
谷　　大樹(1) 13秒35 堀井　洸太(1) 13秒54 吉田　吏一(1) 13秒74 金子　翔太(1) 14秒00 森　　直樹(1) 14秒04 新井　僚太(1) 14秒43 荻野　靖也(1) 14秒52 栗原　匡佑(1) 14秒75

中央 新里 中央 清流 大間々東 広沢 大間々 大間々東

吉田新一郎(1) 5分08秒92 須永　康幸(1) 5分10秒06 畑　　直和(1) 5分18秒47 木口　拓巳(1) 5分25秒18 星野　昂輔(1) 5分30秒32 福井　銀河(1) 5分33秒26 瀧澤慎之督(1) 5分35秒24 小池　門土(1) 5分48秒79

清流 笠懸 笠懸 川内 笠懸南 新里 樹徳 川内

谷川　郁弥(2) 12秒33 須藤　　健(2) 12秒51 尾池　敏志(2) 12秒61 福田　凌平(2) 12秒95 菊田　遥介(2) 12秒98 藤田爽太郎(2) 13秒30 片柳　幸輝(2) 13秒49

川内 相生 清流 笠懸南 清流 中央 笠懸

久新陽一郎(3) 11秒77 澤田　尚吾(3) 11秒90 高柳　卓秀(3) 12秒12 増田　悠輔(3) 12秒24 水嶋　悠太(3) 12秒35 丹羽章太郎(3) 12秒39 吉田　龍聖(3) 12秒59

清流 中央 笠懸 広沢 相生 広沢 新里

西方　博夢(3) 4分36秒34 吉川　大貴(3) 4分37秒17 金子　倫大(3) 4分39秒33 森田　芳正(3) 4分42秒87 畠山　将志(3) 4分44秒60 塚越　康平(2) 4分44秒61 星野　真吾(3) 4分44秒77 山口　和輝(2) 4分48秒36

新里 新里 樹徳 笠懸南 相生 笠懸 川内 清流

久新陽一郎(3) 23秒22 青木　俊介(3) 24秒00 増田　悠輔(3) 24秒31 高柳　卓秀(3) 24秒48 堀井　優介(3) 25秒36 櫻井　開伸(3) 25秒71 奥村　翔太(3) 26秒17

清流 新里 広沢 笠懸 笠懸南 大間々 清流

石川　郁人(3) 54秒64 青木　俊介(3) 55秒21 平山　優佑(3) 56秒15 堀内　悠人(3) 57秒05 寺田　裕喜(3) 57秒54 田島　裕己(2) 57秒81 福田　凌平(2) 58秒58 松島　亘秀(3) 60秒26

笠懸 新里 中央 川内 相生 笠懸 笠懸南 みどり東

石川　郁人(3) 2分05秒59 西方　博夢(3) 2分06秒24 平山　優佑(3) 2分10秒27 吉川　大貴(3) 2分10秒75 大塚　　凌(2) 2分16秒02 星野　真吾(3) 2分16秒54 中野　陽介(3) 2分17秒53 下山　壮太(3) 2分17秒75

笠懸 新里 中央 新里 境野 川内 清流 境野

金子　倫大(3) 9分56秒75 町田　　壮(3) 10分07秒30 森田　芳正(3) 10分07秒75 塚越　康平(2) 10分08秒08 山口　和輝(2) 10分19秒20 畠山　将志(3) 10分23秒61 西村　和真(3) 10分30秒43 田沼　　京(2) 10分44秒90

樹徳 中央 笠懸南 笠懸 清流 相生 境野 笠懸

澤田　尚吾(3) 16秒60 須藤　　健(2) 16秒68 坂本　　崚(3) 17秒65 堀内　悠人(3) 17秒66 小林　直貴(3) 18秒29 岡村　和樹(3) 19秒12 吉田　龍聖(3) 19秒25 矢口　弘都(3) 19秒98

