
2008日本グランプリシリーズ最終戦　第33回日本選抜混成競技大会
第24回日本ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会(混成競技) (08500246) 群馬リレーカーニバル(08100008)
主　催：群馬陸上競技協会 審判長 高橋　勝則

後　援：(財)日本陸上競技連盟/ 群馬県/群馬県教育委員会 /前橋市/前橋市教育委員会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 加藤  祐司

協 賛:富士重工業株式会社 混成審判長 立石  明夫

協 力:ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 記録主任 吉田　正

競技場：正田醤油スタジアム群馬(101010) 期日:平成20年10月11日(土)～12日(日)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 G 200m 12日 齋藤  仁志 20秒88 楊井　佑輝緒 21秒39 小川　恭輔 21秒44 田岡  洋和 21秒47 長谷川  充 21秒50 新井　智之 21秒52 久保田　裕是 21秒75 大前　祐介 21秒80

子 P 風-1.3 栃　木･筑波大 兵　庫･早稲田大 大　阪･関西大 秋　田･いなにわうどん販売 千　葉･早稲田大 東　京･早稲田AC

800m 12日 横田  真人 1分48秒20 宮崎    輝 1分49秒67 鈴木　尚人 1分49秒89 吉井　弘樹 1分50秒05 佐藤　　悠 1分50秒72 糸川　航太 1分50秒93 下平　芳弘 1分51秒16 田口　裕之 1分51秒53

東　京･慶應大 山　口･日体大 広　島･早稲田大 青　森･早稲田大 千　葉･日本大 東　京･富士通 埼　玉･ＤＮＰ

砲丸投 12日 村川  洋平 17m73 大橋  忠司 17m46 山田  壮太郎 17m04 相京　優也 14m54 轟    優介 13m65

(7.260Kg) 兵　庫･法政大 群　馬･吾妻榛嶺ク 群　馬･高崎市陸協

混成10種競技 12日 田中  宏昌 7313点 鈴木  亮太 7138点 平松　忠浩 7036点 東中  陽太郎 7008点 村田　　龍 6854点 神尾  大樹 6787点 有間  佳一郎 6786点 岩橋  翔太 6755点

東　京･ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ 神奈川･筑波大 岐　阜･国士舘大 京　都･中京大 神奈川･国士舘大 長　崎･平成国際大院 群　馬･早稲田大学 山  梨･筑波大

Ｊ 混成10種競技 12日 音部　拓仁 7195点 広野　雄大 7041点 土井　翔太 6940点 中村　明彦 6517点 二枚田　一平 6488点 髙橋　　尚 6462点 梅田　卓朗 6367点 米田　彰吾 6345点

Ｒ 長　崎･平成国際大 ｼﾞｭﾆｱ日本記録 兵　庫･関西学院大 香　川･観音寺第一高 静  岡･岡崎城西高 石　川･小松工業高 山　形･筑波大 長　崎･平成国際大 長　崎･長崎大

女 G 200m 12日 和田  麻希 23秒99 渡辺　　梓 24秒39 松田　  薫 24秒45 栗本　佳世子 24秒51 植竹　万里絵 25秒09 服部　愛美 25秒19 川崎　聖子 25秒26 清水　浩実 25秒76

子 P 風-0.3 京　都･龍谷大 新　潟･福島大 福　島･ナチュリル 福　島･ナチュリル 茨　城･阿見ＡＣ 兵　庫･立命館大 愛　知･国士舘大 福　井･平成国際大

800m 12日 品田  貴恵子 2分07秒94 木村  朝美 2分08秒69 宇田川  知佳 2分10秒38 越谷　奈都美 2分13秒15 清水　美紗子 2分14秒91 只野  奏子 2分15秒10 鷹取　　睦 2分18秒56 関根　聡美 2分18秒94

新　潟･筑波大 埼　玉･平成国際大 埼　玉･埼玉栄高 群　馬･新島学園高 埼　玉･筑波大 北海道･北海道大 大　阪･大阪教育大 埼　玉･早稲田大

5000m(NGP) 12日 徳田　友香 16分13秒83 高橋　聡美 16分31秒93 山元　美駒 16分33秒71 山口　実里 17分02秒20 山口　麻衣子 17分15秒02 岸　　瑞穂 17分30秒49

群　馬･ヤマダ電機 千　葉･積水化学 千　葉･積水化学 群　馬･ヤマダ電機 群　馬･ヤマダ電機 群　馬･ヤマダ電機

400mH 12日 久保倉　里美 56秒49 青木　沙弥佳 57秒37 千葉　緑 59秒96 渡邊　真理子 1分01秒29 保坂　真衣子 1分01秒34 清水　未来 1分01秒50 塚原　由佳 1分03秒18

(0.762m) 岐阜･福島大 青森･福島大 広島･大阪国際大 宮城･七十七銀行 長野･福島大

走高跳 12日 福本    幸 1m86 藤沢  潔香 1m74 三村　有希 1m74 前田  愛純 1m71 高橋　　圭 1m68

大　阪･大阪陸協 千　葉･ファイテン 大　阪･関西大 兵　庫･市立尼崎高 新　潟･順天堂大

三段跳 12日 吉田　文代 13m41 三澤　涼子 12m65 竹田　小百合 12m36 藤田　奈保子 12m26 藤田　弥生 12m18 旭　　恵美 11m90 荘　　久慧 11m82 篠原　未有 11m71

千　葉･成田空港 1.4 長　野･ヤマトヤT.C 1.2 北海道･北海道教育大 1.3 埼　玉･サンワールド 1.3 埼　玉･埼玉陸協 -0.3 福　井･順天堂大 1.7 埼　玉･クレーマーTC 0.6 群　馬･中央大 0.4

砲丸投 12日 白井  裕紀子 14m85 佐藤　あずさ 14m83 蛭田　伶菜 13m87 横溝　千明 13m67

(4.000Kg) 滋　賀･滋賀陸協 北海道･筑波大 兵　庫･筑波大 埼　玉･日女体大

混成7種競技 12日 中田　有紀 5715点 浅津　このみ 5153点 伊藤  みのり 5102点 安田　地中海 4907点 冨山  朝代 4867点 山添　一慧 4807点 高田  早紀 4793点 横田  美帆 4790点

島根・中央大 愛知・小島プレス 奈良・大和ガス 大阪・中京大 長崎・中京大 　　　　　w 埼玉・埼玉陸協

Ｊ 混成7種競技 12日 神田　早妃 5172点 岡部 ｿﾌｨ 満有子 5021点 米田　　和 4865点 狭川　綾幸 4756点 仙木　弓美 4699点 柏崎　浩代 4695点 西田　亜貴 4577点 太田　　穂 4536点

Ｒ
w　追い風参考記録
静  岡･名城大附属高　　　　w

茨城･名古屋市立大

愛知・日本保育ｻｰﾋﾞｽ　　　　w 兵庫・武庫川女子大

兵　庫･園田学園高　　　　　w 山　形･山形北高　　　　　　w 大　阪･平成国際大　　　　　w 大　阪･東大阪大敬愛高　　　w 岡　山･岡山東商業高　　　　w 大　阪･大体大浪商高　　　　w 愛  知･桑名工業高　　　　　w

新　潟･新潟アルビレックスRC 埼　玉･クレーマーTC

埼　玉･自衛隊体育学校

茨　城･ｽｽﾞｷ自販茨城 山　口･チームミズノアスレテ

新潟･新潟アルビレックスRC


