
平成20年度　第4回　伊勢崎市佐波郡中学校陸上競技大会 決勝記録一覧表
主　催：伊勢崎市佐波郡中学校体育連盟　　伊勢崎市教育委員会　　玉村町教育委員会　
後　援：群馬陸上競技協会　
競技場：伊勢崎市陸上競技場 期日:平成19年07月19日(土)

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1年100m 19日 大塚  玲奈(1) 13秒81 星野  朱里(1) 13秒83 長沢有香里(1) 13秒95 奥村 絵水(1) 14秒15 並木  悠佳(1) 14秒20 柏木  彩来(1) 14秒22 千代田由奈(1) 14秒26 安中はるか(1) 14秒51

殖蓮 あずま 赤堀 玉村 伊勢崎第二 伊勢崎第二 伊勢崎第一 玉村南

1年走幅跳 19日 星野  朱里(1) 4m47 千代田由奈(1) 4m44 奥村 絵水(1) 4m27 長沢有香里(1) 4m14 太幡  笑実(1) 4m08 木村  祐希(1) 3m92 内山  萌花(1) 3m91 大和久彩香(1) 3m88

あずま 伊勢崎第一 玉村 赤堀 玉村南 伊勢崎第二 伊勢崎第一 伊勢崎第四

2年100m 19日 浅見 翠(2) 13秒33 須藤 里紗(2) 13秒37 高橋  凪生(2) 13秒40 細井奈津美(2) 13秒43 小林真梨奈(2) 13秒76 城田  莉帆(2) 13秒86 黒澤　身江(2) 13秒98 水垣  栞菜(2) 13秒99

玉村 玉村 殖蓮 伊勢崎第三 伊勢崎第三 あずま 伊勢崎第四 赤堀

3年100m 19日 鈴木美紗子(3) 13秒10 中曽根 美帆(3) 13秒17 阿部  玲菜(3) 13秒22 佐藤 亜実(3) 13秒35 星野  桃子(3) 13秒41 佐藤  千紘(3) 13秒45 斉藤菜津子(3) 13秒50 石原れい子(3) 13秒60

女 伊勢崎第一 玉村 伊勢崎第二 玉村 あずま 宮郷 殖蓮 伊勢崎第三

ト 200m 19日 川原エリカ(2) 26秒09 浅見 翠(2) 26秒74 鈴木美紗子(3) 26秒76 川原ジェニ(2) 27秒08 須藤 里紗(2) 27秒44 星野  桃子(3) 27秒63 小林真梨奈(2) 27秒92 斉藤菜津子(3) 28秒07

子 ラ 伊勢崎第四 玉村 伊勢崎第一 伊勢崎第四 玉村 あずま 伊勢崎第三 殖蓮

ッ 800m 19日 柳    摩美(3) 2分19秒55 板垣  季恵(3) 2分20秒53 富樫　由美(3) 2分22秒38 松崎　　瞳(3) 2分23秒93 並木  真悠(3) 2分24秒40 大図  智香(1) 2分28秒06 小林  愛佳(1) 2分30秒41 石田  理紗(3) 2分30秒55

ク 宮郷 伊勢崎第二 赤堀 赤堀 伊勢崎第二 宮郷 あずま 玉村南

1500m 19日 板垣  季恵(3) 4分48秒22 柳    摩美(3) 4分49秒63 松崎　　瞳(3) 4分50秒74 関根  千智(2) 4分52秒02 並木  真悠(3) 5分00秒21 小林  愛佳(1) 5分02秒81 入澤  歩美(2) 5分05秒73 半田  歩実(2) 5分12秒39

伊勢崎第二 宮郷 赤堀 赤堀 伊勢崎第二 あずま 伊勢崎第三 宮郷

100mH 19日 川原ジェニ(2) 15秒57 阿部  玲菜(3) 15秒75 黒澤　身江(2) 16秒93 西田  留捺(3) 16秒99 木村　優花(3) 17秒40 對比地里帆(3) 17秒48 鈴木  翔子(3) 17秒54 下田  はな(2) 17秒87

