
平成22年度 高崎小･中学校陸上競技記録会 決勝記録一覧表
主　催：高崎市中学校体育連盟　高崎市教育委員会

競技場：高崎市浜川競技場 期日:平成22年5月8日(土)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

5年100m 08日 池田  友季(5) 14秒93 大谷菜生子(5) 15秒00 中島    菫(5) 15秒06 品田  咲紀(5) 15秒21 奥村  ユリ(5) 15秒31 植原  愛子(5) 15秒48 北 白田  春佳(5) 15秒49
箕  輪 北 高崎Winds 高崎Winds 南八幡 笠原  実紅(5) 15秒48 高崎Winds 高崎Winds

6年100m 08日 品田  知咲(6) 14秒27 鹿沼  真鈴(6) 14秒53 政谷  優佳(6) 14秒63 渡邊    渚(6) 14秒65 金  古 町田萌野花(6) 14秒71 安野  茉海(6) 14秒82 金古南
小 高崎Winds 金古南 高崎Winds 赤石  伊生(6) 14秒65 北 高崎Winds 岡田  未来(6) 14秒82 北
800m 08日 佐々木風羽(6) 2分37秒63 赤石  伊生(6) 2分38秒14 武藤  悠加(6) 2分41秒66 矢沢  莉子(5) 2分45秒52 安野  茉海(6) 2分46秒10 大石  麻衣(5) 2分46秒67 田村  千紗(6) 2分47秒88 北村    光(6) 2分49秒67

女 里見 北 佐 野 北 金古南 城  山 豊  岡 高崎Winds
学 80mH 00日 渡邊    渚(6) 15秒45 太田部  澪(6) 16秒86 小林  芽依(6) 17秒32 間庭  沙織(6) 18秒71 南部  葉月(6) 18秒84 原田  涼加(5) 19秒07 三澤あいか(6) 19秒41 小林  安奈(5) 19秒48

子 金  古 箕  輪 高崎Winds 金古南 高崎Winds 倉渕中央 箕  輪 桜山小
走高跳 08日 新井  結葉(6) 1m20 町田萌野花(6) 1m20 大谷菜生子(5) 1m20 天田  未妃(6) 1m10 金  古 塚越  瑛美(6) 1m10 倉渕中央

高崎Winds 高崎Winds 北 永井  未生(6) 1m10 岩  鼻 真庭  梨穂(6) 1m10 金  古
生 後閑  優香(6) 1m10 宮沢
走幅跳 08日 静野  仁美(6) 3m49 小池  若菜(6) 3m36 石上  莉絵(5) 3m35 小山    結(6) 3m25 原田  里穂(6) 3m23 池田  彩乃(6) 3m20 新田  朱里(6) 3m19 小林  温子(6) 3m16

高崎Winds 倉渕中央 金古南 宮沢 倉渕中央 金  古 箕  輪 高崎Winds
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 08日 矢島  圭乃(6) 51m82 飯島  春花(6) 37m25 石川  真帆(6) 35m66 櫻庭  留華(6) 33m89 桑原  麗夏(6) 33m48 神澤  結衣(6) 32m77 神宮  加奈(6) 32m57 宮川菜奈子(6) 28m46

吉井小 桜山小 金古南 下室田 城  東 城  東 下室田 南陽台小
4×100m 00日 高崎Winds 57秒11 高崎WindsB 58秒80 北 58秒99 高崎WindsC 1分00秒79 金古南 1分01秒73 金  古 1分01秒79 金古小B 1分04秒40 新町第一 1分04秒73

町田萌野花(6) 小林  芽依(6) 植原  愛子(5) 笠原  実紅(5) 石川  真帆(6) 真庭  梨穂(6) 池田  彩乃(6) 齋藤  琴実(5)
鹿沼  真鈴(6) 南部  葉月(6) 岡田  未来(6) 中島    菫(5) 安野  茉海(6) 松本璃紗子(6) 荒木  南那(5) 内藤  真実(5)
品田  知咲(6) 政谷  優佳(6) 赤石  伊生(6) 中村    澪(5) 大橋  亜優(6) 小林  愛実(6) 天田  未妃(6) 坂井  莉奈(6)
安野  茉海(6) 北村    光(6) 大谷菜生子(5) 品田  咲紀(5) 鹿沼  真鈴(6) 渡邊    渚(6) 瀬川  若々(6) 清川  舞菜(6)

1年100m 08日 岩田  優奈(1) 13秒58 新井日菜乃(1) 13秒76 小暮  由惟(1) 14秒36 保立  麻智(1) 14秒46 丸山　朱理(1) 14秒59 佐々木華乃(1) 14秒62 髙野  百花(1) 14秒92 北村  夏美(1) 15秒12
中  尾 佐  野 中央中等 倉賀野 高  松 吉井中央 中央中等 吉井中央

2年100m 08日 加藤  芽衣(2) 13秒77 市川紗也加(2) 14秒06 田崎  千恵(2) 14秒09 小島麻衣子(2) 14秒11 川崎  智恵(2) 14秒14 新井  園加(2) 14秒15 反町  百花(2) 14秒17 矢野  美月(2) 14秒44
中 高  南 群馬中央 榛  名 中  尾 吉井中央 大  類 大  類 箕  郷
3年100m 08日 大木  彩夏(3) 12秒77 田貝  美咲(3) 13秒05 神宮  沙紀(3) 13秒31 千明  美友(3) 13秒43 渡邉  莉子(3) 13秒50 湯本  真衣(3) 13秒53 芹沢亜由美(3) 13秒54 榛  名

学 矢  中 中  尾 榛  名 箕  郷 中  尾 中央中等 金屋  幸奈(3) 13秒54 吉井中央
800m 08日 石川  瑛子(2) 2分22秒85 茂木美貴子(3) 2分23秒68 笹澤  美陽(1) 2分24秒64 川崎  淳菜(2) 2分25秒25 和田真由香(3) 2分27秒52 紺澤  美穂(3) 2分28秒03 堀口  沙織(2) 2分30秒88 萩原  美輝(2) 2分31秒88

生 新  町 入野 新  町 吉井中央 南八幡 佐  野 榛  名 中央中等
走高跳 08日 城田  有沙(3) 1m50 櫻井  舞佳(2) 1m45 鷲澤    景(2) 1m45 志村  麻衣(3) 1m45 静野  真希(3) 1m40 木村ひかり(2) 1m35 高  南

箕  郷 矢  中 群馬南 倉賀野 長野郷 塚原  奈々(3) 1m35 榛  名
田貝  美咲(3) 1m35 中  尾

走幅跳 08日 飯野  真由(3) 5m11 木村ひかり(2) 5m05 塚原  奈々(3) 4m67 古舘奈都乃(3) 4m60 富沢  美紀(3) 4m50 高野ゆふみ(3) 4m49 渡邉  莉子(3) 4m49 加藤  芽衣(2) 4m33
榛  名 高  南 榛  名 入野 榛  名 佐  野 中  尾 高  南

砲丸投 08日 新井    恋(3) 10m03 佐藤  美佳(3) 9m52 関口真理子(3) 9m50 大島    瞳(3) 9m25 萩原  実優(3) 9m22 瀧澤    香(3) 8m42 中山  晏菜(3) 8m15 齋藤  郷仁(3) 8m04
(2.721kg) 八  幡 長野郷 入野 片  岡 高  南 入野 榛  名 箕  郷

審判長 田中  宏巳 記録主任 中山  均


