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29年度平均 12秒38
女子 100m 県記録 11秒71 30年度平均 12秒38
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 塩田　夏鈴(3) 共愛学園高 12秒07 -0.1 7月14日 正田醤油スタジアム群馬 国体予選
2 田中　きよの(2) 共愛学園高 12秒14 +1.8 7月14日 正田醤油スタジアム群馬 国体予選
3 美細津　エメリア(3) 佐野中 12秒31 +0.9 8月20日 岡山・岡山 全国中学
3 神藤　未弥(2) 共愛学園高 12秒35 -0.1 10月20日 山梨・甲府 関東高校選抜新人
5 奥村　ユリ 青山学院大 12秒38 -0.2 9月14日 神奈川・相模原 関東学生新人
6 中條　結月(1) 共愛学園高 12秒41 +0.0 7月14日 正田醤油スタジアム群馬 国体予選
6 岩田　優奈 中央大 12秒45 -1.0 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
8 福田　桃子(2) 大胡中 12秒52 +0.9 6月23日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 岡田　典子(2) 大胡中 12秒53 +1.6 6月23日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
10 松永　だんだら(1) 伊勢崎清明高 12秒57 -0.1 4月28日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体地区予選会

29年度平均 25秒25
女子 200m 県記録 23秒94 30年度平均 25秒28
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 岩田　優奈 中央大 24秒38 +1.8 6月17日 神奈川・平塚 日本学生個人選手権
2 奥村　ユリ 青山学院大 24秒74 +0.6 5月3日 静岡・草薙 静岡国際
3 神藤　未弥(2) 共愛学園高 25秒04 +0.8 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
3 中條　結月(1) 共愛学園高 25秒04 -0.4 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
5 塩田　夏鈴(3) 共愛学園高 25秒08 -1.3 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
6 美細津　エメリア(3) 佐野中 25秒31 -0.3 8月19日 岡山・岡山 全国中学
7 櫻井　杏樹(3) 新島学園高 25秒65 +0.8 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
8 桐山　智衣 ヤマダ電機 25秒80 -2.8 4月21日 東京・駒沢 TOKYO Combined Events Meet 2018

9 松永　だんだら(1) 伊勢崎清明高 25秒84 -0.5 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
10 柴崎　有希(2) 共愛学園高 25秒90 +1.8 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権

29年度平均 57秒47
女子 400m 県記録 53秒17 30年度平均 57秒74
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 岩田　優奈 中央大 53秒37 7月21日 神奈川・平塚 実業団・学生対抗選手権
2 奥村　ユリ 青山学院大 55秒79 5月24日 神奈川・相模原 関東学生対校
3 櫻井　杏樹(3) 新島学園高 57秒51 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
4 萩原　愛理 中央大 57秒98 4月1日 桐生市営 群大記録会
5 田代　千絵(3) 太田女高 58秒52 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
6 岩田　真由(3) 中央中等 58秒62 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
7 清水　佳奈 群大TF 58秒71 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
7 三田　怜奈(3) 太田女高 58秒75 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
7 植木　位歩(3) 高崎女高 59秒02 4月28日 浜川陸上競技場 高校総体地区予選会
10 本保　朱理(2) 高崎女高 59秒07 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権

29年度平均 2分14秒53
女子 800m 県記録 2分04秒82 30年度平均 2分14秒53
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 齋藤　菜月 中央大 2分09秒92 7月22日 慶應義塾大学 トワイライト・ゲームス
2 萩原　愛理 中央大 2分13秒19 9月8日 神奈川・等々力 日本学生対校
3 林　亜美(2) 常盤高 2分13秒69 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
4 木村　玲奈(3) 太田女高 2分13秒94 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
5 竹井　智香(3) 新島学園高 2分14秒06 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
6 土田　心杏(2) 長野郷中 2分15秒55 6月23日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
7 武田　菜月(3) 藤岡北中 2分15秒61 6月2日 浜川陸上競技場 県中学春季
8 齋藤　佳音(3) 城西中 2分15秒92 6月23日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 久保田　優花(3) 四ツ葉学園中 2分16秒35 6月23日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
10 谷山　優衣(2) 中央中等高 2分17秒05 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権

