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第５回高崎経済大学競技会
決勝一覧表

高崎市浜川競技場 平成２４年７月１日

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子小学生0/0 １００ｍ 武藤 崇 13.80 根岸 琉冴 14.12 石川 遼 14.55 福田 喬介 14.62 三留 伊織 14.71 岡田 拓巳 14.77 原田 大希 14.88 高橋 拓光 14.91
寺尾 +0.0 箕輪 +0.0 南八幡 +0.0 箕輪 +0.0 豊岡 +0.0 箕輪 +0.0 南八幡 +0.6 国府 +0.0

男子小学生0/0 １０００ｍ 岡田 拓巳 3:13.95 石川 遼 3:14.24 福田 喬介 3:14.98 村田 遼河 3:22.79 面田 尚輝 3:25.17 柄澤 智哉 3:25.55 石塚 健 3:28.62 星野 元希 3:29.23
箕輪 南八幡 箕輪 金古 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 南

男子小学生0/0 走幅跳 根岸 琉冴 4m34 武藤 崇 3m83 石塚 弘夢 3m82 天田 剛規 3m64 本多 天馬 3m61 生方 慎矢 3m54 代田龍之介 3m41 原田 大希 3m33
箕輪 +0.4 寺尾 +0.2 西部 +1.2 岩鼻 -0.4 金古 +0.0 金古 +1.0 金古 +0.5 南八幡 +0.3

男子小学生0/0 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 長井 大悟 59m37 天田 侑 43m43 堀内 俊哉 40m70 関口 和希 33m64 吉田 滉樹 29m99 佐藤 仁瑛 29m77 山本 龍平 29m02 安藤 光 27m52
東部 金古 六郷 城東 寺尾 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 片岡 箕輪

男子中学生0/0 １００ｍ 高橋 優作(2) 11.48 西尾 明広(3) 11.76 田代 寛治(3) 11.98 五十嵐 弾(3) 11.99 春山 大樹(3) 12.03 森山 公晴(3) 12.04 山口 貴也(3) 12.05 曽根 笙多(3) 12.14
箕郷 +0.2 群馬南 +0.2 中尾 +0.2 箕郷 +0.0 吉井西 +0.2 箕郷 +0.2 群馬中央 +0.2 箕郷 +0.2

男子中学生0/0 ４００ｍ 吉田 宏文(3) 54.89 髙橋 伶弥(3) 55.30 石橋 侑弥(3) 55.49 間山 竜太(3) 58.00 内藤 雅裕(3) 59.12 髙橋 力也(3) 59.21 大屋 久翔(2) 59.63 遇 春陽(3) 1:00.73
吉井中央 群馬中央 中尾 矢中 群馬中央 吉井西 佐野 高松

男子中学生0/0 １５００ｍ 武士 文哉(2) 4:28.71 橋爪 渉汰(2) 4:30.83 福田 翼(2) 4:32.45 米田 拓史(2) 4:33.75 長井 聡道(3) 4:35.49 山下 剛(3) 4:36.50 佐野飛多希(2) 4:37.15 小河原秀輝(2) 4:38.16
新町 箕郷 吉井中央 吉井中央 群馬中央 吉井西 吉井西 吉井西

男子中学生0/0 ４×１００ｍ 箕郷中 45.15 高松中 46.60 群馬中央中 46.88 群馬南中 47.85 中尾中 48.30 吉井西中 48.42 矢中中 48.61 佐野中 49.09

森山 公晴(3) 高瀬 陽樹(3) 髙橋 太一(3) 柴田 拓海(3) 澤村 瑞希(2) 本多 稔来(3) 間山 竜太(3) 泉田 秀平(2)

高橋 優作(2) 清水 利仁(3) 山下翔太郎(3) 鹿嶋 奎太(2) 関口 翔太(3) 髙橋 力也(3) 高橋 昇吾(2) 鈴木 琢己(3)

五十嵐 弾(3) 大曲 和輝(3) 髙橋 伶弥(3) 青栁 亮太(2) 石橋 侑弥(3) 堀越 郁弥(3) 木村 和暉(3) 齋藤 広騎(2)

曽根 笙多(3) 岡島 大樹(3) 山口 貴也(3) 西尾 明広(3) 竹内 忠義(3) 春山 大樹(3) 茂木 皓貴(1) 大屋 久翔(2)

男子中学生0/0 走幅跳 山口 貴也(3) 5m94 山田 佳(3) 5m59 鹿嶋 奎太(2) 5m28 津久井凌雅(3) 5m27 田村 翔哉(3) 5m15 白井 和樹(2) 5m13 五十嵐 弾(3) 5m10 関口 翔太(3) 4m96
群馬中央 -0.4 群馬中央 -0.8 群馬南 -0.7 箕郷 -0.4 箕郷 -0.0 榛名 -0.4 箕郷 -0.8 中尾 -0.3

男子中学生0/0 砲丸投 長谷川康太(3) 9m82 田代 寛治(3) 9m69 髙橋 太一(3) 8m93 原口 裕宜(2) 7m77 八木 亮介(3) 7m17 小林 直矢(2) 7m14 角谷 仁(2) 6m77 髙橋 大和(2) 6m66
(5.000Kg) 群馬中央 中尾 群馬中央 吉井中央 箕郷 群馬中央 群馬中央 榛名

女子小学生0/0 １００ｍ 塩田 夏鈴 13.94 深澤 萌花 15.16 高橋 季子 15.36 各務 玲衣 15.38 市川さくら 15.45 同順：利光 美砂 15.45 門倉 未希 15.52 同順：阿部 萌生 15.52
寺尾 -1.1 京ケ島 -1.0 京ケ島 -0.6 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ -1.0 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ -1.0 中居 -0.9 金古 -1.0 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ -0.9

