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平成28年度 春季記録会(伊勢崎会場） 2016年4月16日(土)～17日(日)
決勝一覧表

伊勢崎市陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 4/17 １００ｍ 髙橋　優作(3) 10.85 田村　怜也 11.04 茂木  詩苑(3) 11.08 久保塚  高志(2) 11.13 嶋崎  優輝 11.17 髙木  理矩(3) 11.23 木村  駿介(3) 11.25 戸塚  諒(1) 11.31
高崎高 -2.5-0.1 東京農業大 -2.5-0.1 高崎商高 -0.1-0.1 農大二高 -0.1 東京農業大 -2.5-0.1 県央高 -0.1 高崎工高 -2.5-0.1 農大二高 -0.1 

男子 4/16 ２００ｍ 久保塚  高志(2) 22.32 高橋  優作(3) 22.34 上村  赳之(2) 22.52 竹澤  陸(3) 22.72 劒持  開斗(3) 22.74 瀧  達仁 (3) 22.83 内藤  宇樹(1) 22.86 茂木  詩苑(3) 22.89
農大二高 +0.5 高崎高 -3.7 高崎高 +0.5 高崎高 -3.7 渋川高 +0.5 健大高崎 -3.7 農大二高 +1.4-3.7 高崎商高 +1.4-3.7 

男子 4/17 ４００ｍ 瀧  達仁 (3) 49.10 白尾  悠祐(2) 49.28 吉井 柊人 51.24 中山  準一 51.54 田村　瞭治(3) 51.67 生方  利樹(2) 51.82 入野戸 晴彦 51.97 佐野 飛多希(3) 52.21
健大高崎 農大二高 高崎高 東京農業大 吉井高 県央高 高崎市陸協 吉井高

男子 4/16 ８００ｍ 春日  一彦(3)  1:56.14 永田　陸(3)  1:57.31 山﨑  涼人(2)  1:58.17 佐野  飛多希(3)  1:58.53 加藤聖也  1:58.59 島村  広大(2)  1:58.76 志村　玲央(3)  1:58.89 松尾  龍一(3)  1:58.92
県央高 健大高崎 中之条高 吉井高 高崎経済大 中之条高 健大高崎 高崎工高

男子 4/17 １５００ｍ 蓮沼　直希(2)  4:05.64 永田　陸(3)  4:07.02 春日  一彦(3)  4:09.20 島﨑　慎愛(2)  4:09.44 武士  文哉(3)  4:10.36 島村  広大(2)  4:10.72 石井　俊哉(3)  4:10.83 星野 元気(3)  4:12.60
健大高崎 健大高崎 県央高 藤岡中央高 高崎高 中之条高 健大高崎 沼田高

男子 4/16 ３０００ｍ 青木　優大(2)  9:09.06 原田  大希(1)  9:17.57 赤石　佳斗(1)  9:23.96 茂木  快斗(1)  9:30.91 藤本　巧(1)  9:35.84 進藤　颯太(1)  9:36.42 黒澤  瑛紀(3)  9:36.85 井上　湧斗(1)  9:38.14
健大高崎 中之条高 健大高崎 新島学園高 高崎高 健大高崎 新島学園中 高崎高

男子 4/16 ５０００ｍ 蓮沼　直希(2) 15:06.89 島﨑　慎愛(2) 15:08.93 髙橋　光晃(3) 15:16.93 石井　俊哉(3) 15:17.96 茂原  將悟(2) 15:21.20 白鳥  航也(2) 15:32.77 山崎  翔悟(3) 15:37.21 齋藤　弦太 15:37.24
健大高崎 藤岡中央高 藤岡中央高 健大高崎 高崎高 中之条高 中之条高 高崎市陸協

男子 4/17 １１０ｍＨ 猿谷  亮(3) 15.16 本田　雅敦(2) 15.71 田崎  貴一(3) 16.12 小板橋  良太(2) 16.15 杉山正樹 16.57 東  唯斗(1) 16.59 蓼沼  良宜(2) 17.52 黒岩　穣　　(2) 17.68

