
木村　桃華(1) 13秒70 大熊　桃子(1) 14秒09 加藤なるみ(1) 14秒32 木村　吾耶(1) 14秒34 石原　未穂(1) 14秒65 田中　綾乃(1) 14秒69 前原　亜希(1) 14秒73 大塚亜美奈(1) 14秒79

清流 清流 大間々 境野 川内 新里 みどり東 みどり東

平石　風歩(2) 12秒86 山口　麗奈(2) 12秒95 小黒　紗椰(2) 13秒19 原澤　香織(2) 13秒52 川又　　玲(2) 13秒53 神山　侑果(2) 13秒78 小野奈津美(2) 13秒81 菅野　綾香(2) 13秒91

みどり東 笠懸 広沢 中央 笠懸 みどり東 新里 樹徳

前原　幸奈(3) 12秒78 前原　　愛(3) 13秒48 六本木真緒(3) 13秒65 荻原絵理奈(3) 13秒74 岡田　朱音(3) 13秒86 田中　　葵(3) 13秒87 伊藤　早紀(3) 13秒89 今泉かな子(3) 14秒37

黒保根 みどり東 新里 相生 広沢 清流 中央 中央

小黒　紗椰(2) 27秒66 岡田　朱音(3) 27秒78 川又　　玲(2) 28秒41 六本木真緒(3) 28秒63 伊藤　早紀(3) 28秒68 北爪　萌乃(2) 28秒75 小野奈津美(2) 29秒44 河合みなみ(2) 30秒04

広沢 広沢 笠懸 新里 中央 川内 新里 川内

佐々木美優(3) 2分23秒45 星野　仁美(3) 2分24秒31 中島　瑞穂(3) 2分25秒22 田村萌々子(2) 2分27秒07 金子　詩織(3) 2分32秒88 北澄　音衣(2) 2分33秒44 楚山まい華(2) 2分37秒34 諏訪　未怜(1) 2分39秒52

笠懸南 笠懸南 清流 黒保根 広沢 清流 相生 川内

中島　瑞穂(3) 4分53秒10 星野　仁美(3) 4分53秒73 佐々木美優(3) 4分56秒00 田村萌々子(2) 5分15秒05 下山　陽奈(2) 5分16秒43 北澄　音衣(2) 5分18秒26 須永　知翔(3) 5分19秒79 金子　詩織(3) 5分24秒34

清流 笠懸南 笠懸南 黒保根 境野 清流 新里 広沢

山口　麗奈(2) 15秒59 栗原　亜依(3) 15秒82 新井　真優(2) 16秒48 鈴木　彩花(2) 16秒84 赤石　怜奈(2) 18秒13 田中　　栞(3) 18秒39 大塚　朋美(2) 18秒48 田中　綾乃(1) 20秒23

笠懸 川内 境野 大間々 清流 清流 みどり東 新里

みどり東 53秒24 中央 53秒50 笠懸 54秒06 清流 54秒07 広沢 54秒43 川内 55秒56 新里 55秒71 黒保根 55秒72

神山　侑果(2) 清田　真代(3) 加藤　　遥(2) 赤石　怜奈(2) 川田　真里(3) 河合みなみ(2) 田中　綾乃(1) 田村耶々子(1)

平石　風歩(2) 伊藤　早紀(3) 山口　麗奈(2) 田中　　葵(3) 岡田　朱音(3) 栗原　亜依(3) 小野奈津美(2) 田村萌々子(2)

大塚　朋美(2) 今泉かな子(3) 川又　　玲(2) 田中　　栞(3) 金子　詩織(3) 石原　未穂(1) 内田　愛里(3) 加藤　寿々(1)

前原　　愛(3) 原澤　香織(2) 藤生　杏奈(2) 木村　桃華(1) 小黒　紗椰(2) 北爪　萌乃(2) 六本木真緒(3) 前原　幸奈(3)

栗原　亜依(3) 1m45 峯崎　綾乃(2) 1m35 小山莉瑛子(2) 1m35 前原　　愛(3) 1m30 田村有夏里(2) 1m25 平田　　華(2) みどり東 1m25 清田　真代(3) 1m25

川内 境野 桜木 みどり東 相生 橋本　菜央(2) 清流 1m25 中央

金子知可那(1) 4m12 丹羽加奈恵(1) 4m06 服部　有華(1) 4m03 前原　亜希(1) 4m00 加藤なるみ(1) 4m00 田村耶々子(1) 3m91 内藤　瑠香(1) 3m90 木村　桃華(1) 3m83

大間々東 広沢 広沢 みどり東 大間々 黒保根 大間々東 清流

田中　　葵(3) 4m77 峯崎　綾乃(2) 4m76 菅野　綾香(2) 4m75 小山莉瑛子(2) 4m63 清田　真代(3) 4m53 平田　　華(2) 4m46 田村有夏里(2) 4m26 白椿　亜衣(2) 4m16

清流 境野 樹徳 桜木 中央 みどり東 相生 清流

平石　風歩(2) 12m62 中鉢　玲美(2) 12m00 米岡せりな(2) 10m04 神山　侑果(2) 9m69 齋藤麻莉那(2) 9m16 田中　　栞(3) 8m48 渡辺　　彩(3) 7m70 中村　茉耶(2) 7m65

みどり東 樹徳 広沢 みどり東 樹徳 清流 新里 清流

楚山まい華(2) 14秒60 橋本　菜央(2) 14秒76 白椿　亜衣(2) 14秒94 鈴木理紗子(1) 15秒17 中村　茉耶(2) 15秒21 服部　有華(1) 15秒34 星野　莉奈(1) みどり東 15秒48

相生 清流 清流 みどり東 清流 広沢 澤田　琴音(1) 川内 15秒48

青木水々果(1) 2分34秒54 内田　美里(1) 2分35秒05 谷　伊央里(3) 2分39秒14 大島　夏香(2) 2分40秒45 小磯　佑華(2) 2分44秒31 青木　萌絵(1) 2分51秒53 白井　青子(1) 2分56秒20 福田　理恵(1) 3分07秒25

笠懸南 新里 笠懸南 清流 笠懸南 清流 相生 広沢

白井　青子(1) 1m15

相生

小林　美沙(2) 3m53 橋本　茉衣(2) 3m41 薗田　　玲(1) 3m38 山本紗綾香(1) 3m37 髙瀨　葵衣(1) 3m31 中村　早紀(2) 3m28 笠木　咲葉(2) 3m28 星野　莉奈(1) 3m12

大間々東 桜木 みどり東 広沢 みどり東 大間々東 大間々東 みどり東

薗田　　玲(1) 5m48 若狭優希奈(2) 5m17 佐藤　季杏(1) 5m16 中村　早紀(2) 5m05 金子　茉央(2) 4m92 m m m

みどり東 みどり東 広沢 大間々東 大間々東 0 0 0

平成２２年度　桐生市みどり市中学校総合体育大会 決勝記録一覧表
競技場：桐生市陸上競技場 期日：平成２２年７月１７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

共通４×１００ｍＲ

ＯＰ砲丸投

ＯＰ１００ｍ

ＯＰ８００ｍ

ＯＰ走高跳

ＯＰ走幅跳

共通走高跳

１年走幅跳

２，３年走幅跳

共通砲丸投


