
Page:1 of 2平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市・・・・佐波郡中学校体育大会陸上競技大会佐波郡中学校体育大会陸上競技大会佐波郡中学校体育大会陸上競技大会佐波郡中学校体育大会陸上競技大会 決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表伊勢崎市陸上競技場伊勢崎市陸上競技場伊勢崎市陸上競技場伊勢崎市陸上競技場日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位男子１年 7/20 １００ｍ 新井  達也(1) 12.33 齋藤  陽斗(1) 12.59 高田  莉樹(1) 12.71 大和  利成(1) 12.75 尾島    快(1) 13.01 堀越大矩也(1) 13.06 上原  大征(1) 13.08 同順:南ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(1) 13.08宮郷中  第四中  第四中  第二中  境南中  玉村南中  四ツ葉学園  あずま中  男子１年 7/20 １５００ｍ 曽田  伊吹(1)  4:36.95 大塚    凪(1)  4:41.10 小泉　怜央(1)  4:54.90 萩原沙哉隼(1)  4:58.34 石田  竜也(1)  4:59.09 横山　　諒(1)  5:00.05 岩丸  祐大(1)  5:00.72 内田  夢希(1)  5:02.73第四中 玉村南中 玉村中 殖蓮中 四ツ葉学園 境西中 第三中 赤堀中男子２年 7/20 １００ｍ 清水  来希(2) 11.89 清水  僚太(2) 11.96 安達宗次郎(2) 12.14 町田　　光(2) 12.29 岩森  龍我(2) 12.37 山下  幹太(2) 12.41 松波　俊哉(2) 12.44 矢尻　達也(2) 12.58第三中  第三中  第一中  境南中  赤堀中  第四中  境西中  玉村中  男子３年 7/20 １００ｍ 高橋  怜央(3) 11.48 竹澤    陸(3) 11.51 伊藤    肇(3) 11.56 山ノ内梨功(3) 11.64 水垣  大納(3) 11.70 今井  雄大(3) 11.76 都丸  雄大(3) 11.87 津久井雄祐(3) 11.93殖蓮中  殖蓮中  あずま中  境西中  赤堀中  玉村中  第四中  境南中  男子共通 7/20 ２００ｍ 伊藤    肇(3) 23.46 竹澤    陸(3) 23.51 田口  浩平(3) 23.69 高橋  怜央(3) 23.85 水垣大納(3) 23.99 同順:細井 哲平(3) 23.99 今井  雄大(3) 24.37 清水  来希(2) 24.37あずま中  殖蓮中  第四中  殖蓮中  赤堀中  第三中  玉村中  第三中  男子共通 7/20 ４００ｍ 田口  浩平(3) 52.41 細井  哲平(3) 53.74 鯉沼  勇貴(3) 53.90 ｾｻﾞﾙ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(3) 54.31 大関    健(3) 54.56 飯塚  祐将(3) 54.62 矢尻　達也(2) 54.81 渡辺    毅(3) 55.57第四中 第三中 第四中 殖蓮中 あずま中 境西中 玉村中 宮郷中男子共通 7/20 ８００ｍ 鯉沼  勇貴(3)  2:04.48 渡辺    毅(3)  2:05.44 吉田　　渉(3)  2:07.82 柴田弥彩樹(2)  2:08.42 川端  航生(3)  2:08.45 工藤  光介(3)  2:09.39 入澤    駿(3)  2:11.28 山田    涼(3)  2:11.51第四中 宮郷中 境西中 第三中 殖蓮中 第四中 第三中 第二中男子共通 7/20 １５００ｍ 西山  和弥(3)  4:05.18 工藤    望(3)  4:11.74 金子  哲佳(3)  4:12.87 日野原智也(3)  4:13.83 吉田　　渉(3)  4:16.37 荒牧  