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平成29年度　高崎市中体連春季陸上競技大会 2017年4月28日(金)
決勝一覧表

高崎市浜川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

4/28 １００ｍ 櫻井  凪人(1) 12.92 佐々木　彌(1) 13.15 ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ大和(1) 13.27 芹澤  陸斗(1) 13.51 本多  亜愁(1) 13.69 吉田  捷竜(1) 13.74 戸塚圭二郎(1) 13.77 落合  利紅(1) 13.94
高南  豊岡  高松  中央中等  第一  吉井西  高松  中央中等  

4/28 １５００ｍ 引田  裕太(1)  4:48.43 阿久澤侑祐(1)  4:49.74 佐藤  颯真(1)  5:02.40 面田  拓輝(1)  5:02.44 須田  翔真(1)  5:06.97 田村健一郎(1)  5:09.77 吉田    旭(1)  5:18.03 谷山  晃大(1)  5:20.08
高松 高松 佐野 群馬南 第一 中尾 中央中等 第一

4/28 １００ｍ 井上  直紀(2) 11.41 熊木鼓太朗(3) 11.66 田口    諒(3) 11.96 清水圭一郎(3) 12.00 鈴木    稜(3) 12.03 黒岩    司(3) 12.03 池田  琉央(3) 12.06 吉田  亜藍(2) 12.29
群馬南  箕郷  矢中  長野郷  八幡  佐野  榛名  箕郷  

4/28 ２００ｍ 井上  直紀(2) 23.13 松本  龍英(3) 23.77 熊木鼓太朗(3) 23.85 清水圭一郎(3) 24.13 原    拓巳(3) 24.23 唐澤  祐伍(3) 24.45 鈴木    稜(3) 24.57 田口    諒(3) 24.72
群馬南  佐野  箕郷  長野郷  大類  榛名  八幡  矢中  

4/28 ４００ｍ 松本  龍英(3) 52.91 二見  崇大(3) 53.65 唐澤  祐伍(3) 54.07 長井  文宏(3) 54.69 原    拓巳(3) 55.14 宮崎  洋明(3) 55.68 清水  愛翔(3) 56.71 戸塚  直人(3) 57.29
佐野 佐野 榛名 群馬中央 大類 箕郷 長野郷 吉井西

4/28 ８００ｍ 長谷川  匠(3)  2:07.96 矢島  睦大(3)  2:08.43 時澤  夏生(3)  2:09.81 瀬下  涼凱(3)  2:10.03 宮城  綺羅(3)  2:10.32 保木  竣次(3)  2:11.21 笠原  龍一(3)  2:11.57 石井  琢斗(3)  2:14.03
入野 吉井西 長野郷 入野 群馬南 中央中等 長野郷 豊岡

4/28 １５００ｍ 長谷川  匠(3)  4:20.71 石井  大翔(3)  4:22.29 柏戸  葵志(3)  4:24.98 古原  朋樹(2)  4:26.62 小林  大介(3)  4:27.21 瀬下  凱翔(3)  4:27.85 石塚    健(3)  4:28.03 中野    匠(2)  4:28.13
入野 吉井西 群馬中央 榛名 矢中 入野 佐野 佐野

4/28 ３０００ｍ 石井  大翔(3)  9:23.52 柏戸  葵志(3)  9:41.75 小林  大介(3)  9:47.14 岡田  颯斗(3)  9:50.11 松本  健伸(3)  9:54.63 岸      充(2)  9:56.17 佐藤  匠馬(3)  9:56.60 杉森  星彦(2)  9:56.80
吉井西 群馬中央 矢中 大類 高松 群馬中央 長野郷 中央中等

4/28 １１０ｍＨ 武藤  朝日(3) 16.70 長井  文宏(3) 16.87 田村  和隆(3) 16.95 松崎  世夏(3) 17.37 須藤  礼嗣(3) 17.57 井野  椋介(3) 17.69 柴川  光喜(3) 17.83 金井  貴哉(2) 18.10

(0.914m)吉井西  群馬中央  矢中  南八幡  箕郷  新町  榛名  新町  

4/28 ４×１００ｍ 群馬南･ 45.09 佐  野･ 45.39 箕　郷･ 45.88 群馬中央･ 46.74 榛　名･ 46.84 矢  中･ 46.87 倉賀野･ 47.27 吉井西･ 47.52

