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2016年6月25日(土)～26日(日)      決勝一覧表

正田醤油スタジアム群馬（群馬県立敷島公園陸上競技場） 101010

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 6/25 井上  直紀(1) 12.25/-2.3

群馬南

栁田  大輝(1) 12.52/-2.3

館林第一

岡村    武(1) 12.53/-2.3

金島

大楢  龍輝(1) 12.64/-2.3

利根

加邉  直哉(1) 中之条 12.65/-2.3

神澤　昂輝(1) 荒砥

阿部　唯人(1) 12.69/-2.3

古巻

栗原  駿介(1) 12.73/-2.3

城西

男子１年

１００ｍ 6/25 関口  大登(2) 11.59/-1.1

小野

伊藤  俊明(2) 11.63/-1.1

伊勢崎第三

金子  翔音(2) 11.70/-1.1

共愛

赤石    健(2) 11.83/-1.1

あずま

熊木鼓太朗(2) 11.92/-1.1

箕郷

渡邉  一樹(2) 12.01/-1.1

玉村南

奈良  貴央(2) 12.03/-1.1

明和

黒岩    篤(2) 12.18/-1.1

休泊

男子２年

１００ｍ 6/25 鈴木  宥翔(3) 11.21/-0.9

共愛

近江  清能(3) 11.39/-0.9

館林第三

工藤　陸叶(3) 11.41/-0.9

吉岡

藤田  大輔(3) 11.44/-0.9

境西

川原  大和(3) 11.47/-0.9

高松

伊藤    仁(3) 11.63/-0.9

安中第一

塩野  雄飛(3) 11.66/-0.9

みずき

男子３年

２００ｍ 6/26 鈴木  宥翔(3) 22.55/+1.9

◎ 共愛

近江  清能(3) 22.65/+1.9

◎ 館林第三

藤田  大輔(3) 22.88/+1.9

境西

伊藤  俊明(2) 22.95/+1.9

伊勢崎第三

関口  大登(2) 23.08/+1.9

小野

金井  七輝(3) 23.22/+1.9

榛名

小井土理音(3) 23.27/+1.9

中尾

三堀  大翔(3) 23.41/+1.9

榛名

４００ｍ 6/25 江口  歩夢(3) 50.78

◎ 藤岡北

新井  健将(3) 51.58

◎ 東吾妻

天田  力暉(3) 51.61

◎ 高南

三堀  大翔(3) 51.99

榛名

佐藤  竜治(3) 52.70

清流

米丸    諒(2) 52.76

前橋第五

内田  愛斗(3) 53.24

南橘

金井  七輝(3) 53.32

榛名

８００ｍ 6/26 根岸    賢(3)  2:03.47

館林第四

渡邉  竣介(3)  2:03.97

前橋東

友野  公貴(3)  2:06.48

樹徳

牧    涼介(3)  2:07.14

南橘

藤家  竜也(3)  2:07.18

明和

天田  力暉(3)  2:07.40

高南

新井今生人(3)  2:07.41

玉村南

塚本    錬(3)  2:07.44

藤岡北

男子共通

１５００ｍ 6/26 帰山  侑大(1)  4:32.28

清流

小此木琳大郎(1)  4:36.57

伊勢崎第四

大楢  龍輝(1)  4:36.97

利根

堀口  花道(1)  4:37.76

甘楽

杉森  星彦(1)  4:42.55

中央中等

青木  瑠郁(1)  4:42.93

伊勢崎第四

須田　海都(1)  4:43.53

吉岡

塩原    匠(1)  4:43.95

中之条

男子１年