里駆(2)  4:17.07 柴田弥彩樹(2)  4:21.20 細谷  遼平(3)  4:23.07第一中 NGR あずま中 第三中 第四中 境西中 宮郷中 第三中 第一中男子共通 7/20 ３０００ｍ 西山  和弥(3)  8:47.81 日野原智也(3)  9:04.40 工藤    望(3)  9:05.88 金子  哲佳(3)  9:14.08 細谷  遼平(3)  9:34.35 新井  遼平(2)  9:50.40 八木  智矢(3)  9:53.35 深澤  祥貴(2)  9:59.87第一中 NGR 第四中 あずま中 第三中 第一中 宮郷中 宮郷中 第三中男子共通 7/20 １１０ｍＨ 山ノ内梨功(3) 15.62 松尾  祐哉(3) 15.92 関口  大輝(2) 16.20 牛久  隆大(3) 16.38 木村  駿介(3) 16.51 佐藤  汰一(3) 16.85 中山  仁人(3) 19.67 有馬  勇太(3) 20.40(0.914m) 境西中  第一中  赤堀中  第三中  あずま中  殖蓮中  第一中  玉村中  男子共通 7/20 走高跳 原    大虎(3) 1m80 金子  諒也(3) 1m60 吉野  航平(3) 1m60 小菅  佑汰(2) 1m60 同順:横尾 淳(2) 1m60 山本  健太(2) 1m55 丸山  祐弥(2) 1m55 坂本  瑞貴(3) 1m50宮郷中 あずま中 殖蓮中 赤堀中 玉村南中 殖蓮中 第三中 玉村南中男子共通 7/20 棒高跳 小暮千佳良(3) 4m00 千吉良一輝(3) 3m80 砂田  文太(3) 3m60 山本  大広(3) 3m40殖蓮中 宮郷中 殖蓮中 宮郷中男子共通 7/20 走幅跳 千吉良一輝(3) 6m26 宿村  勇希(3) 6m16 矢内  暉仁(3) 6m11 町田  龍翼(3) 5m85 五十嵐悠哉(3) 5m57 星野  諒馬(2) 5m45 本多  健人(3) 5m23 栗原    諒(3) 5m20宮郷中 第一中 第三中 第二中 玉村中 第三中 赤堀中 宮郷中男子共通 7/20 砲丸投 石鄕岡優太(3)  12m27 小林  宝楽(3)  12m13 田沼  麻人(3)   9m66 佐藤  汰一(3)   7m97 横塚  大輝(3)   7m75 横田  智哉(2)   7m35 青木  宏太(2)   7m33 青木  理人(2)   7m24(5.000kg) 宮郷中 NGR 第二中 NGR あずま中 殖蓮中 第四中 玉村中 あずま中 第三中男子共通 7/20 ４×１００ｍ 殖蓮中 45.06 第三中 45.43 宮郷中 46.14 赤堀中 46.39 玉村中 46.58 第一中 46.97 あずま中 47.01 第四中 47.13  ｾｻﾞﾙ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(3)   牛久  隆大(3)   山本  大広(3)   奈良  宏貴(3)   五十嵐悠哉(3)   中山  仁人(3)   金子  諒也(3)   齋藤  陽斗(1)  竹澤    陸(3)   細井  哲平(3)   千吉良一輝(3)   岩森  龍我(2)   今井  雄大(3)   宿村  勇希(3)   大関    健(3)   田口  浩平(3)  小暮千佳良(3)   清水  僚太(2)   原    大虎(3)   新庄  一磨(3)   矢尻　達也(2)   安達宗次郎(2)   田沼  麻人(3)   山下  幹太(2)  高橋  怜央(3)   清水  来希(2)   石鄕岡優太(3)   水垣  大納(3)   有馬  勇太(3)   松尾  祐哉(3)   伊藤    肇(3)   野村  尚杜(3)男子オープン 7/20 １００ｍ 園田  竜馬(2) 12.81 石田  捷人(1) 12.99 恩田  颯人(1) 13.11 清水  佑紀(2) 13.52 石田奈緖弥(1) 13.63 清水  貴史(1) 13.65 同順：田島  厳太(2) 13.65 佐藤    慧(1) 13.69赤堀中  第四中  宮郷中  赤堀中  宮郷中  赤堀中  赤堀中  