(1.067m)高崎高 -0.5 健大高崎 -0.5 農大二高 -0.5 農大二高 +1.7 高崎経済大 -0.5 農大二高 +1.7 高崎商高 -0.5 渋川高+1.7 

男子 4/17 １１０ｍＨ 設楽    慶(3) 16.30 中野  隼登(3) 16.38 宮﨑  大成(3) 17.14 内藤  哲也(3) 17.37 岡田    颯(3) 17.92 長井  文宏(2) 18.00 中村  亮生(2) 18.22 三宅  温暉(3) 18.91

(0.914m)新島学園中 +0.1 群馬中央中 +0.1 嬬恋中 +0.1 榛名中 +0.1 安中二中 +0.1 群馬中央中 -0.0 嬬恋中 -0.0 中央中等+0.1 

男子 4/16 ４００ｍＨ 白尾  悠祐(2) 53.22 有阪  朋貴(2) 55.03 田村  瞭治(3) 56.44 小山  稔生(3) 56.86 久保　駿亮(3) 58.10 須田  八尋(3) 58.61 藤村  優樹(2)  1:00.16 東  唯斗(1)  1:00.36

(0.914m)農大二高 新島学園高 吉井高 新島学園高 富岡高 県央高 高崎工高 農大二高

男子 4/17 ３０００ｍＳＣ 吉野  翔(3)  9:33.10 清水  崚汰(3) 10:03.68 茂原  將悟(2) 10:14.74 芝﨑 文哉(3) 10:16.42 下田  季矢(3) 10:28.70 米田　拓史(3) 10:29.62 藤本　秀士(2) 10:40.41 櫻井　修一郎(3) 10:46.69
中之条高 中之条高 高崎高 沼田高 中之条高 富岡高 富岡高 健大高崎

男子 4/16 走高跳 丸山　智也 2m05 山﨑  光星(3) 1m80 竹内  優斗(1) 1m80 根岸　琉冴(4) 1m75同順：村田  悠稀(3)1m75 三阪  頼毅(1) 1m75 飯塚  大樹(3) 1m75 柴川  光喜(2) 1m70
富岡市陸協 県央高 県央高 中央中等 高崎工高 県央高 農大二高 榛名中

男子 4/17 棒高跳 高橋　友輝 4m80 小池　祐馬(3) 4m60 三輪　凌大(2) 4m40 西野　圭祐(2) 4m40 同順：奈良　光基 4m40 小林　賢佑(3) 4m40 深澤　夢宇馬(3) 4m20同順：金子　恋寿(3)4m20
ベルジャパンＡＣ 前橋育英高 樹徳高 前橋育英高 ベルジャパンＡＣ 樹徳高 前橋育英高 樹徳高

男子 4/17 走幅跳 津藤  広夢(1) 6m44 大塚  聖也(1) 6m32 小金澤  唯翔(1) 6m28 樋口　俊祐(3) 6m25 楯岡  友広(2) 6m22 鹿嶋  奎太(3) 6m20 金澤　昇汰(2) 6m18 森野  泰斗(3) 6m17
農大二高 +2.6 農大二高 +0.3 農大二高 +3.5 高経大附高 +0.8 高崎商高 -0.3 高崎商高 +2.7 渋川高 -0.5 高崎高+1.9 

男子 4/17 三段跳 諸田  昂(3) 13m58 榊原  里弥(3) 13m01 鹿嶋  奎太(3) 12m95 橋本  大輔(3) 12m91 田中  駿也(3) 12m41 千木良　雅也(2) 12m25 山本  翔真(2) 12m19 小見  昴(2) 12m19
高崎工高 +3.4 農大二高 +5.2 高崎商高 +2.0 高崎高 +0.1 渋川高 +3.0 渋川高 +2.9 農大二高 +1.1 新島学園高+1.2 

男子 4/16 砲丸投 神部  雄大(2)  10m99 橋爪  智洋(3)  10m64 田子  喬斗(3)   9m14 中西    輝(3)   9m11 五十嵐遥希(3)   7m91 小林  慎治(3)   7m56 中島  宏基(2)   7m21 須藤光一郎(3)   7m07

