大会名

春季陸上記録会

渋川・北群馬

平成２４年５月６日
１位
種 目

２位

氏名 （所属・学年）

１年男子100m

古屋 陸哉(吉岡・１)

１年男子1500m

荒天のため中止

記録

楓(北橘・１)

記録

氏名 （所属・学年）

於：渋川総合運動公園

４位

３位

氏名 （所属・学年）

実施

記録

５位

氏名 （所属・学年）

記録

６位

氏名 （所属・学年）

記録

氏名 （所属・学年）

記録

13"3 松本 成史(古巻・１)

13"5 本木 雄大(古巻・１)

13"9 中川 京也(吉岡・１)

14"0 田辺

楓(北橘・１)

14"2 根岸 滋人(吉岡・１)

14"3

4m22 原沢 一輝(吉岡・１)

4m03 飯野 雅也(金島・１)

4m00 金澤 昇汰(吉岡・１)

3m80 古屋 陸哉(吉岡・１)

3m79 木村 颯汰(渋北・１)

3m46

13"1 関

和真(古巻・２)

13"2 清水 辰哉(吉岡・２)

13"3

13"0 渡辺 優哉(吉岡・３)

13"2 町田 雄太(金島･３)

13"2

1'01"2 山﨑 光星(吉岡・２)

1'02"2 中澤 佑太(渋北・２)

1'02"3

4'42"2 石坂

4'45"6 根井 勇哉(北橘・２)

4'48"6

1年男子走幅跳

田辺

２年男子100m

須永 裕太(吉岡・２)

12"5

３年男子100m

中村 亮太(渋北・３)

12"0 永井

共通男子200m

荒天のため中止

共通男子４00m

永井 真道(古巻・２)
石関 亮太(渋北・２)

12"8

諸田

昂(吉岡・２)

僚(渋北・３)

12"7 飯田 陽大(渋川・３)

増田 喬暁(北橘・３)

56"6 飯田 陽大(渋川・３)

59"3 大矢 斗夢(北橘・３)

共通男子1500m

弦間 淳太(古巻・３)

4'34"2 芝崎 康平(北橘・２)

4'35"1 萩原 将平(北橘・３)

共通男子110mH

柴田 翔(伊香保･３)

19"6 増田 喬暁(北橘・３)

19"6 渡辺 優哉(吉岡・３)

20"1

共通男子走高跳

石井 優輝(吉岡・３)

1m50 萩原 将平（北橘・３）

1m40 串淵 亮太(北橘・３)

1m35 森田 拓夢(伊香保･２)

1m30 瀧澤慎之督(伊香保･３)

1m30

共通男子走幅跳

永井

僚(渋北・３)

5m40 田中健太郎(吉岡・２)

4m64 坂上 誠拓(吉岡・２)

4m41 小林 優介(伊香保･３)

4m38 多治見圭悟(吉岡・２)

4m12 堀川 晃太(子持・３)

4m05

共通男子砲丸投

樋口 大毅(北橘・３)

8m58 松原 伸治(伊香保･２)

7m52 秋山 悠人(吉岡・２)

7m26 水上 颯力(子持・３)

6m45

6m37 三浦 寿貴(吉岡・２)

3m82

男子４×100mR

荒天のため中止

１位
種 目

２位

氏名 （所属・学年）

記録

氏名 （所属・学年）

12"8 樋口 大毅(北橘・３)
1'00"1 横手

4'36"3 木暮 世成(金島・３)

３位
記録

氏名 （所属・学年）

駿(金島・２)

４位
記録

氏名 （所属・学年）

石田

雅(古巻・２)

玲(子持・２)

５位
記録

６位

氏名 （所属・学年）

記録

氏名 （所属・学年） 記録
金子 美夢(古巻・１)
15"6
15"8
今井 英(北橘・１)

１年女子100m

中澤 姫花(金島・１)

13"9 中島 叶葉(吉岡・１)

14"2 海野佐弥香(金島・１)

15"4 田中 真奈(金島・１)

15"5 今井友莉奈(北橘・１)

１年女子走幅跳

中澤 姫花(金島・１)

3m79 海野佐弥香(金島・１)

3m69 中島 杏奈(渋北・１)

3m46 萩原あかり(北橘・１)

3m41 今井

英(北橘・１)

3m29

14"4
14"2 海野 智子(金島・３)

１年女子800m

荒天のため中止

２年女子100m

奈良 愛華(北橘・２)

13"2 小菅 由梨(古巻・２)

13"7 柳澤 朋美(吉岡・２)

14"0 蛇石 花歩(渋北・２)

海野 綾(金島・２)
14"1 眞下 柚香(古巻・２)
大橋 玲奈(北橘・２)

３年女子100m

小宮 羽舞(北橘・３)

13"7 武藤あみり(吉岡・３)

14"0 田中 優夏(金島・３)

14"1 品田 愛梨(北橘・３)

14"1 村上 結香(小野上・３)

共通女子２00m

荒天のため中止

共通女子８00m

飯野 亜美(北橘・２)

2'27"3 佐藤 優花(子持・２)

2'32"5 星野 舞衣(北橘・２)

2'33"6 狩野 真実(北橘・２)

2'37"1 新藤 春実(子持・２)

共通女子100mH

蛇石 花歩(渋北・２)

16"9 小林 桃子(北橘・２)

18"2 中村 紗菜(渋北・２)

19"2 山上 明莉(金島・３)

20"2 須田芽莉沙(渋北・３)

共通女子走高跳

海野

綾(金島・２)

1m30 辻 結衣菜(吉岡・２)

1m25 星野 佳純(吉岡・２)

1m20 新井瀬里奈(吉岡・２)

1m15

共通女子走幅跳

小宮 羽舞(北橘・３)

4m82 大橋 玲奈(北橘・２)

4m47 大川原亜美(吉岡・２)

4m11 佐藤 萌花(小野上・３)

共通女子砲丸投

湯本 彩花(伊香保・２)

7m85 小林絵美香(渋北・３)

7m71 岡山 仁美(渋北・３)

6m53 番場 実咲(渋北・３)

女子４×100mR

荒天のため中止

2'37"6 飯塚 那都美(子持・３)

14"5
2'39"4

20"6 吉田 茉以(渋北・３)

20"8

4m05 波多野まゆ(吉岡・３)

3m89 木暮 園子(吉岡・３)

3m89

6m00 今井友莉奈(北橘・２)

4m09

