
共  催：群馬県教育委員会

後  援：前橋市教育委員会

競技場：正田醤油スタジアム群馬 期日:平成21年11月14日(土)15日(日)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

混 八種競技 14日 小坂  将司(2) 4672点 鏑木　陽介(3) 4659点 岩野  康平(1) 4615点 関口  紘樹(1) 4589点 酒元 大貴(3) 4572点 斎木　誉史(2) 4557点 田代　和也(1) 4513点 深井  慎一(2) 4368点

成 太田市商 前橋育英 桐生 渋川 太田工 伊勢崎 高崎 渋川

男 100m 14日 杉山  優太(2) 11秒31 大石　浩貴(2) 11秒49 細谷  亮太(1) 11秒56 丸橋  健人(2) 11秒62 田村  知也(1) 11秒77 山田　英樹(1) 11秒78 中嶋  友敬(1) 11秒81 小林  和平(2) 11秒83

藤岡中央 0.8 前橋 0.8 渋川 0.8 太田東 0.8 沼田 -0.2 伊勢崎 -0.2 沼田 -0.2 太田東 0.8

400m 15日 寺田  優志(3) 50秒22 小幡  哲朗(2) 50秒63 松本  隼輔(2) 51秒80 斎藤  雄基(2) 51秒83 中嶋  友敬(1) 51秒87 宮下  玄(1) 52秒76 足利  雄一郎(2) 53秒05 田村  知也(1) 53秒18

藤岡中央 中央中等 館林 太田市商 沼田 太田東 伊勢崎商 沼田

1500m 14日 石原　翔(1) 4分20秒13 吉野　順久(1) 4分20秒56 川上　航(1) 4分20秒73 一木　悠太(2) 4分23秒60 黒沢  諒(1) 4分24秒70 池嶋　信人(2) 4分25秒41 足利  雄一郎(2) 4分26秒07 須田　貴士(2) 4分26秒34

子 高崎 高崎 高崎 高崎 太田東 伊勢崎 伊勢崎商 高崎

5000m 15日 関口　頌悟(2) 15分10秒57 市川  隼(1) 15分19秒65 篠原  和也(2) 15分20秒03 山﨑  巳譲(1) 15分21秒02 唐澤  直樹(3) 15分30秒80 齋藤  恒平(2) 15分31秒59 加邉  貴之(2) 15分36秒20 富澤  大地(3) 15分40秒06

高崎 中之条 中之条 中之条 中之条 中之条 中之条 中之条

混 七種競技 14日 加藤　愛理(2) 3771点 羽鳥　玲奈(1) 3487点 黒岩  由樹(2) 3471点 金井  紗夜子(1) 3466点 高橋　千沙都(2) 3418点 天笠  里砂(1) 3413点 林　佑美(2) 3404点 新井  祐理菜(3) 3366点

成 高崎女 高崎女 渋川女 新島学園 渋川女 太田市商 高崎女 前橋西

女 100m 14日 堀口  莉奈(1) 12秒45 重田  悠李(2) 12秒52 古瀬　貴絵(2) 13秒01 山田  真美(2) 13秒04 金井　美佳(2) 13秒04 三田　真理子(2) 13秒12 倉金  真理亜(1) 13秒25 中尾  彩乃(2) 13秒37

新島学園 1.0 中央中等 1.0 中央中等 1.0 清明 1.0 高崎女 1.0 高崎女 1.0 中央中等 1.0 太田東 1.0

400m 15日 佐俣  りさ(2) 56秒80 金井　美佳(2) 59秒82 重田  悠李(2) 1分01秒22 山田  真美(2) 1分01秒33 山縣  祐子(1) 1分01秒79 伊藤  雅(1) 1分03秒01 中村　百恵(1) 1分03秒39 尾澤  実季佳(1) 1分04秒24

新島学園 高崎女 中央中等 清明 太田東 太田市商 前橋東 新島学園
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1500m 14日 石黒  幸(3) 5分00秒77 平田　梨紗(1) 5分02秒15 小髙  美樹(2) 5分02秒62 若林　絵里(1) 5分04秒94 松本  真由子(2) 5分09秒00 金澤　美久(1) 5分10秒95 癸生川優美子(1) 5分16秒75 山崎　里彩子(1) 5分17秒73

長野原 高崎商 桐生 高崎商 清明 高崎商 前橋東 高崎商

子 3000m 15日 佐藤  真美(2) 11分13秒23 癸生川優美子(1) 11分15秒14 栗原　かおり(2) 11分27秒72 田中　実奈美(2) 11分50秒03 宮下　麻実(2) 12分19秒84

清明 前橋東 前橋東 市立前橋 前橋東

審判長 水野  利夫 記録主任 吉田  正

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

 期        日 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 期     日 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

09:00 雨 12.5℃ 94% 北 0.5m 09:00 晴れ 18.0℃ 44% 北北西 2.4m

10:00 雨 13.0℃ 94% 北 1.4m 10:00 晴れ 19.5℃ 39% 北東 0.7m

11:00 雨 13.0℃ 94% 北 1.5m 11:00 晴れ 20.5℃ 29% 南西 2.2m

12:00 曇り 15.5℃ 89% 東 0.9m 12:00 晴れ 21.0℃ 26% 北 1.6m

13:00 曇り 16.0℃ 90% 南 0m 13:00 晴れ 20.5℃ 29% 南南東 1.7m

14:00 曇り 17.0℃ 80% 北 0.3m 14:00 晴れ 19.5℃ 31% 北東 1.4m

15:00 晴れ 18.0℃ 66% 北 3.7m 15:00 晴れ 19.0℃ 30% 北北東 1.7m

16:00 晴れ 17.5℃ 61% 北北西 6.8m 16:00 晴れ 18.0℃ 32% 北東 1.5m
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