１５００ｍ 6/25 北村    光(3)  4:09.24

川内

伊井  修司(3)  4:13.19

富士見

北村  勇貴(2)  4:15.20

笠懸南

西村  和紘(3)  4:15.82

境野

青木  涼哉(3)  4:16.40

伊勢崎第一

小林  政澄(3)  4:17.92

太田南

渡邉  竣介(3)  4:18.83

前橋東

小林    暉(3)  4:19.02

鎌倉

３０００ｍ 6/26 北村    光(3)  8:47.39

◎ 川内

伊井  修司(3)  8:48.53

◎ 富士見

赤坂    匠(3)  8:48.54

◎ 樹徳

新井  颯人(3)  8:48.93

◎ 富士見

深澤  宏輔(2)  9:09.82

樹徳

小林  政澄(3)  9:10.32

太田南

青木  涼哉(3)  9:10.37

伊勢崎第一

北村  勇貴(2)  9:19.33

笠懸南

１１０ｍＨ

(0.914m)

6/26 中村　奏斗(3) 14.69/+3.2

邑楽

栗田  拓実(3) 15.28/+3.2

四ツ葉

笠原　  猛(3) 15.50/+3.2

邑楽

横山  立旗(3) 15.61/+3.2

前橋第五

深町  彰真(3) 15.73/+3.2

玉村

内藤  哲也(3) 15.82/+3.2

榛名

宮崎　大成(3) 16.10/+3.2

嬬恋

４×１００ｍ 6/26 伊勢崎第三 44.27

塩野  文都(3)

板橋  寛汰(3)

石川  一輝(3)

伊藤  俊明(2)

大  胡 44.65

齋藤  勇気(3)

岩渕  圭祐(3)

前原  貴文(3)

嶋村  俊介(3)

笠  懸 45.08

大沢倫太郎(3)

上田  昌弥(3)

藤澤    諒(3)

黒島  崇太(2)

みずき 45.35

佐藤    廉(3)

中嶋    舜(3)

細山  祐司(3)

塩野  雄飛(3)

吉  岡 45.36

大川原大智(3)

石坂　太一(2)

清水　直樹(3)

工藤　陸叶(3)

東吾妻 45.39

荒井  聖也(2)

佐藤  優士(3)

加藤  快都(3)

新井  健将(3)

中之条 45.48

加邉  直哉(1)

剱持　介里(3)

山本　竜也(3)

町田　　翼(3)

明  和 45.74

渡部  晃久(2)

奈良  貴央(2)

藤家  竜也(3)

渡部  真嗣(3)

走高跳 6/25 大平  海史(3) 1m85

◎ 群馬南

五十嵐悠斗(3) 1m85

◎ 前橋東

持田  優太(3) 1m80

玉村

中島　  蓮(3) 1m75

邑楽

鈴木  音雄(3) 新里 1m70

髙野  優希(3) 桐生中央

柴川  光喜(2) 榛名

富井  海斗(2) 1m65

笠懸南

棒高跳 6/26 古澤  一生(2) 4m55

NGR ◎ 新町

山本　竜也(3) 4m50

EGR ◎ 中之条

小林　拓己(3) 4m20

◎ 芳賀

手島悠一郞(3) 4m00

◎ 前橋第七

関    亮哉(3) 3m90

南橘

高橋  陸人(2) 吉岡 3m60

村田  凱飛(2) 群馬中央

森下  友暉(3) 3m60

古巻

走幅跳 6/26 中島  陽輝(3)   6m63/+1.4

◎ 太田

宇田  陸人(3)   6m30/+3.4

矢中

太刀川尚成(3)   6m24/+3.0

前橋東

浅見  友惇(3)   6m12/+2.8

子持

佐藤    樹(2)   6m10/+1.8

妙義

伊丹  蓮人(3)   5m96/+2.0

長野郷

柳井  颯太(3)   5m93/+1.7

群馬中央

多賀堂龍尋(3)   5m93/+1.6

伊勢崎第一

砲丸投

(5.000kg)

