
平成21年度　秋季記録会(09100303) 決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会
後　援：群馬県教育委員会

競技場：桐生市陸上競技場(103100) 期日:平成21年11月1日(日)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 01日 寺田  優志(3) 11秒03 酒元 大貴(3) 11秒13 中島　陵似 11秒37 青木　優也 11秒39 杉山  優太(2) 11秒45 名取　健太 11秒60 阿左美　守彦 11秒62 チームＫ -0.1

藤岡中央高 -0.1 太田工高 -0.1 上武大 -0.1 上武大 -0.1 藤岡中央高 -0.1 上武大 -0.1 佐瀬　景祐 11秒62 群大ＴＦ -0.9

男 ト 200m 01日 酒元 大貴(3) 22秒02 寺田  優志(3) 22秒70 小倉　篤人 22秒73 中島　陵似 23秒19 石井  大翔 23秒25 杉山  優太(2) 23秒31 八重樫  誠(2) 23秒50 鶴谷  直之(2) 23秒56

子 ラ 太田工高 1.6 藤岡中央高 1.6 上武大 1.9 上武大 1.9 山梨学院大 1.6 藤岡中央高 1.6 藤岡中央高 1.9 館林高 1.9

記 ッ 400m 01日 酒元 大貴(3) 49秒35 加藤　雅俊 49秒68 今井  貴弘(1) 53秒87 澤田  悠貴(1) 54秒55 久保  秀高(1) 54秒64 新井  勇祐(1) 56秒18 今泉  祐也(1) 57秒34 津田    新(2) 58秒24

録 ク 太田工高 上武大 桐生一高 桐生高 藤岡中央高 桐生高 桐生一高 境野中

会 1500m 01日 桐生　千豪 4分10秒00 須田　仁幸 4分22秒01 藤掛  裕樹(2) 4分32秒76 長岡  秀哉(2) 4分36秒62 粕谷  亮太(1) 4分41秒06 秋葉  朋行(2) 4分44秒24 増田　哲也(1) 5分16秒07 松本  啓介(1) 5分17秒25

創造学園大 創造学園大 桐生市商高 桐生高 藤岡中央高 安中一中 利根商高 榛名高

5000m 01日 高橋　雄士 15分34秒62 島田　実 15分35秒97 小林 祥大 15分59秒95 佐藤　恭太 16分26秒37 荒木    護(1) 16分58秒95 福田 恭平 17分31秒38

創造学園大 創造学園大 創造学園大 創造学園大 桐生高 創造学園大

走高跳 01日 根岸　祐弥 1m90 吉田  裕矢(1) 1m80 久保  秀高(1) 1m60

登利平AC 榛名高 藤岡中央高

走幅跳 01日 長島  薫(3) 6m40 阿左美　守彦 6m30 鈴木  慧(1) 5m70 小森　龍太 5m61 山本  嵐(1) 5m29 尾谷  直樹(1) 5m04 前原  良介(2) 4m61 小林  大介(2) 3m81

桐生一高 0.6 チームＫ -1.0 桐生一高 0.1 上武大 -0.5 藤岡中央高 -0.9 藤岡中央高 0.0 大間々東中 0.1 大間々東中 -0.1

三段跳 01日 広神  諒也(2) 11m93 新井  尚樹(1) 11m79 吉田  裕矢(1) 11m78

フ 榛名高 1.1 藤岡中央高 0.2 榛名高 -0.2

ィ 砲丸投 01日 岡田　雄太 12m31 加賀美　昌宏 11m78 茂木　真道 11m56

｜ (7.260Kg) 上武大 上武大 桐生市陸協

ル 砲丸投 01日 岡本  洸耶(3) 12m55 塚原  裕人(1) 11m24 髙橋  拓也(2) 7m51

ド (6.000Kg) 桐生一高 桐生高 藤岡中央高

砲丸投 01日 齋藤  司(2) 7m26 山本  海斗(2) 6m87 英木  恭介(2) 5m29

(5.000Kg) 大間々東中 大間々東中 大間々東中

円盤投 01日 茂木　真道 30m94 小澤　克彦 29m45

(2.000Kg) 桐生市陸協 上武大

円盤投 01日 石井　崇寛(3) 41m45 岡本  洸耶(3) 34m85 塚原  裕人(1) 31m21 横倉 永乙(1) 27m77 鳥毛　正弘(2) 25m15 新井  一(2) 20m80 佐藤 光(2) 20m33 佐藤　翔太(1) 16m20

(1.750Kg) 前橋育英高 桐生一高 桐生高 太田工高 藤岡中央高 榛名高 太田工高 榛名高

やり投 01日 蔵野　優輝 62m15 若狭  友弥 60m40 越後谷　昴 54m49 鳥毛　正弘(2) 45m15 西村 祥(1) 31m08

(0.800Kg) 上武大 伊勢崎ク 上武大 藤岡中央高 太田工高

(NPR/県新:NGH/県高新:NGR/大会新:EGR大会ﾀｲ：W/追風参考)



平成21年度　秋季記録会(09100303) 決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会
後　援：群馬県教育委員会

競技場：桐生市陸上競技場(103100) 期日:平成21年11月1日(日)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 01日 佐藤  彩乃 13秒72 澤田  マヤ 13秒73 坂本  葵(1) 14秒65 峯崎  綾乃(1) 14秒78 森  美佐紀(1) 14秒97 成田  美雪(2) 15秒22 諸田　李奈(2) 15秒27 横塚  聖加(1) 15秒45

SR.R.C -0.6 桐生市陸協 -0.6 大間々東中 -0.6 境野中 -0.6 大間々東中 -0.6 榛名高 0.0 利根商高 0.0 大間々東中 -0.6

女 ト 200m 01日 本木  優(2) 27秒80 澤田  マヤ 28秒42 坂本  葵(1) 30秒62 森  美佐紀(1) 31秒47 横塚  聖加(1) 33秒39 松嶋  由穂(2) 34秒60

子 ラ 藤岡中央高 1.2 桐生市陸協 1.2 大間々東中 1.2 大間々東中 1.2 大間々東中 1.2 大間々東中 1.2

記 ッ 800m 01日 高橋  李帆(2) 2分40秒12 下山  陽奈(1) 2分42秒69 小林  美沙(1) 3分04秒14

録 ク 藤岡中央高 境野中 大間々東中

会 3000m 01日 滝原  沙貴(2) 11分11秒86 細田  栞(2) 11分31秒67

桐生市商高 桐生市商高

走高跳 01日 佐藤　加奈(2) 1m35 諸田　李奈(2) 1m35

利根商高 利根商高

走幅跳 01日 佐藤  彩乃 4m34 笠原菜奈絵(2) 4m07 神山  樹良(1) 3m75 笠木  咲葉(1) 3m69 成田  美雪(2) 3m49 小林  美沙(1) 3m30

SR.R.C -0.2 藤岡中央高 0.0 大間々東中 -0.3 大間々東中 -0.8 榛名高 -0.4 大間々東中 0.3

フ 三段跳 01日 本木  優(2) 9m51 笠原菜奈絵(2) 9m11

ｨ 藤岡中央高 1.0 藤岡中央高 0.2

ド 砲丸投 01日 神山  樹良(1) 6m91 笠木  咲葉(1) 5m61 金子  茉央(1) 5m13

(2.721Kg) 大間々東中 大間々東中 大間々東中

やり投 01日 下田　麻由 41m20 野口　遥(2) 26m55

(0.800Kg) しきしま 利根商高
(NPR/県新:NGH/県高新:NGR/大会新:EGR大会ﾀｲ：W/追風参考)