一般女子一般女子
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29年度平均 4分25秒48
女子 1500m 県記録 4分16秒61 30年度平均 4分27秒47
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 樺沢　和佳奈 慶應義塾大 4分23秒04 10月20日 日体大 日体大長距離記録会
2 不破　聖衣来(1) 健大高崎高 4分24秒50 8月2日 三重・伊勢 全国高校総体
3 市川　珠李 ヤマダ電機 4分24秒60 4月21日 日体大 日体大長距離記録会
4 清水　真帆 ヤマダ電機 4分25秒52 4月21日 日体大 日体大長距離記録会
5 八田　ももか 拓殖大 4分26秒74 9月14日 神奈川・相模原 関東学生新人
6 筒井　咲帆 ヤマダ電機 4分27秒54 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
7 宮城　亜支亜 ヤマダ電機 4分29秒65 4月21日 日体大 日体大長距離記録会
8 安藤　実来 ヤマダ電機 4分30秒21 4月21日 日体大 日体大長距離記録会
9 鈴木　翔子 ヤマダ電機 4分31秒23 4月21日 日体大 日体大長距離記録会
9 林　亜美(2) 常盤高 4分31秒67 5月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体

29年度平均 9分15秒68
女子 3000m 県記録 9分00秒25 30年度平均 9分19秒26
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 清水　真帆 ヤマダ電機 9分09秒19 7月4日 北海道・網走 ホクレンディスタンスチャレンジ　網走大会

2 市川　珠李 ヤマダ電機 9分10秒70 5月20日 埼玉・熊谷 東日本実業団対抗選手権

3 筒井　咲帆 ヤマダ電機 9分12秒07 7月4日 北海道・網走 ホクレンディスタンスチャレンジ　網走大会

4 不破　聖衣来(1) 健大高崎高 9分13秒45 9月22日 日体大 日体大長距離記録会
5 樺沢　和佳奈 慶應義塾大 9分16秒25 12月1日 日体大 日体大長距離記録会
6 鈴木　翔子 ヤマダ電機 9分17秒48 11月10日 日体大 日体大長距離記録会
7 安藤　実来 ヤマダ電機 9分24秒42 11月10日 日体大 日体大長距離記録会
8 竹地　志帆 ヤマダ電機 9分27秒88 11月10日 日体大 日体大長距離記録会
9 石井　寿美 ヤマダ電機 9分30秒44 7月4日 北海道・網走 ホクレンディスタンスチャレンジ　網走大会

10 森本　紗和 ヤマダ電機 9分30秒68 7月4日 北海道・網走 ホクレンディスタンスチャレンジ　網走大会

29年度平均 15分58秒73
女子 5000m 県記録 15分20秒20 30年度平均 16分01秒46
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 筒井　咲帆 ヤマダ電機 15分40秒56 10月20日 日体大 日体大長距離記録会
2 清水　真帆 ヤマダ電機 15分42秒49 7月7日 北海道・北見 ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会

3 市川　珠李 ヤマダ電機 15分48秒51 4月28日 広島・広島 織田幹雄記念国際競技会

4 石井　寿美 ヤマダ電機 15分56秒48 7月7日 北海道・北見 ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会

5 鈴木　翔子 ヤマダ電機 16分06秒39 7月7日 北海道・北見 ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会

6 安藤　実来 ヤマダ電機 16分08秒52 10月20日 日体大 日体大長距離記録会
7 西原　加純 ヤマダ電機 16分11秒20 9月22日 日体大 日体大長距離記録会
8 竹地　志帆 ヤマダ電機 16分11秒56 11月4日 高知・春野 高知県中長距離記録会
9 森本　紗和 ヤマダ電機 16分13秒23 7月7日 北海道・北見 ホクレンディスタンスチャレンジ 北見大会

10 石橋　麻衣 ヤマダ電機 16分15秒63 12月9日 新潟・延岡 ゴールデンゲーム in のべおか

29年度平均 32分58秒66
女子 10000m 県記録 31分48秒24 30年度平均 33分42秒91
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 筒井　咲帆 ヤマダ電機 32分18秒70 6月22日 山口・山口 日本選手権
2 西原　加純 ヤマダ電機 32分19秒69 4月22日 兵庫・神戸 兵庫リレーカーニバル
3 竹地　志帆 ヤマダ電機 33分33秒78 5月19日 埼玉・熊谷 東日本実業団対抗選手権