6/26 久保田亞央(3)  13m84

◎ 藪塚本町

神部  雄大(2)  12m15

吉井中央

嶌田　絢介(2)  12m00

桐生中央

山口    翔(3)  10m67

笠懸南

岸和田真杜(3)  10m61

川内

橋爪  智洋(3)  10m59

渋川北

石川  一輝(3)  10m46

伊勢崎第三

梶原    匠(3)   9m97

玉村南

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

6/25

6/26

松尾  亮佑(3)  2419

伊勢崎第一

15.61/-0.9-10m48-1m65-54.40

久保田俊介(3)  2267

殖蓮

16.80/-0.8-11m03-1m55-53.80

丸山  長輝(3)  2249

伊勢崎第三

16.37/+0.3-10m83-1m73-58.88

三澤　伶輔(3)  2187

藪塚本町

16.58/-0.7-11m20-1m55-56.66

原    龍生(3)  2063

藤岡北

17.85/-0.9-9m88-1m60-55.42

土井  涼我(3)  1898

太田南

17.28/+0.3-9m24-1m55-59.31

富井  海斗(2)  1889

笠懸南

18.36/-0.9-9m12-1m70-59.75

川島    渉(3)  1870

千代田

18.06/-0.7-9m35-1m55-58.12

男子共通

トラック審判長： 加藤　雅史

フィールド審判長：横山　幸男

混成競技審判長： 波多野　重雄

記　録　主　任： 関　　稔

 6月25日  9:00 曇り  23.5℃   80％ 北北西 0.9m/s

 6月25日 10:00 曇り    25℃   82％ 南東 1.2m/s

 6月25日 11:00 曇り  26.0℃   71％ 南南東 1.5m/s

 6月25日 12:00 曇り  27.0℃   73％ 北東 1.0m/s

 6月25日 13:00 曇り  26.0℃   78％ 南南東 2.0m/s

 6月25日 14:00 曇り  26.0℃   78％ 南南東 1.3m/s

 6月25日 15:00 曇り  26.0℃   75％ 南南東 1.9m/s

 6月25日 16:00 曇り  26.0℃   78％ 南 1.2m/s

 6月26日  9:00 晴れ    27℃   52％ 北 2.1m/s

 6月26日 10:00 晴れ  27.5℃   50％ 北 1.5m/s

 6月26日 11:00 晴れ  29.0℃   43％ 北 2.3m/s

 6月26日 12:00 晴れ  29.5℃   45％ 北北西 3.0m/s

 6月26日 13:00 曇り  28.5℃   51％ 北 2.5m/s

 6月26日 14:00 曇り  29.0℃   49％ 北 3.1m/s

 6月26日 15:00 晴れ  29.5℃   47％ 北 3.0m/s

凡例（NGR:大会新記録/ EGR:大会ﾀｲ記録/ ◎ :全中標準記録突破）
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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 6/25 石澤  知世(1) 13.33/-1.9

