
2009日本グランプリシリーズ最終戦　第34回日本選抜混成競技大会
第25回日本ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会(混成競技) (09500246) 群馬リレーカーニバル(09100008)
主　催：群馬陸上競技協会 審判長 高橋　勝則

後　援：(財)日本陸上競技連盟/ 群馬県教育委員会 /群馬県体育協会/前橋市/前橋市教育委員会/前橋市体育協会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 加藤  祐司

協 賛:ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 混成審判長 樫崎　龍一

協 力:株式会社ヤマダ電機 記録主任 吉田　正

競技場：正田醤油スタジアム群馬(101010) 期日:平成21年10月10日(土)～11日(日)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 G 200m 11日 高瀬    慧 20秒90 秋元  延大 20秒99 田嶋  和也 21秒01 田岡  洋和 21秒18 小川　恭輔 21秒19 宮﨑　  久 21秒44

子 P 風+2.9 静  岡･順天堂大 秋　田･順天堂大 福　島･東海大 山　口･STC

800m 11日 宮崎    輝 1分51秒97 佐藤　　悠 1分53秒68 鷹見    聡 1分53秒71 服部    直 1分53秒75 越塚  康成 1分54秒78 糸川　航太 1分54秒99 吉井　弘樹 1分56秒18 佐藤　広樹 2分00秒69

埼　玉･自衛隊体育学校 青　森･早稲田大 神奈川･東海大 東　京･NMT4 千　葉･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾜｰｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 広　島･早稲田大院 埼　玉･自衛隊体育学校

砲丸投 11日 山田  壮太郎 18m03 村川  洋平 17m73 畑瀬    聡 16m67 福島  翔太郎 15m36 菅原  和紀 15m28 鳥羽瀬  貴仁 14m94 秋本  壯樹 14m25

(7.260Kg) 群　馬･群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 島　根･九州情報大 宮　城･東海大 三  重･国士舘大 東　京･慶應大

混成10種競技 11日 右代  啓祐 7856点 田中  宏昌 7213点 土井  翔太 7175点 東中  陽太郎 7100点 染谷  幸喜 7085点 村田    龍 7042点 林田  章紀 7003点 平松  忠浩 6955点

北海道･国士舘大 東　京･ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ 香  川･早稲田大 京　都･中京大 千　葉･順天堂大 神奈川･国士舘大 長　崎･順天堂大 神奈川･国士舘ｸﾗﾌﾞ

Ｊ 混成10種競技 11日 平岡  優季 6725点 北見  恭平 6495点 澤田  右京 6360点 田野  達也 6237点 三村  瑞樹 6227点 岩科    伶 6096点 梅原  由輝 5970点 金房  勇太 5946点

Ｒ 大　阪･平成国際大 新  潟･平成国際大 福　岡･東洋大 大　阪･大阪体育大 長  野･伊那北高 茨　城･東京学芸大 静  岡･日本体育大 神奈川･日本体育大

女 G 200m 11日 丹野  麻美 23秒57 佐藤  真有 24秒05 松田　  薫 24秒15 桑原  千紘 24秒31 長倉  由佳 24秒45 五十嵐  由香 24秒48 栗本　佳世子 25秒06

子 P 風+5.0 福　島･ﾅﾁｭﾘﾙ 福　島･ﾅﾁｭﾘﾙ 福　島･ﾅﾁｭﾘﾙ 埼　玉･早稲田大 静  岡･都留文科大学 群　馬･富岡東高 福　島･ﾅﾁｭﾘﾙ

800m 11日 岸川  朱里 2分08秒64 須永　千尋 2分10秒24 木村  朝美 2分10秒74 田阪  亜樹 2分10秒81 野村  友香里 2分13秒59

神奈川･NPO STCI 東　京･東京陸協 埼　玉･平成国際大 岡　山･天満屋 埼　玉･中央大

400mH 11日 久保倉　里美 57秒41 田子    雅 59秒29 水村  明日香 59秒54 米田  知美 1分01秒08 千葉　　緑 1分01秒23 宮地  佑佳 1分01秒48 清水　未来 1分01秒95 山本    望 1分02秒56