4 片野　春香 東京農業大 36分39秒48 5月24日 神奈川・相模原 関東学生対校
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29年度平均 14秒43
女子 100mH 県記録 13秒00 30年度平均 14秒58
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名
1 桐山　智衣 ヤマダ電機 13秒71 +1.6 6月15日 長野・長野 日本選手権混成
2 田代　千絵(3) 太田女高 14秒18 -1.2 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
3 角野　ありさ(3) 高崎女高 14秒25 +1.7 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
4 田中　きよの(2) 共愛学園高 14秒29 -0.7 5月20日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
5 齋藤　碧彩 法政大 14秒40 +0.8 6月15日 神奈川・平塚 日本学生個人
6 正田　実瑠(2) 共愛学園高 14秒54 +1.7 10月20日 山梨・甲府 関東高校選抜新人
7 江添　真子 平成国際大 14秒56 +0.6 5月3日 埼玉・熊谷 熊谷市春季記録会
8 新野　恵(2) 高経大附高 15秒14 +0.9 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
9 山口　彩夏 新潟大 15秒33 +1.9 8月22日 新潟・新潟 関東甲信越大学
10 内山　愛麗(3) 桐生一高 15秒35 +1.8 5月20日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体

29年度平均 1分03秒07
女子 400mH 県記録 57秒92 30年度平均 1分03秒88
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 田中　きよの(2) 共愛学園高 59秒97 6月16日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
2 田代　千絵(3) 太田女高 1分00秒81 6月16日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
3 清水　璃乃(3) 新島学園高 1分02秒86 7月14日 正田醤油スタジアム群馬 国体予選
4 江添　真子 平成国際大 1分02秒92 4月8日 埼玉・川越 川越市スプリングカーニバル

5 平沢　絵美(2) 農大二高 1分03秒64 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
6 齋藤　佳那 東京女子体育大 1分03秒81 8月25日 茨城・笠松 関東選手権
7 飯島　愛恵(2) 新島学園高 1分05秒51 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
8 植木　位歩(3) 高崎女高 1分06秒00 5月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
9 岸　萌々香(1) 新島学園高 1分06秒51 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
10 森田　麻詩蕗(2) 西邑楽高 1分06秒74 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人

29年度平均 24分14秒61
女子 5000mW 県記録 21分23秒10 30年度平均 25分16秒66
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 中里　見咲璃(2) 新島学園高 23分16秒01 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
2 外所　知紗 同志社女大 23分26秒77 10月8日 福井・福井 国民体育大会
3 尾内　夏輝 日本女子体育大 24分49秒12 4月14日 神奈川・相模原 四大学対抗競技会
4 阿部　麻莉亜 札幌国際大 24分52秒14 5月3日 北海道・札幌 札幌記録会
5 青木　まひろ 東北大 25分15秒73 7月28日 北海道・札幌 七大学対抗女子競技会
6 佐藤　夏南(3) 富岡高 25分54秒98 4月28日 浜川陸上競技場 高校総体地区予選会
7 外所　弓佳(3) 新島学園高 26分01秒34 8月24日 茨城・笠松 関東選手権
8 橋元　優香(3) 渋川女高 26分17秒34 6月15日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
9 森田　瑞希(3) 富岡高 26分19秒40 9月8日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
10 萩原　愛(3) 伊勢崎伊勢崎清明高 26分33秒76 6月15日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校

女子 10000mW 県記録 45分06秒82 30年度平均 50分53秒81
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 外所　知紗 同志社女大 49分20秒47 5月13日 京都・京都 関西学生選手権
2 尾内　夏輝 日本女子体育大 49分49秒29 9月16日 神奈川・相模原 関東学生新人
3 阿部　麻莉亜 札幌国際大 49分53秒57 6月3日 北海道・札幌 北海道学生選手権
4 青木　まひろ 東北大 51分09秒59 12月15日 国士舘大 国士舘大学長距離競技会

5 山口　千尋 東京学芸大 54分16秒11 12月15日 国士舘大 国士舘大学長距離競技会

29年度平均 11分20秒96
女子 3000mSC 県記録 10分17秒64 30年度平均 11分32秒36
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 干川　瑛美 国士舘大 11分32秒36 5月25日 神奈川・相模原 関東学生対校
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29年度平均 48秒18
女子 4×100mR 県記録 46秒04 30年度平均 47秒73
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 共愛学園高 46秒42　県高新 5月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
2 共愛学園高 47秒01　県高新 9月22日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
3 共愛学園高 47秒26 4月22日 正田醤油スタジアム群馬 群馬リレーカーニバル
4 群馬選抜 47秒36 10月7日 福井・福井 国民体育大会
5 共愛学園高 47秒75 10月20日 愛知・瑞穂 U18 日本陸上競技選手権大会