殖蓮中  男子オープン 7/20 １５００ｍ 三井  颯斗(2)  4:38.16 ﾊﾞｻﾞﾝ ｱﾚｸｼｽ(2)  4:40.89 坂本  吏駒(2)  4:59.71 黒沼    蓮(2)  5:03.85 吉山    亮(2)  5:04.20 斉藤  優斗(2)  5:08.33 神戸  颯太(1)  5:24.28 羽鳥　大樹(2)  5:35.17第一中 第一中 第一中 第一中 宮郷中 宮郷中 赤堀中 境南中男子得点 殖蓮中 80点 第四中 74点 第三中 73.5点 宮郷中 67点 あずま中 53.5点 第一中 46点 境西中 31点 赤堀中 30点審　判　長：田邊　辰也記 録 主 任：関　　稔
凡例（NGR:大会新記録）



Page:2 of 2平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市・・・・佐波郡中学校体育大会陸上競技大会佐波郡中学校体育大会陸上競技大会佐波郡中学校体育大会陸上競技大会佐波郡中学校体育大会陸上競技大会 決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表伊勢崎市陸上競技場伊勢崎市陸上競技場伊勢崎市陸上競技場伊勢崎市陸上競技場日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位女子１年 7/20 １００ｍ 阿部美友菜(1) 13.77 日野原優加(1) 13.84 金子  紗依(1) 14.02 小林  華乃(1) 14.05 高田　実優(1) 14.07 千吉良明花(1) 14.17 鈴木    優(1) 14.31 佐藤  亜優(1) 14.35宮郷中  第三中  第三中  殖蓮中  境西中  宮郷中  あずま中  殖蓮中  女子１年 7/20 走幅跳 金子  紗依(1) 4m26 鹿沼いつき(1) 4m25 斉藤  里奈(1) 4m22 星野  美月(1) 4m20 佐藤  亜優(1) 4m11 神立海希子(1) 4m10 谷田  怜奈(1) 4m09 日野原優加(1) 3m83第三中 宮郷中 玉村南中 四ツ葉学園 殖蓮中 第二中  0.0 境南中  0.0 第三中  0.0 女子２年 7/20 １００ｍ 諏訪ななみ(2) 13.10 並木  佳乃(2) 13.38 富沢  恭子(2) 13.39 田村    藍(2) 13.45 塩原    聖(2) 13.62 松浦はるか(2) 13.63 藤井  恋那(2) 13.72 萩原  桃香(2) 14.00あずま中  第二中  殖蓮中  宮郷中  四ツ葉学園  玉村南中  赤堀中  宮郷中  女子３年 7/20 １００ｍ 小暮  純寧(3) 12.94 相川  友紀(3) 13.14 日比  梨恵(3) 13.39 波田野優佳(3) 13.47 遠藤  理彩(3) 13.57 髙柳  咲絵(3) 13.58 金久保沙希(3) 13.76 高橋　祐奈(3) 13.92殖蓮中  第三中  四ツ葉学園  第二中  玉村中  第四中  宮郷中  境西中  女子共通 7/20 ２００ｍ 小暮  純寧(3) 27.00 日比  梨恵(3) 27.50 髙柳  咲絵(3) 27.78 田村    藍(2) 27.87 遠藤  理彩(3) 28.04 諏訪ななみ(2) 28.12 桑子  伊織(3) 28.21 同順:星 彩香(3) 28.21殖蓮中  四ツ葉学園  第四中  宮郷中  玉村中  あずま中  四ツ葉学園  殖蓮中  女子共通 7/20 ８００ｍ 石川  結貴(3)  2:22.57 田島  果奈(3)  2:22.68 松原  彩乃(2)  2:24.95 髙柳  海音(3)  2:25.67 櫻井  瑠莉(2)  2:27.34 山下　詩乃(3)  2:28.33 今井  星来(3)  2:29.56 堀澤  陽香(3)  2:30.11赤堀中 あずま中 あずま中 四ツ葉学園 玉村中 境西中 第三中 殖蓮中女子共通 7/20 １５００ｍ 石川  結貴(3)  4:49.90 田島  果奈(3)  4:50.37 松原  彩乃(2)  4:54.09 櫻井  瑠莉(2)  