中央 相生 広沢 川内 笠懸 みどり東 新里 広沢

中央 45秒89 清流 46秒76 笠懸 47秒23 相生 47秒47 新里 47秒56 川内 48秒42 広沢 48秒79 笠懸南 49秒21

樋口　和亨(3) 尾池　敏志(2) 田島　裕己(2) 結城　泉智(3) 西方　博夢(3) 竹内　大貴(3) 矢口　弘都(3) 森田　一正(3)

澤田　尚吾(3) 久新陽一郎(3) 高柳　卓秀(3) 須藤　　健(2) 吉田　龍聖(3) 谷川　郁弥(2) 丹羽章太郎(3) 堀井　優介(3)

平山　優佑(3) 菊田　遥介(2) 石川　郁人(3) 寺田　裕喜(3) 梅沢　賢人(3) 星野　亮也(3) 坂本　　崚(3) 星野　侑汰(3)

市村　優馬(2) 関口  貴久(2) 小林　直貴(3) 水嶋　悠太(3) 青木　俊介(3) 堀内　悠人(3) 増田　悠輔(3) 福田　凌平(2)

栁 　 雄大(3) 1m75 鈴木雄一朗(3) 1m65 千本木　純(3) 1m60 小林　直貴(3) 1m55 新井　徳郎(2) 1m50 和田　侑哉(3) みどり東 1m45 坂本　　崚(3) 1m45

中央 境野 新里 笠懸 境野 須永　晃弘(2) 大間々 1m45 広沢

梅沢　賢人(3) 2m60 竹澤　正祥(3) 2m30 m m m m m m

新里 中央 0 0 0 0 0 0

市村　優馬(2) 6m48 水嶋　悠太(3) 6m22 樋口　和亨(3) 5m67 今井　啓之(3) 5m24 千本木　純(3) 4m98 星野　勇樹(2) 4m71 川島　聖那(1) 4m64 小林　大介(3) 4m38

中央 相生 中央 樹徳 新里 大間々 清流 大間々東

小林　大祐(3) 9m81 栁 　 雄大(3) 9m78 結城　泉智(3) 9m26 尾池　敏志(2) 9m13 川原井永太(3) 8m38 和田　侑哉(3) 8m33 斎藤　　司(3) 8m00 山本　海斗(3) 7m94

樹徳 中央 相生 清流 相生 みどり東 大間々東 大間々東

結城　泉智(3) 13秒06 星野　貴史(3) 13秒31 石田　涌介(2) 13秒34 堀井　優介(3) 13秒38 森下　智晴(2) 13秒42 笠松　曜介(3) 13秒54 川原井永太(3) 13秒65 松浦　和正(2) 13秒72

相生 笠懸 清流 笠懸南 大間々 清流 相生 相生

西村　和真(3) 4分55秒00 河邉　　倫(3) 4分57秒46 柴野　竜也(2) 5分05秒74 山田　史恭(3) 5分10秒23 八木健太郎(3) 5分19秒39 山之内郁弥(2) 5分29秒69 八木伸太郎(1) 5分45秒11 伊藤　裕喜(1) 6分00秒35

境野 境野 境野 清流 笠懸 笠懸南 笠懸 笠懸南

小林　幸平(3) 5m07 荻野　靖也(1) 3m85 蛭間　涼太(1) 3m81 山口　大地(1) 3m56 嘉和知毅洋(2) 3m32 飯島　大和(1) 3m29 小林　竜太(1) 3m06 岡村　　司(1) 2m68

大間々 大間々 大間々東 大間々 境野 みどり東 大間々東 みどり東

植木佑太郎(1) 6m02 栁 　 雄大(3) 9m78 結城　泉智(3) 9m26 尾池　敏志(2) 9m13 川原井永太(3) 8m38 和田　侑哉(3) 8m33 斎藤　　司(3) 8m00 山本　海斗(3) 7m94