女子小学生0/0 ８００ｍ 阿部 萌生 2:33.08 小田切由茄 2:34.46 石原 七海 2:35.73 谷山 優衣 2:42.99 庄司 遥 2:45.52 藤吉由佳子 2:47.26 神久 莉子 2:48.20 佐々木理帆 2:49.21
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 新町第一 北部

女子小学生0/0 走幅跳 塩田 夏鈴 4m07 清水 璃乃 3m68 岡田 真奈 3m57 利光 美砂 3m51 各務 玲衣 3m45 後閑 舞花 3m41 天田麻里奈 3m28 三細津 遥 3m25
寺尾 +0.1 片岡 +0.9 金古 +0.1 中居 +0.4 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ +1.1 堤ヶ岡 +0.7 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ +0.0 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ +0.0

女子小学生0/0 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 新井 笑 34m16 青木 愛奈 24m60 北村 栞 24m59 小松崎こころ 21m15 大友 彩歌 19m17 神垣 希 11m95 出田奈津乃 10m30 小川 彩夏 4m93
八幡 六郷 桜山小 寺尾 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 乗附 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 東

女子中学生0/0 １００ｍ 岩田 優奈(3) 12.72 品田 知咲(2) 13.31 新井 日菜乃(3) 13.37 安野 茉海(2) 13.48 保坂 瑠奏(3) 13.80 池田 友季(1) 13.83 鹿沼 真鈴(2) 13.92 星野 遙(3) 13.93
中尾 -0.8 並榎 -0.8 佐野 -0.8 群馬中央 -0.8 矢中 -0.8 箕郷 -0.8 群馬中央 -0.8 群馬南 -1.0

女子中学生0/0 ２００ｍ 岩田 優奈(3) 25.77 品田 知咲(2) 27.29 新井 日菜乃(3) 27.34 小川 莉奈(2) 28.84 湯井 モモ(2) 29.28 門倉 咲(2) 30.66 吉田 沙帆(3) 30.92 相崎 麻衣(3) 31.83
中尾 +0.7 並榎 +0.7 佐野 +0.7 佐野 +0.6 佐野 +0.7 矢中 +0.7 群馬中央 +0.6 群馬中央 +0.6

女子中学生0/0 ８００ｍ 蒲田 真里(3) 2:23.49 山田みづき(2) 2:24.69 武藤 悠加(2) 2:25.38 笹澤 美陽(3) 2:26.37 八田ももか(1) 2:27.65 板垣 遥(3) 2:30.61 瀧野 鮎佳(2) 2:30.80 佐野 美久(3) 2:31.12
群馬中央 吉井西 佐野 新町 吉井中央 群馬中央 箕郷 吉井西

女子中学生0/0 ４×１００ｍ 吉井中央中 52.32 群馬中央中 53.66 佐野中 54.29 矢中中 54.47 群馬南中 54.74 中尾中 55.14 高松中 55.60 箕郷中 55.99

白田 泉李(2) 萩原 里佳(3) 湯井 モモ(2) 五十嵐可夏(2) 吉田 彩香(2) 大島みなみ(3) 加藤 千咲(2) 清水よしの(2)
北村 夏美(3) 鹿沼 真鈴(2) 新井 日菜乃(3) 保坂 瑠奏(3) 中山 未夢(3) 岡田 真澄(2) 丸山 朱理(3) 池田 友季(1)
佐々木華乃(2) 齋藤 菜生(3) 福島 笑留菜(3) 真下かんな(2) 静 英里(3) 矢内 利奈(2) 吉田 小夏(3) 黒田 倫(2)
八木沙耶香(3) 安野 茉海(2) 小川 莉奈(2) 杉山 美紅(2) 星野 遙(3) 岩田 優奈(3) 丸山二千花(3) 瀧野 鮎佳(2)

女子中学生0/0 走幅跳 石上 莉絵(1) 4m66 神戸 美穂(2) 4m64 唐澤 実来(2) 4m59 礒田 真妃(3) 4m41 中山 未夢(3) 4m35 真下かんな(2) 4m34 池田 彩乃(2) 4m12 瀬川 若々(2) 4m11
群馬中央 -0.5 塚沢 -0.4 榛名 -0.9 群馬中央 -0.8 群馬南 -1.0 矢中 +0.4 群馬中央 -0.4 群馬中央 +1.0

女子中学生0/0 砲丸投 満島ゆり子(3) 10m75 櫻井 柚乃(3) 9m95 矢島 圭乃(2) 9m57 鈴木 麻依(3) 9m29 桜井 美穂(3) 9m06 山田 ひな(3) 8m94 小林瑛理香(2) 8m56 齋藤 桃果(3) 8m35

(2.721kg) 榛名 榛名 吉井中央 榛名 八幡 吉井中央 吉井中央 矢中

7月 1日 9:00 曇り 24℃ 68％ 北東 0.1m/s 審判長：高橋 栄作

7月 1日 10:00 雨 24℃ 75％ 東 0.3m/s 記録主任：中山 均

7月 1日 11:00 曇り 24℃ 79％ 東 0.0m/s

7月 1日 12:00 雨 24℃ 79％ 東 0.2m/s

7月 1日 13:00 雨 24℃ 83％ 南西 0.2m/s

7月 1日 13:56 雨 24℃ 83％ 南東 0.5m/s


