
高校 県記録 11秒71 23年度平均 12秒53
女子 100m 県高校記録 11秒90 24年度平均 12秒40
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 大木  彩夏(2) 新島学園高 11秒92 1.8 5月18日 敷島 県高校総体
2 星野  朱里(2) 清明高 12秒24 0.0 6月16日 敷島 関東高校
3 浅見    翠(3) 清明高 12秒25 1.8 5月18日 敷島 県高校総体
4 前原  幸奈(2) 桐生南高 12秒26 1.5 5月18日 敷島 県高校総体
5 早田  えり(3) 太田市商高 12秒42 1.8 5月18日 敷島 県高校総体
6 田島  沙耶(2) 共愛学園高 12秒47 2.0 10月13日 伊勢崎 高校強化大会
7 櫻井　美沙季(3) 高崎女高 12秒47 -1.6 4月29日 高崎 県総体西部地区大会

8 渡辺  優衣(3) 太田女高 12秒63 1.8 5月18日 敷島 県高校総体
9 木村　ひかり(1) 富岡東高 12秒67 -1.2 9月1日 伊勢崎 夏季強化記録会
10 蓮沼　凌加(1) 清明高 12秒68 1.5 4月15日 桐生 春季記録会

高校 県記録 23秒94 23年度平均 25秒62
女子 200m 県高校記録 24秒45 24年度平均 25秒34
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 大木  彩夏(2) 新島学園高 24秒46 1.3 5月19日 敷島 県高校総体
2 浅見  翠(3) 清明高 24秒96 1.3 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

3 蓮沼  凌加(1) 清明高 24秒97 1.3 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

4 田島  沙耶(2) 共愛学園高 25秒24 -1.3 6月24日 敷島 群馬県選手権
5 櫻井  美沙季(3) 高崎女高 25秒29 1.3 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

6 星野  朱里(2) 清明高 25秒32 1.3 5月19日 敷島 県高校総体
7 千代田  由奈(2) 伊勢崎商高 25秒74 -0.2 10月14日 伊勢崎 高校強化大会
8 早田  えり(3) 太田市商高 25秒76 1.3 5月19日 敷島 県高校総体
9 木村  ひかり(1) 富岡東高 25秒79 0.1 10月14日 伊勢崎 高校強化大会
10 渡辺  優衣(3) 太田女高 25秒83 1.3 5月19日 敷島 県高校総体

高校 県記録 54秒18 23年度平均 58秒22
女子 400m 県高校記録 54秒18 24年度平均 57秒68
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 大木  彩夏(2) 新島学園高 53秒49県新･県高新 6月23日 敷島 群馬県選手権
2 横沢  舞莉(3) 吾妻高 56秒31 6月23日 敷島 群馬県選手権
3 時澤　緑(3) 高崎商高 57秒49 6月23日 敷島 群馬県選手権
4 菊池  菜々実(3) 清明高 58秒09 5月17日 敷島 県高校総体
5 田村  まなみ(2) 前橋女高 58秒39 9月29日 敷島 高校新人
6 川原  ｼﾞｪﾆ(3) 太田市商高 58秒41 7月14日 敷島 国体予選会
7 恩田  亜椰(2) 館林女高 58秒55 6月23日 敷島 群馬県選手権
8 中條　咲(3) 富岡東高 58秒64 6月23日 敷島 群馬県選手権
9 岩崎  友香(1) 太田市商高 58秒67 9月29日 敷島 高校新人
10 寺島  由菜(2) 吾妻高 58秒72 9月29日 敷島 高校新人

高校 県記録 2分04秒82 23年度平均 2分16秒47
女子 800m 県高校記録 2分04秒82 24年度平均 2分14秒63
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 横沢　舞莉(3) 吾妻高 2分10秒81 7月14日 敷島 群馬県民体育大会2部大会

2 高藤  玲奈(3) 新島学園高 2分11秒71 6月24日 敷島 群馬県選手権
3 萩原  愛理(1) 新島学園高 2分12秒23 10月20日 瑞穂 第6回日本ﾕｰｽ選手権

