
大会名 渋川・北群馬 春季陸上記録会

氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録

１年男子100m 中村　音王(1) 渋・北橘 13"28 加藤  漣(1) 渋・渋北 13"59 室橋  桔平(1) 渋・金島 13"68 石井  理土(1) 渋・子持 13"79 狩野伊歩希(1) 渋・古巻 13"94 曽我　海吏(1) 北・吉岡 14"19

１年男子1500m 狩野伊歩希(1) 渋・古巻 4'49"72 野口虎太郎(1) 北・榛東 4'50"22 佐々木  隆太郎(1) 渋・渋北 5'23"71 澤  伊純(1) 渋・子持 5'23"90 渋谷  鉄心(1) 北・榛東 5'23"96 吉田　凛久(1) 渋・北橘 5'46"24

1年男子走幅跳 茂木  風輝(1) 渋・子持 4ｍ27 後藤  弘道(1) 渋・子持 4ｍ18 小川　佑斗(1) 北・吉岡 4ｍ11 末次  誇生(1) 渋・子持 4ｍ09 平形  碧都(1) 渋・金島 3ｍ62 木暮　恒太(1) 渋・北橘 2ｍ31

２年男子100m 髙橋    陽(2) 渋・古巻 12"54 山田  聖十(2) 渋・古巻 12"72 狩野　颯太(2) 渋・北橘 12"83 野田  康太(2) 渋・古巻 12"85 田代  瑛莉(2) 渋・古巻 13"15 樋田  斎司(2) 渋・子持 13"24

３年男子100m 野村  舜作(3) 渋・古巻 12"15 永井　汰知(3) 渋・北橘 12"56 金    太士(3) 北・吉岡 12"61 佐々木崇人(3) 渋・子持 12"61 廣瀬  理緒(3) 渋・古巻 12"85 茂  颯太郎(3) 北・吉岡 13"17

共通男子200m 佐々木崇人(3) 渋・子持 25"31 廣瀬  理緒(3) 渋・古巻 26"26 中野  喬之(2) 渋・子持 27"44 田村　夏生(2) 渋・北橘 27"56 田﨑  博雅(3) 渋・子持 28"11 樋田  斎司(2) 渋・子持 28"33

共通男子４00m 野村  舜作(3) 渋・古巻 ５４”０６ 田村　夏生(2) 渋・北橘 １’００”３０ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共通男子1500m 小川  智羽(2) 北・吉岡 4'34"50 加藤  宏行(3) 渋・古巻 4'36"72 境野  友真(2) 北・吉岡 4'37"13 田村  陽貴(3) 北・吉岡 4'39"01 佐藤  奏拓(3) 北・吉岡 4'49"53 田中  温人(3) 北・吉岡 4'50"70

共通男子110mH 永井　汰知(3) 渋・北橘 18"68 髙橋  優斗(3) 渋・古巻 18"82 武藤    駿(3) 渋・古巻 18"98 加藤  宏行(3) 渋・古巻 19"33 0 0 0 0 0 0

共通男子走高跳 中島　秀粋(3) 渋・北橘 　1ｍ50 佐藤  卓巳(2) 渋・古巻 　1ｍ45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共通男子走幅跳 野田  康太(2) 渋・古巻 　5ｍ30 髙橋  晟司(2) 渋・古巻 　5ｍ01 室橋  一颯(3) 渋・金島 　4ｍ99 狩野　颯太(2) 渋・北橘 　4ｍ99 田代  瑛莉(2) 渋・古巻 　4ｍ82 高柳　比呂(2) 渋・北橘 　4ｍ68

共通男子砲丸投 田中いぶき(3) 渋・北橘 9ｍ27 小島　祥詞(2) 北・吉岡 8ｍ14 吉野　正弥(3) 北・吉岡 6ｍ59 大井  晶矢(3) 渋・子持 6ｍ46 北川  竜太郎(2) 北・吉岡 5ｍ67 小見  崇真(1) 渋・子持 5ｍ02

