
平成20年度　春季記録会 決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会

競技場：高崎市浜川競技場 期日:平成21年4月11日(土)12(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 12日 五十嵐　由香(3) 12秒57 高橋  桃子(3) 13秒15 生田  菜津美(3) 13秒24 石田　笑(2) 13秒35 廣木　恵梨(2) 13秒40 高経大附高 -0.1 近藤  怜花(2) 13秒53 高橋　佐季(1) 13秒58
富岡東高 -1.8 大類中 -1.8 農大二高 -1.8 高経大附高 -1.5 柳岡　佑理恵(2) 13秒40 高崎北高 -1.5 古巻中 -0.1 高経大附高 -1.8

細川    栞(2) 13秒58
富岡東高 -1.5
林    佑美(2) 13秒58
高崎女高 -1.8

200m 11日 五十嵐　由香(3) 25秒54 生田  菜津美(3) 27秒10 金井　美佳(2) 27秒39 櫻井  陽菜(3) 27秒48 林　佑美(2) 27秒73 横沢  舞莉(3) 27秒91 服部　裕未 27秒96 高橋　佐季(1) 28秒01
ト 富岡東高 農大二高 高崎女高 大類中 高崎女高 嬬恋東中 新潟医療福祉大 高経大附高
400m 12日 赤羽 南美(3) 59秒75 金井　美佳(2) 1分00秒47 遠藤  紗織 1分01秒90 冨澤　明日歩(2) 1分01秒95 高藤  玲奈(2) 1分02秒76 原口　愛美(3) 1分04秒33 小井土  美貴(2) 1分05秒63 篠﨑  春奈(2) 1分06秒10

ラ 高崎女高 高崎女高 新潟医療福祉大 高崎北高 榛名中 高崎女高 健大高崎 農大二高
女 800m 11日 永井明日香(3) 2分19秒90 冨澤　明日歩(2) 2分21秒46 藤永    優(2) 2分25秒14 石黒  幸(3) 2分25秒83 高橋　萌(3) 2分26秒41 宮崎  瞳(2) 2分26秒44 永井　李奈(3) 2分26秒54 高藤  玲奈(2) 2分26秒83
ッ 中之条中 高崎北高 吉井中央中 長野原高 高崎女高 県央高 月夜野中 榛名中
1500m 12日 永井明日香(3) 4分40秒95 小針　梨沙(2) 4分50秒60 宮崎  瞳(2) 4分51秒57 伊藤  優衣(2) 4分56秒49 星野　　和(2) 4分57秒22 神宮  萌(2) 4分59秒17 小井土  美貴(2) 4分59秒67 永井　李奈(3) 5分00秒23

子 ク 中之条中 富岡東高 県央高 県央高 原町中 健大高崎 健大高崎 月夜野中
3000m 11日 神宮  萌(2) ######### 吉田　里美 ######### 坂本  美穂(3) ######### 竹渕  紀子(2) ######### 諸田  有理帆(3) ######### 石井  真実(2) ######### 田島　由加里(2) ######### 入澤　優(1) #########

健大高崎 創造学園大 健大高崎 県央高 県央高 渋川女高 高経大附高 健大高崎
100mH 11日 金井  瞳(2) 16秒00 中村　美樹(1) 16秒25 小林  聖季(2) 17秒17 本木  優(2) 17秒35 田中　早紀(3) 17秒45 入内島  詩織(2) 18秒60 関口  瑞希(3) 19秒13 浅井　真莉奈(1) 21秒35
(0.840m) 高経大附高 -0.2 高経大附高 -0.2 県央高 -0.2 藤岡中央高 -0.2 富岡東高 -0.2 渋川女高 +0.6 渋川女高 +0.6 吉井高 +0.6
100mH 11日 高橋  桃子(3) 16秒35 井田瑛里子(2) 16秒73 塚原  奈々(1) 17秒36 岩井  あみ(2) 17秒39 島田  佳奈(2) 17秒60 土谷  桃子(3) 17秒66 滝澤  亜由美(14 18秒18 山岸華菜子(3) 18秒29
(0.762m) 大類中 +0.0 高南中 +2.0 榛名中 +0.0 富岡西中 +0.0 並榎中 +0.0 中之条中 -2.0 矢中中 +0.0 吉井中央中 -2.0
400mH 12日 赤羽 南美(3) 1分04秒89 原沢  希(2) 1分06秒98
(0.762m) 高崎女高 渋川女高
走高跳 12日 田中　早紀(3) 1m55 関口  友里(3) 1m50 鈴木  美憂(2) 1m50 関口  麻里(3) 1m50 佐藤　春菜(1) 1m45 櫻井　加奈絵(2) 1m45 大久保奈々(3) 1m45 田貝  美咲(2) 1m35

