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第５５回前橋市中学校総合体育大会 2018年7月21日(土)

第７１回前橋市中学校陸上競技大会 決勝一覧表
正田醤油スタジアム群馬

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
7/21 １００ｍ 岡田　菱呂(1) 12.61 山田  蒼海(1) 12.81 狩野    綴(1) 12.89 中林  活智(1) 13.05 樋口  湧斗(1) 13.26 大澤麒凛斗(1) 13.27 主代  晴琉(1) 13.27 佐々木玲音(1) 13.34

木瀬  大胡  桂萓  箱田  附属  共愛  第七  南橘  
7/21 １５００ｍ 田口    響(1)  4:39.93 星野  大地(1)  4:40.51 今井  悠貴(1)  4:40.52 高橋  拓士(1)  4:44.35 唐澤喜久也(1)  4:51.99 野﨑  史登(1)  5:01.12 市川  耀聖(1)  5:01.87 鈴木  皓司(1)  5:11.30

附属 粕川 鎌倉 南橘 元総社 大胡 桂萓 荒砥

7/21 走幅跳 織間　羚実(1) 5m28 佐々木玲音(1) 4m89 阿部  颯太(1) 4m86 加藤  義也(1) 4m83 主代  晴琉(1) 4m82 田口　明樹(1) 4m78 船戸  勇朋(1) 4m62 樋口  湧斗(1) 4m57
木瀬  0.0 南橘  0.0 富士見  0.0 東中  0.0 第七  0.0 木瀬  0.0 共愛  0.0 附属 0.0 

7/21 １００ｍ 大渕  空良(2) 12.01 田伏  弘雅(2) 12.24 小熊  悠互(2) 12.31 正田  春翔(2) 12.44 青栁  佑太(2) 12.50 土田  凌央(2) 12.50 山村  享佑(2) 12.53 穴澤　  開(2) 12.65
共愛  元総社  みずき  大胡  木瀬  桂萓  宮城  第五  

7/21 １００ｍ 高橋    玄(3) 11.21 宮崎  隼一(3) 11.26 城田  楓雅(3) 11.51 宮内はやて(3) 11.53 磯貝  悠斗(3) 11.63 髙橋  駿斗(3) 11.81 渡辺  智也(3) 12.13 細川  翔太(3) 12.18
みずき  NGR 富士見  富士見  南橘  第六  木瀬  桂萓  粕川  

7/21 ２００ｍ 高橋    玄(3) 22.70 神澤　昂輝(3) 22.76 宮崎  隼一(3) 22.81 宮内はやて(3) 23.24 新井  文也(3) 23.62 澤野  太一(3) 23.64 伊藤  莉玖(3) 23.85 小池  泰世(3) 23.87
みずき  荒砥  富士見  南橘  桂萓  元総社  富士見  第一  

7/21 ４００ｍ 神澤　昂輝(3) 51.93 小池  泰世(3) 52.13 新井  文也(3) 52.72 吉良真之介(3) 53.14 茂木  郁汰(3) 53.93 羽鳥  僚介(3) 54.24 山田  陽樹(3) 54.43 内田　琉偉(3) 54.44
荒砥 第一 桂萓 みずき 第六 木瀬 元総社 荒砥

7/21 ８００ｍ 総見  航大(3)  2:06.51 齋藤    碧(3)  2:08.43 中嶋  元紀(3)  2:09.81 齋藤  佑人(3)  2:10.58 櫻井  喬太(3)  2:10.66 喜多本峻輔(3)  2:10.78 城田  優生(3)  2:11.13 戸丸  智裕(3)  2:12.01
東中 第一 宮城 大胡 第一 第六 富士見 共愛

7/21 １５００ｍ 樺澤  温輝(2)  4:20.15 山田    倖(3)  4:23.93 総見  航大(3)  4:23.97 清水怜旺奈(3)  4:25.28 中嶋  元紀(3)  4:26.61 浅見真太郎(2)  4:26.83 城田  優生(3)  4:26.85 横山  駿介(3)  4:31.43
富士見 東中 東中 粕川 宮城 元総社 富士見 桂萓

7/21 ３０００ｍ 樺澤  温輝(2)  9:53.24 小澤  静也(3)  9:54.61 清水怜旺奈(3)  9:59.04 渡部    佑(3) 10:00.05 奈良  康生(3) 10:02.22 山田    倖(3) 10:03.82 斉藤  駿河(3) 10:05.24 大堀  誠史(3) 10:16.11
富士見 大胡 粕川 東中 富士見 東中 鎌倉 箱田

