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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 8/30 渡邉　一樹(3) 10.65/+0.4

共愛学園高

中島　宏典 10.70/+0.3

群大ＴＦ

田中　宏季 10.78/+0.4

大東大

師田　誠也 10.81/+0.4

大東大

鈴木　宏明 10.84/+0.4

登利平AC

金井　太陽 10.88/+0.4

東京農業大

渡邉  雄宇(3) 10.94/+0.3

農大二高

根岸　明人 10.99/+0.4

関東学園大

４００ｍ 8/30 伊藤　俊明(3) 48.15

前橋育英高

神澤　昂輝(2) 48.86

前橋育英高

細井　ブライアン 48.88

大東大

勝山　康介(3) 48.97

前橋育英高

アクーン 48.98

南スーダン

足尾　遼(3) 48.99

前橋育英高

松本  龍英(3) 49.06

農大二高

原田　真聡(1) 49.32

農大二高

８００ｍ 8/30 登坂　健志  1:51.11

群大ＴＦ

大楢　龍輝(2)  1:54.82

健大高崎

加藤 騎貴  1:55.49

ESP

内田　颯斗(3)  1:55.73

太田東高

生方　利樹  1:57.48

高崎経済大

大久保　綾(3)  1:57.64

塚沢中

宮城  綺羅(3)  1:58.00

県央高

高田　悠生(2)  1:58.09

桐生高

１５００ｍ 8/30 堀口　花道(2)  3:58.84

高崎高

青木　瑠郁(2)  4:00.27

健大高崎

小暮　栄輝(3)  4:02.86

樹徳高

千明　大斗(1)  4:04.12

樹徳高

相川　歩夢(3)  4:04.95

館林高

石澤　由祐  4:05.71

高崎経済大

水野　遥大(3)  4:06.00

健大高崎

清水　琢馬  4:07.49

上州ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

１１０ｍＨ

(0.914m)

8/30 坂爪　智哉(3) 15.26/-1.2

塚沢中

森本　大貴(3) 15.96/-1.2

中央中等

渋谷  昌聡(2) 17.63/-1.2

新里中

富沢  瑛次(2) 18.23/-1.2

榛名中

山口  空太(2) 18.54/-1.2

あずま中

常見　健太(2) 18.63/-1.2

吉岡中

花篭  暖人(2) 20.17/-1.2

あずま中

小越  悠翔(2) 20.21/-1.2

南橘中

１１０ｍＨ

(1.067m)

8/30 宮﨑　大成 15.09/-2.6

吾妻榛嶺ク

鈴木  悠元(2) 15.23/-2.6

農大二高

馬上　凌 15.26/-2.6

東京大

松尾　祐哉 15.36/-2.6

群馬大

富田  凪(3) 15.46/-2.6

吾妻中央

新井　汰征 15.61/-0.8

関東学園大

中村  亮生(3) 15.76/-2.6

吾妻中央

丸山　長輝 15.87/-0.8

関東学園大

走高跳 8/30 佐藤　日彦 2m00

群馬大

山本　健太 2m00

上武大

伊藤　尚之 2m00

上武大

渡辺　健太 1m95

上武大

櫻井　大雅 1m95

上武大

根岸　佑弥 育英ｸﾗﾌﾞ 1m90

大山  凌雅(3) 農大二高

横山　剛(2) 1m90

高崎商高

走幅跳 8/30 水嶋　悠太   7m25/+1.5

桐生市陸協

曽我　憲伸   6m94/+0.2

上武大

星野　諒馬   6m84/+2.8

関東学園大

伊藤  亮馬(3)   6m64/+2.1

農大二高

宮田　祐大   6m60/+0.3

高崎経済大

針ヶ谷　昴汰(1)   6m60/+1.7

共愛学園高

横地　彦人   6m58/-0.4

上武大

濱名　　欧(2)   6m50/+1.5

渋川高

砲丸投

(5.000Kg)

8/30 入船  太一(2)  11m06

富士見中

清水  壱馬(3)  10m32

薮塚本町中

近藤  正隆(3)   8m83

富士見中

林    彪雅(3)   8m02

PSS金島中

飯島  陸登(2)   7m48

群馬中央中

大城  正浩(2)   6m84

PSS伊勢崎四中

久保田龍之介(1)   6m22

PSS塚沢中

城田　紘明(2)   6m20

PSS吉岡中

砲丸投

(6.000kg)

8/30 神部  雄大(3)  14m61

吉井高

田中　想大(3)  12m07

前橋育英高

立川　泰我(2)  11m81

樹徳高

芹澤　陸斗(1)  11m67

中央中等

萬場　優太(2)  11m66

太田高

金家　寧仁(3)  11m66

太田工高

室井　健吾(2)  11m53

前橋育英高

吉田　彪峨(1)  11m46

前橋育英高

砲丸投

(7.260kg)

