
共  催：群馬県教育委員会

後  援：前橋市教育委員会

競技場：正田醤油スタジアム群馬 期日:平成23年11月12日(土)13日(日)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

混 八種競技 12日 田代  和也(3) 5156点 市川  響太郎(2) 4741点 斉藤  雷大(2) 4674点 新井  俊哉(2) 4647点 髙沢  和樹(2) 4609点 阪本  哲郎(2) 4470点 田代  健人(1) 4442点 齋藤  郁磨(2) 4436点

成 高崎 高崎 太田東 前橋南 桐生南 高崎 高崎 高崎

男 100m 12日 北爪  啓太(2) 11秒19 千葉  亮祐(2) 11秒35 鵜生川  耀皓(1) 11秒44 澤田  尚吾(1) 11秒45 清水  祐輝(1) 11秒59 弓納持  京汰(2) 11秒60 木畑  武(2) 11秒68 高柳  卓秀(1) 11秒89

桐生 -1.3 太田 -1.3 桐生 -1.3 桐生 -1.3 館林 -1.3 桐生 -1.3 藤岡中央 -1.3 桐生 -1.9

400m 13日 北爪  啓太(2) 49秒19 鵜生川  耀皓(1) 50秒75 木畑  武(2) 50秒76 須永  旺佑(2) 50秒83 登坂  健志(2) 50秒86 安藤  秀行(1) 50秒98 澤田  尚吾(1) 51秒35 清水  祐輝(1) 51秒37

桐生 桐生 藤岡中央 藤岡中央 前橋 前橋 桐生 館林

1500m 12日 中澤  太一(2) 4分06秒81 篠田  啓貴(2) 4分09秒12 篠原  正樹(2) 4分09秒52 加藤  慶一郎(1) 4分10秒19 菊池  優(1) 4分11秒89 山岸  塁(3) 4分13秒84 藤塚  俊太郎(2) 4分14秒83 津久井  慧(2) 4分17秒20

子 桐生 前橋東 渋川 桐生 桐生 沼田 前橋 渋川

5000m 13日 篠田  啓貴(2) 15分42秒13 菊池  優(1) 15分59秒70 津久井  慧(2) 16分04秒26 伊藤  優吾(2) 16分04秒95 山岸  塁(3) 16分13秒92 栗原  佑介(2) 16分15秒75 河村  洋之(1) 16分15秒88 粕谷  亮太(3) 16分25秒12

前橋東 桐生 渋川 桐生 沼田 太田工 藤岡中央 藤岡中央

混 七種競技 12日 依田  友希奈(2) 4015点 月田  絢優子(1) 3993点 黒岩  唯(2) 3672点 山口  祐加子(2) 3671点 髙橋  凪生(2) 3639点 田島  沙耶(1) 3626点 清水  あつき(2) 3616点 萩原  瑞生(1) 3577点

成 富岡東 富岡東 共愛学園 太田女 太田女 共愛学園 前橋育英 清明

女 100m 12日 阪上  琴音(2) 13秒73 吉田  ゆい(2) 14秒06 小嶋  香澄(1) 14秒15 岡田  朱音(1) 14秒33 滝村  日和(2) 14秒40 市川  真有(2) 14秒41 相川  りな(1) 14秒49 本多  佳穂(2) 14秒56

高崎北 -3.8 吾妻 -3.8 勢多農林 -3.8 桐生女 -0.3 高崎東 -3.8 高崎女 -3.8 藤岡中央 -3.8 高崎北 -0.3

400m 13日 小嶋  香澄(1) 1分03秒26 星野  仁美(1) 1分03秒28 中村  亜理沙(1) 1分03秒53 坂田  彩乃(2) 1分03秒61 下山  彩香(2) 1分04秒44 相川  りな(1) 1分04秒65 蝦澤  みずき(1) 1分04秒87 岡田  朱音(1) 1分04秒90

勢多農林 太田女 前橋南 桐生女 前橋南 藤岡中央 太田女 桐生女

 平成２３年度　群馬県高校混成競技大会・記録会
主　催：群馬県高等学校体育連盟      群馬陸上競技協会

記
録
会

記
録
会
の
部

1500m 12日 浦尾  真衣(1) 4分45秒25 中村  亜理沙(1) 4分48秒23 瀧澤  萌(2) 4分50秒23 福富  麻記(2) 4分52秒18 下山  彩香(2) 4分54秒86 平井  友貴(1) 4分55秒91 星野  仁美(1) 5分00秒11 下村  純菜(1) 5分03秒45

清明 前橋南 中央中等 前橋南 前橋南 高崎女 太田女 高崎女

子 3000m 13日 浦尾  真衣(1) 10分11秒84 福富  麻記(2) 10分20秒01 平井  友貴(1) 10分27秒05 中村  亜理沙(1) 10分31秒67 星野  仁美(1) 10分33秒20 瀧澤  萌(2) 10分35秒44 並木  悠佳(1) 10分48秒69 紺澤  美穂(1) 10分50秒19

清明 前橋南 高崎女 前橋南 太田女 中央中等 太田女 高崎女

審判長 阪西 俊峰 記録主任 吉田  正
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 期        日 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 期     日 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

09:00 晴れ 20.0℃ 60% 北北東 0.6m 09:00 晴れ 19.0℃ 63% 西 0.8m

10:00 晴れ 20.0℃ 60% 南東 0.8m 10:00 晴れ 20.5℃ 57% 北 2.1m

11:00 晴れ 19.5℃ 63% 東南東 1.0m 11:00 曇り 19.5℃ 64% 北北東 0.3m

12:00 晴れ 19.5℃ 63% 南東 2.0m 12:00 曇り 20.0℃ 56% 南東 0.3m

13:00 晴れ 20.0℃ 60% 南東 1.3m 13:00 晴れ 20.5℃ 57% 北東 1.2m

14:00 晴れ 19.5℃ 72% 南南東 1.0m 14:00 晴れ 20.0℃ 60% 北北東 1.1m

15:00 晴れ 19.0℃ 67% 南東 2.5m 15:00 晴れ 20.0℃ 60% 東 1.2m

16:00 晴れ 19.0℃ 72% 南東 1.2m 16:00 晴れ 19.5℃ 68% 東南東 0.2m
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