6 共愛学園高 48秒13 9月8日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
7 共愛学園高 48秒23 8月24日 茨城・笠松 関東選手権
8 共愛学園高 48秒33 9月8日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
9 共愛学園高 48秒41 8月24日 茨城・笠松 関東選手権
10 共愛学園高 48秒45 8月24日 茨城・笠松 関東選手権

29年度平均 3分55秒06
女子 4×400mR 県記録 3分44秒59 30年度平均 3分53秒10
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 共愛学園高 3分49秒80 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
2 中央大 3分50秒61 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
3 共愛学園高 3分50秒74 5月20日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
4 太田女高 3分51秒73 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
5 共愛学園高 3分53秒21 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
6 共愛学園高 3分54秒35 8月5日 三重・伊勢 全国高校総体
7 新島学園高 3分54秒67 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
8 共愛学園高 3分54秒75 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
9 新島学園高 3分55秒28 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
10 共愛学園高 3分55秒81 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人

29年度平均 1m65
女子 走高跳 県記録 1m90 30年度平均 1m64
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 岡野　弥幸(3) 尾島中 1m75 8月21日 岡山・岡山 全国中学
2 鈴木　小街 順天堂大 1m70 5月5日 順天堂大 順天堂大学競技会
3 河野　愛(3) 太田女高 1m67 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
4 飯野　綾 群馬大 1m65 5月3日 埼玉・熊谷 熊谷市春季記録会
4 鴨井　美紗子 群馬綜合ガード 1m65 6月4日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県記録会
6 小田切　成美(2) 前橋育英高 1m64 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
7 桐山　智衣 ヤマダ電機 1m62 6月15日 長野・長野 日本選手権混成
8 小川　琳菜(3) 太田東高 1m61 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
9 田村　茉優(3) 高松中 1m60 6月2日 浜川陸上競技場 県中学春季
9 大澤　凛(3) 荒砥中 1m60 6月24日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 館　遥香(3) 並榎中 1m60 6月24日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 金子　茜(3) 群馬南中 1m60 6月24日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 長谷川　朋(3) 安中一中 1m60 6月24日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 星野　茉利 東海大 1m60 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権

神藤未弥(2) 清水捺未(1) 関口舞(2) 柴崎友希(2)

中條結月(1) 柴崎友希(2) 関口舞(2) 清水捺未(1)

田中きよの(2) 柴﨑友希(2) 関口舞(2) 清水捺未(1)

土屋遥(1) 寺島帆乃(2) 清水璃乃(3) 櫻井杏樹(3)

関口舞(2) 清水捺未(1) 田中きよの(2) 塩田夏鈴(3)

清水璃乃(3) 櫻井杏樹(3) 竹井智香(3) 寺島帆乃(2)

田中きよの(2) 塩田夏鈴(3) 清水捺未(1) 中條結月(1)

諸田実咲 齋藤菜月 岩田優奈 萩原愛理 
神藤未弥(2) 塩田夏鈴(3) 清水捺未(1) 田中きよの(2)

田代千絵(3) 神坂桜子(2) 木村玲菜(3) 三田怜奈(3)

中條結月(1) 塩田夏鈴(3) 小林菜々夏(3) 神藤未弥(2)

中條結月(1) 塩田夏鈴(3) 久保田美羽(2) 小林菜々夏(3)

周東美来(2) 小林菜々夏(3) 中條結月(1) 神藤未弥(2)

周東美来(2) 塩田夏鈴(3) 久保田美羽(2) 中條結月(1)

久保田美羽(2) 神藤未弥(2) 中條結月(1) 小林菜々夏(3)

氏名

氏名

中條結月(1) 塩田夏鈴(2) 田中きよの(2) 神藤未弥(2)

久保田美羽(2) 神藤未弥(2) 中條結月(1) 田中きよの(2)

小林菜々夏(3) 塩田夏鈴(3) 田中きよの(2) 神藤未弥(2)

美細津エメリア(3) 塩田夏鈴(3) 田代千絵(3) 岩田優奈

久保田美羽(2) 神藤未弥(2) 中條結月(1) 柴崎 友希(2)