富岡東高 渋川北中 中之条高 渋川女高 高経大附高 高崎北高 中尾中 中尾中
棒高跳 12日 田中　亜希子(3) 3m40 飯山　彩加 3m20

樹徳高 群馬大
フ 走幅跳 11日 黒岩    唯(3) 5m37 加藤　愛理(2) 5m28 石田　笑(2) 5m10 築山　茉実(3) 5m07 河野 悠(3) 5m05 加藤  里奈(3) 4m99 黒岩  由樹(2) 4m89 瀬間　美菜子(1) 4m87

嬬恋東中 1.0 高崎女高 1.5 高経大附高 2.8 富岡東高 1.6 高崎女高 1.8 富岡西中 1.6 渋川女高 1.0 高経大附高 -1.0
ィ 三段跳 12日 黒岩  由樹(2) 11m29 加藤　愛理(2) 10m45

渋川女高 0.4 高崎女高 0.9
｜ 砲丸投 12日 茂木　寛充(3) 10m49 西浦　香織(1) 9m89 吉田  智鶴(2) 9m81 飯島 紀佳(3) 9m35 三木　彩実(3) 8m79 後藤  莉那(3) 8m49 藤井　夕生(3) 8m26 金井　玲奈(2) 8m17
(4.000kg) 富岡東高 高経大附高 渋川女高 高崎女高 富岡東高 県央高 渋川女高 吾妻高

ル 砲丸投 12日 寺島  麻友(3) 11m79 松下  理歩(2) 11m54 橋詰麻莉乃(3) 10m02 熊谷  彩歌(3) 9m25 大谷しのぶ(3) 8m95 塚原  奈々(1) 8m41 荒牧亜須香(3) 7m93 関口真理子(2) 7m60
(2.721kg) 中之条中 榛名中 中之条中 嬬恋東中 吉井中央中 榛名中 群馬中央中 入野中

ド 円盤投 11日 西浦　香織(1) 35m76 茂木　寛充(3) 35m10 三木　彩実(3) 30m79 岡村　真実(3) 30m41 井上　智絵(2) 28m78 中島　桃子(2) 28m24 飯島 紀佳(3) 26m96 吉田  智鶴(2) 26m85
(1.000kg) 高経大附高 富岡東高 富岡東高 高崎女高 高経大附高 富岡東高 高崎女高 渋川女高
やり投 12日 中島　菜月(3) 37m70 浦野　ちさと(3) 35m95 土屋　みどり(3) 31m64 茂木  美樹(3) 29m95 唐澤  とも江(3) 29m10 神原　郁美(2) 28m74 中井　優花(3) 27m40 高橋  舞(3) 27m30
(0.600kg) 高崎女高 富岡東高 吾妻高 藤岡中央高 中之条高 高崎商高 渋川女高 県央高
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 12日 小林  真夕(3) 29m30 松原  菜々(3) 21m97
ｽﾛｰ 吉井中央中 吉井中央中

審判長 永井　正樹 記録主任 吉田　　正

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
10時00分 11時00分 12時00分 13時00分 14時00分

晴､23℃､26%､西､0.1m/sec 晴､24℃､21%､北西､2.1m/sec 晴､25℃､17%､南東､0.8m/sec 晴､26℃､17%､東､1.2m/sec 晴､26℃､20%､北東､1.8m/sec
10時00分 11時00分 12時00分 13時00分 14時00分

晴､17℃､52%､北東､0.2m/sec 晴､18℃､53%､東､2.0m/sec 曇､19℃､46%､北東､1.1m/sec 晴､20℃､48%､東､0.8m/sec 晴､21℃､49%､南東､0.7m/sec

4月11日(土)

4月12日(日)


