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平成27年度 群馬県記録会 2015年6月7日(日)
決勝一覧表

正田醤油スタジアム群馬
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 6/7 １００ｍ 高橋　雄樹(3) 10.99 程野　綜一朗 11.10 石川直人 11.15 岩野　康平 11.17 同順：寺崎　一輝(1) 11.17 阿部　亮太 11.18 同順：塚本　隆弘 11.18 内堀　直也 11.19
中之条高 -2.7 上武大 -2.7 伊勢崎ク -2.7 群馬大 +2.4 樹徳高 +0.7 群大ＴＦ -2.1 前橋市陸協 +2.4 上武大 -2.7 

男子 6/7 ２００ｍ 石川直人 22.00 高橋　雄樹(3) 22.14 澤田　悠貴 22.22 古屋　佳之(2) 22.56 劒持  開斗(2) 22.76 橋本　章吾 22.77 同順：木村　允彦 22.77 堀越　優弥(3) 22.80
伊勢崎ク -0.1 中之条高 -0.1 群馬大 -0.6 勢多農林高 -0.1 渋川高 -0.8 前橋市陸協 -0.1 上武大 -1.3 藤岡中央高 -0.6 

男子 6/7 ４００ｍ 古屋　佳之(2) 48.72 北爪　啓太 49.69 鈴木　夢人 50.20 中澤　太一 50.38 田口  浩平(2) 50.39 野秋　善仁 50.40 泉　翔太(2) 50.55 細井　ブライアン(1) 50.85
勢多農林高 群馬大 群馬大 群馬大 桐生高 高崎経済大 前橋育英高 前橋育英高

男子 6/7 ８００ｍ 鵜生川　大貴(3)  1:54.76 渡辺　直人  1:55.29 武士　文哉(2)  1:55.57 中澤　太一  1:56.09 加藤　聖也  1:56.89 千吉良　光輝(3)  1:57.63 岩井　宏大(3)  1:58.72 佐藤  優光  1:59.17
前橋育英高 群馬大 高崎高 群馬大 高崎経済大 前橋育英高 富岡高 上武大

男子 6/7 ５０００ｍ 茂原　大悟(3) 14:57.57 髙橋　光晃(2) 15:06.91 日野原　智也(2) 15:06.99 森田　瑛介(1) 15:13.13 黒柳　宏暢(3) 15:14.75 森山　真吾(2) 15:26.47 大場　遼(3) 15:31.53 下田  季矢(2) 15:32.03
高崎高 藤岡中央高 伊勢崎商高 前橋育英高 高崎高 樹徳高 前橋育英高 中之条高

男子 6/7 １１０ｍＨ 清水　光(2) 15.61 馬上　凌(1) 15.62 小澤　椋(3) 15.82 田崎　貴一(2) 15.91 関口  大輝(1) 16.12 茂木  勇人(3) 16.42 大塚  智貴(3) 16.58 川端　一輝(3) 16.66
(1.067m) 桐生南高 -1.6 中央中等 -1.6 伊勢崎商高 -1.6 農大二高 -1.6 桐生高 -1.6 西邑楽高 -1.6 中之条高 -1.6 共愛学園高 -1.6 

男子 6/7 １１０ｍＨ 東    唯斗(3) 16.02 町田  春樹(3) 16.06 三阪　頼毅(3) 16.59 内田    真(3) 16.73 布施  圭梧(3) 16.77 石曽根敏樹(3) 17.06 本間  野亜(3) 18.59 塚越  風渡(3) 18.63
(0.914m) 前橋五中 -2.1 中央中等 -2.1 前橋東中 -2.1 前橋七中 -2.1 前橋五中 -2.1 榛名中 -2.1 金島中 -2.6 箕郷中 -2.6 

男子 6/7 ４００ｍＨ 岩野　康平 53.17 須田  八尋(2) 56.24 田口  浩平(2) 56.32 須永  将暉(3) 56.36 細井　哲平(2) 56.63 長沢  隆大(3) 56.90 密照　樹 57.35 狩野　遼太郎(2) 57.62
(0.914m) 群馬大 県央高 桐生高 西邑楽高 前橋育英高 前橋工高 群大ＴＦ 前橋育英高