－　303　－

29年度平均 48秒18
女子 4×100mR 県記録 46秒04 30年度平均 47秒73
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 共愛学園高 46秒42　県高新 5月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
2 共愛学園高 47秒01　県高新 9月22日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
3 共愛学園高 47秒26 4月22日 正田醤油スタジアム群馬 群馬リレーカーニバル
4 群馬選抜 47秒36 10月7日 福井・福井 国民体育大会
5 共愛学園高 47秒75 10月20日 愛知・瑞穂 U18 日本陸上競技選手権大会

6 共愛学園高 48秒13 9月8日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
7 共愛学園高 48秒23 8月24日 茨城・笠松 関東選手権
8 共愛学園高 48秒33 9月8日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
9 共愛学園高 48秒41 8月24日 茨城・笠松 関東選手権
10 共愛学園高 48秒45 8月24日 茨城・笠松 関東選手権

29年度平均 3分55秒06
女子 4×400mR 県記録 3分44秒59 30年度平均 3分53秒10
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 共愛学園高 3分49秒80 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
2 中央大 3分50秒61 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
3 共愛学園高 3分50秒74 5月20日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
4 太田女高 3分51秒73 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
5 共愛学園高 3分53秒21 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
6 共愛学園高 3分54秒35 8月5日 三重・伊勢 全国高校総体
7 新島学園高 3分54秒67 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
8 共愛学園高 3分54秒75 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
9 新島学園高 3分55秒28 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
10 共愛学園高 3分55秒81 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人

29年度平均 1m65
女子 走高跳 県記録 1m90 30年度平均 1m64
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 岡野　弥幸(3) 尾島中 1m75 8月21日 岡山・岡山 全国中学
2 鈴木　小街 順天堂大 1m70 5月5日 順天堂大 順天堂大学競技会
3 河野　愛(3) 太田女高 1m67 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
4 飯野　綾 群馬大 1m65 5月3日 埼玉・熊谷 熊谷市春季記録会
4 鴨井　美紗子 群馬綜合ガード 1m65 6月4日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県記録会
6 小田切　成美(2) 前橋育英高 1m64 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
7 桐山　智衣 ヤマダ電機 1m62 6月15日 長野・長野 日本選手権混成
8 小川　琳菜(3) 太田東高 1m61 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
9 田村　茉優(3) 高松中 1m60 6月2日 浜川陸上競技場 県中学春季
9 大澤　凛(3) 荒砥中 1m60 6月24日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 館　遥香(3) 並榎中 1m60 6月24日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 金子　茜(3) 群馬南中 1m60 6月24日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 長谷川　朋(3) 安中一中 1m60 6月24日 正田醤油スタジアム群馬 中学通信
9 星野　茉利 東海大 1m60 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権

神藤未弥(2) 清水捺未(1) 関口舞(2) 柴崎友希(2)

中條結月(1) 柴崎友希(2) 関口舞(2) 清水捺未(1)

田中きよの(2) 柴﨑友希(2) 関口舞(2) 清水捺未(1)

土屋遥(1) 寺島帆乃(2) 清水璃乃(3) 櫻井杏樹(3)

関口舞(2) 清水捺未(1) 田中きよの(2) 塩田夏鈴(3)

清水璃乃(3) 櫻井杏樹(3) 竹井智香(3) 寺島帆乃(2)

田中きよの(2) 塩田夏鈴(3) 清水捺未(1) 中條結月(1)

諸田実咲 齋藤菜月 岩田優奈 萩原愛理 
神藤未弥(2) 塩田夏鈴(3) 清水捺未(1) 田中きよの(2)

田代千絵(3) 神坂桜子(2) 木村玲菜(3) 三田怜奈(3)

中條結月(1) 塩田夏鈴(3) 小林菜々夏(3) 神藤未弥(2)

中條結月(1) 塩田夏鈴(3) 久保田美羽(2) 小林菜々夏(3)

周東美来(2) 小林菜々夏(3) 中條結月(1) 神藤未弥(2)

周東美来(2) 塩田夏鈴(3) 久保田美羽(2) 中條結月(1)

久保田美羽(2) 神藤未弥(2) 中條結月(1) 小林菜々夏(3)

氏名

氏名

中條結月(1) 塩田夏鈴(2) 田中きよの(2) 神藤未弥(2)

久保田美羽(2) 神藤未弥(2) 中條結月(1) 田中きよの(2)

小林菜々夏(3) 塩田夏鈴(3) 田中きよの(2) 神藤未弥(2)

