
平成22年度 第41回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ陸上競技大会群馬県予選会 (10103002) 決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会
競技場：正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場) 期日:平成22年9月4日(土)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
A 100m 04日 鈴木未知也(3) 11秒14 鵜生川耀皓(3) 11秒33 磯井  圭太(3) 11秒44 澤田  尚吾(3) 11秒48 室田  拡夢(3) 11秒55 上原  一輝(3) 11秒57 長岡  義樹(3) 11秒58 塚本  弘樹(3) 11秒61

豊  岡 +3.0 殖  蓮 +3.0 東吾妻東 +3.0 桐生中央 +3.0 富士見 +3.0 高  松 +2.7 新島学園 +3.0 木  瀬 +3.0
谷内　健人(3) 11秒61
高　松 +2.7

A 200m 04日 久新陽一郎(3) 22秒95 鵜生川耀皓(3) 23秒31 鈴木未知也(3) 23秒71 須藤  勇樹(3) 23秒78 後藤  飛翔(3) 23秒80 田中  康貴(3) 24秒94 半田  直之(3) 25秒05 猪牧  浩輝(3) 25秒13
男 清  流 +1.7 殖  蓮 +1.7 豊  岡 +1.7 古  巻 +1.7 中央中等 +1.7 南八幡 +3.2 宝  泉 +3.2 木  瀬 +3.2
ト A 3000m 04日 柄澤  拓也(3) 8分53秒60 新井  翔理(3) 9分02秒34 奈良  航佑(3) 9分08秒22 飯野  汰一(3) 9分08秒75 池田  卓矢(3) 9分18秒47 髙橋  知久(3) 9分24秒14 菊池    優(3) 9分29秒15 田島    翔(3) 9分34秒70

古  巻 宮  郷 富士見 北  橘 高  南 中之条 赤  堀 前橋第一
ラ A 110mJH 04日 田代  健人(3) 15秒44 坂本    崚(3) 17秒72 菊池  恭平(3) 18秒01 金谷  聡樹(3) 18秒10 村田  大輔(3) 18秒49 矢口  弘都(3) 20秒15

子 中  尾 +1.9 広  沢 +1.9 赤  堀 +2.8 宝  泉 +2.8 大泉西 +1.9 広  沢 +1.9
ッ B 100m 04日 佐川 ｵﾀﾋﾞｵ(2) 11秒73 須藤  大雅(2) 11秒80 小林  拳斗(2) 11秒84 西山  大樹(2) 11秒88 近藤  弘樹(2) 11秒94 林    論悟(2) 11秒98 小沼    皓(2) 12秒01 森平    凌(2) 12秒04

玉村南 +1.9 箱  田 +1.9 佐  野 +1.9 四ツ葉学園 +1.9 元総社 +1.9 玉村南 +1.9 伊勢崎第一 +1.9 甘楽第一 +1.9
ク B 1500m 04日 永井    諒(2) 4分20秒57 清水  歓太(2) 4分21秒09 鎌田  晃輔(2) 4分24秒95 小林    聖(2) 4分25秒22 神澤  俊史(2) 4分28秒81 黒岩  勇作(2) 4分29秒67 大塚  瑞季(2) 4分30秒81 阿部  有希(2) 4分33秒85

入  野 中央中等 南  橘 鎌  倉 あずま 嬬恋西 宝  泉 玉村南
B 110mH 04日 清水  拓実(2) 15秒79 須藤    健(2) 16秒52 高津  翔太(2) 16秒54 五十嵐隆皓(2) 17秒04 井上  純輔(2) 17秒21 高橋  健太(2) 17秒36 田中  友裕(2) 17秒64 波多野光一(2) 17秒67

前橋第七 +2.4 相  生 +2.4 小  野 +2.4 前橋第七 +2.4 松井田西 +1.8 境  西 +2.4 古  巻 +1.8 片  岡 +2.4
C 100m 04日 髙橋  雄樹(1) 12秒31 佐藤  凌雅(1) 12秒64 田代  寛治(1) 12秒72 山中  公道(1) 12秒75 深町  隆成(1) 12秒76 齋藤  拓実(1) 12秒77 諏訪  修平(1) 12秒81

