
28年度平均 12秒52
女子 100m 県高校記録 11秒90 29年度平均 12秒42
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 奥村　ユリ(3) 共愛学園高 12秒10 -0.4 7月15日 正田醤油 国体予選
2 塩田　夏鈴(2) 共愛学園高 12秒17 +1.8 6月17日 千葉 関東高校
3 鹿山　鼓文(3) 西邑楽高 12秒38 +1.8 6月17日 千葉 関東高校
3 櫻井　杏樹(2) 新島学園高 12秒40 -0.6 7月15日 正田醤油 国体予選
5 奥泉　未花(2) 高崎商高 12秒46 +0.9 9月23日 正田醤油 高校新人
6 戸塚　みな美(3) 前橋育英高 12秒48 +1.3 6月17日 千葉 関東高校
7 並木　佳乃(3) 高崎女高 12秒51 +1.8 4月22日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
8 神藤　未弥(1) 共愛学園高 12秒52 +0.9 9月23日 正田醤油 高校新人
9 齋藤　碧彩(3) 共愛学園高 12秒55 -0.4 10月14日 正田醤油 高校強化
10 田中　きよの(1) 共愛学園高 12秒63 -1.3 10月14日 正田醤油 高校強化

28年度平均 25秒52
女子 200m 県高校記録 24秒22 29年度平均 25秒42
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 奥村　ユリ(3) 共愛学園高 24秒22 +0.6 県高新 8月1日 山形 全国高校総体
2 櫻井　杏樹(2) 新島学園高 24秒99 -0.4 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
3 塩田　夏鈴(2) 共愛学園高 25秒13 -0.8 5月20日 正田醤油 高校総体
4 神藤　未弥(1) 共愛学園高 25秒37 -0.3 9月10日 伊勢崎 学校対抗
5 鹿山　鼓文(3) 西邑楽高 25秒39 +1.1 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
6 齋藤　碧彩(3) 共愛学園高 25秒67 +1.5 9月3日 正田醤油 夏季強化
7 小林　菜々夏(2) 共愛学園高 25秒78 +1.1 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
8 中澤　姫花(3) 共愛学園高 25秒81 +1.1 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
9 奥泉　未花(2) 高崎商高 25秒88 -0.3 9月24日 正田醤油 高校新人
10 武井　愛名(3) 市前橋高 25秒91 +1.1 7月2日 正田醤油 群馬県選手権

28年度平均 58秒05
女子 400m 県高校記録 53秒17 29年度平均 58秒03
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 奥村　ユリ(3) 共愛学園高 54秒11 10月7日 愛媛 国民体育大会
2 小川　紗瑛(3) 前橋南高 57秒37 5月18日 正田醤油 高校総体
3 櫻井　杏樹(2) 新島学園高 57秒78 9月23日 正田醤油 高校新人
4 櫻井　彩乃(3) 新島学園高 57秒96 9月9日 伊勢崎 学校対抗
5 田代　千絵(2) 太田女高 58秒43 10月14日 正田醤油 高校強化
6 高橋　七海(3) 伊勢崎清明高 58秒76 5月18日 正田醤油 高校総体
6 大木　遥佳(2) 前橋女高 58秒76 7月16日 正田醤油 国体予選
6 植木　位歩(2) 高崎女高 58秒76 9月23日 正田醤油 高校新人
9 岩田　真由(2) 中央中等 59秒12 9月23日 正田醤油 高校新人
10 中島　菫(3) 新島学園高 59秒23 7月1日 正田醤油 群馬県選手権

28年度平均 2分14秒38
女子 800m 県高校記録 2分04秒82 29年度平均 2分15秒18
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 金子　美聡(3) 前橋育英高 2分12秒48 7月15日 正田醤油 国体予選
2 山口　千尋(3) 中央中等 2分13秒04 5月20日 正田醤油 高校総体
3 山脇　きらら(1) 常盤高 2分14秒95 5月20日 正田醤油 高校総体
4 阿部　麻莉亜(3) 新島学園高 2分15秒27 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
5 谷山　優衣(1) 中央中等 2分15秒36 9月24日 正田醤油 高校新人
6 徳間　毬理(2) 健大高崎高 2分15秒39 5月20日 正田醤油 高校総体
7 鶴谷　芽衣(3) 中央中等 2分15秒79 5月20日 正田醤油 高校総体
8 豊嶋　香那(3) 太田女高 2分15秒82 5月20日 正田醤油 高校総体
9 木村　玲奈(2) 太田女高 2分16秒72 9月24日 正田醤油 高校新人
10 八田　ももか(3) 健大高崎高 2分16秒91 4月29日 伊勢崎 高校総体地区予選