(0.762m) 伊勢崎第四 伊勢崎第二 伊勢崎第四 あずま 赤堀 伊勢崎第三 伊勢崎第一 殖蓮

4×100mR 19日 玉村 51秒00 伊勢崎第四 51秒70 宮郷 51秒91 伊勢崎第三 52秒43 殖蓮 52秒54 あずま 52秒55 伊勢崎第一 52秒60 伊勢崎第二 53秒18

浅見 翠(2) 黒澤　身江(2) 原  美沙希(2) 荻原季美子(3) 小林    愛(2) 星野  朱里(1) 千代田由奈(1) 飯野  実咲(3)

中曽根 美帆(3) 川原ジェニ(2) 柳    摩美(3) 小林真梨奈(2) 高橋  凪生(2) 田原美沙樹(3) 長岡  美穂(3) 加藤花菜子  (2)

須藤 里紗(2) 日野原菜摘(2) 新井  愛海(2) 石原れい子(3) 小谷  聖香(3) 西田  留捺(3) 橋    美里(3) 横堀    梓(3)

佐藤 亜実(3) 川原エリカ(2) 佐藤  千紘(3) 細井奈津美(2) 斉藤菜津子(3) 星野  桃子(3) 鈴木美紗子(3) 阿部  玲菜(3)

フ 走高跳 19日 川原エリカ(2) 1m50 池田  菫(3) 1m45 木村　優花(3) 1m40 赤堀 新井  慈織(2) 1m40 宮郷 奈良　　優(3) 1m35 赤堀

ィ 伊勢崎第四 あずま 細谷  歩未(2) 伊勢崎第四 岡安　瑞樹(3) 宮郷 石村　香織(2) 玉村

－ 走幅跳 19日 高橋  凪生(2) 4m98 長岡  美穂(3) 4m92 田原美沙樹(3) 4m91 橋    美里(3) 4m76 池田  菫(3) 4m47 伊与久菜々美(3) 4m43 下山  智永(2) 4m43 根岸    好(3) 4m34

ル 殖蓮 伊勢崎第一 あずま 伊勢崎第一 あずま 伊勢崎第三 宮郷 宮郷

ド 砲丸投 19日 日野原菜摘(2) 10m95 藤田実世里(3) 10m13 井埜詠津美(2) 9m16 原  美沙希(2) 9m08 田原美沙樹(3) 9m05 駒杵実礼子(3) 8m75 星野この実(2) 8m43 佐藤 亜実(3) 7m91

(2.721kg) 伊勢崎第四 あずま 伊勢崎第三 宮郷 あずま 伊勢崎第一 宮郷 玉村

オ 100m 19日 町田 結花(3) 14秒55 柳沼ひかる(2) 14秒69 川野真理恵(1) 14秒85 平野  美砂(1) 14秒87 小川  菜月(2) 14秒90 船戸  春香(2) 14秒92 木村  知加(1) 15秒00 藤田未純希(2) 15秒06

－ 玉村 あずま 伊勢崎第二 あずま 伊勢崎第三 あずま 伊勢崎第二 あずま

プ 800m 19日 浦尾  真衣(1) 2分30秒62 半田  望実(2) 2分36秒06 長島  夏実(2) 2分37秒23 木暮  香奈(3) 2分40秒40 山田  茉央(1) 2分41秒65 塩島  実苗(3) 2分41秒77 田中  咲希(1) 2分42秒44 小暮  笑馨(1) 2分43秒74

ン 宮郷 宮郷 宮郷 あずま 玉村南 あずま 宮郷 殖蓮

(NGR/大会新記録･W/追風参考記録)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女子 あずま 66点 玉村 59.5点 伊勢崎第四 58.5点 伊勢崎第二 47点 宮郷 45点 赤堀 45点 伊勢崎第一 44点 伊勢崎第三 31点

トラック審判長 大谷　　創 フィールド審判長 海野　俊彦 記録主任 関　　稔