4:55.00 藤倉  麻衣(2)  4:59.70 細谷  柚衣(2)  5:02.53 今井  星来(3)  5:03.17 井野  水鈴(3)  5:04.92赤堀中 あずま中 あずま中 玉村中 四ツ葉学園 第三中 第三中 第二中女子共通 7/20 １００ｍＨ 髙柳  理沙(3) 15.47 萩原  桃香(2) 15.86 栗原　花怜(3) 15.91 桑子  伊織(3) 16.16 高橋  七海(2) 16.46 横堀  綾花(2) 16.70 一木  那奈(2) 16.83 茂原  実希(2) 17.06(0.762m) 赤堀中  宮郷中  玉村中  四ツ葉学園  殖蓮中  第三中  第二中  玉村中  女子共通 7/20 走幅跳 並木  佳乃(2) 5m08 相川  友紀(3) 4m95 萩原　那緒(3) 4m81 金久保沙希(3) 4m79 黒田  真菜(3) 4m68 平岡  由真(3) 4m58 石倉  菜摘(2) 4m50 白田  未来(3) 4m43第二中 第三中 境西中 宮郷中 第四中 第一中 四ツ葉学園 赤堀中女子共通 7/20 走高跳 神立　春香(3) 1m50 清水  優花(2) 1m50 田中    悠(1) 1m45 川端  もか(3) 1m40 中島  葉茄(3) 1m35 江夏  志織(2) 1m35 高栁  千夏(3) 1m30 吉田  真実(3) 1m30玉村中 玉村中 四ツ葉学園 あずま中 第二中 あずま中 殖蓮中 赤堀中女子共通 7/20 砲丸投 波田野優佳(3)  10m97 沼田  瑞穂(3)   8m91 小林　秋穂(2)   8m75 小林  未奈(3)   8m58 森田くるみ(2)   8m55 塚越  美幸(2)   8m34 芳賀　葉月(2)   8m32 中澤芽衣子(2)   8m20(2.721kg) 第二中 玉村南中 境西中 あずま中 玉村南中 殖蓮中 境西中 宮郷中女子共通 7/20 ４×１００ｍＲ 殖蓮中 51.29 四ツ葉学園 52.10 赤堀中 52.57 玉村南中 52.65 第三中 52.80 あずま中 52.84 第二中 52.89 玉村中 53.04  小暮  悠寧(3)   小茂田沙実(2)   髙柳  理沙(3)   関端  梨夏(3)   日野原優加(1)   久保田真菜(3)   一木  那奈(2)   佐々木美菜(3)  富沢  恭子(2)   日比  梨恵(3)   阿久津みなみ(3)   松浦はるか(2)   相川  友紀(3)   藤田恵里奈(2)   並木  佳乃(2)   遠藤  理彩(3)  星    彩香(3)   桑子  伊織(3)   新井  萌未(3)   人見日花莉(2)   横堀  綾花(2)   江夏  志織(2)   小島  結衣(2)   下田  真衣(2)  小暮  純寧(3)   塩原    聖(2)   白田  未来(3)   髙橋  茉由(3)   金子  紗依(1)   諏訪ななみ(2)   波田野優佳(3)   下田  優衣(2)女子オープン 7/20 １００ｍ 笠原寿璃亜(2) 14.52 樋下田琉里(1) 14.56 山崎  彩乃(1) 14.57 山田奈々聖(1) 15.00 野村    真(2) 15.12 八巻早祐利(2) 15.18 峰岸  柚葉(1) 15.19 向井  美空(1) 15.44宮郷中  宮郷中  宮郷中  四ツ葉学園  赤堀中  宮郷中  殖蓮中  玉村中  女子オープン 7/20 ８００ｍ 川村  琴音(3)  2:34.78 中川  玲奈(3)  2:39.79 橋本貴美華(2)  2:41.40 阿部  汐里(2)  2:43.39 畠山    栞(1)  2:44.82 齋藤  愛果(1)  2:44.83 石丸  沙綺(2)  2:46.06 小久保咲実(2)  2:57.14あずま中 あずま中 赤堀中 宮郷中 四ツ葉学園 赤堀中 赤堀中 第二中女子得点 あずま中 55点 四ツ葉学園 52.5点 殖蓮中 51.5点 第三中 50点 宮郷中 44点 第二中 40点 玉村中 40点 赤堀中 34点審　判　長：田邊　辰也記 録 主 任：関　　稔

凡例（NGR:大会新記録）