新島学園

美細津エメリア(1) 13.52/-1.9

佐野

原  菜々花(1) 13.54/-1.9

中央中等

浅川  玲衣(1) 13.82/-1.9

中央中等

吉田  優菜(1) 13.91/-1.9

矢中

岡田  典子(1) 13.95/-1.9

大胡

小林  姫子(1) 14.00/-1.9

北橘

岡崎  遥空(1) 14.12/-1.9

城西

走幅跳 6/26 後藤  柚香(1)   4m59/+1.7

中央中等

中川  莉里(1)   4m50/+2.7

桂萓

堀口  莉花(1)   4m47/+4.3

中央中等

佐藤萌ノ亜(1)   4m42/+1.8

前橋第七

布施  彩奈(1)   4m39/+3.0

鬼石

竹村  杏月(1)   4m34/+2.4

佐野

渡邉  萌花(1)   4m23/+2.0

大類

蓼沼ほとり(1)   4m15/+2.2

清流

女子１年

１００ｍ 6/26 松永ﾀﾞﾝﾀﾞﾗ(2) 12.90/-0.7

伊勢崎第二

渡部    雅(2) 13.07/-0.7

宮郷

鳥山  萌歩(2) 13.19/-0.7

玉村

久保田野愛(2) 13.32/-0.7

相生

穂苅  珠璃(2) 13.40/-0.7

南橘

嶋村  美咲(2) 13.50/-0.7

東吾妻

松本  怜奈(2) 13.55/-0.7

玉村

女子２年

１００ｍ 6/25 岡村  宇蘭(3) 12.92/-0.6

四ツ葉

神藤  未弥(3) 13.03/-0.6

薮塚本町

中尾  はる(3) 13.05/-0.6

中央中等

総見    結(3) 13.07/-0.6

附属

平澤  絵美(3) 13.09/-0.6

南橘

松下真生子(3) 13.11/-0.6

小野

浅田  晴香(3) 13.18/-0.6

中尾

久保塚理名(3) 13.33/-0.6

笠懸

女子３年

２００ｍ 6/26 中條  結月(2) 25.61/+2.0

◎ 千代田

神藤  未弥(3) 26.20/+2.0

藪塚本町

神坂  桜子(3) 26.51/+2.0

伊勢崎第一

清水  捺未(2) 26.64/+2.0

伊勢崎第三

長谷川礼奈(3) 26.65/+2.0

宝泉

柴崎  友希(3) 26.79/+2.0

富士見

中尾  はる(3) 26.87/+2.0

中央中等

総見    結(3) 26.99/+2.0

附属

８００ｍ 6/25 不破聖衣来(2)  2:16.67

大類

吉田有里彩(3)  2:16.97

片岡

武田  菜月(1)  2:17.71

藤岡北

中嶋千紗都(1)  2:18.00

高崎第一

谷山  優衣(3)  2:18.29

中央中等

本保  朱理(3)  2:19.00

中尾

橋爪    琳(3)  2:19.59

渋川北

佐藤  友都(2)  2:19.87

元総社

１５００ｍ 6/26 不破聖衣来(2)  4:32.34

◎ 大類

塚越かれん(3)  4:39.48

宝泉

小林  香菜(3)  4:47.40

前橋第三

樺沢帆乃佳(3)  4:50.48

富士見

吉田有里彩(3)  4:50.62

片岡

堀越　優光(1)  4:50.71

城東

齋藤みなみ(2)  4:51.47

富士見

橋爪    琳(3)  4:53.73

渋川北

１００ｍＨ

(0.762m)

6/26 齋藤  琴音(3) 14.51/+2.9

城西

岡村  宇蘭(3) 14.68/+2.9

四ツ葉

佐藤  里優(2) 14.92/+2.9

殖蓮

正田  実瑠(3) 15.08/+2.9

塚沢

平澤  絵美(3) 15.15/+2.9

南橘

石澤  知世(1) 15.45/+2.9

新島学園

山田  千紘(3) 15.59/+2.9

片岡

弓仲  真季(3) 15.81/+2.9

広沢

４×１００ｍ 6/26 南  橘 50.66

大崎  夏菜(2)

穂苅  珠璃(2)

平澤  絵美(3)

土屋    遥(2)

相  生 51.19

塚田  愛加(3)

蛭沼  里紗(3)

久保田美羽(3)

久保田野愛(2)

宮  郷 51.66

飯塚    菫(2)

髙野    栞(3)

ｶﾝｼｺｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ(2)

渡部    雅(2)

中央中等 51.74

石黒  春妃(2)

中尾  はる(3)

原  菜々花(1)

浅川  玲衣(1)

殖  蓮 51.82

八田  萌夏(3)

佐藤  里優(2)

長瀬    彩(2)

上原久瑠美(3)

伊勢崎第一 52.03

越替ひかる(2)

齋藤このか(2)

神坂  桜子(3)

尾澤  知穂(3)

富士見 52.97

皆川  侑里(3)

関口    舞(3)

茂木  亜依(3)

柴崎  友希(3)