7/21 １１０ｍＨ 加納柊史郎(3) 15.21 星野  愛弥(3) 15.70 渡辺  智也(3) 16.75 南雲  将徳(3) 16.84 片桐  崚汰(3) 17.01 梅澤    遙(2) 17.17 湯本  瑛士(3) 17.27 東    優李(2) 17.39
(0.914m)桂萓  第七  桂萓  第七  第三  粕川  第一  第五  

7/21 ４×１００ｍ 富士見 44.67 桂萱 44.76 第一 46.03 南橘 46.08 大胡 46.17 元総社 46.43 第六 47.00 みずき 47.01
  五十嵐大樹(3)   渡辺  智也(3)   湯本  瑛士(3)   本間    諒(3)   正田  春翔(2)   山田  陽樹(3)   佐藤  柊太(3)   河原  健翔(3)
  城田  楓雅(3)   新井  文也(3)   小池  泰世(3)   宮内はやて(3)   髙橋  光希(3)   田伏  弘雅(2)   磯貝  悠斗(3)   高橋    玄(3)
  伊藤  莉玖(3)   加納柊史郎(3)   小林    圭(3)   守屋  真聖(3)   久保田智樹(3)   西脇己太郎(3)   茂木  郁汰(3)   小熊  悠互(2)
  宮崎  隼一(3)   原田  快斗(3)   高橋  侑也(3)   伊澤  碧大(3)   関口  海都(3)   澤野  太一(3)   齋藤  蒼也(3)   吉良真之介(3)

7/21 走高跳 藤井ルーカス(3) 1m75 星野  愛弥(3) 1m75 本多凜来人(2) 1m70 荒木  健太(3) 1m65 田口　明樹(1) 1m55 秋塚  陸弥(3) 1m55 羽鳥  凌生(2) 1m50 齋藤    悟(2) 1m45
第六 第七 桂萓 みずき 木瀬 桂萓 第七 南橘

7/21 棒高跳 手島  遼太(3) 4m10 町田  蒼馬(3) 4m00 岩崎  遥人(3) 3m80 吉崎  風我(3) 3m70 原口顕次朗(1) 3m40 原口    剛(2) 3m20 青木  郁也(2) 3m00
第七 南橘 南橘 東中 春日 春日 第七

7/21 走幅跳 濱名    欧(3) 5m94 福本  竜馬(3) 5m70 大渕  空良(2) 5m61 田村    豪(3) 5m59 矢中  陸斗(3) 5m58 佐藤  柊太(3) 5m55 大崎  蒼汰(2) 5m52 石原    旭(2) 5m42
箱田  0.0 桂萓  0.0 共愛  0.0 桂萓  0.0 南橘  0.0 第六  0.0 宮城  0.0 木瀬 0.0 

7/21 砲丸投 室井  健吾(3)  11m85 金井  飛成(3)  11m51 廣瀬  優哉(3)  10m75 髙橋  光希(3)  10m71 駒田  俊介(3)  10m53 勝又    葵(2)  10m04 福田イアン(3)   9m79 高橋  侑也(3)   9m40
第五 第一 第七 大胡 桂萓 木瀬 南橘 第一

7/21 １００ｍ 五十嵐大樹(3) 11.88 齋藤  蒼也(3) 12.75 草野  龍太(3) 12.88 石倉    碧(2) 13.01 角田  康誠(2) 13.17 千葉壮太朗(3) 13.23 森村  亮仁(3) 13.34 上遠野拓己(1) 13.56
富士見  第六  宮城  桂萓  桂萓  宮城  宮城  箱田  

7/21 ４００ｍ 茂田  侑大(3)  1:01.66
桂萓

7/21 ８００ｍ 和田  恢晴(2)  2:30.77 山口  凌冬(3)  2:38.68 北爪  空大(2)  2:39.16
第一 第六 第六

7/21 １５００ｍ 中島    駿(3)  4:42.31 中村  翔吾(2)  4:45.39 町田  遥翔(2)  4:49.45 志塚  泰世(3)  4:50.58 渡邊  誠人(3)  4:52.15 新井  悠義(2)  4:56.62 田中  湊斗(2)  4:58.52 羽鳥  温人(2)  5:00.18
富士見 富士見 桂萓 富士見 大胡 桂萓 東中 富士見

7/21 ３０００ｍ 金杉  拓実(3) 10:27.69 岩丸  拓未(2) 11:58.22
東中 大胡

7/21 １１０ｍＨ 江口  怜路(3) 17.69 石倉  一輝(2) 19.22 神田    紬(2) 19.27 加藤  宏弥(2) 20.94
(0.914m)桂萓  桂萓  桂萓  桂萓  

