
平成２３年度
正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場）

性別 　　　種　　目 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 　氏名 (学年) 所属 記録 備　　考

１年 １００ 田中  宏季(1) みずき 12"60 永島  卓徒(1) 荒砥 12"71 田中  将吾(1) 大胡 12"84 静    優羅(1) 三中 13"00 古屋  佳之(1) 富中 13"14 磯田  翔太(1) 桂萱 13"14 堀川  穂高(1) 大胡 13"26 佐々木鷹弥(1) 木瀬 13"49

〃 １５００ 小林　駿祐(1) 木瀬 4'36"90 新井  健人(1) 大胡 4'36"97 中道  幹太(1) 五中 4'45"14 笠井  崇史(1) 六中 4'45"67 今井隼之介(1) 大胡 4'48"46 阪    侑二(1) 南橘 4'56"42 山本    岳(1) 五中 4'57"80 大山  一輔(1) 南橘 5'00"00

２年 １ ００ 奈良  圭仁(2) 附属 12"02 齋藤  拓実(2) 附属 12"20 平野  達哉(2) 南橘 12"31 高畑  虹太(2) 鎌倉 12"32 佐藤  凌雅(2) 富中 12"51 赤石  一馬(2) 元中 12"57 岡部  哲也(2) 粕川 12"58 関根  拓磨(2) 東中 12"61

３年 １００
ｍ

須藤  大雅(3) 箱田 11"57 水野  茂保(3) 七中 12"03 村山  賢大(3) 附属 12"12 多胡    遼(3) みずき 12"18 重田  俊和(3) 五中 12"19 石川  清崇(3) 箱田 12"24 松原  滉也(3) 富中 12"25 近藤  弘樹(3) 元中 12"49

２･３年 １５００
ｍ

鎌田  晃輔(3) 南橘 ◎4'11"71 親松  功輝(3) 一中 4'12"23 小林    聖(3) 鎌倉 4'13"12 村上  智志(3) 南橘 4'17"29 菊島  龍翔(3) 大胡 4'22"66 土田  直輝(3) 三中 4'25"16 松井  幸平(2) 大胡 4'25"56 樺沢  暢俊(3) 富中 4'30"39

男
共通 ２００

ｍ
近藤  弘樹(3) 元中 23"82 須藤  大雅(3) 箱田 23"86 水野  茂保(3) 七中 24"33 黒川  真登(2) 附属 24"50 神戸  篤樹(3) 七中 24"58 齋藤  拓実(2) 附属 24"69 多胡    遼(3) みずき 24"94 松本  洋矢(2) 荒砥 24"99

〃 ４００
ｍ

神戸  篤樹(3) 七中 52"97 松原  滉也(3) 富中 53"31 河島  唯翔(3) 富中 54"70 都丸  晃輔(3) 五中 54"83 荻野  高暢(3) 南橘 55"33 下田    巧(3) みずき 56"22 新井  悠利(3) 大胡 56"91 山上　龍征(3) 南橘 57"03

〃 ８００
ｍ

親松  功輝(3) 一中 2'02"26 千吉良光輝(2) 木瀬 2'02"44 木村  龍吉(3) 箱田 2'06"38 土田  直輝(3) 三中 2'08"09 菊島  龍翔(3) 大胡 2'09"81 小林  享生(2) 七中 2'12"04 藤生  真也(2) 五中 2'12"28 齋藤  和弥(3) 附属 2'12"87

〃 ３０００ 小林    聖(3) 鎌倉 ◎8'58"94 鎌田  晃輔(3) 南橘 ◎8'59"00 村上  智志(3) 南橘 9'20"28 樺沢  暢俊(3) 富中 9'30"99 宮崎  直気(3) 大胡 9'35"45 今井竜之介(3) 大胡 9'45"66 須永　  亘(3) 木瀬 9'47"92 金子  大介(3) 富中 9'51"27

〃 １１０ｍ
Ｈ

清水  拓実(3) 七中 15"70 岡部  哲也(2) 粕川 16"76 五十嵐隆皓(3) 七中 17"02 平野  達哉(2) 南橘 17"46 金澤  竜太(3) 富中 17"95 木村  智也(2) 大胡 18"08 大崎  碧輝(2) 大胡 18"49 井上  佳威(3) 東中 18"56

子 〃４×1００ｍ 45"45 46"08 46"15 46"54 46"95 46"98 46"99 47"24

〃 走高
跳

田中  将泰(3) みずき 1m70 別宮  拓実(2) 五中 1m65 神藤  和生(3) 富中 1m65 富田　峻大(2) 木瀬 1m65 藤川    拓(3) 七中 1m60 藤川    廉(3) 七中 1m60 服部  真也(3) みずき 1m60 橋詰  遼太(3) 一中 1m60

〃 棒高
跳

上原    響(2) 富中 4m00 栗原  雅人(3) 東中 3m80 今成    駿(3) 一中 3m80 駒木　一真(2) 木瀬 2m80 三輪  恒貴(3) 粕川 2m60 深澤夢宇馬(1) 一中 2m60 三輪田  廉(2) 三中 2m40 小林  賢佑(1) 三中 2m20

〃 走幅
跳

清水  拓実(3) 七中 6m33 小林  祥二(3) 富中 6m15 清水  陽春(3) 大胡 6m07 島    亮平(3) 荒砥 5m89 重田  俊和(3) 五中 5m85 田嶋  祥悟(3) 鎌倉 5m83 五十嵐隆皓(3) 七中 5m67 奥泉  智喜(3) 元中 5m55