  大場  愛希(3)   二見  祥大(3)   吉田  亜藍(2)   大山  凌雅(3)   冨沢  翔太(2)   櫻井  丈助(3)   片貝虎之助(3)   武藤  朝日(3)

  諸田竜之輔(3)   黒岩    司(3)   根岸  琉穏(3)   長井  文宏(3)   唐澤  祐伍(3)   田口    諒(3)   黒石  秀樹(3)   佐藤  智也(2)
  田中  隆己(2)   松本  龍英(3)   宮崎  洋明(3)   黒木  瞭太(3)   柴川  光喜(3)   田村  和隆(3)   青山  拓未(3)   吉田  澪志(3)
  井上  直紀(2)   二見  崇大(3)   熊木鼓太朗(3)   梅山  颯太(3)   池田  琉央(3)   平根  康晴(3)   笠原謙太郎(3)   飯間  翔太(3)

4/28 走高跳 柴川  光喜(3) 1m81 大山  凌雅(3) 1m80 花井  波実(3) 1m80 横山    剛(2) 1m70 梅山  颯太(3) 1m70 福田  壮佑(3) 1m60 黛    疾風(3) 1m60 遠藤  立規(3) 1m45
榛名 群馬中央 高松 群馬南 群馬中央 群馬南 箕郷 箕郷

4/28 棒高跳 古澤  一生(3) 4m60 村田  凱飛(3) 4m00 柄澤  智哉(3) 3m80 岡田  紋宗(3) 3m60
新町 群馬中央 群馬南 高松

4/28 走幅跳 佐藤  智也(2) 5m87 大場  愛希(3) 5m81 平石  達也(3) 5m80 佐藤  大暉(3) 5m80 池田  琉央(3) 5m65 根岸  琉穏(3) 5m63 田村  和隆(3) 5m59 黒木  瞭太(3) 5m45
吉井西  0.0 群馬南  0.0 入野  0.0 八幡  0.0 榛名  0.0 箕郷  0.0 矢中  0.0 群馬中央 0.0 

4/28 砲丸投 神部  雄大(3)  13m13 真塩  昌寿(2)  10m42 平根  康晴(3)   9m50 町田  京介(3)   9m18 中西    聖(3)   8m52 江原    凜(1)   8m34 澤田  卓音(3)   7m98 井田  優斗(3)   7m91
(5Kg)吉井中央 群馬中央 矢中 入野 群馬南 榛名 塚沢 中尾

総合成績 群馬中央 59点 群馬南 53点 吉井西 40点 榛名 37点 入野 35点 佐野 35点 矢中 34点 箕郷 33点

4/28 １００ｍ 山口  萌乃(1) 14.29 山口    茜(1) 14.49 石榑  朱莉(1) 14.59 柴山菜乃実(1) 14.63 和田  優那(1) 14.71 鈴木  愛花(1) 15.21 新井  さら(1) 15.23 石関  花音(1) 15.58
吉井中央  並榎  高松  長野郷  佐野  群馬中央  高松  群馬中央  

4/28 ８００ｍ 土田  心杏(1)  2:26.87 鈴木菜奈葉(1)  2:28.40 松岡  愛優(1)  2:32.45 神戸まひる(1)  2:34.10 石井  舞桜(1)  2:40.59 坂本   藍(1)  2:45.06 小見萌々花(1)  2:47.73 馬場  花音(1)  2:48.64
長野郷 長野郷 並榎 吉井中央 群馬南 矢中 群馬中央 新町

4/28 １００ｍ 美細津ｴﾒﾘｱ(2) 12.90 後閑  南季(3) 13.05 斎藤さら紗(3) 13.29 原  菜々花(2) 13.42同順：山口    花(3)13.42 倉島明日香(3) 13.45 成田  佳乃(2) 13.66 並木  瑠花(3) 13.66
佐野  群馬中央  榛名  中央中等  寺尾  群馬中央  第一  吉井西  

4/28 ２００ｍ 美細津ｴﾒﾘｱ(2) 26.19 石黒  春妃(3) 27.06 原  菜々花(2) 27.58 山口    花(3) 27.70 丸山  可恋(2) 27.93 山田  紫園(3) 27.98 成田  佳乃(2) 28.24 今成  陽菜(2) 28.75
佐野  中央中等  中央中等  寺尾  片岡  群馬中央  第一  榛名  

