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平成27年度　伊勢崎市佐波郡中体連総合体育大会陸上競技大会 2015年7月18日(土)
決勝一覧表

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7/19 １００ｍ 赤石    健(1)★ 12.18 伊藤  俊明(1)★ 12.49 渡邉  一樹(1)★ 12.67 久保田圭亮(1)★ 12.69 清水  遥生(1)★ 12.83 藤井    蓮(1) 12.83 櫻井  悠人(1) 12.85 今井  涼介(1) 13.17

あずま  NGR 三中  玉村南  宮郷  境南  宮郷  三中  あずま  
男子１年7/18 １５００ｍ 新井　将太(1)★  4:46.38 原島亜沙人(1)★  4:47.05 牛久  賢哉(1)★  4:47.53 荒木椋太郎(1)  4:52.09 大塚    凜(1)★  4:52.62 丸山  隼矢(1)  4:57.58 櫻井  悠人(1)  5:01.78 高草木  颯(1)  5:02.53

境西 四中 三中 四ツ葉 玉村南 四ツ葉 三中 あずま

男子２年7/19 １００ｍ 板橋  寛汰(2)★ 12.02 早川　倫弘(2)★ 12.15 小川  智也(2)★ 12.23 茂木  洸樹(2)★ 12.40 深町  彰真(2) 12.41 髙田皓太郎(2) 12.42 石川  一輝(2) 12.50 吉田  太雅(2) 12.68
三中  赤堀  あずま  四中  玉村  境南  三中  一中  

男子３年7/19 １００ｍ 高田  莉樹(3)★ 11.32 恩田  颯人(3)★ 11.45 新井  達也(3)★ 11.58 山本  京介(3)★ 11.76 須永　聖也(3) 11.81 石田  捷人(3) 11.82 須永　翔也(3) 11.84 上原  大征(3) 12.03
四中  宮郷  宮郷  殖蓮  赤堀  四中  赤堀  四ツ葉  

男子共通7/18 ２００ｍ 恩田  颯人(3)★ 23.46 大和  利成(3)★ 23.63 齋藤  陽斗(3)★ 23.71 山本  憲慎(3)★ 23.83 須永　聖也(3)★ 24.13 山本  京介(3) 24.28 永井  捺夢(3) 24.46 上原  大征(3) 24.88
宮郷  二中  四中  宮郷  赤堀  殖蓮  玉村南  四ツ葉  

男子共通7/18 ４００ｍ 曽田  伊吹(3)★ 51.21 大和  利成(3)★ 51.71 萩原沙哉隼(3)★ 53.69 丸山　歩夢(3)★ 54.69 田中  健太(3)★ 54.76 臼田  伊吹(3)★ 55.27 岩丸  祐大(3) 56.39 平田  直也(2) 57.02
四中 二中 殖蓮 赤堀 玉村 境南 三中 あずま

男子共通7/18 ８００ｍ 大塚    凪(3)★  2:02.41 岩丸  祐大(3)★  2:08.90 根岸  大一(3)★  2:09.42 新井今生人(2)★  2:09.82 関口  健介(3)  2:11.67 川田　龍芽(3)  2:12.83 小川　怜央(3)  2:13.28 平田  直也(2)  2:13.56
玉村南 三中 玉村 玉村南 境南 赤堀 赤堀 あずま

男子共通7/18 １５００ｍ 石田  竜也(3)★  4:16.00 小暮    輝(3)★  4:16.33 大塚    凪(3)  4:28.77 中島  翔悟(3)★  4:29.18 福田  光基(3)★  4:33.39 齋藤  詳太(3)  4:37.30 所    南樹(2)  4:39.01 岡田  絃暉(2)  4:39.50
四ツ葉 境南 玉村南 三中 二中 四ツ葉 宮郷 殖蓮