〃 砲丸
投

勅使川原延明(3) 大胡 11m17 神辺  佑太(3) 富中 9m42 黒澤  勇気(3) 粕川 9m00 佐藤  大智(2) 東中 8m78 疋田  創士(2) 七中 8m72 岩村  展運(3) 五中 8m57 岡田  祥典(2) 大胡 8m40 服部  真也(3) みずき 8m38

１年 １００ 斎藤  美月(1) 大胡 13"57 金澤美友菜(1) 附属 13"80 清水　詩絵(1) 附属 14"00 宮﨑  晴香(1) 粕川 14"24 相川  留美(1) 三中 14"35 佐藤  愛華(1) 箱田 14"38 小澤　佑香(1) 南橘 14"45 吉田  裟野(1) 鎌倉 14"57

〃 走幅
跳

小林 優布子(1) 芳賀 4m52 斎藤  美月(1) 大胡 4m44 石原  遥子(1) 粕川 4m37 小川  実里(1) 三中 4m32 大川里緒菜(1) 一中 4m30 相川  留美(1) 三中 4m28 石本  麗衣(1) 大胡 4m15 山田明日香(1) 附属 4m10

２年 １ ００ 関口  花純(2) 桂萱 13"48 髙山  憂樹(2) 一中 13"52 吉田  愛菜(2) 七中 13"60 真屋  葉月(2) 附属 13"61 前田  侑香(2) 富中 13"73 山﨑  佳音(2) 六中 13"74 飯野  柚季(2) 大胡 13"81 奥野日奈子(2) みずき 13"85

３年 １ ００ 岡田  晴香(3) 荒砥 12"79 渡邉  花衣(3) 富中 12"97 宮下  奈々(3) 附属 12"99 小林  由佳(3) 桂萱 13"02 齋藤  佳那(3) 富中 13"20 石原  綾乃(3) 附属 13"29 桐生  歓里(3) 桂萱 13"36 深澤  愛那(3) 一中 13"61

女
共通 ２０
０ ｍ

宮下  奈々(3) 附属 26"67 渡邉  花衣(3) 富中 26"67 岡田  晴香(3) 荒砥 26"72 小林  由佳(3) 桂萱 27"05 石原  綾乃(3) 附属 27"38 山口  彩夏(3) 三中 27"55 茂木里乃奈(2) 七中 27"77 北爪  美紀(3) 宮城 27"79

〃 ８００
ｍ

樺沢和佳奈(1) 富中 2'18"82 濵上  裕香(2) 一中 2'19"30 南田  里奈(3) みずき 2'19"47 田邊比奈乃(1) 富中 2'19"55 一ノ瀬琴未(2) 五中 2'21"13 齊藤  あや(3) 七中 2'21"48 新家  桃子(3) 南橘 2'23"92 石崎  瑞穂(2) 鎌倉 2'26"63

〃 １５００ 南田  里奈(3) みずき 4'45"00 井上  蒼唯(3) 富中 4'47"70 萩原  百萌(2) 富中 4'49"26 鹿沼  彩花(2) 大胡 4'52"19 棚木    瞳(2) 五中 4'52"58 高橋  千里(3) 六中 4'52"65 飯塚  涼子(2) 南橘 4'54"57 下田麻祐子(2) みずき 4'55"78

〃 １００ｍ
Ｈ

桐生  歓里(3) 桂萱 15"59 深澤  愛那(3) 一中 15"76 小田桐優理香(2) 一中 16"14 江添  真子(2) みずき 16"39 野口奈津樹(2) 附属 16"54 増田  果穂(3) 五中 16"80 齋藤  佳那(3) 富中 16"91 藤本    帆(3) 富中 17"24

子
〃４×１００ｍ

Ｒ
50"89 51"13 51"20 51"67 51"78 52"30 52"70 52"78

〃 走高
跳

新井那奈美(3) 一中 1m57 飯野    綾(3) 箱田 1m55 小林  芽衣(3) 附属 1m45 武井  亜樹(3) 一中 1m45 中嶋  沙綾(2) 附属 1m35 長沼  里奈(2) 五中 1m35 久保田結友(3) みずき 1m35 武藤  綺莉(2) 七中 1m30

２ ･ ３ 走幅跳 山口  彩夏(3) 三中 ◎5m38 髙山  憂樹(2) 一中 5m06 中澤ほのか(2) 七中 4m92 新保  友望(2) 附属 4m88 徳門めぐみ(3) 五中 4m79 星野ゆりあ(3) 大胡 4m79 大山  法代 (2) 六中 4m79 船津  菜奈(2) 富中 4m75

共通 砲丸
投

白石    愛(3) 粕川 9m88 坂本  海峰(3) 一中 8m84 大川優里香(3) 一中 8m83 大崎  夢佳(3) 宮城 8m45 佐藤  佑香(3) 宮城 8m43 長谷川夏海(2) 大胡 8m17 野口    桃(3) みずき 8m10 吉田    風(2) 箱田 7m98

68.5 63.5 59 46 38 36.5 36 29

72 62 58 36 30 27.5 23 22.5

◎：大会新記録 審判長自著　　岩崎　真人 記録自著　　富永　　誠
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