高校女子



28年度平均 4分30秒54
女子 1500m 県高校記録 4分16秒61 29年度平均 4分30秒26
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 坂尻　有花(3) 常盤高 4分22秒79 5月19日 正田醤油 高校総体
2 林　英麻(3) 健大高崎高 4分24秒99 6月23日 長居 日本選手権
3 今井　彩月(2) 藤岡中央高 4分28秒25 7月29日 山形 全国高校総体
4 金子　美聡(3) 前橋育英高 4分28秒68 9月9日 伊勢崎 学校対抗
5 井伊　笑歩(2) 前橋育英高 4分29秒02 9月9日 伊勢崎 学校対抗
6 不破　亜莉珠(3) 健大高崎高 4分31秒63 6月16日 千葉 関東高校
7 阿部　知宙(2) 前橋女高 4分31秒79 6月16日 千葉 関東高校
8 森尻　真優(2) 健大高崎高 4分33秒76 9月9日 伊勢崎 学校対抗
9 山脇　きらら(1) 常盤高 4分34秒70 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
10 嶋田　実久(3) 常盤高 4分36秒93 7月1日 正田醤油 群馬県選手権

28年度平均 9分31秒24
女子 3000m 県高校記録 9分00秒91 29年度平均 9分31秒01
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 林　英麻(3) 健大高崎高 9分03秒37 10月9日 愛媛 国民体育大会
2 坂尻　有花(3) 常盤高 9分18秒80 6月3日 日体大 日体大長距離競技会
3 井伊　笑歩(2) 前橋育英高 9分26秒96 12月23日 日体大 日体大女子長距離競技会

4 不破　亜莉珠(3) 健大高崎高 9分28秒60 12月2日 日体大 日体大長距離競技会
5 阪下　玖瑠美(2) 常盤高 9分29秒54 12月23日 日体大 日体大女子長距離競技会

6 飯嶋　優羽(2) 常盤高 9分33秒87 6月3日 日体大 日体大長距離競技会
7 阿部　知宙(2) 前橋女高 9分37秒41 6月17日 千葉 関東高校
8 金子　美聡(3) 前橋育英高 9分42秒37 10月15日 正田醤油 高校強化
8 塚越　かれん(1) 常盤高 9分42秒37 12月2日 日体大 日体大長距離競技会
10 森尻　真優(2) 健大高崎高 9分46秒75 9月23日 日体大 日体大長距離競技会

28年度平均 14秒76
女子 100mH 県高校記録 13秒92 29年度平均 14秒60
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 齋藤　碧彩(3) 共愛学園高 13秒92 +0.6 県高新 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
2 鹿山　鼓文(3) 西邑楽高 14秒17 +1.9 6月19日 千葉 関東高校
3 角野　ありさ(2) 高崎女高 14秒53 +1.4 6月19日 千葉 関東高校
4 田代　千絵(2) 太田女高 14秒62 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体
5 丸山　葵(3) 高崎女高 14秒63 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体
6 萩原　桃香(3) 前橋育英高 14秒65 +0.6 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
7 正田　実瑠(1) 共愛学園高 14秒69 -0.8 9月23日 正田醤油 高校新人
8 田中　きよの(1) 共愛学園高 14秒81 -0.9 9月23日 正田醤油 高校新人
9 戸塚　みな美(3) 前橋育英高 14秒82 -0.3 9月9日 伊勢崎 学校対抗
10 大矢　波音(2) 明和県央高 15秒08 -0.7 10月21日 正田醤油 関東選抜新人