美細津エメリア(3) 塩田夏鈴(3) 田代千絵(3) 岩田優奈

久保田美羽(2) 神藤未弥(2) 中條結月(1) 柴崎 友希(2)

29年度平均 3m49
女子 棒高跳 県記録 4m20 30年度平均 3m65
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 諸田　実咲 中央大 4m02 6月15日 神奈川・平塚 日本学生個人選手権
2 岡本　風香(3) 前橋育英高 3m91 6月16日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
3 久保　愛菜 清和大 3m80 5月24日 神奈川・相模原 関東学生対校
4 小川　優里(3) 前橋育英高 3m65 10月19日 愛知・みずほ U-18日本陸上競技選手権

5 上原　遥(3) 市前橋高 3m60 4月28日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体地区予選会
5 岩崎　紘乃(3) 前橋女高 3m60 5月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
5 岡田　茉千留(3) 前橋育英高 3m60 6月16日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
8 諸田　祐佳(2) 太田女高 3m50 5月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
9 小林　茂奈(3) 樹徳高 3m40 4月28日 桐生市営 高校総体地区予選会
9 青木　花純 育英大 3m40 8月25日 茨城・笠松 関東選手権

29年度平均 5m71
女子 走幅跳 県記録 6m58 30年度平均 5m71
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 桐山　智衣 ヤマダ電機 6m04 -0.2 9月22日 大阪・長居 全日本実業団対抗
2 兼本　季依(3) 中央中等高 5m81 -0.0 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
3 山口　彩夏 新潟大 5m80 +1.9 10月21日 石川・金沢 北信越学生選手権
4 諸田　実咲 中央大 5m76 +1.5 5月6日 日本大 日大競技会
5 木村　ひかり 順天堂大 5m72 +1.2 8月11日 順天堂大 Juntendo Challenge
6 狩野　栞里(3) 市前橋高 5m63 +1.2 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
7 齋藤　琴音(2) 樹徳高 5m59 +0.7 10月20日 山梨・甲府 関東高校選抜新人
8 千吉良　明花(3) 前橋育英高 5m57 +0.9 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
8 竹村　杏月(3) 佐野中 5m57 +0.5 8月8日 栃木・栃木 関東中学
10 中里　百音(1) 共愛学園高 5m53 +0.5 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校

29年度平均 11m66
女子 三段跳 県記録 12m73 30年度平均 11m74
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 木村　ひかり 順天堂大 12m85 県新 +0.2 8月25日 茨城・笠松 関東選手権
2 武石　一紗 平成国際大 12m05 -0.6 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
3 兼本　季依(3) 中央中等高 11m87 +1.0 5月20日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
4 佐藤　杏(2) 高崎商高 11m82 +1.2 10月21日 山梨・甲府 関東高校選抜新人
5 齋藤　琴音(2) 樹徳高 11m69 -0.0 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
6 岩崎　紘乃(3) 前橋女高 11m57 +1.0 5月20日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
7 千吉良　明花(3) 前橋育英高 11m48 +1.0 5月20日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
8 石上　莉絵 宇都宮大 11m36 -1.0 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
9 森泉　紀葉(2) 勢多農林高 11m36 +1.3 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
10 中島　菫 同志社大 11m33 -0.8 7月1日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権

29年度平均 11m83
女子 砲丸投(4.000kg) 県記録 15m98 30年度平均 11m59
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 押田　慶美(2) 前橋育英高 12m60 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
2 小林　秋穂 中央大 12m24 5月27日 神奈川・相模原 関東学生対校
3 桐山　智衣 ヤマダ電機 12m07 6月15日 長野・長野 日本選手権混成
4 中鉢　玲美 日本体育大 11m90 4月14日 神奈川・相模原 四大学対抗競技会
5 高田　茉希 東海大 11m61 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
6 小暮　未来(2) 樹徳高 11m40 5月20日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
7 下田　莉未(1) 前橋育英高 11m16 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
8 山崎　璃子(3) 吾妻中央高 11m12 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
9 山道　萌衣(3) 薮塚本町中 10m94 9月1日 正田醤油スタジアム群馬 ジュニアオリンピック県予選会

10 平石　風歩 東京学芸大 10m85 9月18日 埼玉・熊谷 国公立２７大学対抗競技会

29年度平均 37m47
女子 円盤投(1.000kg) 県記録 48m56 30年度平均 35m88
順位 氏名 所属 記録 7 場所 大会名

1 半田　水晶 筑波大 48m79 県記録 6月24日 山口・山口 日本選手権
2 中鉢　玲美 日本体育大 43m62 4月7日 日本体育大 日体大対中大定期対校競技会