男子共通7/18 ３０００ｍ 石田  竜也(3)★  9:20.30 小暮    輝(3)★  9:21.25 妥敏尊クリス(3)★ 9:53.57 所    南樹(2)★  9:55.41 青木  涼哉(2)  9:56.89 清水  健介(3)  9:57.06 大島龍太郎(3)  9:57.72 須永  悠斗(2)  9:59.14
四ツ葉 境南 一中 宮郷 一中 殖蓮 殖蓮 あずま

男子共通7/18 １１０ｍＨ 小泉  怜央(3)★ 16.55 齋藤  誉哉(3)★ 16.71 深町  彰真(2)★ 17.13 佐藤    慧(3)★ 17.40 栗原  尚也(3) 17.69 山田    強(3) 17.94 松尾  亮佑(2) 18.02 栗田  拓実(2) 18.11
(0.914m) 玉村  二中  玉村  殖蓮  殖蓮  二中  一中  四ツ葉  

男子共通7/18 走高跳 持田  優太(2)★ 1m70 丸山  長輝(2)★ 1m70 小山  誠也(3)★ 1m65 塩野  文都(2)★ 1m50 井上  椋太(2) 1m50 山田    強(3) 1m50 金子　  烈(2) 1m40
玉村 三中 玉村 三中 一中 二中 赤堀

男子共通7/18 棒高跳 富岡  大晴(3)★ 2m70 伊藤  大雅(3)★ 2m40
殖蓮 三中

男子共通7/18 走幅跳 横山　　諒(3)★ 6m14 小泉  怜央(3)★ 6m10 須永　翔也(3)★ 6m05 宮本  佳尭(3)★ 5m78 矢内  和也(3) 5m73 小林いぶき(2) 5m47 金子  侑樹(2) 5m45 木村  夏貴(3) 5m42
境西  0.0 玉村  0.0 赤堀  0.0 玉村  0.0 三中  0.0 境南  0.0 あずま  0.0 宮郷  0.0 

男子共通7/18 砲丸投 齋藤  誉哉(3)★  10m96 石田奈緖弥(3)★   9m12 佐藤    慧(3)★   9m05 髙田  寛馬(2)★   8m97 石川  一輝(2)   8m68 小林    仁(2)   8m38 梶原    匠(2)   8m03 田沼  雅斗(3)   7m92
(5.000kg) 二中 宮郷 殖蓮 境北 三中 あずま 玉村南 あずま

男子共通7/18 ４×１００ｍ 四中★ 44.26 宮郷中★ 45.65 二中★ 46.17 殖蓮中★ 46.20 赤堀中★ 46.30 玉村中★ 46.59 玉村南中 46.97 あずま中 47.34
  石田  捷人(3) NGR   石田奈緖弥(3)   山田    強(3)   富岡  大晴(3)   須永　翔也(3)   深町  彰真(2)   松平  祐太(2)   金子  侑樹(2)
  齋藤  陽斗(3)   新井  達也(3)   大和  利成(3)   佐藤    慧(3)   早川　倫弘(2)   田中  健太(3)   堀越大矩也(3)   小川  智也(2)
  曽田  伊吹(3)   山本  憲慎(3)   福田  光基(3)   萩原沙哉隼(3)   丸山　歩夢(3)   宮本  佳尭(3)   永井  捺夢(3)   赤石    健(1)
  高田  莉樹(3)   恩田  颯人(3)   齋藤  誉哉(3)   山本  京介(3)   須永　聖也(3)   小泉  怜央(3)   大塚    凪(3)   小林    仁(2)

男子オープン7/18 １００ｍ 野崎  優人(2) 13.23 須田　  樹(2) 13.25 新山　令麻(2) 13.34 田村    颯(1) 13.51 須田  琉星(1) 13.83 浦野  拓海(1) 13.86 桶谷　圭佑(1) 14.08 同順：正田  祐介(1) 14.08
四中  赤堀  赤堀  玉村南  宮郷  玉村南  赤堀  玉村南  

男子オープン7/18 １５００ｍ 松村　  薫(2)  4:57.03 内田　夢希(3)  5:03.04 五十嵐匡祐(1)  5:03.13 内藤　秀征(1)  5:11.79 島田  隼人(2)  5:29.06 関口    祥(2)  5:29.87
赤堀 赤堀 四ツ葉 四ツ葉 宮郷 境南

