
平成２１年度
正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）

性別 　　種　　目　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 備　　考

１年 １００ｍ 須藤  大雅(1) 箱田 12"53 笛田  大斗(1) 一中 12"71 近藤　弘樹(1) 元中 12"76 羽鳥  大登(1) 東 12"99 重田  俊和(1) 五中 13"02 清水  拓実(1) 七中 13"02 水野  茂保(1) 七中 13"36 清水  陽春(1) 大胡 13"59

 〃   １５００ｍ 鎌田  晃輔(1) 南橘 4'40"73 菊島  龍翔(1) 大胡 4'41"91 齋藤    翔(1) 桂萱 4'42"02 村上  智志(1) 南橘 4'45"01 小林    聖(1) 鎌倉 4'46"04 親松  功己(1) 一中 4'49"65 齋藤  和弥(1) 附属 4'52"83 飯嶋　拓未(1) 荒砥 4'56"12

２年　１００ｍ 藤本  真吾(2) 五中 11"74 塚本  弘樹(2) 木瀬 11"83 篠﨑  拓郎(2) 六中 11"96 山田  圭佑(2) 一中 12"16 室田  拡夢(2) 富士見 12"18 梅山  貴光(2) 附属 12"19 鈴木  祥貴(2) 大胡 12"32 永井    羽(2) 箱田 12"39

３年　１００ｍ 古市  隼人(3) 南橘 11"52 石川    輝(3) 五中 11"53 萩原健太郎(3) 六中 11"58 宮田  巧輝(3) 南橘 11"65 南澤    慶(3) 五中 11"70 手島  叶人(3) 七中 11"86 矢端幸一郎(3) 春日 11"89 平林  大樹(3) 附属 11"90

２･３年 １５００ｍ 志塚  亮介(3) 富士見 4'15"01 新井  琢也(3) 桂萱 4'17"19 高橋    快(3) 一中 4'17"32 吉野  大和(3) 木瀬 4'18"19 船津  力也(3) 富士見 4'26"23 中野    圭(2) 南橘 4'26"47 鈴木  俊貴(3) 鎌倉 4'26"49 坂本    光(3) 五中 4'27"30

男 共通  ２００ｍ 石川    輝(3) 五中 23"60 古市  隼人(3) 南橘 23"67 萩原健太郎(3) 六中 23"87 齋藤    涼(3) 桂萱 24"02 塚本  弘樹(2) 木瀬 24"03 若井  和俊(3) 五中 24"06 手島  叶人(3) 七中 24"44 笹尾  貴大(3) 元中 24"44

 〃  ４００ｍ 若井  和俊(3) 五中 52"00 齋藤    涼(3) 桂萱 52"76 手島  稜登(3) 鎌倉 54"52 鈴木  祥貴(2) 大胡 55"62 角田  友樹(2) 南橘 55"83 市川  諒将(2) 五中 55"93 黒澤  睦貴(2) 箱田 56"23 若林  大勝(2) 三中 57"04

 〃  ８００ｍ 須田  充彦(3) 附属 2'05"18 船津  力也(3) 富士見 2'07"09 坂本    光(3) 五中 2'08"95 鈴木  俊貴(3) 鎌倉 2'09"79 関    渓太(3) 桂萱 2'12"26 須川  裕也(2) 南橘 2'15"02 渡辺  裕貴(2) 七中 2'16"25 坂井  直人(3) 桂萱 2'16"43

 〃 ３０００ｍ 志塚  亮介(3) 富士見 ◎9'09"54 高橋    快(3) 一中 9'10"95 吉野  大和(3) 木瀬 9'14"22 新井  琢也(3) 桂萱 9'22"50 下田    剛(3) 富士見 9'28"58 藤塚俊太郎(3) 春日 9'39"16 中澤  宏輔(3) 六中 9'39"42 滝川    徹(3) 四中 9'48"20

 〃 １１０ｍＨ 笹尾  貴大(3) 元中 15"23 岡田    俊(3) 荒砥 15"82 宮田  巧輝(3) 南橘 16"25 南雲  敬介(3) 六中 16"28 森    達哉(3) 鎌倉 17"05 加藤  秀樹(2) 一中 17"15 小埜  耕平(3) 共愛 17"15

子  〃  ４×1００ｍＲ 第五中学校 44"73 第六中学校 45"57 南橘中学校 46"47 桂萱中学校 46"52 群大附属中学校 46"55 第七中学校 47"14 富士見中学校 47"69 木瀬中学校 47"93

 〃  走高跳 新井  俊哉(3) 七中 1m75 寺川  研吾(3) 一中 1m65 樋澤    怜(3) 木瀬 1m60
井上  泰彦(3)
勝山  彰人(3)

附属
七中

1m55 石本  凌雅(2) 大胡 1m55 佐藤    崇(2) 東 1m55
長岡  勇希(2)
古島  知基(2)

富士見

附属
1m45

 〃  棒高跳 南雲  由則(3) 一中 3m80 下  龍之介(2) 一中 3m60 大塚  晃希(3) 東 3m60 松本  幸生(2) 大胡 3m30

 〃  走幅跳 南澤    慶(3) 五中 6m05 中島  健吾(3) 富士見 6m02 中沢  聖裕(3) 七中 5m76 篠﨑  拓郎(2) 六中 5m65 南雲  敬介(3) 六中 5m65 小泉    光(2) 富士見 5m64 野口  大介(2) 大胡 5m32 根本  隆二(3) 宮城 5m32

