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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

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

3/23 星野  愛弥(3)  2496

*C1前橋・前橋第七

15.03/+3.2-11m29-1m75-57.50

栁田  聖人(2)  2359

*C1館林・館林第一

15.54/+4.9-11m85-1m50-55.26

古村　拓海(2)  2173

*C1長野・軽井沢A＆AC

15.60/+3.3-10m24-1m55-58.40

丸山　佳祐(2)  2135

*C1宮城・宮城古川東

16.45/+5.1-10m75-1m70-1:01.10

前田　悠希(3)  2108

*C1茨城・古河中等

17.94/+4.9-10m40-1m65-55.89

萩原  飛幸(2)  2009

*C1高崎・中尾

16.93/+5.1-9m36-1m65-59.64

久保田寛太(2)  1995

*C1伊勢崎・殖蓮

16.53/+5.1-8m64-1m55-57.80

田中  良弥(2)  1991

*C1高崎・中尾

15.35/+4.9-9m36-1m50-1:02.02

１００ｍ 3/23 ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ大和(2) 11.24/+2.9

高崎・高松

坂本  渓輔(2) 11.43/+2.9

高崎・群馬南

小泉  尚之(2) 11.46/+2.9

高崎・塚沢

佐々木　彌(2) 11.49/+3.8

高崎・豊岡

留目  陽輔(2) 11.55/+4.6

太田・国際

針谷　尚生(1) 11.59/+4.6

邑楽・邑楽

石井　広夢(3) 11.61/+2.9

茨城・古河中等

桑原  拓巳(3) 11.65/+2.9

高崎・高松

１１０ｍＨ

(0.914m)

3/23 長井  颯馬(2) 16.93/+2.4

前橋・南橘

松島  和也(2) 17.10/+2.4

太田・生品

神保  蓮太(2) 17.34/+2.4

太田・城西

細野  悠貴(2) 17.41/+2.4

富岡・富岡南

滝沢  健太(2) 18.03/+3.0

吾妻・嬬恋

田島  羽遥(2) 18.04/+3.0

高崎・榛名

柏井　琉太(2) 18.40/+3.0

みどり・笠懸南

新木  彪貴(2) 18.54/+3.0

藤岡・藤岡東

走高跳 3/23 佐々木  滉(3) 1m75

高崎・群馬南

横山    剛(3) 1m75

高崎・群馬南

松本  新大(2) 1m70

吾妻・嬬恋

柳澤  彼方(1) 1m65

高崎・片岡

髙橋  咲良(1) 1m65

高崎・群馬南

進藤翔之介(2) 1m65

伊勢崎・宮郷

原田  大輝(2) 1m60

高崎・倉渕

長谷川意治昂(1) 1m55

伊勢崎・宮郷

走幅跳 3/23 栁田  大輝(3)   6m97/+5.9

館林・館林第一

山田  倖矢(3)   6m44/+1.7

富岡・富岡南

山口    櫂(2)   6m32/+2.4

伊勢崎・伊勢崎第一

内藤  來辰(2)   6m14/+4.1

高崎・塚沢

有坂  友輝(3)   6m10/+6.0

安中・安中第一

山田　　駆(2)   6m10/+3.0

伊勢崎・伊勢崎第四

川村  駿介(2)   6m06/+4.7

安中・安中第一

関根  拓真(2)   5m99/+3.4

太田・宝泉

砲丸投 3/23 金井  飛成(3)  12m80

前橋・前橋第一

早川  海己(2)  11m69

邑楽・板倉

正田    廉(3)  11m41

伊勢崎・あずま

城田  翔音(2)  11m39

高崎・群馬中央

竹内ひさし(2)  11m36

伊勢崎・伊勢崎第二

芹澤  陸斗(2)  10m85

高崎・中央中等

吉田  彪峨(2)  10m77

高崎・高松

廣瀬  優哉(3)  10m73

前橋・前橋第七

４×１００ｍ 3/23 中央中等 47.18

森野  雄太(2)

芹澤  陸斗(2)

前田  出海(2)

落合  利紅(2)

高  松 47.22

戸塚圭二郎(2)

五十嵐悠貴(1)

吉田  彪峨(2)

ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ大和(2)

群馬南 47.24

高波  航平(2)

髙本  瑠刀(2)

高井  天舞(2)

坂本  渓輔(2)

塚  沢 48.27

中島    凌(2)

小泉  尚之(2)

内藤  來辰(2)

大久保　綾(1)

邑  楽 48.45

國井　忠道(2)

針谷　尚生(1)

田嶋　涼太(2)

大塚　凌空(2)

相  生 48.53

須永　宙依(1)

向田  悠馬(2)

吉原　佳唯(2)

髙山　瑞季(1)

榛  名 48.55

忰田  裕哉(2)

中島  綾佑(1)

土屋  一輝(2)

田島  羽遥(2)

明  和 48.57

砂賀　聖亜(2)

木村航太郎(2)

坂巻　楓弥(2)

落合　亮友(2)