8/30 窪田　達也  14m41

上武大

岩井　幸暉  13m28

上武大

男子

１００ｍ 8/30 美細津　エメリア(2)12.39/+0.8

高崎女高

柴山　菜乃実(1) 12.53/+0.8

高崎商高

ルシア 12.63/+0.8

南スーダン

倉地　花(2) 12.67/+0.8

清明高

西村　舞雪(2) 12.80/+0.8

高崎女高

阿久戸南美(3) 12.80/+0.8

清流中

久保田　萌花(2) 12.94/-0.9

太田東高

福田　桃子(1) 13.04/+0.8

共愛学園高

２００ｍ 8/30 中條　結月(3) 25.08/-0.9

共愛学園高

石川  佑実(3) 25.70/-0.9

生品中

原田　果歩(1) 26.27/-0.9

共愛学園高

戸嶋　菜月(3) 26.92/+0.2

中央中等

齋藤　佳音(2) 27.10/-0.9

共愛学園高

藤原　楓(1) 27.11/-0.9

清明高

須田　七夕夏(1) 27.35/-0.9

前橋育英高

高橋　穂乃香(1) 27.43/-0.6

清明高

８００ｍ 8/30 中村  愛花(2)  2:14.33

中央中等

今　美里(1)  2:17.73

太田女高

清水　りの(1)  2:20.12

アラマキッズ

久保田優花(2)  2:21.98

四ツ葉学園

津布子 せな(2)  2:23.36

太田女高

依田　楓  2:24.73

上武大

田代莉奈子(1)  2:26.87

新島学園中

宮野入　真琴(2)  2:28.49

高崎女高

１５００ｍ 8/30 髙橋くるみ(3)  4:45.01

生品中

山下　真奈(2)  4:47.01

太田女高

小泉  咲菜(2)  4:47.51

伊勢崎四中

藍原莉麻菜(3)  4:58.46

群馬中央中

杉森  由萌(1)  5:03.03

中央中等

清水　華帆(2)  5:04.64

渋川女高

林　絹華(1)  5:06.55

新島学園高

小澤　凪彩(2)  5:09.77

桐生女高

１００ｍＨ

(0.762m)

8/30 関口  梓月(3) 15.41/+0.4

箕郷中

川田  夏鳴(3) 15.42/+0.4

並榎中

青栁美月姫(3) 16.17/+0.4

箕郷中

泉谷　真那(1) 16.32/+0.4

塚沢中

夏目  珠愛(3) 17.02/-0.6

群馬中央中

水無瀬実央(2) 17.05/+0.4

塚沢中

大本    鞠(2) 17.22/-0.6

前橋東中

梅澤  杏茉(1) 17.57/-0.4

群馬中央中

１００ｍＨ

(0.840m)

8/30 恩田　未來(1) 14.98/+0.4

共愛学園高

小林　莉緒(1) 15.19/+0.4

樹徳高

岸　香菜子(1) 15.59/+0.4

渋川女高

松﨑　有美(1) 16.33/+0.4

高崎女高

小暮　南(2) 16.50/+0.4

高崎商高

清水　永遠(1) 17.23/-1.1

吾妻中央

高橋　明里(2) 太田女高 17.34/-1.1

福田　真子(1) 桐生女高

走高跳 8/30 館　遥香(2) 1m60

高崎商高

田村　美優(1) 1m50

高崎商高

田村  茉優(2) 1m50

農大二高

吉澤　和愛(1) 1m50

共愛学園高

大木  優奈(2) 1m50

群馬南中

坂本　凛夏(1) 1m45

前橋育英高

渡辺　かおり(3) 1m40

桐生西高

田村  莉菜(1) 1m40

大類中

走幅跳 8/30 木戸　七緒(1)   5m37/+1.1

樹徳高

正田　萌絢(3)   5m34/+1.1

太田女高

兼本　季依   5m33/+0.1

東海大

成澤  柚日(1)   5m19/+1.7

薮塚本町中

中川　莉里(2)   5m08/+1.5

共愛学園高

鈴木　ひかり(2)   4m96/-0.5

太田東高

金城　幸芽(1)   4m94/+0.9

高崎女高

岩崎　紘乃   4m91/+0.4

群馬大

砲丸投

(2.721kg)

8/30 田中  文乃(3)  12m47

富士見中

五十嵐  瑛(2)  11m59

富士見中

千木良夢菜(3)  11m23

金島中

井田くるみ(3)  10m72

塚沢中

井上  瑠華(2)  10m13

薮塚本町中

鈴木  沙来(1)   8m18

群馬中央中

佐々木さくら(1)   7m69

群馬中央中

玉山すみれ(2)   7m53

邑楽中

砲丸投

(4.000kg)

8/30 山道　萌衣(2)  11m21

太田女高

原　志織(1)  11m09

樹徳高

髙橋　彩菜(1)   9m53

関学大附高

石山　心蘭(1)   9m29

樹徳高

岡部　莉奈(1)   9m25

高崎女高

木村　今日香(1)   8m17

伊勢崎高

白石  愛唯(3)   7m86

吉井高

齋藤　里菜(1)   7m81

伊勢崎商高

女子

トラック審判長：水野　利夫

スタート審判長：村田　勇

招集所　審判長：有坂　精児

跳躍　　審判長：阪西　俊峰

投てき　審判長：永井　数敏

記録主任　　　：吉田　正

 8月30日  9:00 晴れ  34.0℃   58％ 南南西 2.6m/s

 8月30日 10:00 晴れ  35.0℃   59％ 東 1.2m/s

 8月30日 11:00 晴れ  35.0℃   54％ 南 2.4m/s

 8月30日 12:00 晴れ  36.0℃   54％ 東南東 1.5m/s

 8月30日 13:00 晴れ  35.5℃   50％ 南東 1.0m/s

 8月30日 14:00 晴れ  36.0℃   50％ 南南東 2.7m/s

 8月30日 15:00 曇り  35.0℃   50％ 南東 1.1m/s

凡例（PSS:厚底ｼｭｰｽﾞ着用）