(5.000kg)吉井中央中 渋川北中 榛名中 藤岡小野中 中央中等 榛名中 榛名中 安中一中

男子 4/16 砲丸投 森  輝竜  10m53
(7.260kg)高崎経済大

男子 4/16 砲丸投 大久保  太智(3)  13m55 神保  優一朗(2)  12m04 佐藤  大輔(2)  11m20 高橋　直也(2)  10m56 富岡  宥登(2)  10m16 黒岩  武敏(1)   8m49 井出　凜太郎(4)   8m05 石曽根敏樹(1)   7m93
(6.00kg)中之条高 農大二高 中之条高 富岡高 農大二高 中之条高 中央中等 榛名高

男子 4/17 円盤投 森  輝竜  32m94

(2.000kg)高崎経済大

男子 4/17 円盤投 丸山  裕平(3)  36m22 富岡  宥登(2)  34m89 大久保  太智(3)  33m60 井出　凜太郎(4)  25m38 羽鳥　司(2)  23m96 高橋　祥太(2)  21m99 江原健太郎(3)  20m97
(1.750kg)高崎工高 農大二高 中之条高 中央中等 藤岡中央高 高経大附高 榛名高

男子 4/16 やり投 小泉恵一朗  54m69金光  雄紀(3)  51m50松原　一希(3)  49m88石田  侑馬(3)  49m19中村　迅(2)  43m19樋口　俊祐(3)  42m25茂木　瞬(3)  40m65泉田　秀平(3)  37m29
(0.800kg)高崎経済大 高崎高 富岡高 高崎工高 吉井高 高経大附高 富岡実業高 高崎北高

男子 4/16 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 千明　英樹(3)  41m76 高尾  史遠(2)  30m81 島崎  勝志(2)  26m69
吉岡中 伊香保中 藤岡小野中

男子 4/16 八種競技 小柏　悠利(3)  4280 星野  佑太(2)  4154 大屋　久翔(3)  3865 小倉　凌斗(2)  3749 松波　俊哉(2)  3663 中村　迅(2)  3472 西山  恭平(3)  3463 浅川　裕也(2)  3221

4/17 富岡高 桐生高 藤岡中央高 勢多農林高 桐生南高 吉井高 高崎商高 富岡高

12.39/-2.2-6m37/+0.8-8m91-55.91 12.19/-2.2-5m73/+3.2-8m01-54.78 12.34/-2.2-5m77/+2.1-7m78-55.20 11.94/-0.4-3m40/+0.8-9m23-53.41 11.94/-0.4-5m45/+0.5-7m34-53.14 12.79/-2.2-5m11/-0.1-7m71-57.04 11.55/-0.4-5m96/+1.4-10m14-52.72 12.42/-0.4-5m62/-0.3-7m74-56.72

18.93/+1.0-35m02-1m73-4:40.86 17.41/+1.0-30m84-1m67-4:49.33 20.18/-1.6-37m55-1m58-4:51.89 19.49/-1.6-40m24-1m58-4:56.43 20.08/+1.0-25m96-1m43-4:52.84 22.70/+1.0-45m33-1m61-5:03.91 17.72/-1.6-37m34-- 17.50/-1.6-28m94-1m52-

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m
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平成28年度 春季記録会(伊勢崎会場） 2016年4月16日(土)～17日(日)
決勝一覧表

伊勢崎市陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女子 4/17 １００ｍ 原澤　那実(3) 13.15 並木　佳乃(2) 13.17 安野  茉海(3) 13.20 岩田　真由(4) 13.21 小林　鳳侑奈(3) 13.30 内林　汀(3) 13.36 櫻井  杏樹(1) 13.37 藤田  瑞希(2) 13.40
高崎女高 -0.4 高崎女高 -2.8 農大二高 -0.4 中央中等 -0.4 健大高崎 -0.4 健大高崎 -2.4 新島学園高 -0.4 農大二高-2.4 