(0.762m) 埼　玉･中央大 埼　玉･平成国際大 大　阪･中央大 青　森･福島大 東　京･平成国際大 兵　庫･早稲田大

走高跳 11日 福本    幸 1m77 三村　有希 1m74 藤沢  潔香 1m74 相原　夕記 1m71 清水  真彩 1m65 大浦　暁絵 1m65

大　阪･大阪陸協 大　阪･関西大 千　葉･鎌ヶ谷みちるAC 奈　良･天理大 三  重･近大高専 福　岡･早稲田大

三段跳 11日 三澤　涼子 13m02 山根　愛以 12m76 吉田  麻佑 12m72 清瀬　静佳 12m59 竹田　小百合 12m54 藤田　奈保子 12m37 吉田  早希 12m35 下山  友里 12m20

長  野･ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ ﾔﾏﾄﾔ W3.8 兵　庫･関西大 W2.7 岐  阜･福岡大学 W5.2 大　阪･原田教育研究所 W5.1 北海道･北海道教 W3.1 埼　玉･ｻﾝﾜｰﾙﾄﾞ W2.6 京　都･福島大 W3.6 東　京･早稲田大 W5.9

砲丸投 11日 白井  裕紀子 15m10 蛭田　伶菜 14m42 佐藤　あずさ 14m36 鈴木　梨枝 13m79 針谷  瑠里 13m70 茂山  千尋 13m60 佐藤　明美 13m59 横溝　千明 13m48

(4.000Kg) 滋　賀･滋賀陸協 兵　庫･筑波大 北海道･筑波大 東　京･九州情報大 群　馬･しきしま 三  重･国士舘大 北海道･国士舘大 山　口･STC

混成7種競技 11日 中田  有紀 5563点 伊藤  みのり 5211点 竹原  史恵 5022点 赤井  涼香 4960点 本多    綾 4896点 安田  地中海 4855点 長島  一菜 4782点 山下    絢 4751点

愛  知･小島ﾌﾟﾚｽ 兵　庫･筑波大 京　都･中央大 千　葉･順天堂大 奈　良･大和ガス 兵　庫･関西大

Ｊ 混成7種競技 11日 神田  早妃 5035点 桐山  智衣 4838点 山本  李奈 4756点 岡部ｿﾌｨ満有子 4721点 谷口  紗和子 4669点 西田  亜貴 4649点 永尾  美樹 4594点 高智  真由香 4408点

Ｒ
w　追い風参考記録

兵　庫･関西大 岐  阜･県立岐阜商高 広　島･市立沼田高兵　庫･市立尼崎高三  重･桑名工業高兵　庫･園田学園高山　形･山形北高石  川･小松商業高

大　阪･関西大 神奈川･BWC･藍田学舎

新  潟･新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

千　葉･国士舘大

長  野･福島大

愛  知･日本保育ｻｰﾋﾞｽ

兵　庫･法政大 茨　城･ｽｽﾞｷ自販茨城

東　京･国士舘大
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主　催：群馬陸上競技協会 審判長 高橋　勝則
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協 賛:ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 混成審判長 樫崎　龍一
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種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

リ 一 4×100mR 11日 前橋育英高 42秒04 上武大 42秒05 群馬大 42秒38 前橋育英B 43秒34 太田東高 43秒49 前橋高 43秒55 渋川高 43秒68 高崎高 44秒21

レ 般 鏑木　陽介(3) 永井　雄馬 岩崎　将大 中島　宥人(2) 小林  和平(2) 中島　宏典(2) 南  拓也(1) 髙橋　佑輔(1)

｜ 男 有本  暁(3) 大澤　純弘 安部　文隆 原　佑介(2) 蓼沼  雅治(2) 遠藤　瑞貴(2) 深井  慎一(2) 田代　和也(1)

カ 子 小林　優仁(3) 木村　俊貴 佐藤　恒一 古屋　敦司(2) 丸橋  健人(2) 髙橋　舟(2) 細谷  亮太(1) 真鍋　圭輔(2)

｜ 渡辺  武宏(3) 長谷川　優輝 福田 雄介 関　祐太(1) 荒木  祐人(2) 大石　浩貴(2) 内藤  亮(1) 長壁　拓郎(1)