4/28 ８００ｍ 石黒  春妃(3)  2:21.36 不破聖衣来(3)  2:23.18 加藤  愛子(3)  2:30.78 上原  心和(3)  2:31.85 伊勢川芽生(2)  2:32.63 内海    槙(3)  2:33.72 阿部  祐季(2)  2:35.86 佐藤  美海(3)  2:36.00
中央中等 大類 榛名 塚沢 高南 榛名 群馬中央 第一

4/28 １５００ｍ 不破聖衣来(3)  4:40.60 上原  心和(3)  4:55.77 佐藤  美海(3)  4:57.36 長谷川美空(3)  5:01.15 石田  里菜(3)  5:05.05 加藤  愛子(3)  5:05.98 中山  彩奈(2)  5:08.78 圓座  七果(2)  5:11.95
大類 塚沢 第一 吉井中央 吉井西 榛名 矢中 中央中等

4/28 １００ｍＨ 鈴木  柚乃(2) 16.61 髙橋  香乃(3) 16.66 浜田麻衣子(3) 17.17 館    遥香(2) 17.71 戸塚  千賀(3) 18.06 須藤    遥(3) 18.09同順：岡田  陽菜(2)18.09 小野ひかる(3) 18.21

(0.762m)吉井西  榛名  寺尾  並榎  箕郷  群馬中央  箕郷  片岡  

4/28 ４×１００ｍ 中央中等･ 51.15 群馬中央･ 51.20 豊　岡･ 52.85 榛　名･ 52.94 箕　郷･ 53.05 高  南･ 53.38 片　岡･ 53.50 寺　尾･ 53.92

  川田    葉(2)   後閑  南季(3)   高島愛理奈(2)   里見  佳穂(3)   飯塚  美翔(2)   松本  志歩(3)   小野ひかる(3)   金井愛里咲(3)

  浅川  玲衣(2)   倉島明日香(3)   萩原  千寿(2)   今成  陽菜(2)   大須賀万葉(3)   伊勢川芽生(2)   丸山  可恋(2)   浜田麻衣子(3)

  原  菜々花(2)   山居  菜月(2)   勅使川原夢南(3)   外村  華楓(3)   林    瑠夏(3)   高井  璃子(2)   川嶋　陽和(3)   茂原  萌子(3)

  石黒  春妃(3)   川上  聖奈(3)   勅使川原芽(3)   斎藤さら紗(3)   関口  葉月(2)   近藤  伶美(2)   甘田  夏野(3)   山口    花(3)

4/28 走高跳 金子    茜(2) 1m55 館    遥香(2) 1m55 神澤  帆夏(3) 1m40 塩谷  美紗(2) 1m35 外村  華楓(3) 1m35 田村  茉優(2) 1m30 青柳  菜摘(3) 1m30 石田  涼翔(2) 1m25
群馬南 並榎 群馬中央 群馬中央 榛名 高松 箕郷 中央中等

4/28 走幅跳 後閑  南季(3) 5m17 斎藤さら紗(3) 5m17 吉田  恵梨(3) 4m70 佐藤  璃彩(3) 4m67 堀口  莉花(2) 4m53 鈴木    音(2) 4m49 松本  芙季(2) 4m43 渡邉  萌花(2) 4m29
群馬中央  0.0 榛名  0.0 高松  0.0 長野郷  0.0 中央中等  0.0 榛名  0.0 群馬中央  0.0 大類 0.0 

4/28 砲丸投 佐山    花(3)   9m14 須藤    遥(3)   8m69 金地  藍花(3)   8m62 長尾  千陽(3)   8m50 甘田  夏野(3)   8m46 髙橋  香乃(3)   8m37 川浦リリカ(2)   8m09 清水  愛乃(3)   8m04

(2.721kg)塚沢 群馬中央 高松 八幡 片岡 榛名 長野郷 榛名

総合成績 群馬中央 52.5点 榛名 49点 中央中等 39.5点 塚沢 20点 寺尾 16.5点 佐野 16点 大類 16点 高松 15点
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