男子４×100mR 0 古巻 49"43 0 吉岡 50"23 0 北橘 50"87 0 子持 51"95 0 0 0 0 0 0
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１年女子100m 桑原  理緒(1) 渋・古巻 14"66 森田  一琉(1) 渋・古巻 14"73 飯野  結杏(1) 渋・渋北 14"77 佐々木歌耶(1) 渋・子持 15"26 松井　綾音(1) 渋・北橘 15"39 深代  かすみ(1) 渋・渋北 15"67

１年女子走幅跳 楯　美月(1) 渋・北橘 　3ｍ85 森田　桜來(1) 渋・北橘 　3ｍ65 桑原  理緒(1) 渋・古巻 　3ｍ62 君島　希佳(1) 渋・北橘 　3ｍ24 森田  一琉(1) 渋・古巻 　3ｍ24 海口　紗乙(1) 北・吉岡 　2ｍ94

１年女子８00m 堀口　光咲(1) 渋・北橘 2'41"53 高橋　夢果(1) 北・吉岡 2'48"29 木暮日菜乃(1) 渋・北橘 2'50"86 青木　心美(1) 北・吉岡 2'51"00 石井　優(1) 北・吉岡 3'00"06 中島　美咲(1) 北・吉岡 3'06"78

２年女子100m 平山　瑠菜(2) 渋・北橘 13"90 平井千衣歌(2) 渋・古巻 14"18 萩原世莉羽(2) 渋・北橘 14"33 石田　蒼衣(2) 渋・北橘 14"40 早川　琉玖(2) 渋・北橘 14"44 金子  優月(2) 北・吉岡 14"49

３年女子100m 村田  蒼空(3) 渋・渋北 13"34 塩谷　心優(3) 渋・北橘 13"79 篠原きらり(3) 渋・子持 14"06 久米　　怜奈(3) 渋・古巻 14"13 石井　美紗(3) 渋・北橘 14"13 本間  優空(3) 渋・金島 14"61

共通女子２00m 塩谷　心優(3) 渋・北橘 29"15 寺島　京那(2) 渋・北橘 29"70 早川　琉玖(2) 渋・北橘 30"07 石田　蒼衣(2) 渋・北橘 30"29 長田  芽夕(3) 渋・渋北 30"67 関根  美心(2) 北・榛東 30"91

共通女子８00m 渡邉    凜(3) 渋・古巻 2'31"27 今井  葉月(2) 北・吉岡 2'31"48 小林  寧々(3) 渋・古巻 2'31"53 堀口　陽菜(3) 渋・北橘 2'32"47 河合  里衣菜(2) 北・吉岡 2'33"39 寺島　京那(2) 渋・北橘 2'34"42

共通女子100mH 平山　瑠菜(2) 渋・北橘 16"42 林    恋歌(2) 渋・子持 19"14 山﨑  香歩(2) 渋・子持 19"71 今泉　燎架(2) 渋・北橘 20"72 中澤　凜(2) 渋・北橘 21"54 0 0 0

共通女子走高跳 平井千衣歌(2) 渋・古巻 1ｍ40 一場日葉梨(3) 渋・北橘 1ｍ40 金子ひより(2) 渋・子持 1ｍ30 丸山　萌(3) 北・吉岡 1ｍ25 松井麗美亜(2) 渋・子持 1ｍ20 宿谷　七菜(3) 北・吉岡 1ｍ15

共通女子走幅跳 石井　美紗(3) 渋・北橘 　4ｍ47 田村  涼華(3) 渋・古巻 　4ｍ30 萩原世莉羽(2) 渋・北橘 　4ｍ22 本間  優空(3) 渋・金島 　4ｍ13 荒平    倫(3) 渋・子持 　3ｍ88 矢萩  凜(2) 北・吉岡 　3ｍ81

共通女子砲丸投 千木良  夢菜(2) 渋・金島 　7ｍ99 伊東  里珠(3) 北・吉岡 　6ｍ62 池田  希美(3) 渋・伊中 　6ｍ28 梅澤　晴菜(3) 渋・北橘 　6ｍ11 星野　愛優里(3) 北・吉岡 　5ｍ23 0 0 0

女子４×100mR 0 北橘 54"52 0 古巻 54"72 0 吉岡 59"19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

於：渋川総合運動公園
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