ニ 4×400mR 11日 前橋育英高B 3分22秒73 桐生南高E 3分27秒97 高崎経済大 3分29秒17 桐生高 3分29秒72 中之条高 3分30秒32 前橋育英高A 3分30秒84 前橋高 3分32秒03

バ 小林　優仁(3) 山田  昂大(1) 田中　邦尚 澤田  悠貴(1) 樋田  朋大(2) 古屋　敦司(2) 髙橋　舟(2)

ル 鏑木　陽介(3) 堀内  俊佑(2) 黒岩　雅史 岩野  康平(1) 小池  大貴(2) 中島　宥人(2) 廣　大輔(1)

宮澤　友貴(3) 稲川  聖(2) 小山　英計 鵜生川  督人(1) 野口  陽介(1) 関　祐太(1) 楢原　潤也(1)

有本  暁(3) 宮内  智成(1) 長谷川　季郎 小濱  光弘(2) 磯井  翔太(1) 石原　義貴(2) 遠藤　瑞貴(2)

中 4×100mR 11日 高松中 47秒28

学 新井  達也(2)

生 谷内  健人(2)

男 鈴木  夢人(2)

子 上原  一輝(2)

小 4×100mR 11日 前橋市陸協 53秒13 高崎市陸協 57秒09

学 千吉良　光輝(6) 橋本　大輔(5)

生 佐藤　凌雅(6) 唐澤　海都(6)

男 平野　達哉(6) 小林　鉄尚(6)

子 黒川　真登(6) 伊藤　正和(6)

リ 一 4×100mR 11日 中央中等 50秒53 大類中 51秒27 清明高 52秒31 吾妻高 52秒39 館林女高 52秒60 渋川女高 52秒83 前橋南高 6位　　52秒8前橋西高 53秒43

レ 般 仲上  美優(2) 千野  祐子(2) 原田　亜耶(1) 横手　香菜(2) 小野里  理奈(1) 大塚　史穂(1) 西渕　博子(1) 渡邊  綾乃(2)

｜ 女 倉金  真理亜(1) 櫻井  陽菜(3) 廣田  順子(1) 飯塚　祐里(1) 小貫  綾乃(2) 高橋　望(2) 武井  美樹(2) 鎌田  礼菜(2)

カ 子 古瀬　貴絵(2) 上原  理子(2) 登丸  未和(1) 飯塚　梨佐(2) 町田  実沙季(1) 上原　理奈(2) 池田　香奈(1) 関  綾乃(2)

｜ 重田  悠李(2) 高橋  桃子(3) 星野  桃子(1) 布川　理奈(2) 木嶋　聡恵(2) 黒岩  由樹(2) 鎌田  沙穂(2) 萩原  茜(1)

ニ 4×400mR 11日 渋川女高 4分08秒10 清明高 4分15秒12 太田女高A 4分17秒76 前橋女高 4分18秒39 前橋西高 4分22秒89 前橋南高 4分23秒78 館林女高 4分26秒30 太田女高B 4分53秒76

バ 原沢  希(2) 星野  桃子(1) 室井  由喜(2) 貝賀　里緒菜(1) 鎌田  礼菜(2) 柄澤　あゆみ(2) 木嶋　聡恵(2) 赤井  美奈子(1)

ル 石井  真実(2) 廣田  順子(1) 松崎  瞳(1) 坂田　萌(1) 関  綾乃(2) 鎌田  沙穂(2) 小貫  綾乃(2) 池田  菫(1)

高橋　望(2) 登丸  未和(1) 山本  加奈子(2) 中嶋　若菜(2) 須田  夏海(2) 池田　香奈(1) 町田  実沙季(1) 金子  芽衣(2)

國分  裕恵(2) 原田　亜耶(1) 渡辺  麻友(1) 原澤　杏(2) 渡邊  綾乃(2) 青栁　亜咲季(1) 小川  沙羅(1) 小川  華子(2)

中 4×100mR 11日 群馬大附中 51秒88 大類中 52秒25 藤岡東中 53秒95 邑楽中 56秒35

学 加藤　早織(2) 重田  七菜(2) 中里  瑠奈(2) 新井　夏奈子(2)

生 宮下  奈々(1) 上原  理子(2) 高良  恵美(1) 金井　佑夏(2)

女 松田　美穂(2) 新井  千裕(2) 浦部  希実(1) 松本　彩(2)