男子 6/7 走高跳 高山  豊 2m16 久保田　征孝 2m05 丸山　智也 1m95 山﨑  光星(2) 1m95 新井　洋介 1m85 原　大虎(2) 1m85 同順：中村  魁(3) 1m85 同順：大山　健 1m85
しきしま 上武大 富岡市陸協 県央高 上武大 伊勢崎商高 館林高 しきしま

男子 6/7 走幅跳 谷洋武 6m82 塚本　隆弘 6m79 阿左美　守彦 6m67 星野　諒馬(1) 6m59 千吉良　一輝(2) 6m58 相前　有哉 6m49 川田　侑人 6m47 矢内　?仁(2) 6m40
伊勢崎ク +3.0 前橋市陸協 +0.5 チームＫ +2.1 伊勢崎商高 +0.1 前橋育英高 +1.2 群大ＴＦ +2.4 高崎市陸協 +1.1 伊勢崎商高 +1.5 

男子 6/7 三段跳 相前　有哉 15m08 矢羽  健一郎(2) 13m71 川田　侑人 13m69 金原　紀男 13m65 千吉良　一輝(2) 13m38 小板橋　真樹(3) 13m25 諸田  昂(2) 12m98 藤生ｾｽ亘輝(1) 12m95
群大ＴＦ +1.9 桐生高 +0.7 高崎市陸協 -0.3 高崎経済大 +2.3 前橋育英高 +1.5 農大二高 +2.8 高崎工高 +1.6 共愛学園高 +1.0 

男子 6/7 砲丸投 須田　光  13m47 清水　大夢   8m00
(7.260kg) 群馬大 群馬大

男子 6/7 砲丸投 高橋　陸哉(3)  13m12 植木　佑太郎(3)  13m05 大久保  太智(2)  12m83 駒田　裕哉(2)  11m68 神保　優一朗(1)  11m12 廣田  大輔(1)  10m93 小林  祐斗(2)  10m42 佐藤  大輔(1)  10m21
(6.000kg) 中央中等 樹徳高 中之条高 桐生工高 農大二高 前橋南高 館林高 中之条高

男子 6/7 砲丸投 太田  匠梧(3)  11m23 高橋  拓光(3)  11m19 岡﨑  純也(3)  10m32 橋爪  智洋(2)   8m72 楯    来樹(2)   8m06 中嶋  聡礼(2)   7m98 戸塚  貴大(3)   7m97 田沼  雅斗(3)   7m97
(5.000Kg) 前橋五中 群馬中央中 笠懸南中 渋川北中 古巻中 箕郷中 榛名中 あずま中

男子 6/7 円盤投 須田　光  43m16 小鹿　佑太  38m14 並木  祐典  36m23 曽根　隆寛  30m01 山戸　基義  27m27 清水　大夢  20m81
(2.000kg) 群馬大 関東学園大 安中市陸協 上武大 しきしま 群馬大

男子 6/7 円盤投 高橋　陸哉(3)  38m38 佐藤　杏一(3)  35m11 植木　佑太郎(3)  34m82 丸山  裕平(2)  34m59 篠﨑　亮介(1)  34m36 富岡　宥登(1)  34m05 青柳　亮太(2)  33m62 武藤  晶也(3)  33m29
(1.750kg) 中央中等 前橋東高 樹徳高 高崎工高 前橋育英高 農大二高 前橋育英高 高崎工高

男子 6/7 円盤投 太田  匠梧(3)  27m75 岡﨑  純也(3)  26m77
(1.500Kg) 前橋五中 笠懸南中

男子 6/7 やり投 小泉　恵一朗  51m66 青木　和真  50m97 塚田　晃魁  49m71 清水　皓平(3)  49m24 佐瀬　隼人  48m18 丸山  拓実(3)  46m49 飯竹　晶弘  45m73 堀川　龍洋(3)  44m57
(0.800kg) 高崎経済大 上武大 平成国際大 伊勢崎商高 群馬大 榛名高 高崎経済大 伊勢崎商高