 〃  砲丸投 齋藤  龍次(3) 元中 10m24 梅山  陽介(2) 六中 9m89 南雲  由則(3) 一中 9m04 町田  達哉(2) 富士見 8m95 堀越  研翔(3) 桂萱 8m46 荻野    徹(2) 粕川 8m30 田口    叡(3) 桂萱 8m19 浅川  輝希(2) 一中 7m97

１年  １００ｍ 宮下  奈々(1) 附属 13"16 石原  綾乃(1) 附属 13"31 小林  由佳(1) 桂萱 13"40 山口  彩夏(1) 三中 13"76 渡邉  花衣(1) 富士見 13"77 岡田 晴香(1) 荒砥 13"77 北爪  美紀(1) 宮城 13"85 チアキベラニヤ(1) 五中 14"07

 〃  走幅跳 山口  彩夏(1) 三中 4m75 星野ゆりあ(1) 大胡 4m31 徳門めぐみ(1) 五中 4m27 須田  奈穂(1) 南橘 4m25 小林  由佳(1) 桂萱 4m25 増田  果穂(1) 五中 4m21 飯野  伊吹(1) 東 4m19 奈良  涼佳(1) 富士見 4m06

２年　１００ｍ 萩原  瑞生(2) 木瀬 13"09 田島  沙耶(2) 富士見 13"15 寺本百合香(2) 一中 13"17 松田  美穂(2) 附属 13"28 黒谷  綾芽(2) 東 13"76 小嶋  香澄(2) 七中 13"78 井上  鈴花(2) 大胡 13"80 前田  優乃(2) 鎌倉 DNS

３年　１００ｍ 栗本  玲奈(3) 五中 12"57 大島  梨砂(3) 五中 12"63 小櫻麻莉子(3) 七中 12"95 大木  志保(3) 附属 12"99 青栁  利奈(3) 東 13"12 菊池菜々実(3) 鎌倉 13"20 清水    歩(3) 附属 13"38 平澤  成美(3) 粕川 13"46

女 共通 　２００ｍ 栗本  玲奈(3) 五中 26"20 大島  梨砂(3) 五中 26"30 大木  志保(3) 附属 26"66 青栁  利奈(3) 東 26"96 菊池菜々実(3) 鎌倉 27"31 田島  沙耶(2) 富士見 27"35 寺本百合香(2) 一中 27"46 田部井美姫(3) 富士見 27"46

 〃 　８００ｍ 佐久間  鈴(2) 大胡 2'18"64 茂木奈津美(3) 東 2'21"27 三浦紗央里(2) 六中 2'21"29 片山    遙(1) 七中 2'25"03 登丸  未歩(2) 大胡 2'25"22 櫻澤  裕帆(3) 附属 2'25"27 下山  彩香(3) 五中 2'27"41 田中  杏樹(2) 荒砥 2'28"21

 〃  １５００ｍ 茂木奈津美(3) 東 4'44"06 佐久間  鈴(2) 大胡 4'44"81 善養寺流以(3) 六中 4'49"32 伊藤望奈津(3) 六中 4'49"93 福富  麻記(3) 五中 4'49"99 福室  杏奈(3) 桂萱 4'50"21 田中  杏樹(2) 荒砥 5'00"00 長島  翔音(3) 富士見 5'00"91

 〃  １００ｍＨ 高柳亜理沙(3) 南橘 15"36 阿久澤  萌(3) 大胡 15"76 佐藤    優(3) 五中 15"88 坂本  桃子(3) 南橘 16"01 田部井美姫(3) 富士見 16"12 綿貫  理沙(3) 五中 16"97 大島  千春(2) 大胡 17"22 佐藤  香蓮(3) 東 17"96

子  〃  ４×１００ｍＲ 第五中学校 ◎49"37 群大附属中学校 ◎50"47 富士見中学校 51"26 南橘中学校 52"56 東中学校 52"75 大胡中学校 52"98 第七中学校 53"14 木瀬中学校 53"17

 〃  走高跳 吉田しのぶ(3) 共愛 1m50 樺澤  志穂(3) 富士見 1m45 大山瑛李花(2) 七中 1m45 清水あつき(3) 五中 1m45 浅賀裕加利(3) 木瀬 1m45 大澤絵里奈(3) 南橘 1m40 新井    遥(3) 富士見 1m35 新井那奈美(1) 一中 1m30

２･３年  走幅跳 手島優理子(3) 木瀬 5m02 井上  鈴花(2) 大胡 5m00 萩原  瑞生(2) 木瀬 4m91 岩崎  友美(3) 富士見 4m81 進藤  千聖(3) 東 4m80 五十嵐朱里(3) 五中 4m74 高柳亜理沙(3) 南橘 4m73 永田  百佳(3) 共愛 4m47

共通  砲丸投 樋口  真奈(2) 箱田 12m27 劔持  麻美(3) 附属 10m10 黒崎  千晴(3) 東 9m77 横山由季乃(3) 五中 9m02 吉野花朱美(3) 木瀬 8m84 吉野  花子(3) 富士見 8m62 須田  浩美(3) 南橘 7m51 田中  綾乃(3) 南橘 7m43

68 60 55 52.5 48 46 34.5 29

76 50 47 45 44.5 31 31 22

◎：大会新記録 審判長自著　　岩崎　真人 記録自著　　富永　　誠

は県大会出場

第　六　位

第６２回前橋市中学校陸上競技大会
平成21年7月21日

第　一　位 第　二　位 第　三　位 第　四　位 第　五　位 第　七　位 第　八　位

富士見中学校 桂萱中学校 第七中学校 木瀬中学校第六中学校男　子　総　合 第五中学校 第一中学校 南橘中学校

第七中学校東中学校 富士見中学校 木瀬中学校 南橘中学校女　子　総　合 第五中学校 群大附属中学校 大胡中学校