7/21 走高跳 奈良柳之介(3) 1m50 浅田  宏紀(3) 1m45
桂萓 桂萓

7/21 走幅跳 下田  夏希(3) 5m03 柴崎    晧(3) 5m00 針ヶ谷昂汰(2) 4m99 大澤  歩武(2) 4m94 小林    悠(3) 4m78 佐藤  颯吾(2) 4m64 入澤  光輝(3) 4m29
桂萓  0.0 桂萓  0.0 桂萓  0.0 桂萓  0.0 宮城  0.0 桂萓  0.0 宮城  0.0 

7/21 砲丸投 樋田    詩(1)   5m30 近藤  正隆(1)   4m48
富士見 富士見
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第５５回前橋市中学校総合体育大会 2018年7月21日(土)

第７１回前橋市中学校陸上競技大会 決勝一覧表
正田醤油スタジアム群馬

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
7/21 １００ｍ 谷村  文嘉(1) 13.39 根岸  彩希(1) 13.53 飯塚　佳音(1) 13.58 北爪  愛音(1) 13.59 田口凜々香(1) 13.67 松井  咲妃(1) 13.90 石川  愛実(1) 14.01 柳川  美空(1) 14.03

附属  元総社  東中  桂萓  附属  共愛  第七  南橘  
7/21 ８００ｍ 栗本  望来(1)  2:27.47 小林麻友子(1)  2:30.61 今井    芯(1)  2:31.48 津久井こはく(1)  2:36.01 溝口  春花(1)  2:36.28 田中  璃音(1)  2:36.35 木下  花菜(1)  2:36.38 関口  心美(1)  2:39.50

第五 木瀬 第一 粕川 第三 第七 大胡 春日

7/21 走幅跳 川上  雛乃(1) 4m52 中澤  亜衣(1) 4m46 吉良こころ(1) 4m36 柳川  美空(1) 4m15 青木優依奈(1) 4m11 清水  露彩(1) 3m96 大島さくら(1) 3m94 石関  柚羽(1) 3m90
鎌倉  0.0 第六  0.0 みずき  0.0 南橘  0.0 南橘  0.0 第六  0.0 第七  0.0 第五 0.0 

7/21 １００ｍ 福田  桃子(2) 12.79 岡田  菜摘(2) 13.08 山本  七々(2) 13.15 須賀  愛彩(2) 13.30 須田七夕夏(2) 13.31 岡崎  心愛(2) 13.60 堀内  花鈴(2) 13.81 髙山    栞(2) 13.82
大胡  富士見  富士見  荒砥  第七  第一  大胡  第七  

7/21 １００ｍ 岡田  典子(3) 12.63 鈴木沙也佳(3) 12.87 西村  舞雪(3) 12.93 勝田  結衣(3) 13.46 羽生田穏希(3) 13.48 黒岩  夏奈(3) 13.54 坂田  星来(3) 13.62 荻原  花歩(3) 13.78
大胡  NGR 第三  第七  第七  富士見  元総社  南橘  南橘  

7/21 ２００ｍ 岡田  典子(3) 26.11 鈴木沙也佳(3) 26.43 須賀  愛彩(2) 26.72 黒岩  夏奈(3) 27.02 須田七夕夏(2) 27.10 山本  七々(2) 27.13 勝田  結衣(3) 27.28 岡崎  心愛(2) 27.38
大胡  第三  荒砥  元総社  第七  富士見  第七  第一  

7/21 ８００ｍ 前川  月乃(2)  2:20.72 原　  汐李(3)  2:23.02 戸塚  葵彩(3)  2:26.40 宮野入真琴(3)  2:28.02 森川明希乃(2)  2:31.71 中島  陽菜(3)  2:31.72 菅野  紗矢(2)  2:33.55 井野　青華(3)  2:34.25
第三 東中 桂萓 木瀬 東中 粕川 元総社 荒砥

7/21 １５００ｍ 兼子  照実(3)  4:44.84 前川  月乃(2)  5:02.67 原　  汐李(3)  5:03.99 縄野  夢來(3)  5:06.77 黛    柚花(3)  5:07.48 原山  日菜(3)  5:09.23 若林  佳奈(2)  5:12.94 宮野入真琴(3)  5:14.41
第七 第三 東中 桂萓 大胡 桂萓 箱田 木瀬

7/21 １００ｍＨ 西村  舞雪(3) 15.24 中川  莉里(3) 16.18 岸  香菜子(2) 16.28 佐藤萌ノ亜(3) 16.72 榎本かえで(3) 17.10 飯塚　佳音(1) 17.14 福田  真子(2) 17.30
(0.762m)第七  桂萓   桂萓  第七  箱田  東中  大胡  