4 瀧澤　萌(3) 中央中等 2分13秒62 6月3日 敷島 群馬県記録会
5 小林  由佳(1) 常磐高 2分14秒22 6月17日 敷島 関東高校
6 時澤  緑(3) 高崎商高 2分15秒12 7月14日 敷島 群馬県民体育大会2部大会

7 日高  美穂(3) 明和県央高 2分16秒65 6月24日 敷島 群馬県選手権
8 中村 亜理沙(2) 前橋南高 2分17秒00 6月24日 敷島 群馬県選手権
9 川崎　淳菜 常磐高 2分17秒42 6月24日 敷島 群馬県選手権
10 並木  悠佳(2) 太田女高 2分17秒47 9月30日 敷島 高校新人

高校女子



高校 県記録 4分17秒66 23年度平均 4分27秒77
女子 1500m 県高校記録 4分17秒86 24年度平均 4分33秒19
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 武田　志帆(3) 常磐高 4分16秒61県新･県高新 7月30日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
2 小林  由佳(1) 常磐高 4分23秒05 10月6日 長良川 国体
3 加藤  千尋(2) 常磐高 4分29秒29 6月15日 敷島 関東高校
4 関根  千智(3) 常磐高 4分33秒56 9月8日 伊勢崎 高校対抗
5 高藤  玲奈(3) 新島学園高 4分34秒51 9月8日 伊勢崎 高校対抗
6 萩原  愛理(1) 新島学園高 4分34秒87 9月8日 伊勢崎 高校対抗
7 茂木  菜穂子(2) 沼田女高 4分39秒70 6月15日 敷島 関東高校
8 団野    彩(2) 新島学園高 4分39秒83 6月15日 敷島 関東高校
9 中島  瑞穂(2) 常磐高 4分40秒00 4月15日 桐生 春季記録会
10 下村  純菜(2) 高崎女高 4分40秒43 9月8日 伊勢崎 高校対抗

高校 県記録 9分08秒46 23年度平均 9分39秒41
女子 3000m 県高校記録 9分08秒46 24年度平均 9分36秒78
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 武田  志帆(3) 常磐高 9分15秒53 8月2日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
2 加藤  千尋(2) 常磐高 9分18秒34 10月9日 長良川 国体
3 小林  由佳(1) 常磐高 9分22秒13 10月13日 袋井 第4回静岡県長距離強化記録会

4 関根　千智(3) 常磐高 9分23秒14 10月13日 袋井 第4回静岡県長距離強化記録会

5 大島  里穂(1) 常磐高 9分36秒52 10月13日 袋井 第4回静岡県長距離強化記録会

6 大沢　由未佳(2) 常磐高 9分44秒64 7月21日 伊勢崎 ﾄﾗｲｱﾙinいせさき
7 征矢　寿々菜(1) 常磐高 9分49秒08 10月13日 袋井 第4回静岡県長距離強化記録会

8 川崎　淳菜(1) 常磐高 9分50秒59 10月13日 袋井 第4回静岡県長距離強化記録会

9 松本  綺らら(2) 高崎商高 9分53秒69 7月21日 伊勢崎 ﾄﾗｲｱﾙinいせさき
10 高藤　玲奈(3) 新島学園高 9分54秒13 9月22日 日体大健志台 226回日体大長距離競技会

高校 県記録 13秒00 23年度平均 15秒63
女子 100mH(84.0cm_8.5m) 県高校記録 14秒21 24年度平均 15秒48
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 早田  えり(3) 太田市商高 14秒62 -0.4 6月18日 敷島 第65回関東高校大会

2 高柳  亜理沙(3) 前橋育英高 14秒93 0.9 10月13日 伊勢崎 高校強化大会
3 月田  絢優子(2) 富岡東高 15秒18 -0.2 9月8日 伊勢崎 高校対抗
4 黒岩  唯(3) 共愛学園高 15秒45 0.0 5月20日 敷島 県高校総体
5 川原  ｼﾞｪﾆ(3) 太田市商高 15秒45 0.0 5月20日 敷島 県高校総体
6 坂本  桃子(3) 前橋西高 15秒58 0.3 6月23日 敷島 群馬県選手権
7 渡辺　優衣(3) 太田女高 15秒76 0.3 6月23日 敷島 群馬県選手権
8 井田  瑛里子(2) 新島学園高 15秒92 -0.2 9月8日 伊勢崎 高校対抗
9 依田　友希奈(3) 富岡東高 15秒95 0.7 11月17日 敷島 高校混成・記録会
10 山口  彩夏(1) 市立前橋高 15秒98 -0.2 9月8日 伊勢崎 高校対抗