男子得点 三中 68点 玉村 57点 宮郷 56点 殖蓮 48点 四中 45点 二中 45点 赤堀 39点 玉村南 35点

審　　判　　長：田邊　辰也
記　録　主　任：月田　和彦

凡例（NGR:大会新記録）
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平成27年度　伊勢崎市佐波郡中体連総合体育大会陸上競技大会 2015年7月18日(土)
決勝一覧表

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7/19 １００ｍ 渡部    雅(1)★ 13.44 鳥山  萌歩(1)★ 13.68 齋藤このか(1)★ 13.71 清水  捺未(1)★ 13.86 松本  怜奈(1) 13.97 木村  彩乃(1) 13.99 越替ひかる(1) 14.11 松本    萌(1) 14.13

宮郷  玉村  一中  三中  玉村  四中  一中  あずま  
女子２年7/19 １００ｍ 仲地    雪(2)★ 13.32 岡村  宇蘭(2)★ 13.34 星野萌々子(2)★ 13.42 神坂  桜子(2)★ 13.56 上原久瑠美(2) 13.58 青木  沙羅(2) 13.80 勝山  玲衣(2) 13.90 高橋  璃乃(2) 14.00

一中  四ツ葉  赤堀  一中  殖蓮  四中  宮郷  四ツ葉  
女子３年7/19 １００ｍ 小林  華乃(3)★ 12.91 親松  未空(3)★ 13.00 日野原優加(3)★ 13.12 髙田　実優(3)★ 13.16 鹿沼いつき(3) 13.21 茂木  玲佳(3) 13.45 茂木  美樹(3) 13.51 神立海希子(3) 13.80

殖蓮  宮郷  三中  境西  宮郷  二中  四中  二中  
女子共通7/18 ２００ｍ 小林  華乃(3)★ 26.86 日野原優加(3)★ 27.32 鹿沼いつき(3)★ 27.42 茂木  玲佳(3)★ 27.79 佐藤  亜優(3) 27.91 山崎  彩乃(3) 28.08 髙田　実優(3) 28.08 金子  紗依(3) 28.23

殖蓮  三中  宮郷  二中  殖蓮  宮郷  境西  三中  
女子共通7/18 ８００ｍ 齋藤  颯紀(3)★  2:21.79 鈴木    優(3)★  2:22.68 金子  紗依(3)★  2:23.41 所　  亜美(3)★  2:23.72 萩原    愛(3)  2:24.52 畠山    栞(3)  2:27.70 荒木  清か(2)  2:31.82 地田  友香(2)  2:33.23

殖蓮 あずま 三中 玉村 二中 四ツ葉 二中 三中

女子共通7/18 １５００ｍ 萩原    愛(3)★  4:56.51 岡村美桜暖(1)★  4:56.62 平岡  芽依(3)★  4:59.58 鈴木    優(3)★  5:00.49 大塚  日和(2)  5:02.27 浅見  百香(2)  5:04.38 畠山    栞(3)  5:04.76 田中  美緒(2)  5:05.65
二中 三中 四中 あずま 三中 四中 四ツ葉 一中

女子共通7/18 １００ｍＨ 佐藤  亜優(3)★ 15.79 岡村  宇蘭(2)★ 16.16 岡田依都加(3)★ 16.45 佐藤  里優(1)★ 16.66 越須賀紗英(2) 16.75 久保田紋佳(2) 17.10 神立愛里子(2) 17.72 大隅　千聖(3) 18.01
(0.762m) 殖蓮  四ツ葉  あずま  殖蓮  あずま  四ツ葉  二中  境西  