28年度平均 1分03秒07
女子 400mH 県高校記録 58秒82 29年度平均 1分03秒42
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 櫻井　彩乃(3) 新島学園高 1分01秒79 5月20日 正田醤油 高校総体
2 田代　千絵(2) 太田女高 1分02秒21 7月30日 山形 全国高校総体
3 松本　彩羽(3) 太田女高 1分02秒69 5月20日 正田醤油 高校総体
4 小川　紗瑛(3) 前橋南高 1分02秒91 4月30日 正田醤油 高校総体地区予選
5 一木　那奈(3) 伊勢崎清明高 1分03秒38 5月20日 正田醤油 高校総体
6 清水　璃乃(2) 新島学園高 1分03秒86 5月20日 正田醤油 高校総体
7 高橋　七海(3) 伊勢崎清明高 1分04秒18 5月20日 正田醤油 高校総体
8 田中　きよの(1) 共愛学園高 1分04秒21 9月24日 正田醤油 高校新人
9 平沢　絵美(1) 農大二高 1分04秒32 9月24日 正田醤油 高校新人
10 清水　美有(3) 新島学園高 1分04秒59 7月2日 正田醤油 群馬県選手権



28年度平均 25分10秒83
女子 5000mW 県高校記録 22分30秒68 29年度平均 24分32秒46
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 阿部　麻莉亜(3) 新島学園高 22分30秒68 県高新 5月18日 正田醤油 高校総体
2 尾内　夏輝(3) 伊勢崎清明高 23分31秒70 7月29日 山形 全国高校総体
3 小内　まひろ(3) 前橋女高 24分01秒04 5月18日 正田醤油 高校総体
4 岡部　麗南(3) 太田女高 24分04秒62 5月18日 正田醤油 高校総体
5 中里　見咲璃(1) 新島学園高 24分11秒92 9月9日 伊勢崎 学校対抗
6 茂木　遥月(3) 伊勢崎清明高 24分56秒51 5月18日 正田醤油 高校総体
7 萩原　愛(2) 伊勢崎清明高 25分20秒46 9月23日 正田醤油 高校新人
8 佐藤　夏南(2) 富岡東高 25分26秒21 9月23日 正田醤油 高校新人
9 外所　弓佳(2) 新島学園高 25分40秒25 4月29日 伊勢崎 高校総体地区予選
10 大木　杏優(1) 前橋南高 25分41秒20 9月23日 正田醤油 高校新人

28年度平均 48秒68
女子 4×100mR 県高校記録 47秒07 29年度平均 48秒48
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 共愛学園高 47秒07　県高新 7月29日 山形 全国高校総体
2 共愛学園高 47秒83 9月9日 伊勢崎 学校対抗
3 共愛学園高 47秒85 4月30日 正田醤油 高校総体地区予選
4 共愛学園高 47秒87 10月21日 瑞穂 U18日本選手権
5 新島学園高 48秒37 5月19日 正田醤油 高校総体
6 高崎女高 48秒67 5月19日 正田醤油 高校総体
7 共愛学園高 49秒03 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
8 高崎女高 49秒04 6月16日 千葉 関東高校
9 伊勢崎清明高 49秒49 5月19日 正田醤油 高校総体
9 前橋育英高 49秒49 9月9日 伊勢崎 学校対抗

28年度平均 3分54秒81
女子 4×400mR 県高校記録 3分44秒59 29年度平均 3分55秒06
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 新島学園高 3分50秒24 6月19日 千葉 関東高校
2 共愛学園高 3分50秒60 6月19日 千葉 関東高校
3 共愛学園高 3分50秒82 5月21日 正田醤油 高校総体
4 新島学園高 3分51秒90 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
5 太田女高 3分56秒08 5月21日 正田醤油 高校総体
6 前橋女高 3分57秒32 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
7 共愛学園高 3分57秒58 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
8 太田女高 3分58秒53 5月21日 正田醤油 高校総体
9 高崎女高 3分58秒75 5月21日 正田醤油 高校総体
10 太田女高 3分58秒77 9月24日 正田醤油 高校新人