樹徳 中央 相生 清流 相生 みどり東 大間々東 大間々東

平成２２年度　桐生市みどり市中体連春季陸上競技大会 決勝記録一覧表
競技場：桐生市陸上競技場 期日：平成２２年５月８日（土）

第6位 第7位種目 第1位 第2位 第3位

２，３年１５００ｍ

共通２００ｍ

共通４００ｍ

共通８００ｍ

第4位 第5位

共通３０００ｍ

共通１１０ｍＨ

共通４×１００ｍＲ

共通走高跳

第8位

男
　
　
　
　
　
　
　
　
子

１年１００ｍ

１年１５００ｍ

２年１００ｍ

３年１００ｍ

ＯＰ１５００ｍ

ＯＰ走幅跳

ＯＰ砲丸投

共通棒高跳

共通走幅跳

共通砲丸投

ＯＰ１００ｍ



木村　桃華(1) 14秒35 大熊　桃子(1) 14秒69 加藤なるみ(1) 14秒86 田中　綾乃(1) 15秒07 橋本　美緒(1) 黒保根 15秒11 金子知可那(1) 15秒28 石原　三穂(1) 15秒77

清流 清流 大間々 新里 木村　吾耶(1) 境野 15秒11 大間々東 川内

平石　風歩(2) 13秒10 小黒　紗椰(2) 13秒18 山口　麗奈(2) 13秒52 原澤　香織(2) 13秒73 川又　　玲(2) 13秒93 小野奈津美(2) 13秒95 新井　真優(2) 14秒18 坂本　　葵(2) 14秒46

みどり東 広沢 笠懸 中央 笠懸 新里 境野 大間々東

前原　幸奈(3) 12秒92 前原　　愛(3) 13秒40 荻原絵理奈(3) 13秒66 伊藤　早紀(3) 13秒75 田中　　葵(3) 13秒95 岡田　朱音(3) 14秒09 今泉かな子(3) 14秒42 田中　　栞(3) 14秒46

黒保根 みどり東 相生 中央 清流 広沢 中央 清流

小黒　紗椰(2) 27秒53 伊藤　早紀(3) 28秒26 北爪　萌乃(2) 28秒47 六本木真緒(3) 28秒57 岡田　朱音(3) 28秒84 原澤　香織(2) 28秒90 川又　　玲(2) 29秒36 河合みなみ(2) 29秒72

広沢 中央 川内 新里 広沢 中央 笠懸 川内

佐々木美優(3) 2分22秒03 星野　仁美(3) 2分25秒79 中島　瑞穂(3) 2分26秒02 田村萌々子(2) 2分28秒61 藤生　杏奈(2) 2分33秒48 下山　陽奈(2) 2分35秒32 須永　知翔(3) 2分38秒47 金子　詩織(3) 2分38秒91

笠懸南 笠懸南 清流 黒保根 笠懸 境野 新里 広沢

中島　瑞穂(3) 4分58秒01 佐々木美優(3) 5分02秒05 北澄　音衣(2) 5分12秒09 下山　陽奈(2) 5分24秒83 須永　知翔(3) 5分25秒81 藤生　杏奈(2) 5分26秒41 谷　伊央里(3) 5分33秒96 金子　詩織(3) 5分47秒19

清流 笠懸南 清流 境野 新里 笠懸 笠懸南 広沢

山口　麗奈(2) 16秒07 新井　真優(2) 17秒26 鈴木　彩花(2) 17秒89 大塚　朋美(2) 18秒01 長島　和花(3) 18秒67 田中　　栞(3) 18秒68 赤石　怜奈(2) 20秒06 内藤　瑠香(1) 21秒04

笠懸 境野 大間々 みどり東 新里 清流 清流 大間々東

みどり東 53秒98 中央 54秒59 広沢 55秒51 新里 55秒84 清流 56秒37 相生 58秒58 大間々東 58秒90 川内 59秒22

神山　侑果(2) 清田　真代(3) 川田　真里(3) 内田　愛里(3) 赤石　怜奈(2) 狩野智代美(3) 金子知可那(1) 河合みなみ(2)

平石　風歩(2) 伊藤　早紀(3) 岡田　朱音(3) 小野奈津美(2) 田中　　葵(3) 鈴木　梨那(2) 森　美佐紀(2) 石原　三穂(1)