子 石原  綾乃(1) 千野  祐子(2) 高栁  ﾕﾘｶ(2) 和田　恵里(2)

小 4×100mR 11日 前橋市陸協 54秒70 高崎市陸協Ａ 56秒89 高崎市陸協Ｂ 1分01秒68

学 新保　友望(6) 辻本　光里(6) 小林　温子(5)

生 真屋　葉月(6) 新井　日菜乃(6) 鹿沼　真鈴(5)

女 茂木　里乃奈(6) 品田　知咲(5) 町田　萌野花(5)

子 鹿沼　あすか(5) 岩田　優奈(6) 南部　葉月(5)
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種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 一 100m 10日 佐藤　真太郎 10秒74 豊田　晃己 10秒82 大澤　純弘 10秒85 石川  拓 11秒00 鏑木　陽介(3) 11秒03 有本  暁(3) 11秒05 佐藤　恒一 11秒05 木田　光亮 11秒13

子 般 ｸﾚｰﾏｰTC 0.3 大東大 0.3 上武大 0.8 城西大 0.3 前橋育英高 0.3 前橋育英高 0.3 群馬大 0.3 群大ＴＦ 0.3

記 400m 10日 有本  暁(3) 49秒28 加藤　雅俊 49秒64 今泉  俊輝(2) 50秒82 古屋　敦司(2) 50秒84 長壁　拓郎(1) 51秒07 鏑木　陽介(3) 51秒07 深井  慎一(2) 51秒73 江口　勝也 51秒99

録 前橋育英高 上武大 渋川高 前橋育英高 高崎高 前橋育英高 渋川高 上武大

会 5000m 10日 関口　頌悟(2) 15分20秒05 田村　裕一 15分27秒34 加藤　雄太 15分27秒62 島田  悠平(3) 15分39秒90 石原　翔(1) 15分52秒73 新井　貴光 15分54秒61 小林　水友(1) 15分58秒14 登坂  眞貴幸(3) 15分59秒43

の 高崎高 利根ク 高崎経済大 中之条高 高崎高 多野ク 高崎高 県央高

部 走幅跳 10日 鶴淵  優 7m18 福田 雄介 6m73 佐瀬　景祐 6m45 宮川　将宗 6m37 谷岡  一誠 6m20 大澤 浩史(3) 6m08 飯島 寛也(2) 5m99 関　亜斗利 5m80

城西大 0.7 群馬大 0.0 群大ＴＦ 0.0 高崎経済大 0.2 高崎市陸協 0.0 太田工高 -0.5 太田工高 -1.1 群馬大 -0.7

砲丸投 10日 松井　秀樹 10m86 堀内　隆広 9m33

(7.260Kg) 高崎経済大 高崎経済大

砲丸投 10日 栗林　瑛一(1) 11m96 唐澤  悠(1) 11m50 塚原  裕人(1) 11m23 櫻井　奏人(1) 10m80 茂木　康太郎(1) 9m54 今野  涼人(2) 9m49 横倉 永乙(1) 8m61 髙橋  拓也(2) 7m50

(6.000Kg) 前橋育英高 渋川高 桐生高 高崎高 高崎高 藤岡中央高 太田工高 藤岡中央高

小 100m 10日 武藤　晶也(6) 13秒73 上原  陽祐(6) 14秒08 吉澤  唯樹(6) 15秒12 中島  佑久(6) 15秒32 堀口　龍一(6) 15秒53 渡部　雄太(6) 15秒82 木暮　峻也(5) 15秒83 水澤  智弘(6) 15秒98

学 碓氷ク -0.3 碓氷ク -0.3 碓氷ク -0.3 碓氷ク -0.3 たちばなRC -0.2 たちばなRC -0.3 たちばなRC -0.2 碓氷ク -0.2

生 1000m 10日 根井　勇哉(5) 3分18秒35 萩原　将平(6) 3分20秒66 小柏 卓巳(6) 3分21秒34 小菅 優太(6) 3分26秒11 松尾  紘人(6) 3分29秒70 武井　泉(5) 3分31秒67 矢野　泰生(5) 3分35秒16 増田　喬暁(6) 3分35秒17