藤井  温日(3) 16.18 岸  香菜子(2) 16.28 佐藤萌ノ亜(3) 16.72 榎本かえで(3) 17.10 飯塚　佳音(1) 17.14 福田  真子(2) 17.30
 第三   桂萓  第七  箱田  東中  大胡  

7/21 ４×１００ｍ 大胡 49.83 第七 51.06 第三 52.61 桂萱 52.80 南橘 53.12 第一 53.26 東 53.58 元総社 53.58
  堀内  花鈴(2)   勝田  結衣(3)   萩原  結愛(2)   北爪  凜音(2)   柴田    波(2)   山田  麻椰(2)   深町あかり(3)   五十嵐柚香(2)
  福田  桃子(2)   西村  舞雪(3)   鈴木沙也佳(3)   中川  莉里(3)   坂田  星来(3)   宮﨑  真衣(2)   砂川　結泉(3)   根岸  彩希(1)
  福田  真子(2)   須田七夕夏(2)   前川  月乃(2)   岸  香菜子(2)   荻原  花歩(3)   福田  琉伽(2)   井上　彩音(3)   小林  未蘭(2)
  岡田  典子(3)   髙山    栞(2)   藤井  温日(3)   塩野目  愛(3)   塩原ひなた(3)   岡崎  心愛(2)   飯塚　佳音(1)   黒岩  夏奈(3)

7/21 走高跳 大澤　  凜(3) 1m55 新井  亜弥(3) 1m50 岡田  菜摘(2) 1m40 佐藤茉衣音(3) 1m35 棚木  千晶(2) 1m35 石野  光那(2) 1m30 斎藤  姫菜(1) 1m30 石橋  永愛(2) 1m25
荒砥 南橘 富士見 第五 第五 木瀬 桂萓 南橘

川島  澄香(3) 1m25
桂萓

金山  愛実(1) 1m25
粕川

7/21 走幅跳 中川  莉里(3) 5m09 坂田  星来(3) 4m97 砂川　結泉(3) 4m89 濱名ひらり(3) 4m80 平石    葵(2) 4m80 萩原  結愛(2) 4m72 金城  幸芽(2) 4m70 石井　千朝(3) 4m58
桂萓  0.0 南橘  0.0 東中  0.0 箱田  0.0 大胡  0.0 第三  0.0 第六  0.0 第五 0.0 

7/21 砲丸投 近藤  千夏(3)  12m86 塩野目  愛(3)  12m20 岡田  美咲(2)  11m40 三輪  若菜(3)  11m38 井上　彩音(3)  10m90 佐藤萌ノ亜(3)   9m96 茂木　心春(3)   9m78 石崎菜々美(3)   8m96
(2.721kg)富士見 桂萓 富士見 第五 東中 第七 東中 南橘

7/21 １００ｍ 三橋菜々花(1) 14.22 都丸  里帆(2) 14.70 阿部  美咲(2) 14.71 飯野真悠子(1) 14.73 市村　華絵(2) 14.86 松坂  愛美(1) 15.09 橋本こひな(1) 15.10 宗田  真果(1) 15.20
附属  箱田  富士見  富士見  東中  共愛  附属  第五  

7/21 ２００ｍ 高坂  夏椰(1) 32.74
桂萓  

7/21 ８００ｍ 羽入田暖愛(1)  2:39.91 島﨑    桜(2)  2:44.93 新田　晴菜(1)  2:45.15 有賀みづき(3)  2:45.59 赤石  来美(1)  2:46.40 坂本  心美(1)  2:48.43 竹内  優輝(2)  2:52.44 大河原珠凪(1)  2:54.40
第七 木瀬 木瀬 第六 桂萓 富士見 第六 木瀬

7/21 １５００ｍ 町田  結香(3)  5:17.16 室田  陽菜(3)  5:17.65 安達  愛良(2)  5:27.95 平澤    凜(2)  5:28.83 堤  まりあ(3)  5:28.90 高木  胡花(2)  5:29.23 湯浅  美天(2)  5:40.87 荻原  優月(2)  6:03.97
桂萓 桂萓 箱田 桂萓 箱田 桂萓 桂萓 箱田

7/21 １００ｍＨ 原島  日菜(3) 16.41
(0.762m)第七  

7/21 走幅跳 小鮒  春花(2) 4m16 福島明日加(1) 4m04 川原  生吹(2) 4m02 大渕  真歩(2) 3m84 石井こはる(1) 3m26
桂萓  0.0 第五  0.0 桂萓  0.0 桂萓  0.0 第五  0.0 

7/21 砲丸投 石田    葵(2)  10m80
(2.721kg)富士見

7/21 棒高跳 善養寺紗矢(2) 2m40
第三

女子
２年

女子
３年

女子
共通

女子
オー
プン

女子
１年

凡例（NGR:大会新記録）