大塚　朋美(2) 今泉かな子(3) 金子　詩織(3) 長島　和花(3) 渡邊　　彩(3) 田村有夏里(2) 神山　樹良(2) 諏訪　未怜(1)

前原　　愛(3) 原澤　香織(2) 小黒　紗椰(2) 六本木真緒(3) 田中　　栞(3) 荻原絵理奈(3) 坂本　　葵(2) 北爪　萌乃(2)

峯崎　綾乃(2) 1m30 平田　　華(2) 1m30 小山莉瑛子(2) 1m30 前原　　愛(3) 1m25 清田　真代(3) 1m25 鈴木あかね(1) 1m25 田村有夏里(2) 1m25 長島　和花(3) 1m20

境野 みどり東 桜木 みどり東 中央 笠懸 相生 新里

丹羽加奈恵(1) 3m88 木村　桃華(1) 3m79 服部　有華(1) 3m78 内藤　瑠香(1) 3m78 木村　吾耶(1) 3m70 齋藤　瑞姫(1) 3m58 田村　耶々子(1) 3m55 大熊　桃子(1) 3m50

広沢 清流 広沢 大間々東 境野 桜木 黒保根 清流

清田　真代(3) 4m52 小山莉瑛子(2) 4m36 田中　　葵(3) 4m33 峯崎　綾乃(2) 4m32 菅野　綾香(2) 4m27 平田　　華(2) 4m21 六本木真緒(3) 4m18 前原加央吏(3) 3m99

中央 桜木 清流 境野 樹徳 みどり東 新里 大間々

中鉢　玲美(2) 11m72 平石　風歩(2) 11m15 米岡せりな(2) 9m34 齋藤麻莉那(2) 8m92 神山　侑果(2) 8m37 吉田　美咲(2) 7m89 渡辺　　彩(3) 7m88 神山　樹良(2) 7m24

樹徳 みどり東 広沢 樹徳 みどり東 広沢 新里 大間々東

楚山まい華(2) 14秒54 橋本　菜央(2) 14秒84 横塚　聖加(2) 15秒08 中村　茉耶(2) 15秒23 マルノマユミ(2) 15秒25 下山　実穂(3) 15秒53 橋爪　りな(2) 15秒99 岩﨑　もも(2) 16秒02

相生 清流 大間々東 清流 相生 清流 桜木 相生

小磯　佑華(2) 2分46秒18 青木水々果(1) 2分47秒54 新井ゆき菜(1) 2分56秒02 青木　萌絵(1) 2分58秒87 白井　青子(1) 3分02秒97 湯浅　友香(1) 3分08秒53 福田　理恵(1) 3分26秒14 山洞　　花(1) 3分29秒97

笠懸南 笠懸南 相生 清流 相生 相生 広沢 相生

丹羽　小夏(3) 3m94 松嶋　由穂(3) 3m65 小林　美沙(2) 3m50 吉田　千裕(1) 2m98 髙瀬　葵衣(1) 2m73 星野　莉奈(1) 2m66 渋木　美宇(1) 2m51

桜木 大間々東 大間々東 境野 みどり東 みどり東 境野

佐藤　季杏(1) 5m40 薗田　　玲(1) 5m10 金子　茉央(2) 5m09 中村　早紀(2) 4m50 m m m

広沢 みどり東 大間々東 大間々東 0 0 0

平成２２年度　桐生市みどり市中体連春季陸上競技大会 決勝記録一覧表
競技場：桐生市陸上競技場 期日：平成２２年５月８日（土）

種目 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位

女
　
　
　
　
　
　
　
　
子

１年１００ｍ

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通２００ｍ

共通８００ｍ

共通１５００ｍ

共通１００ｍＨ

ＯＰ砲丸投

共通砲丸投

ＯＰ１００ｍ

ＯＰ８００ｍ

ＯＰ走幅跳

共通４×１００ｍＲ

共通走高跳

１年走幅跳

２，３年走幅跳