たちばなRC たちばなRC 新町一小 新町一小 碓氷ク 碓氷ク 碓氷ク たちばなRC

走幅跳 10日 瀧川  実哉(6) 3m82 猿谷　亮(5) 3m79 小板橋　直樹(6) 3m74 石井  航(6) 3m66 花岡　知哉(6) 3m61 萩原  大輝(6) 3m58

碓氷ク 0.4 碓氷ク -0.2 碓氷ク 0.4 碓氷ク 0.2 碓氷ク 0.0 碓氷ク 0.5

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女 一 100m 10日 原  桜子(2) 12秒98 重田  悠李(2) 13秒09 高橋  桃子(3) 13秒16 廣田  順子(1) 13秒29 星野  桃子(1) 13秒40 飯塚　祐里(1) 13秒42 高橋　佐季(2) 13秒45 小貫  綾乃(2) 13秒48

子 般 共愛学園高 0.0 中央中等 0.0 大類中 0.0 清明高 0.0 清明高 0.0 吾妻高 0.3 高経大附高 0.0 館林女高 -0.1

記 400m 10日 國分  裕恵(2) 1分00秒66 原沢  希(2) 1分00秒66 小貫  綾乃(2) 1分01秒48 廣田  順子(1) 1分02秒29 星野  桃子(1) 1分03秒25 本木  優(2) 1分03秒46 石井  真実(2) 1分03秒72 原田　亜耶(1) 1分05秒80

録 渋川女高 渋川女高 館林女高 清明高 清明高 藤岡中央高 渋川女高 清明高

会 3000m 10日 佐藤  真美(2) 10分35秒78 篠原  章那(3) 10分45秒16 大塚  美紀(1) 10分46秒88 塚越  花林(2) 10分55秒59 岩田  祥子(3) 11分01秒63 滝原  沙貴(2) 11分05秒94 石井　絢子(2) 11分10秒74 丸橋  美月(2) 11分11秒91

の 清明高 桐生市商高 県央高 県央高 県央高 桐生市商高 勢多農林高 前橋西高

部 走幅跳 10日 黒岩  由樹(2) 5m30 駒井　映莉(2) 5m14 鎌田  礼菜(2) 4m85 瀬間　美菜子(2) 4m79 高橋　千沙都(2) 4m77 入内島  詩織(2) 4m74 萩原  茜(1) 4m67 小林  聖奈(2) 4m56

渋川女高 -1.2 前橋育英高 -0.8 前橋西高 0.5 高経大附高 -0.5 渋川女高 0.4 渋川女高 0.8 前橋西高 1.0 清明高 0.4

砲丸投 10日 高木　詩織(1) 10m51 西浦　香織(2) 10m28 松崎  鈴(2) 9m99 谷川  紀代実(2) 9m89 吉田  智鶴(2) 9m07 桑原　渚 8m66 金井　玲奈(2) 8m66 岡田　菜々子(1) 8m06

(4.000Kg) 前橋育英高 高経大附高 清明高 共愛学園高 渋川女高 群馬大 吾妻高 吾妻高

100m 10日 保立　麻智(6) 15秒04 岩井　愛里(5) 15秒41 内藤 朋実(6) 15秒67 中島　美希(6) 15秒75 田部井　梨乃(5) 17秒16

碓氷ク -0.6 碓氷ク -0.6 新町一小 -0.6 碓氷ク -0.6 たちばなRC -0.6

小 800m 10日 中嶋　彩葉(5) 2分34秒33 飯野　亜美(5) 2分35秒27 佐々木　天来(6) 2分37秒62 石田　紗里奈(6) 2分41秒48 竹之内　花穂(6) 2分48秒22 稲塚  早紀(5) 2分57秒87 中島　彩果(5) 3分04秒20 上原　鈴香(3) 3分04秒85

学 碓氷ク たちばなRC たちばなRC たちばなRC 碓氷ク 碓氷ク 碓氷ク 碓氷ク

生 走幅跳 10日 鈴木  夏芽(5) 3m59 上原  風香(5) 3m42 碓井  里奈(5) 3m32 高橋  夏都姫(5) 2m93

碓氷ク 1.4 碓氷ク 1.3 碓氷ク 0.6 碓氷ク -0.9
(W/追風参考)


