持・３）

１４”２ 大塚 史穂(吉岡・２）

１４”２ 青木 佑香(古巻・３）

１４”７

共通女子走幅跳
（2・3年生のみ）

近藤 怜花（古巻・２）

４ｍ７６ 金岡 沙希(渋北・２）

茜(吉岡・３）

４ｍ６３ 植野 真優(渋北・３）

４ｍ４５ 石田 菜美(北橘・３）

４ｍ４３ 伊藤 優里(古巻・３）

４ｍ３４

共通女子200m

荒木 美結(吉岡・３）

２８”８ 角田 夏菜(吉岡・３）

２９”０ 伊藤 美佳(渋川・２）

３０”３ 高橋希良々(渋北・２）

３１”０ 阿久澤舞衣(北橘・１）

３１”２ 宮下世玲奈(子持・３）

３１”５

共通女子800m

今井 美穂(北橘・３）

２’３１”１ 福島 璃子(渋北・２）

２’３３”６ 小材 茉央(吉岡・１）

２’３７”４ 石坂麻衣子(古巻・２）

２’３８”８ 今泉 沙紀(子持・２）

２’３９”４ 小野里理恵(金島・２）

２’４３”１

共通女子1500m

今井 美穂(北橘・３）

５’１２”１ 高橋 佑佳(北橘・３）

５’１２”４ 角張 友子(古巻・１）

５’１３”２ 狩野奈津希(古巻・２）

５’１６”７ 福島 璃子(渋北・２）

５’２９”３ 川島 睦美(渋北・３）

５’３７”１

共通女子100mH

青木 結衣(吉岡・３）

１６”７ 石田 菜美(北橘・３）

１７”４ 萩原

１８”３ 戸所 美玲(金島・３）

１８”４ 村田 彩織(渋北・２）

１８”７ 青木 佑香(古巻・３）

１９”４

５４”３

５５”４

５６”４

５６”６

５７”８

５８”９

4×100mR

吉 岡 中

北 橘 中

４ｍ７０ 萩原

茜(吉岡・３）

渋 北 中

金 島 中

渋 川 中

古 巻 中

共通女子走高跳

町田さおり(北橘・３）

１ｍ４０ 関口 友里(渋北・２）

１ｍ３５ 渡邉 美沙(吉岡・３）

１ｍ３０ 松村 佳花(北橘・１）

１ｍ２５ 柳 あかり(北橘・３）

１ｍ２０ 狩野 真実(子持・３）

１ｍ２０

共通女子砲丸投

大塚 史穂(吉岡・３）

９ｍ６２ 青木 結衣(吉岡・３）

９ｍ２６ 伊藤 優里(古巻・３）

８ｍ２１ 高梨 祝子(北橘・２）

６ｍ９８ 山本 ゆう(渋北・２）

６ｍ３８ 角田

５ｍ８２

梓(渋北・２）