28年度平均 1m57
女子 走高跳 県高校記録 1m85 29年度平均 1m54
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 河野　愛(2) 太田女高 1m63 9月24日 正田醤油 高校新人
2 荒木　南那(3) 高経大附高 1m61 4月16日 正田醤油 春季記録会
2 久保田　紋佳(1) 四ツ葉学園 1m61 6月16日 千葉 関東高校
4 人見　日花莉(3) 藤岡中央高 1m60 4月29日 伊勢崎 高校総体地区予選
4 小田切　成美(1) 前橋育英高 1m60 9月24日 正田醤油 高校新人
6 町田　希(2) 前橋東高 1m51 6月18日 千葉 関東高校
7 町田　菜々子(3) 高崎商高 1m50 4月15日 正田醤油 春季記録会
7 蛭間　さくら(2) 桐生南高 1m50 4月16日 桐生 春季記録会
7 小川　琳菜(2) 太田東高 1m50 4月22日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
7 須田　歩花(2) 渋川女高 1m50 4月22日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
7 坂本　薫音(3) 太田女高 1m50 4月22日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
7 田中　悠(2) 四ツ葉学園 1m50 4月30日 正田醤油 高校総体地区予選
7 松本　りお(1) 樹徳高 1m50 9月10日 伊勢崎 学校対抗
7 江澤　唯菜(1) 高崎女高 1m50 9月10日 伊勢崎 学校対抗

萩原桃香(3)戸塚みな美(3)千吉良明花(2)大谷衣緒梨(1)

中島菫(3) 櫻井杏樹(2) 清水美有(3) 櫻井彩乃(3)

佐々木亜美(3) 植木位歩(2) 並木佳乃(3) 丸山葵(3)

神坂桜子(1) 田代千絵(2) 木村玲菜(2) 三田怜奈(2)

中島菫(3) 櫻井杏樹(2) 清水璃乃(2) 櫻井彩乃(3)

田代千絵(2) 小澤里奈(3) 三田怜奈(2) 豊嶋香那(3)

神澤郁美(2) 伊藤萌(3)  富沢恭子(3) 大木遥佳(2)

木村サチャー(1) 田中きよの(1) 齋藤碧彩(3) 奥村ユリ(3)

松本彩羽(3) 小澤里奈(3) 三田怜奈(2) 豊嶋香那(3)

田中きよの(1) 塩田夏鈴(2) 齋藤碧彩(3) 奥村ユリ(3)

中澤姫花(3) 塩田夏鈴(2) 齋藤碧彩(3) 奥村ユリ(3)

氏名
中澤姫花(3) 塩田夏鈴(2) 奥村ユリ(3) 齋藤　碧彩(3)

中澤姫花(3) 塩田夏鈴(2) 小林菜々夏(2) 齋藤　碧彩(3)

中澤姫花(3) 塩田夏鈴(2) 奥村ユリ(3) 神藤未弥(1)

氏名

田中きよの(1)　塩田夏鈴(2) 小林菜々夏(2) 神藤未弥(1)

櫻井杏樹(2) 中島菫(3) 櫻井彩乃(3) 内山愛玲(2)

萩原菜月(2) 並木佳乃(3) 丸山葵(3) 角野ありさ(2)

田中きよの(1)市川恋希(1)小林菜々夏(2)神藤未弥(1)

富岡凛(2) 並木佳乃(3) 丸山葵(3) 角野ありさ(2)

白田春香(3) 下田優衣(3) 一木那奈(3) 高橋七海(3)



28年度平均 3m25
女子 棒高跳 県高校記録 3m90 29年度平均 3m39
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 岡本　風香(2) 前橋育英高 3m80 5月19日 正田醤油 高校総体
2 小林　茂奈(2) 樹徳高 3m50 5月19日 正田醤油 高校総体
2 上原　遥(2) 市前橋高 3m50 5月19日 正田醤油 高校総体
2 諸田　祐佳(1) 太田女高 3m50 5月19日 正田醤油 高校総体
5 岡田　茉千留(2) 前橋育英高 3m40 5月19日 正田醤油 高校総体
5 岩崎　紘乃(2) 前橋女高 3m40 5月19日 正田醤油 高校総体
7 青木　花純(3) 高崎商高 3m30 7月15日 正田醤油 国体予選
8 小川　優里(2) 前橋育英高 3m20 5月19日 正田醤油 高校総体
8 富沢　恭子(3) 樹徳高 3m20 5月19日 正田醤油 高校総体
10 大黒　朱璃(1) 農大二高 3m10 5月19日 正田醤油 高校総体

