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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 10/30 佐川 ｵﾀﾋﾞｵ(2) 11.80/-0.5

玉村南

荒井  友太(2) 木崎 12.05/-0.5

尾池  敏志(2) 清流 12.05/+0.2

岡田  雄希(2) 12.12/+0.2

玉村南

近藤  弘樹(2) 12.13/-0.5

元総社

小沼    皓(2) 12.29/-0.5

伊勢崎第一

森平    凌(2) 甘楽第一 12.32/-0.5

谷川  郁弥(2) 川内 12.32/+0.2

８００ｍ 10/30 淡路  将史(2)  2:08.89

安中第一

大塚    凌(2)  2:11.02

境野

千吉良光輝(1)  2:11.55

木瀬

小野澤  峻(2)  2:12.24

小野

阿部  有希(2)  2:16.97

玉村南

小山  圭祐(2)  2:18.07

邑楽

宮崎  大夢(2)  2:18.82

嬬恋東

小澤    昇(2)  2:19.62

太田南

３０００ｍ 10/30 清水  歓太(2)  9:14.18

中央中等

鎌田  晃輔(2)  9:15.61

南橘

黒岩  勇作(2)  9:33.22

嬬恋西

和田  海希(3)  9:43.10

新島学園

親松  功己(2)  9:46.79

前橋第一

岡    直希(2)  9:47.50

新島学園

宮本  拓海(2)  9:49.51

伊勢崎第一

野口  颯希(3)  9:51.95

伊勢崎第一

１１０ｍＨ

(0.914m)