女子１年7/18 走幅跳 越替ひかる(1)★ 4m52 飯塚    菫(1)★ 4m44 長瀬    彩(1)★ 4m41 松永ﾀﾞﾝﾀﾞﾗ(1)★ 4m35 鈴木  純奈(1) 4m13 亀井　胡桃(1) 4m12 新井  香麗(1) 4m04 島田    捺(1) 4m01
一中  0.0 宮郷  0.0 殖蓮  0.0 二中  0.0 宮郷  0.0 赤堀  0.0 あずま  0.0 玉村南  0.0 

女子共通7/18 走幅跳 千吉良明花(3)★ 5m07 上原久瑠美(2)★ 4m90 谷田  怜奈(3)★ 4m86 高橋  璃乃(2)★ 4m79 神立海希子(3) 4m73 星野  美月(3) 4m70 神立愛里子(2) 4m66 勝山  玲衣(2) 4m57
宮郷  0.0 殖蓮  0.0 境南  0.0 四ツ葉  0.0 二中  0.0 四ツ葉  0.0 二中  0.0 宮郷  0.0 

女子共通7/18 走高跳 小林なな子(2)★ 1m50 久保田紋佳(2)★ 1m50 田中    悠(3)★ 1m40 髙野    栞(2)★ 1m40 堀川  愛花(3) 1m30 船津　和未(2) 1m25 阿部  未侑(3) 1m25 五十嵐千恵(3) 1m25
赤堀 四ツ葉 四ツ葉 宮郷 三中 境西 玉村南 玉村

女子共通7/18 砲丸投 坂本  桃乃(3)★  10m10 青木    結(2)★   9m20 髙野  友梨(2)★   9m03 蓮沼  桃加(3)★   8m54 尾滝  七海(2)   8m44 ｱｽﾞｰﾙ ｱﾘﾔ(1)   8m11 須藤  菜生(2)   7m99 峰岸  柚葉(3)   7m97
(2.721kg) 玉村南 玉村 二中 一中 宮郷 三中 境北 殖蓮

女子共通7/18 ４×１００ｍ 宮郷中★ 50.45 殖蓮中★ 51.64 一中★ 52.95 四葉学園★ 53.12 三中★ 53.43 二中 53.65 四中 54.20 赤堀中 54.23
  阿部美友菜(3) NGR   上原久瑠美(2)   齋藤このか(1)   星野  美月(3)   金子  紗依(3)   神立海希子(3)   本木  里奈(3)   小林なな子(2)
  親松  未空(3)   齋藤  颯紀(3)   仲地    雪(2)   金井  未生(3)   日野原優加(3)   茂木  玲佳(3)   茂木  美樹(3)   星野萌々子(2)
  千吉良明花(3)   佐藤  亜優(3)   神坂  桜子(2)   高橋  璃乃(2)   阿久津  舞(2)   神立愛里子(2)   木村  彩乃(1)   小暮　  綾(2)
  鹿沼いつき(3)   小林  華乃(3)   蓮沼  桃加(3)   岡村  宇蘭(2)   清水  捺未(1)   萩原    愛(3)   青木  沙羅(2)   吉野璃里香(3)

女子オープン7/18 １００ｍ 武井  莉子(2) 14.53 樋下田琉里(3) 14.71 宮下  流音(2) 14.77 阿佐美柚衣(1) 14.84 羽鳥    楓(1) 14.86 進藤侑衣那(1) 14.94 松本　琉花(1) 15.02 荻原    温(2) 15.03
宮郷  宮郷  玉村  赤堀  玉村  玉村  赤堀  宮郷  

女子オープン7/18 ８００ｍ 吉澤  璃音(2)  2:31.53 川端  朋歩(2)  2:31.56 狩野  愛梨(2)  2:35.24 岩﨑  未結(2)  2:41.84 新井  萌佳(1)  2:41.87 寺山愛衣加(1)  2:43.37 菅谷    碧(1)  2:44.08 堀部　真衣(1)  2:44.45
三中 三中 玉村 三中 四ツ葉 三中 玉村南 四ツ葉

女子得点 宮郷 67点 殖蓮 66点 四ツ葉 49点 三中 48点 二中 45点 一中 41点 あずま 25点 玉村 24点

凡例（NGR:大会新記録）


