
平成21年度 第40回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ陸上競技大会群馬県予選会 (09103002) 決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会

競技場：正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場) 期日:平成21年9月5日(土)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

A 100m 05日 大島  梨砂(3) 12秒72 高橋  桃子(3) 13秒04 櫻井  陽菜(3) 13秒40 近藤  怜花(3) 13秒53 池田  由希(3) 13秒56 安田  志帆(3) 13秒65 永田  百佳(3) 13秒65 浅野歌菜杏(3) 13秒72
ト 前橋第五 +0.2 大類 +0.2 大類 +0.2 古巻 +0.2 城西 +0.2 南橘 +0.7 共愛学園 +0.7 中央中等 +0.7

女 ラ A 200m 05日 栗本  玲奈(3) 27秒10 櫻井  陽菜(3) 27秒97 池田  由希(3) 28秒07
ッ 前橋第五 -2.7 大類 -2.7 城西 -2.7
ク A 3000m 05日 関根  千智(3) 10分16秒48 伊藤望奈津(3) 10分32秒04 井野    瑞(3) 10分38秒24 石田  三季(3) 10分39秒88 土屋    瞳(3) 10分51秒55 佐藤  真衣(3) 10分54秒12 福室  杏奈(3) 10分54秒44 半田  歩実(3) 10分54秒56

子 赤堀 前橋第六 木瀬 東吾妻東 嬬恋東 新島学園 桂萓 宮郷
A 100mH 05日 川原　ジェニ 14秒94 高橋　桃子(3) 15秒73 黒岩　　唯(3) 16秒01 早田　えり(3) 16秒12 土屋　桃子(3) 17秒66 東宮　希依(3) 19秒71
風-0.2 伊勢崎第四 KJR 大類 嬬恋東 休泊 中之条 みどり東
B 100m 05日 星野  朱里(2) 12秒87 千代田由奈(2) 13秒13 寺本百合香(2) 13秒14 田貝　美咲(2) 13秒25 寺島  由菜(2) 13秒34 萩原  瑞生(2) 13秒44 松田  美穂(2) 13秒46 田島  沙耶(2) 13秒47

伊勢崎あずま +0.4 伊勢崎第一 +0.4 前橋第一 +0.9 中尾 +0.4 中之条 +0.4 木瀬 +0.4 群馬大附属 +0.4 富士見 +0.4
B 1500m 05日 大図  智香(2) 4分44秒04 佐久間  鈴(2) 4分45秒84 藤永    優(2) 4分49秒00 三浦紗央里(2) 4分54秒83 佐々木美優(2) 4分57秒54 干川  菜那(2) 4分59秒27 浦尾  真衣(2) 5分01秒36 星野    和(2) 5分02秒03

宮郷 大胡 吉井中央 前橋第六 笠懸南 嬬恋西 宮郷 原町
B 100mH 05日 月田絢優子(2) 15秒49 寺島  由菜(2) 16秒06 井田瑛里子(2) 16秒15 田村  真和(2) 16秒47 吉田  有里(2) 16秒49 小山　東佳(2) 16秒51 茂木万理菜(2) 16秒64 塚原　奈々(2) 16秒74

富岡西 +0.1 中之条 +0.1 高南 +0.1 南橘 +0.1 旭 +0.1 休泊 +0.1 休泊 +0.1 榛名 +0.1
C 100m 05日 宮下  奈々(1) 13秒15 蓮沼  凌加(1) 13秒36 小林  由佳(1) 13秒40 髙栁亜莉沙(1) 13秒48 小黒  紗椰(1) 13秒53 小島麻衣子(1) 13秒54 石原  綾乃(1) 13秒58 渡辺  花衣(1) 13秒81

群馬大附属 +0.2 伊勢崎第一 +0.2 桂萓 +0.2 渋川北 +0.2 桐生広沢 +0.2 中尾 +1.1 群馬大附属 +0.2 富士見 +0.2
C 800m 05日 萩原　愛理(1) 2分23秒19 干川  瑛美(1) 2分23秒53 川崎  淳菜(1) 2分26秒96 石川  瑛子(1) 2分27秒44 櫻井  梨奈(1) 2分28秒55 髙橋  美緒(1) 2分28秒78 齊藤  あや(1) 2分30秒06 岩崎  友香(1) 2分30秒18