走高跳 6/26 小田切成美(3) 1m60

◎ 長野郷

岸  萌々香(2) 1m55

渋川北

五十嵐麻奈(3) 富岡西 1m55

角田  愛莉(3) 渋川北

久保田紋佳(3) 四ツ葉

小林なな子(3) 1m50

赤堀

江澤  唯菜(3) 1m50

藤岡北

松本  りお(3) 1m45

境野

走幅跳 6/25 堀内  涼乃(3)   5m28/+0.8

大胡

島山  百夏(2)   5m27/+2.0

千代田

森泉  紀葉(3)   5m20/+0.1

安中第一

佐藤    杏(3)   5m18/+1.4

榛名

周東  美来(3)   5m18/+1.3

薮塚本町

市川  恋希(3)   5m13/+0.5

桂萓

石川美沙咲(3)   4m95/+1.5

群馬中央

加藤日香理(3)   4m85/+2.1

前橋第七

砲丸投

(2.721kg)

6/25 廣田さくら(3)  14m12

NGR ◎ 吉井中央

押田  慶美(3)  13m40

◎ 前橋第五

小暮  未来(3)  13m09

◎ 太田南

岡田  夏美(3)  12m41

富士見

堀内  彩夏(3)  11m79

前橋第五

辻口　  愛(3)  11m73

邑楽

山﨑  萌栞(3)  11m32

太田

下田  莉未(2)  11m15

富士見

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

6/25

6/26

佐藤  里優(2)  2452

殖蓮

14.94/+0.6-1m40-8m80-27.90/+2.5

齋藤  琴音(3)  2448

城西

15.12/+1.0-1m40-8m37-27.30/+2.5

田中きよの(3)  2252

矢中

15.29/+0.6-1m25-6m58-26.18/+2.5

髙野    栞(3)  2210

*C1宮郷

16.09/+1.7-1m40-6m99-27.62/+2.5

干川　美空(2)  2206

嬬恋

16.47/+1.0-1m30-9m37-27.75/+2.5

木村  ｻﾁｬｰ(3)  2148

みずき

17.01/+0.8-1m35-7m78-27.05/+2.5

長瀬    彩(2)  2125

殖蓮

17.11/+1.0-1m40-7m51-27.62/+2.5

堀内  彩夏(3)  2071

前橋第五

18.08/+0.5-1m30-11m24-28.78/+2.5

女子共通

棒高跳 6/25 諸田  祐佳(3) 3m40

大泉南

大黒  朱璃(3) 3m00

藤岡西

女子オープ

ン

トラック審判長： 加藤　雅史

フィールド審判長：横山　幸男

混成競技審判長： 波多野　重雄

記　録　主　任： 関　　稔

 6月25日  9:00 曇り  23.5℃   80％ 北北西 0.9m/s

 6月25日 10:00 曇り    25℃   82％ 南東 1.2m/s

 6月25日 11:00 曇り  26.0℃   71％ 南南東 1.5m/s

 6月25日 12:00 曇り  27.0℃   73％ 北東 1.0m/s

 6月25日 13:00 曇り  26.0℃   78％ 南南東 2.0m/s

 6月25日 14:00 曇り  26.0℃   78％ 南南東 1.3m/s

 6月25日 15:00 曇り  26.0℃   75％ 南南東 1.9m/s

 6月25日 16:00 曇り  26.0℃   78％ 南 1.2m/s

 6月26日  9:00 晴れ    27℃   52％ 北 2.1m/s

 6月26日 10:00 晴れ  27.5℃   50％ 北 1.5m/s

 6月26日 11:00 晴れ  29.0℃   43％ 北 2.3m/s

 6月26日 12:00 晴れ  29.5℃   45％ 北北西 3.0m/s

 6月26日 13:00 曇り  28.5℃   51％ 北 2.5m/s

 6月26日 14:00 曇り  29.0℃   49％ 北 3.1m/s

 6月26日 15:00 晴れ  29.5℃   47％ 北 3.0m/s

凡例（NGR:大会新記録/ ◎ :全中標準記録突破/ *C1:追風参考(得点非公認)）


