
平成22年度　伊勢崎市佐波郡中体連春季陸上競技大会 決勝記録一覧表
主　催：伊勢崎市佐波郡中学校体育連盟　　伊勢崎市教育委員会　　玉村町教育委員会　
後　援：群馬陸上競技協会　
競技場：伊勢崎市陸上競技場 期日:平成22年04月24日(土)

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1年100m 25日 中嶋 瑠希(1) 14秒49 笹沼  美玲(1) 14秒63 富宇加亜美(1) 15秒09 石川  紗英(1) 15秒12 若松  莉奈(1) 15秒28 羽鳥 優花(1) 15秒56 鈴木  杏奈(1) 15秒60 鈴木 千広(1) 15秒64

玉村 あずま 二中 宮郷 宮郷 玉村 玉村南 玉村

1年800m 25日 大野  萌花(1) 2分42秒22 星野  未歩(1) 2分45秒15 小林  真鈴(1) 2分47秒53 境野    恵(1) 2分49秒54 笹川  星菜(1) 2分52秒21 高橋  実来(1) 2分52秒39 大野  裕香(1) 2分53秒46 富宇加亜美(1) 3分01秒49

あずま あずま 境西 宮郷 あずま 境西 境西 二中

2年100m 25日 蓮沼  凌加(2) 12秒69 小林  杏夏(2) 13秒37 梨本あかね(2) 13秒45 佐藤  優名(2) 13秒67 國安花菜子(2) 13秒76 宿村  美希(2) 13秒78 木暮  美侑(2) 13秒80 小西 千尋(2) 13秒84

一中 NGR 殖蓮 四ツ葉 あずま 一中 一中 境南 玉村

3年100m 25日 星野  朱里(3) 12秒78 大塚  玲奈(3) 13秒07 田村まなみ(3) 13秒16 奥村 絵水(3) 13秒30 太幡  笑実(3) 13秒41 小林 佳奈(3) 13秒42 中川  莉沙(3) 13秒60 若井  瑞希(3) 13秒83

女 あずま NGR 殖蓮 NGR 玉村南 玉村 玉村南 玉村 あずま 玉村南

ト 200m 25日 千代田由奈(3) 26秒54 星野  朱里(3) 26秒62 蓮沼  凌加(2) 27秒15 奥村 絵水(3) 27秒51 田村まなみ(3) 28秒18 梨本あかね(2) 28秒64 中川  莉沙(3) 28秒80 國安花菜子(2) 28秒80

子 ラ 一中 NGR あずま NGR 一中 玉村 玉村南 四ツ葉 あずま 一中

ッ 800m 25日 大図  智香(3) 2分23秒04 寺内  理子(3) 2分23秒63 並木  悠佳(3) 2分24秒13 櫻井 梨奈(2) 2分28秒26 浦尾  真衣(3) 2分30秒20 大島  里穂(2) 2分31秒85 小林  愛佳(3) 2分32秒65 田中  咲希(3) 2分33秒45

ク 宮郷 赤堀 二中 玉村 宮郷 殖蓮 あずま 宮郷

1500m 25日 大図  智香(3) 4分49秒73 寺内  理子(3) 4分50秒68 櫻井 梨奈(2) 4分55秒74 並木  悠佳(3) 4分58秒90 浦尾  真衣(3) 4分59秒79 大島  里穂(2) 5分06秒77 笹川  菜月(2) 5分11秒90 田中  咲希(3) 5分13秒30

宮郷 赤堀 玉村 二中 宮郷 殖蓮 あずま 宮郷

100mH 25日 柏木  彩来(3) 15秒92 大塚  玲奈(3) 16秒49 長沢有香里(3) 16秒59 五十嵐彩可(3) 17秒47 齋藤  美尋(2) 17秒54 蓮    結美(3) 18秒92 田口まりや(2) 19秒45

二中 殖蓮 赤堀 四中 玉村南 境南 四中

伊丸岡  澪(2) 18秒92

宮郷

4×100mR 25日 一中 52秒95 あずま 53秒43 玉村 53秒99 赤堀 54秒46 殖蓮 54秒77 二中 55秒90 境南 56秒62 宮郷 56秒85

國安花菜子(2) 松村  里菜(3) 福島 彩矢(2) 寺内  理子(3) 伊藤みづき(3) 川野真理恵(3) 木暮  美侑(2) 小林    舞(3)

千代田由奈(3) 佐藤  優名(2) 小林 佳奈(3) 森    美咲(2) 小林  杏夏(2) 柏木  彩来(3) 髙田  茉希(2) 渡辺  美紅(2)

蓮沼  凌加(2) 中川  莉沙(3) 小西 千尋(2) 八坂  萌花(2) 金井映里香(2) 木村  祐希(3) 髙木  萌加(2) 樋口  安奈(3)

宿村  美希(2) 星野  朱里(3) 奥村 絵水(3) 長沢有香里(3) 大塚  玲奈(3) 西村  美那(2) 蓮    結美(3) 森    晴香(3)

フ 走高跳 25日 星野  茉利(2) 1m60 五十嵐彩可(3) 1m50 長沢有香里(3) 1m40 清水 美穂(2) 1m35 栗原さつき(3) 1m35 島袋佐恵美(3) 1m30 森    晴香(3) 1m30

ｲ あずま NGR 四中 赤堀 玉村 二中 二中 宮郷

－ 新井恵理奈(2) 1m30

ル 四ツ葉

ド 走幅跳 25日 宿村  美希(2) 4m92 千代田由奈(3) 4m80 小林 佳奈(3) 4m76 樋口  安奈(3) 4m64 馬場美佐子(2) 4m30 大木  美優(3) 4m24 木村  祐希(3) 4m23 須田百合有(3) 4m22

一中 NGR 一中 玉村 宮郷 殖蓮 二中 二中 四中

砲丸投 25日 柏木  彩来(3) 10m02 小河原智絵(3) 10m00 林  優里奈(2) 8m95 砂山  奈緒(3) 8m64 岸    美里(2) 8m00 髙田  茉希(2) 7m93 阿久津冴香(3) 7m91 小林    舞(3) 7m83

(2.721kg) 二中 境南 玉村南 あずま 境西 境南 あずま 宮郷

(NGR/大会新記録･EGR/大会タイ記録)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女子 一中 53.5 あずま 50 二中 42 玉村 42 宮郷 37.5 殖蓮 35 赤堀 31 玉村南 25

審判長 田邊　辰也 記録主任 関　　　稔