高校 県記録 57秒92 23年度平均 1分06秒38
女子 400mH(76.2cm35.0m) 県高校記録 58秒82 24年度平均 1分04秒29
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 川原　ジェニ(3) 太田市商高 1分01秒65 7月31日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
2 中條  咲(3) 富岡東高 1分02秒88 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

3 高橋　桃子(3) 農大二高 1分03秒38 6月16日 敷島 第65回関東高校大会

4 青栁  利奈(3) 前橋女高 1分04秒05 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

5 佐久間  鈴(2) 前橋女高 1分04秒18 10月14日 伊勢崎 高校強化大会
6 井田  瑛里子(2) 新島学園高 1分04秒36 5月19日 敷島 県高校総体
7 寺島  由菜(2) 吾妻高 1分04秒52 9月30日 敷島 高校新人
8 大島  千春(2) 市立前橋高 1分05秒56 9月30日 敷島 高校新人
9 蝦澤  みずき(2) 太田女高 1分05秒92 5月19日 敷島 県高校総体
10 佐藤　優(3) 渋川女高 1分06秒38 8月24日 敷島 関東選手権



高校 県記録 46秒04 23年度平均 48秒84
女子 4×100mR 県高校記録 47秒39 24年度平均 48秒73
順位 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 伊勢崎清明高 47秒50 6月16日 敷島 関東高校
2 太田市商高 48秒03 6月23日 敷島 群馬県選手権
3 共愛学園高 48秒40 6月15日 敷島 関東高校
4 新島学園高 48秒84 6月15日 敷島 関東高校
5 共愛学園高 48秒91 6月23日 敷島 群馬県選手権
6 太田女高 48秒97 6月15日 敷島 関東高校
7 伊勢崎清明高 49秒05 9月29日 敷島 高校新人
8 共愛学園高 49秒07 5月17日 敷島 県高校総体
9 伊勢崎清明高 49秒24 10月13日 伊勢崎 高校強化大会
10 新島学園高 49秒32 6月23日 敷島 群馬県選手権

高校 県記録 3分46秒99 23年度平均 4分03秒17
女子 4×400mR 県高校記録 3分47秒88 24年度平均 3分55秒58
順位 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 新島学園高 3分48秒79 6月18日 敷島 関東高校
2 伊勢崎清明高 3分49秒95 6月18日 敷島 関東高校
3 新島学園高 3分55秒09 9月30日 敷島 高校新人
4 新島学園高 3分55秒16 9月9日 伊勢崎 高校対抗
5 前橋女高 3分56秒24 5月20日 敷島 県高校総体
6 伊勢崎清明高 3分56秒48 6月24日 敷島 群馬県選手権
7 富岡東高 3分57秒48 10月14日 伊勢崎 高校強化大会
8 富岡東高 3分58秒40 5月20日 敷島 県高校総体
9 伊勢崎清明高 3分59秒02 8月26日 敷島 関東選手権
10 太田女高 3分59秒21 5月20日 敷島 県高校総体

高校 県記録 1m90 23年度平均 1m58
女子 走高跳 県高校記録 1m85 24年度平均 1m63
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 星野  茉利(1) 太田女高 1m70 9月30日 敷島 群馬県高校新人
2 樺澤  志穂(3) 共愛学園高 1m67 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

3 依田　友希奈(3) 富岡東高 1m67 6月24日 敷島 群馬県選手権
4 五十嵐  彩可(2) 伊勢崎清明高 1m64 9月30日 敷島 群馬県高校新人
5 飯野　綾(1) 高崎女高 1m61 9月30日 敷島 高校新人
6 中沢　ちひろ(3) 中之条高 1m61 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