28年度平均 5m57
女子 走幅跳 県高校記録 6m22 29年度平均 5m54
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 千吉良　明花(2) 前橋育英高 5m76 +1.1 9月9日 伊勢崎 学校対抗
2 兼本　季依(2) 中央中等 5m64 +0.0 9月23日 正田醤油 高校新人
3 丸山　葵(3) 高崎女高 5m59 +1.1 7月15日 正田醤油 国体予選
4 並木　佳乃(3) 高崎女高 5m58 +1.0 5月20日 正田醤油 高校総体
5 石上　莉絵(3) 渋川女高 5m56 +1.7 7月15日 正田醤油 国体予選
5 森泉　紀葉(1) 勢多農林高 5m56 +0.5 9月9日 伊勢崎 学校対抗
7 周東　美来(1) 共愛学園高 5m49 +0.8 4月22日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
8 高橋　萌(2) 共愛学園高 5m46 +1.7 5月20日 正田醤油 高校総体
8 市川　恋希(1) 共愛学園高 5m42 +1.9 5月20日 正田醤油 高校総体
10 板橋　絵美(2) 太田女高 5m29 +1.8 6月20日 千葉 関東高校

28年度平均 11m00
女子 三段跳 県高校記録 12m38 29年度平均 11m28
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 兼本　季依(2) 中央中等 11m86 +1.3 9月10日 伊勢崎 学校対抗
2 中島　菫(3) 新島学園高 11m71 +0.8 7月16日 正田醤油 国体予選
3 石上　莉絵(3) 渋川女高 11m66 +0.0 5月21日 正田醤油 高校総体
4 富岡　凛(2) 高崎女高 11m42 +1.3 5月21日 正田醤油 高校総体
5 並木　佳乃(3) 高崎女高 11m36 +1.4 5月21日 正田醤油 高校総体
6 櫻井　杏樹(2) 新島学園高 11m25 +1.2 5月21日 正田醤油 高校総体
7 周東　美来(1) 共愛学園高 11m05 +0.1 9月10日 伊勢崎 学校対抗
8 大川　真奈(3) 新田暁高 10m85 +0.7 5月21日 正田醤油 高校総体
9 千吉良　明花(2) 前橋育英高 10m83 +0.0 9月10日 伊勢崎 学校対抗
10 佐藤　杏(1) 高崎商高 10m79 -0.4 9月24日 正田醤油 高校新人

28年度平均 10m48
女子 砲丸投(4.000kg) 県高校記録 15m00 29年度平均 10m65
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 小林　秋穂(3) 前橋東高 12m30 5月21日 正田醤油 高校総体
2 小暮　未来(1) 樹徳高 11m34 7月16日 正田醤油 国体予選
3 押田　慶美(1) 前橋育英高 11m27 7月16日 正田醤油 国体予選
4 廣田　さくら(1) 富岡東高 10m85 5月21日 正田醤油 高校総体
5 堀内　彩夏(1) 前橋育英高 10m72 10月14日 正田醤油 高校強化
6 山崎　璃子(2) 中之条高 10m71 5月21日 正田醤油 高校総体
7 松嶋　侑里香(3) 樹徳高 10m46 5月21日 正田醤油 高校総体
8 田村　遥香(2) 富岡東高 10m31 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
9 小林　夢(3) 高崎商高 9m45 9月10日 伊勢崎 学校対抗
10 加藤　英里(3) 高崎東高 9m03 9月10日 伊勢崎 学校対抗