女子 4/16 ２００ｍ 岩田　真由(4) 26.41 櫻井  杏樹(1) 26.49 小林　鳳侑奈(3) 26.76 藤田  瑞希(2) 26.79 内林　汀(3) 26.84 北村  優香(3) 26.94 蓮沼  凌加 27.04 安野 茉海(3) 27.10
中央中等 -1.4 新島学園高 -1.4 健大高崎 -1.4 農大二高 -1.4 健大高崎 -2.0 新島学園高 -1.4 白鴎大 -2.0 農大二高 -1.0-1.4 

女子 4/17 ４００ｍ 下田　樹子(3) 58.16 北村  優香(3)  1:00.53 中島  菫(2)  1:00.57 富田　笑(3)  1:01.05 奈良  愛華(3)  1:01.22 須賀　美晴(3)  1:02.21 浅香　智世(3)  1:02.33 佐々木　亜美(2)  1:04.11
富岡東高 新島学園高 新島学園高 富岡東高 新島学園高 富岡東高 富岡東高 高崎女高

女子 4/16 ８００ｍ 齋藤　菜月(3)  2:15.22 山口　千尋(5)  2:16.37 八田　ももか(2)  2:16.86 森尻　真優(1)  2:17.01 明石　伊生(6)  2:18.27 篠原  結衣(2)  2:18.81 不破聖衣来(2)  2:20.74 鶴谷　芽衣(5)  2:20.86
高崎女高 中央中等 健大高崎 健大高崎 中央中等 中之条高 大類中 中央中等

女子 4/17 １５００ｍ 不破聖衣来(2)  4:39.69 林　英麻(2)  4:39.82 森尻　真優(1)  4:47.50 山口　千尋(5)  4:51.01 阿部  麻莉亜(2)  4:53.87 八田　ももか(2)  4:56.43 鶴谷　芽衣(5)  4:57.50 橋爪    琳(3)  4:58.07
大類中 健大高崎 健大高崎 中央中等 新島学園高 健大高崎 中央中等 渋川北中

女子 4/16 ３０００ｍ 林　英麻(2)  9:24.37 橋爪    琳(3) 10:38.20 関口　美都(2) 10:39.16 森尻　美優(3) 10:42.83 竹渕　菜穂(2) 10:52.72 今井　彩月(1) 10:55.79 猿井  歩(3) 10:59.26 内海    槙(2) 11:06.68
健大高崎 渋川北中 健大高崎 健大高崎 高崎女高 藤岡中央高 高崎商高 榛名中

女子 4/17 １００ｍＨ 正田  実瑠(3) 15.59 田中きよの(3) 15.87 粕川  花音(3) 15.98 石川莉々花(3) 16.24 深澤  萌花(3) 16.30 森泉  紀葉(3) 16.35 清水  希保(3) 16.94 茂田  佳奈(3) 17.30

(0.762m)塚沢中 +2.3 矢中中 +2.3 北橘中 +2.3 箕郷中 +2.3 高南中 +2.3 安中一中 +2.3 榛名中 +1.0 箕郷中+1.0 

女子 4/17 １００ｍＨ 田中　里実(3) 15.10 丸山　葵(2) 15.27 蛭川　帆乃香(3) 15.82 町田  萌野花(3) 16.24 櫻井  彩乃(2) 16.40 土谷　彩香(3) 18.09 清水  璃乃(1) 18.36

(0.840m)高経大附高 +0.9 高崎女高 +0.9 高崎女高 +0.9 新島学園高 +0.9 新島学園高 +2.0 渋川女高 +2.0 新島学園高 +2.0 

女子 4/16 ４００ｍＨ 下田　樹子(3)  1:04.12 田中　里実(3)  1:04.87 櫻井  彩乃(2)  1:04.91 奈良  愛華(3)  1:06.38 西尾  星那(2)  1:11.70 茂原　実希(2)  1:15.46

(0.762m)富岡東高 高経大附高 新島学園高 新島学園高 吉井高 高崎女高

女子 4/17 走高跳 鈴木  小街(3) 1m65 角田  愛莉(3) 1m55 五十嵐麻奈(3) 1m50 荒木　南那(2) 1m50同順：古市　真央(3)1m50 江澤  唯菜(3) 1m50 新井  麻奈(3) 1m45 蛭川　帆乃香(3) 1m45
中之条高 渋川北中 富岡西中 高経大附高 富岡東高 藤岡北中 富岡西中 高崎女高

