
平成22年度　群馬県記録会 決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会

競技場：正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 期日:平成22年6月6日(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女 ト 100m 06日 重田  悠李(3) 12秒79 蓮沼  凌加(2) 12秒83 千代田由奈(3) 12秒89 廣田　順子(2) 12秒90 星野  朱里(3) 12秒91 大島  梨砂(1) 12秒98 今井  李和(2) 12秒99 東宮　佑依(1) 13秒08
ラ 中央中等 0.2 伊勢崎一中 0.2 伊勢崎一中 -0.3 清明 0.2 あづま中 0.2 共愛学園 0.2 北橘中 0.6 桐生南 0.6

子 ｯ 400m 06日 山田　真美(3) 1分00秒40 山縣  祐子(2) 1分01秒09 小貫  綾乃(3) 1分01秒27 國分  裕恵(3) 1分01秒61 星野　桃子(2) 1分01秒80 原沢　希(3) 1分02秒21 廣田　順子(2) 1分02秒39 神戸　遥香(2) 1分02秒76
ク 清明 太田東 館林女 渋川女 清明 渋川女 清明 富岡東
800m 06日 伊藤  優衣(3) 2分18秒48 乙山　くるみ(4) 2分18秒91 日高  美穂(1) 2分20秒24 中村亜理沙(3) 2分21秒67 小林　彩(1) 2分23秒92 宮崎  瞳(3) 2分24秒50 赤澤  裕子(3) 2分25秒03 大塚  美紀(2) 2分25秒89

明和県央 関東学園大学 明和県央 前橋四中 関東学園大学 明和県央 桐生女 明和県央
3000m 06日 松本　真由子(3) 10分17秒68 小針　梨沙(3) 10分31秒93 南田  里奈(2) 10分32秒30 齋藤　瑠美(3) 10分38秒08 佐藤　真美(3) 10分41秒46 茂木  奈津美(1) 10分45秒97 下橋場  雅子(2) 10分48秒49 石田  三季(1) 10分52秒41

清明 富岡東 前橋四中 富岡東 清明 明和県央 館林女 明和県央
100mH 06日 本木  優(3) 15秒97 黒岩  唯(1) 16秒98 高柳　亜理沙(1) 17秒36 石田　ちはる(3) 17秒44 佐藤  千紘(2) 17秒76 田中　早紀 17秒80 坂本　桃子(1) 17秒81 神澤  りな(3) 18秒38
(0.840m) 藤岡中央 0.1 共愛学園 0.1 前橋育英 -0.8 前橋西 -0.8 伊勢崎商 0.1 高崎経済大 0.1 前橋西 -0.8 市伊勢崎 -0.8
100mH 06日 富沢  美紀(3) 15秒82 寺島  由菜(3) 15秒95 三井  葉月(3) 16秒05 藤本    帆(2) 17秒02 齋藤  美尋(2) 17秒04 田村  真和(3) 17秒16 齋藤  佳那(2) 17秒30 関    詞織(3) 17秒88
(0.762m) 榛名中 0.1 中之条中 0.1 豊岡中 0.1 富士見中 0.1 玉村南中 0.1 南橘中 0.1 富士見中 0.1 共愛学園中 0.1
400mH 06日 國分  裕恵(3) 1分05秒63 原沢　希(3) 1分06秒56 本木  優(3) 1分06秒56 レティ  マイ(3) 1分10秒49 神澤  りな(3) 1分12秒96 小川  沙羅(2) 1分14秒27 根岸  好(2) 1分16秒82
(0.762m) 渋川女 渋川女 藤岡中央 伊勢崎商 市伊勢崎 館林女 市伊勢崎

フ 走高跳 06日 星野  茉利(2) 1m55 樺澤  志穂(1) 1m55 山川　奈津巳(2) 1m50 依田　友希奈(1) 1m50 関田  優子(2) 1m50 阿部  友梨奈(1) 1m45 市伊勢崎 神場  桃子(2) 1m45
ィ あづま中 共愛学園 清明 富岡東 関学大附 鈴木　美憂(3) 1m45 中之条 高経大附
｜ 走幅跳 06日 黒岩　由樹(3) 5m49 古越 美帆 5m44 関口  真紀(2) 5m27 田中　早紀 5m21 飯野  真由(3) 5m18 高橋　千沙都(3) 5m18 黒岩  唯(1) 5m16 鎌田　礼菜(3) 5m12
ル 渋川女 1.0 上武大 1.2 共愛学園 W2.4 高崎経済大 1.8 榛名中 0.0 渋川女 1.6 共愛学園 W2.3 前橋西 2.0
ド 砲丸投 06日 岡部　瑞稀(3) 11m27 高木　詩織(2) 11m17 高橋  菜摘(1) 10m14 松崎　鈴(3) 10m13 吉田　智鶴(3) 10m11 舘野  真記(1) 9m43 新井　誉代(2) 9m26 岡野　亜美(1) 8m94
(4.000Kg) 中之条 前橋育英 共愛学園 清明 渋川女 桐生第一 富岡東 富岡東
砲丸投 06日 平石　風歩(2) 11m18 林  優里奈(2) 9m42 砂山  奈緖(3) 8m51 吉田  悠芽(3) 8m35 佐藤有香理(2) 8m19 岸 美里(2) 8m16 阿久津冴香(3) 7m40 狩野  陽子(3) 7m19
(2.721Kg) みどり東中 玉村南中 あづま中 箱田中 前橋東中 境西中 あづま中 北橘中
円盤投 06日 西浦  香織(3) 34m38 中島　桃子(3) 32m18 岡部　瑞稀(3) 30m71 高木　詩織(2) 30m00 新井　誉代(2) 29m59 黛  早姫(2) 27m87 中島  緋沙恵(2) 27m22 石井　優美(2) 26m18
(1.000Kg) 高経大附 富岡東 中之条 前橋育英 富岡東 伊勢崎商 前橋女 富岡東
やり投 06日 野中　紗希(1) 33m44 舘野  真記(1) 32m93 谷  有理英(2) 31m48 高村  日和(3) 30m96 平井　伽奈(2) 29m01 徳江  里緒(2) 26m94 高橋　千沙都(3) 26m13 高橋　友貴(2) 24m61
(0.600Kg) 前橋育英 桐生第一 桐生西 関学大附 前橋西 伊勢崎商 渋川女 前橋工

W=追風参考