3 押田　慶美(2) 前橋育英高 36m95 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
4 田中　実久 群馬大 35m62 11月3日 茨城・笠松 北関東５大学対校競技会
5 尾滝　七海(2) 桐生南高 33m55 5月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
6 棚木　佑香(2) 前橋南高 33m41 4月28日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体地区予選会
7 田中　永夏 上武大 33m39 4月21日 正田醤油スタジアム群馬 群馬リレーカーニバル
8 堀内　彩夏(2) 前橋育英高 31m80 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
9 小暮　未来(2) 樹徳高 31m10 9月9日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
10 高山　結夢(3) 前橋育英高 30m51 5月18日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
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29年度平均 40m41
女子 ハンマー投(4.000kg) 県記録 54m00 30年度平均 38m87
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 山崎　璃子(3) 吾妻中央高 45m79 6月17日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
2 小林　秋穂 中央大 45m73 5月25日 神奈川・相模原 関東学生対校
3 美細津　佳菜(2) 藤岡中央高 36m37 8月26日 茨城・笠松 関東選手権
4 清水　美歩(3) 藤岡中央高 36m15 9月8日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗
5 村上　花音(3) 関学附高 36m12 7月15日 正田醤油スタジアム群馬 国体予選
6 大和　史織 群馬大 33m13 9月18日 埼玉・熊谷 国公立２７大学対抗競技会

7 上林　千尋(3) 大間々高 32m17 4月7日 桐生市営 投擲チャレンジ
8 萩原　瀬怜奈(2) 勢多農林高 30m79 10月20日 山梨・甲府 関東高校選抜新人
9 下田　莉未(1) 前橋育英高 30m68 9月23日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人
10 山崎　麻那(3) 高崎商高 30m67 9月8日 正田醤油スタジアム群馬 学校対抗

29年度平均 42m09
女子 やり投 県記録 52m44 30年度平均 41m25
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 平石　風歩 東京学芸大 50m87 5月25日 神奈川・相模原 関東学生対校
2 石川　瑛子 東京学芸大 44m85 4月1日 国士舘大 国士舘大学競技会
3 田中　永夏 上武大 43m91 4月21日 正田醤油スタジアム群馬 群馬リレーカーニバル
4 桐山　智衣 ヤマダ電機 41m01 5月13日 マレーシア Malaysia Open Track and Field

5 熊谷　未来 上武大 39m92 5月3日 埼玉・熊谷 熊谷市春季記録会
6 小林　夢(2) 高崎商高 39m37 11月11日 正田醤油スタジアム群馬 高校混成
7 朝比奈　萌衣(3) 伊勢崎伊勢崎清明高 38m88 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
8 宮澤　和果南(3) 桐生南高 38m85 5月17日 正田醤油スタジアム群馬 高校総体
9 篠原　ひかる 日本女子体育大 37m58 9月18日 東女体大 日女体大対東女体大対校会

10 秋山　瑠奈(1) 伊勢崎商高 37m20 9月22日 正田醤油スタジアム群馬 高校新人

29年度平均 4112点
女子 七種競技 県記録 5537点 30年度平均 4009点
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 桐山　智衣 ヤマダ電機 5536点 6月15日 長野・長野 日本選手権混成
2 石川　瑛子 東京学芸大 4326点 4月1日 国士舘大 国士舘大学競技会
3 波田野　優佳 日本体育大 4203点 8月4日 日体大 N.S.S.U競技会
4 新野　恵(2) 高経附高 4153点 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
5 岡田　依都加(3) 桐生南高 3826点 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
6 金子　紗依(3) 太田女高 3794点 6月18日 正田醤油スタジアム群馬 関東高校
7 高橋　七海 川村学園女大 3775点 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
8 粕川　花音(2) 市前橋高 3514点 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権
9 小林　なな子(2) 前橋育英高 2952点 6月30日 正田醤油スタジアム群馬 群馬県選手権

29年度平均 2時間41分12秒
女子 マラソン 県記録 2時間24分54秒 30年度平均 2時間39分92秒
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 石井　寿美 ヤマダ電機 2時間38分33秒 1月27日 大阪 大阪国際女子マラソン