中之条 -2.0 富士見 -2.0 中  尾 -2.0 安中第一 -2.0 玉  村 -1.2 附  属 -0.6 伊勢崎第三 -1.2
根岸    蒼(1) 12秒72
大泉北 -2.0

C1500m 04日 齋藤  零司(1) 4分29秒64 齋藤  勇也(1) 4分35秒52 伏島  和輝(1) 4分37秒15 千吉良光輝(1) 4分39秒10 鵜生川大貴(1) 4分39秒29 木村  慶信(1) 4分39秒37 廣川  大知(1) 4分41秒25 新藤    開(1) 4分41秒85
宝  泉 伊勢崎第四 伊勢崎第一 木  瀬 殖  蓮 境  西 中之条 太田北

A 走高跳 04日 久保田征孝(3) 1m86 高橋  欣臣(3) 1m80 岡田  大樹(3) 1m80 石本  凌雅(3) 1m65
寺  尾 矢  中 富岡西 大  胡

フ A 砲丸投 04日 山﨑　慎也(3) 12m54 梅山　陽介(3) 11m62 宮入　紳豪(3) 10m86 小林　大祐(3) 8m73
ィ 嬬恋東 前橋第六 中　尾 樹　徳
｜ B 砲丸投 04日 吉田　浩人(2) 14m41 勅使川原延明(2) 10m82 新井　徳郎(2) 10m80 橋本　将成(2) 10m13 小泉　慎之輔(2) 9m98 安藤　大貴(2) 9m83 干川　将斗(2) 9m14 吉野　拓斗(2) 8m94
ル (4.000kg) 東吾妻東 大　胡 境　野 嬬恋東 高　松 入　野 嬬恋東 吉井中央
ド B 走幅跳 04日 清水  拓実(2) 6m41 清水  陽春(2) 5m76 長井    諒(2) 5m68 五十嵐隆皓(2) 5m53 市村  勇摩(2) 5m36 齋藤  怜太(2) 5m35 堀口  健太(2) 5m33 三反田大輔(2) 5m28

前橋第七 +0.7 大  胡 +2.1 中  尾 +3.5 前橋第七 +0.1 嬬恋東 +1.6 金  島 +1.9 吉井中央 +2.4 城  西 +1.6
C 走幅跳 04日 川島  聖那(1) 5m29 髙山  和樹(1) 5m23 吉田  吏一(1) 5m11 中村慎太郎(1) 5m08 櫻井  尚貴(1) 5m04 梁瀨　誠也(1) 5m03 森    直樹(1) 4m95 金子  佑介(1) 4m89

清  流 +1.7 尾  島 +0.6 桐生中央 +2.5 尾  島 +0.4 安中第一 -1.8 藤岡北 +4.1 大間々東 +1.4 箱  田 +0.8
A･B･C 04日 山﨑　慎也(3) 30m64 梅山　陽介(3) 30m03 岡田　宙希(3) 29m89 宮入　紳豪(3) 28m39 岡田　大樹(3) 22m91 橋本　将成(2) 22m53 藤井　竜希(3) 20m82 平野　敦也(3) 19m12
円盤投 嬬恋東 前橋第六 赤　堀 中　尾 富岡西 嬬恋東 赤　堀 入　野
A･B･C ｼﾞｬ 04日 田代　寛治(1) 40m31 新井　徳郎(2) 39m12 岡田　宙希(3) 38m37 小泉慎之輔(2) 33m16 土内　勇輝(2) 32m68 今井　啓之(3) 31m82 大河原基生(2) 31m32 安達　悠太(3) 28m42
ﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中　尾 境　野 赤　堀 高　松 高　松 樹　徳 金　島 高　松

トラック審判長 細谷　寿夫 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 波多野　重雄 記録主任 関      稔

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
9時00分 10時00分 11時00分 12時00分 13時00分

9月4日(土) 晴､34.5℃､52%､北北東1.7m 晴､35.0℃､46%､北東2.8m 晴､36.0℃､40%､北東2.7m 晴､36.5℃､36%､北北東2.5m 晴､36.5℃､36%､北1.2m