28年度平均 34m53
女子 円盤投(1.000kg) 県高校記録 45m10 29年度平均 32m84
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 田村　遥香(2) 富岡東高 36m60 5月19日 正田醤油 高校総体
2 藤沢　美夕(3) 新田暁高 36m08 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
3 松嶋　侑里香(3) 樹徳高 34m98 5月19日 正田醤油 高校総体
4 小林　秋穂(3) 前橋東高 34m53 6月17日 千葉 関東高校
5 押田　慶美(1) 前橋育英高 33m11 9月24日 正田醤油 高校新人
6 登丸　未奈(3) 市前橋高 31m54 6月17日 千葉 関東高校
7 尾滝　七海(1) 桐生南高 31m01 9月24日 正田醤油 高校新人
8 高山　結夢(2) 前橋育英高 30m85 9月24日 正田醤油 高校新人
9 茂木　結希乃(3) 藤岡中央高 30m42 6月4日 正田醤油 群馬県記録会
10 膳　春奈(3) 新田暁高 29m19 6月4日 正田醤油 群馬県記録会

28年度平均 33m39
女子 ハンマー投(4.000kg) 県高校記録 46m35 29年度平均 36m48
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 小林　秋穂(3) 前橋東高 46m35 県高新 7月16日 正田醤油 国体予選
2 森田　くるみ(3) 藤岡中央高 43m80 4月8日 桐生 投擲チャレンジ
3 山崎　璃子(2) 中之条高 42m15 9月24日 正田醤油 高校新人
4 大島　有葵(3) 榛名高 37m11 9月10日 伊勢崎 学校対抗
5 林　芙美香(3) 市前橋高 37m00 9月10日 伊勢崎 学校対抗
6 清水　美歩(2) 藤岡中央高 33m70 9月10日 伊勢崎 学校対抗
7 笠原　実久(3) 中央中等 32m85 4月29日 伊勢崎 高校総体地区予選
8 美細津　佳菜(1) 藤岡中央高 31m28 9月24日 正田醤油 高校新人
9 膳　春奈(3) 新田暁高 30m42 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
10 黒沢　音々(3) 前橋東高 30m07 5月19日 正田醤油 高校総体

28年度平均 40m07
女子 やり投 県高校記録 51m21 29年度平均 36m97
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 田村　沙恵(3) 富岡東高 45m16 5月18日 正田醤油 高校総体
2 坂本　薫音(3) 太田女高 40m82 4月16日 桐生 春季記録会
3 朝比奈　萌衣(2) 伊勢崎清明高 38m33 9月23日 正田醤油 高校新人
4 蛭間　さくら(2) 桐生南高 38m14 5月18日 正田醤油 高校総体
5 宮澤 和果南(2) 桐生南高 37m70 5月18日 正田醤油 高校総体
6 山崎　澪(3) 高崎工高 35m33 5月18日 正田醤油 高校総体
7 坂本　葵(3) 明和県央高 34m26 4月29日 伊勢崎 高校総体地区予選
8 牧口　奈菜(2) 市前橋高 33m38 9月23日 正田醤油 高校新人
9 柳澤　琴乃(2) 高崎女高 33m33 9月9日 伊勢崎 学校対抗
10 小座野　理紗(1) 太田東高 33m23 9月23日 正田醤油 高校新人

28年度平均 3825点
女子 七種競技 県高校記録 4799点 29年度平均 3745点
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 高橋　七海(3) 伊勢崎清明高 4117点 6月18日 千葉 関東高校
2 田村　沙恵(3) 富岡東高 4107点 5月21日 正田醤油 高校総体
3 板橋　絵美(2) 太田女高 3994点 6月18日 千葉 関東高校
4 町田　希(2) 前橋東高 3787点 8月19日 熊谷 関東選手権
5 人見　日花莉(3) 藤岡中央高 3730点 5月21日 正田醤油 高校総体
6 蛭間　さくら(2) 桐生南高 3717点 5月21日 正田醤油 高校総体
7 柳澤　琴乃(2) 高崎女高 3687点 5月21日 正田醤油 高校総体
8 荒木　南那(3) 高経大附高 3561点 5月21日 正田醤油 高校総体
9 金子　紗依(2) 太田女高 3418点 5月21日 正田醤油 高校総体
10 岡田　依都加(2) 桐生南高 3325点 5月21日 正田醤油 高校総体