女子 6/7 １００ｍ 奥村　ユリ(1) 12.81 塩田  夏鈴(3) 13.14 飯野　柚季(3) 13.17 白田　春佳(1) 13.18 羽鳥  優花(3) 13.22 鹿山  鼓文(1) 13.25 高橋　果歩(3) 13.34 森下  紗映(2) 13.36
共愛学園高 -2.1 寺尾中 -2.1 勢多農林高 -2.1 清明高 -2.1 清明高 -2.1 西邑楽高 -3.8 市立太田高 -2.1 桐生市商高 -2.1 

女子 6/7 ２００ｍ 塩田  夏鈴(3) 26.51 三澤  千尋(2) 26.58 中村　柚季(2) 26.64 飯野　柚季(3) 26.69 羽鳥  優花(3) 26.72 森下  紗映(2) 26.95 須藤　萌衣(3) 26.99 岩田  真由(3) 27.00
寺尾中 +0.0 太田東高 +0.0 前橋南高 +0.0 勢多農林高 +0.0 清明高 +0.0 桐生市商高 -0.9 富岡東高 -0.9 中央中等 -0.9 

女子 6/7 ４００ｍ 津久井 あゆみ(3) 57.91 奥村　ユリ(1) 58.52 下田　樹子(2) 59.97 高野　百花(3)  1:00.24 中村　柚季(2)  1:00.49 田嶋　里音(3)  1:00.74 関口　花純(3)  1:01.38 茂木　里乃奈(3)  1:01.50
前橋育英高 共愛学園高 富岡東高 中央中等 前橋南高 中央中等 前橋南高 前橋南高

女子 6/7 ８００ｍ 金子　美聡(1)  2:13.59 田嶋　里音(3)  2:14.40 鶴谷　芽衣(1)  2:14.51 石原  七海(3)  2:14.73 明石　伊生(2)  2:16.18 田邊　比奈乃(2)  2:17.37 谷山  優衣(2)  2:18.57 森尻  真優(3)  2:19.35
前橋育英高 中央中等 中央中等 高松中 中央中等 前橋女高 中央中等 藤岡北中

女子 6/7 ３０００ｍ 三浦　奈々(3) 10:09.36 唐沢  未菜実(3) 10:30.24 根岸　真彩(2) 10:31.46 橋爪    琳(2) 10:40.20 福田　香(3) 10:41.87 森尻　美優(2) 10:44.30 猿井  歩(2) 10:50.41 倉澤　南(3) 10:52.03
前橋育英高 高崎商高 伊勢崎商高 渋川北中 前橋育英高 健大高崎 高崎商高 藤岡中央高

女子 6/7 １００ｍＨ 佐藤　真夏(3) 15.36 齋藤　碧彩(1) 15.50 蛭川　帆乃香(2) 15.94 田中　里実(2) 15.94 橋田　美知花(1) 16.06 相馬　汐里(2) 16.37 永井　里奈(3) 16.66 清水　萌々(3) 16.67
(0.840m) 富岡東高 -1.1 共愛学園高 -1.1 高崎女高 -1.1 高経大附高 -1.1 中央中等 -1.1 藤岡中央高 -1.1 農大二高 -1.4 藤岡中央高 -1.1 

女子 6/7 １００ｍＨ 安達　理紗子(3) 15.74 足立  涼子(3) 16.01 正田  実瑠(2) 16.56 岡田依都加(3) 16.67 深澤  萌花(2) 17.11 長井    萌(3) 17.41 岸    玲菜(3) 17.47 田村  衣加(3) 17.70
(0.762m) 群馬大附中 -0.7 矢中中 -0.7 塚沢中 -0.7 あずま中 -0.7 高南中 +0.7 古巻中 +0.7 群馬中央中 -0.7 矢中中 -0.7 