7 川原　エリカ(3) 太田市商高 1m61 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

8 佐藤  真帆(1) 富岡東高 1m61 9月30日 敷島 群馬県高校新人
9 岩瀨  嘉美(2) 太田女高 1m61 9月30日 敷島 高校新人
10 吉田　しのぶ(3) 共愛学園高 1m60 7月15日 敷島 群馬県民体育大会2部大会

高校 県記録 6m58 23年度平均 5m30
女子 走幅跳 県高校記録 6m22 24年度平均 5m47
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 黒岩  唯(3) 共愛学園高 5m82 2.0 5月19日 敷島 第47回群馬県高校総体

2 木村  ひかり(1) 富岡東高 5m73 0.0 8月1日 新潟スタジアム 全国高校総体陸上
3 山口　彩夏(1) 市前橋高 5m68 0.9 9月29日 敷島 群馬県高校新人
4 萩原  瑞生(2) 伊勢崎清明高 5m48 0.7 9月29日 敷島 群馬県高校新人
5 奈良  萌華(1) 新島学園高 5m38 0.7 10月14日 伊勢崎 高校強化大会
6 月田  絢優子(2) 富岡東高 5m36 1.6 9月9日 伊勢崎 高校対抗
7 加藤  芽衣(1) 新島学園高 5m34 1.0 9月29日 敷島 高校新人
8 清水　あつき(3) 前橋育英高 5m33 0.0 7月14日 敷島 国体予選会
9 畠中  瑞樹(1) 渋川女高 5m30 -0.1 9月29日 敷島 高校新人
10 川原　エリカ(3) 太田市商高 5m28 1.4 4月29日 桐生 県総体東部地区大会

氏　　　名
蓮沼  凌加(1)浅見  翠(3)菊池  菜々実(3)星野  朱里(2)

池田  由希(3)川原  ｼﾞｪﾆ(3)高田  佑香(3)早田  えり(3)

小林  由佳(1)大島  梨砂(3)須藤  里紗(3)田島  沙耶(2)

加藤  芽衣(1)白井  杏奈(3)佐藤  未歩(1)大木  彩夏(2)

栗本  玲奈(3)大島  梨砂(3)須藤  里紗(3)田島  沙耶(2)

浅見  翠(3)星野  朱里(2)中川  莉沙(2)蓮沼　凌加(1)

山口  祐加子(3)渡辺  優衣(3)荻野  諒子(2)平石  風歩(1)

萩原  瑞生(2)蓮沼  凌加(1)中川  莉沙(2)奥村  絵水(2)

小林  由佳(1)大島  梨砂(3)黒岩    唯(3)田島  沙耶(2)

萩原  瑞生(2)蓮沼  凌加(1)中川  莉沙(2)星野  朱里(2)

加藤  芽衣(1)白井  杏奈(3)奈良  萌華(1)大木  彩夏(2)

氏　　　名

月田  絢優子(2)柳澤  明音(2)川崎  智恵(1)木村  ひかり(1)

柳澤  明音(2)中條    咲(3)川崎  智恵(1)木村  ひかり(1)

中川  莉沙(2)蓮沼  凌加(1)奥村  絵水(2)浅見  翠(3)

山口  祐加子(3)並木  悠佳(2)蝦澤  みずき(2)渡辺  優衣(3)

井田  瑛里子(2)高藤  玲奈(3)萩原  愛理(1)大木  彩夏(2)

中川  莉沙(2)星野  朱里(2)菊池  菜々実(3)浅見  翠(3)

大木  彩夏(2)井田  瑛里子(2)越谷  安寿香(2)萩原  愛理(1)

奈良  萌華(1)萩原  愛理(1)高藤  玲奈(3)大木  彩夏(2)

田村  まなみ(2)青栁  利奈(3)佐久間  鈴(2)清水    歩(3)



高校 県記録 12m72 23年度平均 10m51
女子 三段跳 県高校記録 12m13 24年度平均 10m96
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 風 期　日 場　所 大　会　名
1 萩原　瑞生(2) 伊勢崎清明高 12m06 0.3 10月28日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