女子 4/17 棒高跳 諸田　美咲(3) 3m80 濵名  愛 3m80 小林　茂奈(1) 3m20同順：岡本　風香(1)3m20 上原　遙(1) 3m20同順：富沢　恭子(2)3m20 諸田  祐佳(3) 3m00 小川　実里(3) 3m00
太田女高 ベルジャパンＡＣ 樹徳高 前橋育英高 市立前橋高 前橋女高 大泉南中 樹徳高

女子 4/16 走幅跳 田島咲華 5m20 髙良  美和(3) 5m00 森泉  紀葉(3) 4m98 古市　真央(3) 4m94 田村　沙恵(2) 4m83 干川  美空(2) 4m80 佐藤  杏(3) 4m64 石川美沙咲(3) 4m63
高崎経済大 +2.6 高崎商高 +0.4 安中一中 +0.7 富岡東高 +3.5 富岡東高 +1.1 嬬恋中 +2.6 榛名中 +2.9 群馬中央中+0.5 

女子 4/17 三段跳 金澤  美友菜　(3) 10m26
渋川女高 +2.2 

女子 4/17 砲丸投 佐藤瑞恵  10m65 田村　遥香(2)   9m82 山本  佳奈(3)   9m35 山﨑  璃子(1)   8m87 森田　くるみ(2)   8m47 田中　優衣(6)   8m45 浅見  知世(2)   8m34

(4.000kg)高崎経済大 富岡東高 中之条高 中之条高 藤岡中央高 中央中等 中之条高

女子 4/17 砲丸投 廣田さくら(3)  12m04 下谷  由佳(3)   9m80 大久保七海(3)   9m21 角谷  侑南(3)   9m21 髙津    陽(3)   9m12 黛    柚李(3)   8m71 伊藤  杏莉(3)   8m09 美細津佳菜(3)   7m98

(2.721kg)吉井中央中 嬬恋中 藤岡北中 群馬中央中 古巻中 新島学園中 並榎中 藤岡小野中

女子 4/16 円盤投 田村　遥香(2)  33m06 佐藤瑞恵  30m34 樋口　加那子(3)  27m06 山本  佳奈(3)  25m09 森田　くるみ(2)  21m53 茂木　結希乃(2)  20m47 萩原瀬怜奈(3)  19m17 今井  友莉奈(2)  17m77

(1.000kg)富岡東高 高崎経済大 高崎工高 中之条高 藤岡中央高 藤岡中央高 北橘中 吾妻高

女子 4/17 やり投 田村　沙恵(2)  40m84 佐々木  りな(3)  33m77 山﨑　澪(2)  32m18 篠原　正子(3)  31m57 田中　優衣(6)  31m39 坂本  葵(2)  30m36 武田　萌(3)  30m04 蛭川　帆乃香(3)  27m68

(0.600kg)富岡東高 高崎商高 高崎工高 健大高崎 中央中等 県央高 富岡東高 高崎女高

女子 4/17 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 大久保七海(3)  31m03 萩原瀬怜奈(3)  27m35 大河原有紗(2)  18m49 中田  楽蘭(2)  18m08
藤岡北中 北橘中 金島中 伊香保中

女子 4/16 七種競技 相馬　汐里(3)  3379 星野　真唯(3)  3373 人見　日花莉(2)  3292 田中  さくら(1)  1602

4/17 藤岡中央高 桐生南高 藤岡中央高 吉井高

16.04/+1.7-1m36-6m58-28.13/-1.4 17.50/+1.7-1m39-6m65-29.56/-1.4 18.11/+1.7-1m54-6m62-28.76/-1.4 21.89/+1.7-1m24-6m25-33.20/-1.4

4m63/+5.6-17m46-2:40.45 4m75/+2.2-25m37-2:35.75 4m61/+1.1-19m05-2:42.97 3m88/+1.8-17m25-

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m