新島学園 嬬恋西 吉井中央 高崎新町 玉村 休泊 前橋第七 館林第三
C 100mH 05日 飯野千愛美(1) 17秒21 山口  麗奈(1) 17秒49 八木原愛莉(1) 18秒67 加藤　夏実(1) 18秒89 斎藤  美尋(1) 18秒99 佐藤  麻優(1) 19秒01 増田  果穂(1) 19秒51 山田  奈央(1) 19秒52

富岡南 -2.1 笠懸 -2.1 鎌倉 -1.8 中尾 -2.1 玉村南 -2.1 群馬大附属 -1.8 前橋第五 -2.1 玉村南 -2.1
A 走高跳 05日 川原エリカ(3) 1m61 樺澤  志穂(3) 1m58 依田友希奈(3) 1m55 阿部友梨奈(3) 1m50 吉田しのぶ(3) 1m45 山﨑  清佳(3) 1m35

伊勢崎第四 富士見 下仁田 赤堀 共愛学園 中之条
B 走幅跳 05日 萩原  瑞生(2) 5m04 千代田由奈(2) 4m93 飯野  真由(2) 4m88 古舘奈都乃(2) 4m76 井上  鈴花(2) 4m67 南山  知花(2) 4m59 越智  彩子(2) 4m55 渡邉　莉子(2) 4m55

フ 木瀬 -0.3 伊勢崎第一 0.5 榛名 -0.0 入野 0.0 大胡 -0.6 太田南 0.2 前橋第五 0.6 中尾 -0.5
ィ B 砲丸投 05日 樋口  真奈(2) 12m22 津金  恵美(2) 11m35 坂本  佳奈(2) 8m33 砂山  奈緒(2) 8m23 関口真理子(2) 7m89 田中  志歩(2) 7m75 萩原  実優(2) 7m35 武井　颯季(2) 7m10
| 箱田 館林第一 館林第三 伊勢崎あずま 入野 大胡 高南 中尾
ル C 走幅跳 05日 福島  彩希(1) 4m92 木村ひかり(1) 4m61 浅和千早奈(1) 4m61 山口  彩夏(1) 4m61 平石  風歩(1) 4m59 宿村  美希(1) 4m55 諸田  依蕗(1) 4m33 東都  靖巳(1) 4m29
ド 太田南 0.3 高南 -0.7 嬬恋西 1.3 前橋第三 0.2 みどり東 0.0 伊勢崎第一 -1.4 渋川北 -2.1 城東 0.4
C 砲丸投 05日 中鉢  玲美(1) 9m34 平石  風歩(1) 8m76 米岡せりな(1) 8m75 神山  侑果(1) 8m10 池田菜々花(1) 8m09 林　優里奈(1) 7m88 齋藤麻莉那(1) 7m75 大塚  有紗(1) 7m13

樹徳 みどり東 桐生広沢 みどり東 子持 玉村南 樹徳 東吾妻東
A･B 05日 日野原菜摘(3) 26m12 塚本    愛(3) 25m49 下山    梓(3) 23m49 寺島  麻友(3) 22m80 橋詰麻莉乃(3) 22m11 伊藤明日香(2) 20m44
円盤投 伊勢崎第四 宮郷 宮郷 中之条 中之条 生品
A･B ｼﾞｬ 05日 小河原智絵(2) 36m92 青木  千春(3) 32m87 大島  優奈(3) 32m67 川井  麻菜(3) 32m35 岡戸  佑奈(3) 29m24 寺島  麻友(3) 27m72 小材  怜子(2) 25m90
ﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 境南 榛名 館林第四 城西 館林第一 中之条 吉岡

吉田早耶香(3) 29m24
館林第四

KJR 県中学校新記録

トラック審判長 田中　宏巳 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 波多野　重雄 記録主任 関      稔

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
8時30分 9時30分 10時30分 11時30分 12時30分 13時30分

9月5日(土) 晴､28℃､51%､北東0.7m 晴､27℃､63%､南東0.5m 晴､28℃､51%､北1.9m 晴､29℃､52%､南0.7m 晴､29℃､52%､南南東2.1m 晴､29℃､52%､南東1.7m


