
共  催：群馬県教育委員会

後  援：伊勢崎市教育委員会

競技場：伊勢崎市陸上競技場（競技場コード102030） 期日:平成20年11月14日(金)15日(土)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

混 八種競技 15日 須永  将弘(2) 4537点 高木  寿悦仁(2) 4414点 小坂  将司(1) 4296点 小澤　孝樹(1) 4251点 中島　大輔(2) 4193点 金井　浩二(2) 4112点 登坂　聡介(2) 4103点 原　佑介(1) 3961点

成 桐生南 桐生南 太田市商 伊勢崎 前橋育英 渋川 前橋 前橋育英

男 100m 14日 酒元　大貴(2) 11秒26 大澤　浩史(2) 11秒67 飯塚    洋(2) 11秒73 土屋　大介(2) 11秒75 平田　翼(1) 11秒82 八重樫　有大(2) 11秒83 高野    誠(1) 11秒84 橋本　達也(1) 11秒85

太田工 0.0 太田工 0.0 太田市商 0.0 太田工 0.0 高崎商 0.0 太田工 0.0 太田市商 0.0 太田工 0.0

400m 15日 酒元　大貴(2) 50秒27 平田　翼(1) 51秒52 八重樫　有大(2) 53秒08 金子    礁(2) 53秒59 高野    誠(1) 53秒78 大澤　浩史(2) 53秒81 斎藤  雄基(1) 53秒96 新井  裕也(2) 54秒16

太田工 高崎商 太田工 桐生 太田市商 太田工 太田市商 太田市商

1000m 14日 金子    礁(2) 2分40秒08 久我　昇平(2) 2分41秒40 田沼    秀(2) 2分41秒54 中田  政俊(2) 2分44秒47 伊勢村　一輝(2) 2分45秒58 神澤    諒(1) 2分47秒21 奥澤　宏之(2) 2分48秒16 浅田　翔太(2) 2分48秒47

桐生 伊勢崎 太田市商 太田市商 伊勢崎 桐生 西邑楽 勢多農林

子 3000m 15日 菅家  俊貴(3) 8分46秒05 唐澤  直樹(2) 8分49秒34 富澤  大地(2) 8分49秒70 篠原  和也(1) 8分55秒53 西方  祐介(3) 8分56秒92 天野  信道(2) 9分00秒59 木暮  良佑(2) 9分02秒83 井上  廉(2) 9分08秒89

中之条 中之条 中之条 中之条 中之条 中之条 中之条 中之条

5000m 14日 飯塚　涼太(3) 15分09秒37 中澤　大地(3) 15分16秒25 須永　喬諒(2) 15分23秒06 原田　祐輝(2) 15分25秒07 鳥羽　和晃(3) 15分28秒69 安田　佳祐(3) 15分32秒17 櫻井　一樹(1) 15分47秒60 下山　高嶺(2) 15分53秒02

前橋育英 前橋育英 前橋育英 前橋育英 前橋育英 前橋育英 前橋育英 前橋

混 七種競技 15日 上田  淑恵(2) 3661点 加藤　愛理(1) 3538点 摩庭　理沙(2) 3441点 田中　早紀(2) 3400点 赤羽 南美(2) 3255点 築山　茉実(2) 3246点 浦野　ちさと(2) 3154点 小林　陽(1) 3102点

成 太田市商 高崎女 清明 富岡東 高崎女 富岡東 富岡東 高崎女

女 100m 14日 五十嵐　由香(2) 12秒37 金井　美佳(1) 12秒94 大槻  美沙都(1) 13秒15 三田　真理子(1) 13秒18 河野 悠(2) 13秒55 林　佑美(1) 13秒73 富沢　祐美(1) 13秒83 飯島 紀佳(2) 14秒01

富岡東 1.1 高崎女 1.1 太田市商 1.1 高崎女 1.1 高崎女 1.1 高崎女 0.4 高崎商 0.4 高崎女 0.4

400m 15日 五十嵐　由香(2) 1分01秒66 金井　美佳(1) 1分02秒20 小林  彩(2) 1分05秒35 横堀  夏紀(1) 1分05秒70 大槻  美沙都(1) 1分05秒91 高橋  詩織(2) 1分08秒12 亀井  彩也香(2) 1分08秒90 三田　真理子(1) 1分08秒93

富岡東 高崎女 市伊勢崎 市伊勢崎 太田市商 藤岡中央 藤岡中央 高崎女

1000m 14日 高橋　萌(2) 3分05秒91 石黒  幸(2) 3分08秒55 小針　梨沙(1) 3分09秒24 須藤 史恵(2) 3分12秒16 生方　里実(1) 3分21秒25 斎藤　瑠美(1) 3分22秒43 澁谷　遥香(2) 3分29秒77 茂木　穂波(2) 3分43秒53

高崎女 長野原 富岡東 高崎女 利根実業 富岡東 高崎女 高崎女

子 3000m 15日 鈴木　麻美(2) 10分29秒69 小針　梨沙(1) 10分46秒35 武井　栞(1) 10分48秒34 田中　紗季(2) 10分56秒21 斎藤　瑠美(1) 10分57秒20 高橋　萌(2) 11分01秒10 瀧澤　彩(1) 11分07秒64 生方　里実(1) 11分17秒26

前橋育英 富岡東 高崎商 富岡東 富岡東 高崎女 富岡東 利根実業

審判長 阪西 俊峰 記録主任 吉田  正

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

 期        日 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 期     日 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

09:00 晴 14.0℃ 57% 南南東 0.7m/s 09:00 曇 13.5℃ 66% 南 1.0m

10:00 晴 16.0℃ 55% 北北東 0.3m/s 10:00 曇 14.5℃ 52% 南西 1.2m

11:00 晴 17.0℃ 52% 北西 1.1m/s 11:00 曇 15.0℃ 68% 東 0.1m

12:00 晴 18.0℃ 49% 西 0.7m/s 12:00 曇 15.5℃ 68% 南東 0.6m

13:00 晴 18.5℃ 45% 南南東 0.0m/s 13:00 曇 15.5℃ 68% 南東 0.0m

14:00 晴 18.5℃ 45% 南南西 0.7m/s 14:00 曇 16.0℃ 74% 南南東 01.m

15:00 晴 18.0℃ 53% 東北東 1.0m/s

11月14日
11月15日

 平成２０年度　群馬県高等学校陸上競技強化大会混成競技会
主　催：群馬県高等学校体育連盟      群馬陸上競技協会
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