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第２回敷島公園陸上競技記録会 2017年4月29日(土)

兼　全国スポーツ大会（陸上競技）選手選考レース 決勝一覧表
正田醤油スタジアム群馬

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
4/29 １００ｍ 畑佐  光輝 12.69 保木本  幸輝 13.14 村上  竜二 13.28 石塚  凌哉 13.34 大島  誠 13.41 金子  順司 13.75 古川  隆太 14.10 田沼  裕莉 14.27

アムコ -0.0 太田高等特支 -0.0 前橋高等特支 -1.5 ブルースカイワン -0.0 前橋高等特支 -0.0 渡良瀬特支 -1.5 渡良瀬特支 -0.0 渡良瀬特支-1.5 
4/29 １００ｍ 反町  公紀 13.78 柿沼  浩朗 13.96 佐藤  龍也 14.12 懸  陽介 19.92 野木  颯太 43.54

個人 -0.0 群馬パラ陸上 -0.0 幸福園 -0.0 二葉高等特支 -0.0 二葉特支 -0.0 

4/29 １００ｍ 福田  隼也 29.81 阿部  稜玖 30.94 村岡  諒哉 31.09 尾島  康太 45.05
群馬南中 -0.5 二葉特支 -0.5 グリーンピア -0.5 ビート -0.5 

4/29 １００ｍ 神林  功 28.12
県視覚障害者福祉協会 -1.0 

4/29 １００ｍ 松土  琴葉 16.82
盲学校 -1.0 

4/29 ビーンバック投 尾島  康太  21m83
ビート

4/29 ソフトボール投 福島  壯氣  43m98 長澤  寛  35m89 中島  恭哉  21m15 懸  陽介  16m92 野木  颯太   6m26
しきしま 個人 黒澤病院 二葉高等特支 二葉特支

4/29 ソフトボール投 阿部  稜玖  14m15 高瀬  雅也  10m91
二葉特支 麦わら屋

4/29 ４００ｍ 畑佐  光輝 55.07 峰岸  翔 59.90 村上  竜二  1:04.36 大島  誠  1:04.60 金子  順司  1:05.36 保木本  幸輝  1:06.12 石塚  凌哉  1:08.82 中村  健一  1:14.50
アムコ 上州AC 前橋高等特支 前橋高等特支 渡良瀬特支 太田高等特支 ブルースカイワン こがね荘

4/29 ４００ｍ 阿部  稜玖  2:10.01 村岡  諒哉  2:19.21
二葉特支 グリーンピア

4/29 ４００ｍ 唐澤  剣也  1:00.04 矢嶌  琳汰  1:30.02
群馬県立点字図書館 盲学校

4/29 １００ｍ 俣江  秀一 13.35
盲学校 -1.0 

4/29 １５００ｍ 峰岸  翔  4:43.55 山﨑  元貴  5:02.15 海老原  隆矢  5:06.56 持田  裕亮  5:11.56 田部井  智之  5:35.52 堀内  康平  5:53.22 星野  博幸  6:27.22 小林  誠  6:54.54
上州AC 渡良瀬特支 エステル 高崎高等特支 若葉高等学園 こがね荘 こがね荘 こがね荘

4/29 １５００ｍ 福田  隼也  8:06.48 村岡  諒哉  9:13.75
群馬南中 グリーンピア

4/29 １５００ｍ 唐澤  剣也  4:39.13 矢嶌  琳汰  6:46.02
群馬県立点字図書館 盲学校

4/29 立幅跳 前川  輝   2m16 山﨑  元貴   2m06
若葉高等学園 渡良瀬特支

4/29 立幅跳 本間  輝雄   1m95 神林  功   1m64
太田市視覚障害者福祉 県視覚障害者福祉協会

4/29 立幅跳 長澤  寛   2m28 懸  陽介   1m13
個人 二葉高等特支

4/29ジャベリックスロー 古川  隆太  27m41
渡良瀬特支

4/29ジャベリックスロー 福田  隼也   8m05 高瀬  雅也   5m90
群馬南中 麦わら屋

4/29 ソフトボール投 高橋  泰良  66m01 田沼  裕莉  63m19 前川  輝  63m00 保木本  幸輝  57m82 海老原  隆矢  21m09
川島セルコンソーイン 渡良瀬特支 若葉高等学園 太田高等特支 エステル

4/29ジャベリックスロー 神林  功  14m15 本間  輝雄  13m70
県視覚障害者福祉協会 太田市視覚障害者福祉

4/29 走幅跳 村上  竜二 4m61 高橋  泰良 4m36 田沼  裕莉 2m67
前橋高等特支 +0.3 川島セルコンソーイン +0.3 渡良瀬特支 +1.8 

4/29 走幅跳 佐藤  龍也 4m31
幸福園 +0.0 

4/29 ソフトボール投 俣江  秀一  55m78
盲学校

4/29 立幅跳 佐藤  アキナ   1m97
盲学校
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第２回敷島公園陸上競技記録会 2017年4月29日(土)

兼　全国スポーツ大会（陸上競技）選手選考レース 決勝一覧表
正田醤油スタジアム群馬

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
4/29 １００ｍ 樋下田  はるか 15.13 小澤  留里 17.44 渡辺  愛美 18.02 武内  紫穂 18.49

前橋高等特支 -0.5 前橋高等特支 -0.5 前橋高等特支 -0.5 太田高等特支 -0.5 

4/29 １００ｍ 相馬  楽来 36.77 清水  愛利萌 37.78 濱嵜　奈々美 39.90 髙??  美海 43.68
藤岡小野中 -1.5 二葉高等特支 -1.5 二葉高等特支 -1.5 二葉高等特支 -1.5 

4/29ソフトボール投 渡辺  愛美  31m18武内  紫穂  27m88
前橋高等特支 太田高等特支

4/29 ソフトボール投 濱嵜　奈々美   8m95 髙??  美海   6m27 相馬  楽来   5m96 清水  愛利萌   5m20
二葉高等特支 二葉高等特支 藤岡小野中 二葉高等特支

4/29 ソフトボール投 石野  薫  17m75
ホピ園

4/29 ４００ｍ 樋下田  はるか  1:12.38 小澤  留里  1:27.11 渡辺  愛美  1:31.55 武内  紫穂  1:31.63
前橋高等特支 前橋高等特支 前橋高等特支 太田高等特支

4/29 ４００ｍ 相馬  楽来  2:26.64
藤岡小野中

4/29 １００ｍ 佐藤  アキナ 15.97
盲学校 -1.0 

4/29 立幅跳 松土  琴葉   1m75
盲学校

4/29 走幅跳 樋下田  はるか 3m03 小澤  留里 2m55
前橋高等特支 0.0 前橋高等特支 -0.8
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