女子 6/7 ４００ｍＨ 田島　咲華  1:04.19 中沢  詩織(2)  1:04.57 吉澤  菜々(3)  1:06.38 齋藤　碧彩(1)  1:07.98 下田　樹子(2)  1:08.26 鹿沼　真鈴(2)  1:08.66 富沢　恭子(1)  1:08.72 渡邊　玲香(2)  1:09.78
(0.762m) 高崎経済大 桐生市商高 太田東高 共愛学園高 富岡東高 前橋女高 前橋女高 前橋南高

女子 6/7 走高跳 鈴木  小街(2) 1m65 新井　結葉(2) 1m60 鴨井 美紗子 1m60 同順：須藤 楓音(2) 1m60 飯野　綾 1m55 朽津  美穂(3) 1m50 小林なな子(2) 1m50 中沢  詩織(2) 1m50
中之条高 高経大附高 上武大 渋川女高 群馬大 清明高 赤堀中 桐生市商高

女子 6/7 走幅跳 白田　春佳(1) 5m56 丸山　葵(1) 5m27 新保　友望(3) 5m24 新井  むつ子(2) 5m22 北嶋　千亜紀 5m20 並木　佳乃(1) 5m18 阿久澤  美憂(3) 5m17 石上 莉絵(1) 5m09
清明高 +4.7 高崎女高 +1.9 前橋女高 +0.5 西邑楽高 +2.1 しきしま -0.8 高崎女高 +2.8 清明高 +2.5 渋川女高 +1.8 

女子 6/7 砲丸投 津金　恵美  11m63 佐藤　瑞恵  10m35 川原　エリカ   9m92 田中　実久(2)   9m78 木村  吾耶(3)   9m43 植野　華奈(3)   9m38 小林　秋穂(1)   9m34 ?嶋　侑里香(1)   9m08
(4.000kg) 関東学園大 高崎経済大 関東学園大 前橋南高 桐生市商高 富岡東高 前橋東高 樹徳高

女子 6/7 砲丸投 小暮 未来(2)   9m92 押田  慶美(2)   9m77 永井  香帆(3)   9m51 山﨑  萌栞(2)   9m38 有馬  南風(3)   9m21 清水    怜(3)   9m21 伊藤  新菜(3)   9m04 小島  美和(3)   8m91
(2.721kg) 太田南中 前橋五中 榛名中 太田中 寺尾中 前橋七中 元総社中 矢中中

女子 6/7 円盤投 高山　和歌子  38m45 田中　実久(2)  33m34 横山　愛莉(3)  32m15 植野　華奈(3)  28m85 田中　永夏(2)  28m75 関口　乃愛(2)  28m10 佐藤　瑞恵  28m01 小林  瑛理香(2)  27m31
(1.000kg) 群馬大 前橋南高 藤岡中央高 富岡東高 前橋育英高 前橋南高 高崎経済大 吉井高

女子 6/7 やり投 横山　愛莉(3)  39m52 川原　エリカ  37m25 木村  吾耶(3)  34m89 田中　永夏(2)  33m04 浅見  知世(2)  31m68 篠原　ひかる(3)  30m97 町田  怜美(2)  30m42 中嶋  祐奈(2)  29m92
(0.600kg) 藤岡中央高 関東学園大 桐生市商高 前橋育英高 中之条高 中之条高 高崎工高 吉井高

トラック審判長：田中　恵一  6月 7日  9:00 晴れ  26.4℃   40％ 南南東 1.9m/s  6月 7日 14:00 晴れ  27.0℃   41％ 北東 1.5m/s
フィールド審判長：立石　明夫  6月 7日 10:00 晴れ  27.3℃   41％ 東 1.6m/s  6月 7日 15:00 晴れ  26.6℃   41％ 北東 1.5m/s
第２会場審判長：樫﨑　龍一  6月 7日 11:00 晴れ  27.1℃   41％ 南東 1.9m/s  6月 7日 16:00 晴れ  26.2℃   40％ 南東 2.1m/s
記　録　主　任：吉田　正  6月 7日 12:00 晴れ  27.2℃   40％ 南 3.5m/s  6月 7日 17:00 晴れ  25.7℃   41％ 北北西 0.9m/s

 6月 7日 13:00 晴れ  27.0℃   41％ 南南東 4.3m/s