2 黒岩  唯(3) 共愛学園高 11m66 0.4 6月24日 敷島 群馬県選手権
3 関口　友里(3) 渋川女高 11m48 -1.1 8月26日 敷島 第86回関東選手権
4 依田  友希奈(3) 富岡東高 11m14 1.6 10月13日 伊勢崎 群馬県高校強化大会

5 飯野  真由(2) 共愛学園高 10m83 -0.1 10月13日 伊勢崎 群馬県高校強化大会

6 島田　果歩(3) 市伊勢崎高 10m80 0.5 6月24日 敷島 群馬県選手権
7 高橋　凪生(3) 太田女高 10m62 0.0 6月24日 敷島 群馬県選手権
8 宿村  美希(1) 伊勢崎商高 10m52 0.1 9月30日 敷島 群馬県高校新人
9 片山  幸雪(3) 新島学園高 10m49 -0.9 6月24日 敷島 群馬県選手権
10 高畑  優(1) 高崎女高 10m48 0.0 9月30日 敷島 群馬県高校新人
11 伊藤  菜緒(2) 共愛学園高 10m44 0.3 4月22日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ

高校 県記録 15m98 23年度平均 10m89
女子 砲丸投(4.000kg) 県高校記録 15m00 24年度平均 11m09
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 木暮　佳奈(2) 中之条高 13m31 5月20日 敷島 第47回群馬県高校総体

2 平石  風歩(1) 太田女高 11m66 11月17日 敷島 高校混成・記録会
3 木暮　実奈(2) 中之条高 11m28 8月24日 敷島 関東選手権
4 樋口  真奈(2) 前橋女高 11m18 6月18日 敷島 第65回関東高校大会

5 岡野　亜美(3) 富岡東高 10m98 7月14日 敷島 国体予選会
6 髙橋  菜摘(3) 共愛学園高 10m90 4月29日 敷島 県総体中北地区大会

7 大谷　しのぶ(3) 前橋育英高 10m55 7月14日 敷島 国体予選会
8 野中  紗希(3) 前橋育英高 10m53 5月20日 敷島 県高校総体
9 舘野  真記(3) 桐生第一高 10m49 5月20日 敷島 県高校総体
10 中鉢  玲美(1) 樹徳高 9m97 9月29日 敷島 高校新人

高校 県記録 48m56 23年度平均 33m99
女子 円盤投(1.000kg) 県高校記録 45m10 24年度平均 33m53
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 髙山  和歌子(3) 前橋女高 39m78 5月18日 敷島 第47回群馬県高校総体

2 樋口　真奈(2) 前橋女高 36m58 9月30日 敷島 群馬県高校新人
3 岡野  亜美(3) 富岡東高 34m76 5月18日 敷島 第47回群馬県高校総体

4 市川　瑞穂(2) 高崎女高 33m91 4月29日 高崎 県総体西部地区大会

5 金井  麻里奈(2) 富岡東高 33m11 9月9日 伊勢崎 高校対抗
6 川野　真理恵(2) 前橋東高 32m57 9月30日 敷島 高校新人
7 吉野  花朱美(3) 前橋育英高 31m92 5月18日 敷島 県高校総体
8 伊藤  明日香(2) 太田市商高 31m85 9月9日 伊勢崎 高校対抗
9 六本木  真緒(2) 清明高 30m97 9月9日 伊勢崎 高校対抗
10 木暮  実奈(2) 中之条高 29m89 10月14日 伊勢崎 高校強化大会

高校 県記録 41m85 23年度平均 27m57
女子 ハンマー投(4.000kg) 県高校記録 37m08 24年度平均 22m86
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 角田 結実(3) 前橋南高 33m66 4月29日 敷島 群馬県高校総体中北毛地区大会

2 須田　愛理(3) 高経大附高 29m91 6月24日 敷島 群馬県選手権
3 樋口  真奈(2) 前橋女高 27m13 10月14日 伊勢崎 群馬県高校強化大会