10/30 高橋  健太(2) 17.89/+0.9

境西

田中  友裕(2) 18.05/+0.9

古巻

権田  浩己(2) 18.63/+0.9

木崎

中澤  圭輝(2) 19.52/+0.9

伊勢崎第二

平野  達哉(1) 19.59/+1.0

南橘

黒澤  勇気(2) 19.86/+0.9

甘楽第一

小柄  洸太(2) 20.67/+0.9

伊勢崎第二

丸橋  義樹(1) 太田南21.19/+1.0

佐野  敦希(2) 玉村南

走高跳 10/30 石黒  大哉(2) 1m60

旭

福田  将基(2) 1m50

玉村

木村  貴勇(2) 1m50

館林第二

浅川  周徒(2) 1m50

入野

橋詰  幸一(2) 1m45

長野原東

橋詰  遼太(2) 1m45

前橋第一

橋詰    翔(2) 1m40

嬬恋東

小栗  拓真(2) 1m40

妙義

走幅跳 10/30 山根  建都(2)   5m56/-0.7

旭

齋藤  怜太(2)   5m49/-0.5

金島

市村  勇摩(2)   5m36/-0.8

嬬恋東

鈴木  星斗(2)   5m23/-0.7

入野

重田  俊和(2)   5m10/-0.2

前橋第五

森田  将希(2)   5m03/-0.0

金島

堀口  健太(2)   5m02/-0.6

吉井中央

小林  祥二(2)   4m98/-0.9

富士見

砲丸投 10/30 工藤  秀治(2)  11m42

邑楽

齊藤  幸樹(3)  10m59

新島学園

石川    剛(3)   9m52

箕郷

小泉慎之輔(2)   9m49

高松

橋本  将成(2)   8m92

嬬恋東

干川  将斗(2)   8m26

嬬恋東

安藤  大貴(2)   8m18

入野

三藤    基(2)   7m79

群馬南

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

10/30 田代  健人(3)  2302

中尾

15.99/-0.7-12m65-1m50-56.69

清水　拓実(2)  2192

前橋第七

15.96/+0.5-9m65-1m60-56.87

須藤    健(2)  1722

相生

17.26/+0.5-7m49-1m35-57.39

波多野光一(2)  1668

片岡

17.98/+1.2-8m60-1m50-1:01.90

井上  純輔(2)  1628

松井田西

17.42/+0.5-7m75-1m40-1:01.04

高津  翔太(2)  1573

小野

17.20/-0.7-7m26-1m35-1:01.51

上原  誠也(2)  1525

中尾

17.76/+0.5-7m13-1m35-1:00.99

五十嵐隆晧(2)  1521

前橋第七

17.99/+1.1-7m43-1m45-1:03.19

男子

１００ｍ 10/30 蓮沼  凌加(2) 12.92/+0.7

伊勢崎第一

岡田  晴香(2) 13.30/+0.7

荒砥

清水  由葵(2) 13.38/+0.7

吉岡

高柳亜莉沙(2) 13.44/+0.7

渋川北

岩田  優奈(1) 13.48/+0.0

中尾

小林  由佳(2) 13.50/+0.7

桂萓

小島麻衣子(2) 13.51/+0.0

中尾

今井  李和(2) 13.63/+0.7

北橘

１５００ｍ 10/30 干川  瑛美(2)  4:54.18

嬬恋西

石川  瑛子(2)  4:54.97

新町

萩原  美輝(2)  4:55.23

中央中等

南田  里奈(2)  4:57.47

前橋第二･四

笹澤  美陽(1)  4:58.65

新町

篠原  菜摘(2)  5:00.93

長野原東

櫻井  梨奈(2)  5:01.35

玉村

加藤  桃花(2)  5:01.71

金島

１００ｍＨ

(0.762m)

10/30 深澤  愛那(2) 16.68/-2.1

前橋第一

齋藤  美尋(2) 17.02/-2.1

玉村南

桐生  歓里(2) 17.20/-2.1

桂萓

関    詞織(3) 17.41/-2.1

共愛

加藤  夏実(2) 17.58/-1.8

中尾

新井  真優(2) 17.69/-2.1

境野

小森  明穂(2) 17.75/-2.1

旭

佐藤  真夏(1) 18.37/-2.1

下仁田

走高跳 10/30 星野  茉利(2) 1m55

あずま

櫻井  舞佳(2) 1m45

矢中

清水  美穂(2) 1m35

玉村

竹内  菜月(2) 1m35

吉井中央

朽津  美穂(1) 玉村 1m30

飯野    綾(2) 箱田

大和  史織(1) 1m30

伊勢崎第二

小見このみ(2) 1m30

吉岡

走幅跳 10/30 高山  憂樹(1)   4m69/-0.0

前橋第一

浅和千早奈(2)   4m56/+0.1

嬬恋西

奈良  萌華(2)   4m51/-0.1

北橘

諸田  依蕗(2)   4m48/-0.4

渋川北

畠中  瑞樹(2)   4m42/-0.5

吉岡

寺崎  有咲(2)   4m40/-0.0

旭

原澤優花里(2)   4m34/-0.1

並榎

藤前　優香(2)   4m30/+0.1

前橋第七

砲丸投

(2.721kg)

10/30 林  優里奈(2)   9m64

玉村南

池田菜々花(2)   8m60

子持

岸    美里(2)   8m58

境西

市川香菜子(2)   8m03

八幡

桒原  柚紀(2)   6m89

中尾

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

10/30 平石  風歩(2)  2483

みどり東

16.58/+0.2-1m40-12m01-27.59/+0.0

半田  水晶(1)  1921

城西

17.07/+0.9-1m40-6m41-29.42/+1.3

丸山  千聡(2)  1843

片岡

17.54/-2.5-1m35-6m93-29.53/+0.8

石原  綾乃(2)  1832

附属

16.56/+0.2-1m25-5m38-28.48/+0.0

新保  友望(1)  1736

附属

17.24/+0.0-1m20-6m03-28.64/+0.6

野口奈津樹(1)  1693

附属

17.48/-0.1-1m15-6m81-28.91/+1.2

齊田    薫(2)  1686

北橘

17.68/-0.1-1m20-5m63-28.34/+1.2

小田桐優理香(1)  1656

前橋第一

17.47/-2.5-1m20-6m80-30.06/+0.8

女子

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 10/30 9:00 雨 11.5 94％ 南東0.2m/s 10:00 雨 11.5℃ 94％ 北0.2m/s 11:00 雨 11.5℃ 94％ 北0.1m/s 12:00 雨 12.0℃ 94％ 南東0.1m/s13:00 雨 12.0℃ 94％ 北北東0.2m/s14:00 雨 11.5℃ 94％ 北東0.1m/s15:00 雨 1.5℃ 94％ 北東0.6m/s

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

 

 

 