男子

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

3/23 鈴木　智彩(3)  2556

*C1茨城・古河中等

15.51/+3.9-1m45-10m10-27.40/+3.5

荻原希乃愛(2)  2444

*C1長野・軽井沢A＆AC

14.99/+5.8-1m45-8m66-28.49/+6.6

大森　里香(2)  2437

*C1長野・軽井沢A＆AC

15.26/+3.6-1m35-9m51-27.49/+4.5

小出　琳子(2)  2377

*C1伊勢崎・伊勢崎第四

16.56/+3.6-1m45-10m21-28.12/+8.2

宮﨑  真心(1)  2299

*C1吾妻・嬬恋

15.61/+3.6-1m30-8m28-27.02/+7.2

千葉　史織(1)  2250

*C1宮城・古川黎明

15.89/+3.9-1m30-8m37-27.27/+4.5

佐伯　風帆(1)  2197

*C1長野・軽井沢A＆AC

15.12/+3.6-1m30-5m90-27.18/+6.6

松﨑  有美(2)  2185

*C1高崎・南八幡

15.59/+2.9-1m30-7m52-27.84/+4.5

１００ｍ 3/23 福田  桃子(2) 12.69/+3.6

前橋・大胡

山口  萌乃(2) 12.78/+3.6

高崎・吉井中央

柴山菜乃実(2) 12.79/+3.6

高崎・長野郷

西村  舞雪(3) 12.85/+3.6

前橋・前橋第七

木田  愛海(2) 12.85/+3.6

伊勢崎・あずま

石川    茜(2) 12.91/+3.6

渋川・金島

須賀  愛彩(2) 12.95/+3.2

前橋・荒砥

鈴木  愛花(2) 12.99/+3.2

高崎・群馬中央

１００ｍＨ

(0.762m)

3/23 小林  莉緒(2) 15.02/+4.1

太田・休泊

飯塚　佳音(1) 15.89/+4.1

前橋・前橋東

中嶋　愛佳(2) 16.05/+4.1

長野・軽井沢A＆AC

森田あかり(3) 16.52/+4.1

渋川・北橘

福田  真子(2) 16.56/+4.1

前橋・大胡

関澤きらり(1) 16.71/+3.9

長野・上田第一

正田  瑠奈(2) 16.89/+2.6

高崎・塚沢

鈴木  理子(2) 17.03/+2.6

太田・城東

走高跳 3/23 金子    茜(3) 1m50

高崎・群馬南

棚木  千晶(2) 1m45

前橋・前橋第五

成田　  藍(2) 1m40

茨城・古河中等

斉藤    心(1) 高崎・高松 1m40

石川　京香(3) 茨城・古河中等

石関  柚羽(1) 前橋・前橋第五 1m40

村田　結花(2) 伊勢崎・境西

小谷野葵衣(1) 1m40

前橋・前橋第五

走幅跳 3/23 金井  萌華(2)   5m35/+4.4

伊勢崎・赤堀

木戸  七緒(2)   5m35/+5.6

伊勢崎・宮郷

新井  さら(2)   5m02/+7.1

高崎・高松

中西    凜(2)   5m00/+3.5

伊勢崎・伊勢崎第三

石関  花音(2)   4m85/+4.2

高崎・群馬中央

小堀　  凜(2)   4m82/+2.8

みどり・笠懸南

渡邊  結愛(1)   4m70/+3.1

邑楽・大泉北

朝倉野乃香(2)   4m69/+2.2

太田・太田

砲丸投

(2.721kg)

3/23 石田    葵(2)  11m86

前橋・富士見

石山  心蘭(2)  11m62

太田・薮塚本町

岡部  莉奈(2)  11m48

高崎・群馬中央

岡田  美咲(2)  11m12

前橋・富士見

佐藤　るい(2)  10m78

前橋・前橋東

亀井  蛍愛(2)   9m69

邑楽・板倉

齋藤  里菜(2)   9m66

伊勢崎・赤堀

阿部  捺生(2)   9m58

吾妻・東吾妻

４×１００ｍ 3/23 生  品 52.71

茂木  摩耶(2)

前田  実咲(1)

石川  佑実(1)

関口  晟奈(2)

あずま 53.36

木田  愛海(2)

金谷  桃衣(2)

松土  蒼空(2)

長谷川夏希(1)

大  胡 53.64

平石    葵(2)

福田  桃子(2)

福田  真子(2)

堀内  花鈴(2)

太田南 53.69

齋藤  瞳凛(2)

藤原    楓(2)

松本  優月(1)

柴崎  愛弓(1)

前橋第一 54.10

山田  麻椰(2)

宮﨑  真衣(2)

福田  琉伽(2)

岡崎  心愛(2)

群馬中央 54.25

石関  花音(2)

鈴木  愛花(2)

黒木  里紗(1)

後閑  咲季(1)

富士見 54.33

川鍋  綾乃(2)

山岸すずな(1)

山本  七々(2)

北爪    結(2)

前橋第七 54.50

山河  千紘(2)

杉内  芭菜(1)

大島さくら(1)

石川  愛実(1)

女子

トラック審判長： 田中　　博

フィールド審判長：齋藤　大輔

混　成　審判長： 波多野重雄

記　録　主　任： 月田　和彦

 3月23日  9:00 曇り   8.0℃   46％ 北 3.2m/s

 3月23日 10:00 曇り   8.0℃   46％ 北北西 3.5m/s

 3月23日 11:00 曇り   9.0℃   36％ 北 3.0m/s

 3月23日 12:00 曇り  10.0℃   38％ 北東 3.2m/s

 3月23日 13:00 晴れ  11.0℃   30％ 北北東 3.0m/s

 3月23日 14:00 晴れ  11.0℃   35％ 北北西 3.4m/s

 3月23日 15:00 晴れ  11.0℃   28％ 北 5.9m/s

 3月23日 16:00 晴れ   9.0℃   30％ 北北西 5.3m/s

凡例（*C1:追風参考(得点参考記録)）