4 中嶋  静香(2) 榛名高 24m86 10月14日 伊勢崎 高校強化大会
5 蝦澤　みずき(2) 太田女高 24m17 6月24日 敷島 群馬県選手権
6 吉成 愛佳(2) 前橋南高 23m23 7月14日 敷島 国体予選会
7 鏑木　沙月(3) 太田女高 21m34 6月24日 敷島 群馬県選手権
8 齊藤  彩乃(2) 太田東高 15m24 4月29日 桐生 県総体東部地区大会

9 平石　風歩(1) 太田女高 15m00 4月29日 桐生 県総体東部地区大会

10 石原  來夢(1) 大間々高 14m09 10月14日 伊勢崎 高校強化大会



高校 県記録 52m39 23年度平均 39m54
女子 やり投(600g) 県高校記録 51m21 24年度平均 41m07
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 舘野  真記(3) 桐生一高 44m92 4月29日 桐生 県総体東部地区大会

2 野中　紗希(3) 前橋育英高 44m33 9月8日 伊勢崎 高校対抗
3 小河原  智絵(2) 前橋育英高 43m30 10月13日 伊勢崎 群馬県高校強化大会

4 樋口　真奈(2) 前橋女高 41m57 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

5 日野原　菜摘(3) 伊勢崎高 41m14 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

6 月田　絢優子(2) 富岡東高 40m85 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

7 平石　風歩(1) 太田女高 39m51 11月18日 敷島 高校混成・記録会
8 木暮　美奈(2) 中之条高 38m78 4月15日 高崎 春季記録会
9 木暮  佳奈(2) 中之条高 38m39 9月8日 伊勢崎 高校対抗
10 五十嵐  千穂(1) 勢多農林高 37m95 10月13日 伊勢崎 高校強化大会

高校 県記録 5537点 23年度平均 3844点
女子 七種競技 県高校記録 4799点 24年度平均 4029点
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 月田  絢優子(2) 富岡東高 4513点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
2 清水  あつき(3) 前橋育英高 4325点 6月17日 敷島 関東高校
3 平石　風歩(1) 太田女高 4214点 8月26日 敷島 第86回関東選手権
4 依田  友希奈(3) 富岡東高 4156点 5月19日 敷島 県高校総体
5 高柳  亜理沙(3) 前橋育英高 3923点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
6 五十嵐  彩可(2) 伊勢崎清明高 3895点 5月20日 敷島 第47回群馬県高校総体

7 大島  千春(2) 市立前橋高 3865点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
8 木村  ひかり(1) 富岡東高 3850点 11月17日 敷島 高校混成・記録会
9 浅賀  裕加利(3) 高崎東高 3816点 5月20日 敷島 第47回群馬県高校総体

10 柏木  彩来(2) 前橋東高 3729点 11月17日 敷島 高校混成・記録会

高校 県記録 21分23秒10 23年度平均 25分29秒94
女子 5000mW 県高校記録 23分13秒58 24年度平均 26分32秒11
順位 氏　　　名 所　　属 記　録 期　日 場　所 大　会　名
1 齋藤　亜莉沙(3) 常磐高 24分08秒23 6月23日 敷島 群馬県選手権
2 水澤  茜(1) 伊勢崎清明高 25分05秒17 10月27日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

3 沼上  奈央(3) 常磐高 25分16秒79 9月8日 伊勢崎 第65回群馬県高校対抗大会

4 前野　友里(3) 伊勢崎清明高 25分19秒28 4月22日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
5 白田  美紀(1) 新島学園高 26分15秒68 6月15日 敷島 第65回関東高校大会

6 櫻澤  裕帆(3) 新島学園高 26分49秒55 4月29日 浜川 群馬県高校総体西部地区

7 萩原  愛理(1) 新島学園高 27分40秒87 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

8 小林  愛佳(2) 伊勢崎清明高 27分55秒16 5月17日 敷島 第47回群馬県高校総体

9 岡部  蛍(2) 伊勢崎清明高 28分09秒23 10月27日 小瀬 第16回関東高校選抜新人選手権

10 石川  栞菜(1) 伊勢崎清明高 28分41秒15 10月13日 伊勢崎 群馬県高校強化大会


