
金子　翔太(1) 12秒99 堀井　洸太(1) 12秒99 吉田　吏一(1) 13秒16 森　　直樹(1) 13秒39 小澤　孝文(1) 13秒56 鈴木　馨梧(1) 13秒88 蛭間　涼太(1) 13秒92 新井　僚太(1) 14秒06

清流 新里 中央 大間々東 新里 笠懸 大間々東 広沢

田部井涼介(1) 4分53秒65 須永　康幸(1) 4分57秒87 畑　　直和(1) 4分58秒95 板橋　佑真(1) 5分03秒72 福井　銀河(1) 5分05秒50 星野　昂輔(1) 5分06秒57 木口　拓巳(1) 5分07秒11 星野　和史(1) 5分09秒36

中央 笠懸 笠懸 新里 新里 笠懸南 川内 中央

谷川　郁弥(2) 川内 12秒13 福田　凌平(2) 12秒15 須藤　　健(2) 12秒27 菊田　遙介(2) 12秒56 新井　崇史(2) 12秒85 藤田爽太郎(2) 12秒92 須永　晃弘(2) 13秒34

尾池　敏志(2) 清流 12秒13 笠懸南 相生 清流 中央 中央 大間々

澤田　尚吾(3) 11秒45 高柳　卓秀(3) 11秒76 田部井　涼(3) 11秒91 堀内　悠人(3) 12秒01 丹羽章太郎(3) 12秒09 樋口　和亨(3) 12秒19 吉田　龍聖(3) 12秒23 菅原　幸也(3) 12秒35

中央 笠懸 笠懸 川内 広沢 中央 新里 境野

西方　博夢(3) 4分25秒19 樋口　　陸(3) 4分27秒87 金子　倫大(3) 4分32秒14 大塚　　凌(2) 4分32秒91 吉川　大貴(3) 4分34秒46 塚越　康平(2) 4分38秒07 星野　真吾(3) 4分43秒91 田沼　　京(2) 4分45秒22

新里 相生 樹徳 境野 新里 笠懸 川内 笠懸

久新陽一郎(3) 23秒06 澤田　尚吾(3) 23秒15 増田　悠輔(3) 24秒01 高柳　卓秀(3) 24秒09 水嶋　悠太(3) 24秒11 青木　俊介(3) 24秒19 田部井　涼(3) 24秒93 櫻井　開伸(3) 26秒31

清流 中央 広沢 笠懸 相生 新里 笠懸 大間々

久新陽一郎(3) 53秒05 石川　郁人(3) 53秒58 寺田　裕喜(3) 55秒23 福田　凌平(2) 55秒62 平山　優佑(3) 55秒95 須永　　直(3) 55秒98 矢口　弘都(3) 56秒26 田島　裕己(2) 56秒74

清流 笠懸 相生 笠懸南 中央 樹徳 広沢 笠懸

石川　郁人(3) 2分06秒40 西方　博夢(3) 2分06秒61 平山　優佑(3) 2分10秒17 中野　陽介(3) 2分11秒30 山口　和輝(2) 2分13秒09 下山　壮太(3) 2分13秒42 宮崎　響太(3) 2分19秒16 齋藤　　響(3) 2分20秒16

笠懸 新里 中央 清流 清流 境野 大間々東 中央

吉川　大貴(3) 9分37秒78 樋口　　陸(3) 9分41秒26 金子　倫大(3) 9分41秒36 森木　勇太(2) 10分00秒86 西村　和真(3) 10分11秒93 塚越　康平(2) 10分31秒27 河邉　　倫(3) 10分33秒82 藤田　眞弥(2) 10分38秒17

新里 相生 樹徳 清流 境野 笠懸 境野 中央

堀内　悠人(3) 16秒15 須藤　　健(2) 16秒85 小林　直貴(3) 17秒03 坂本　　崚(3) 17秒06 矢口　弘都(3) 17秒07 岡村　和樹(3) 17秒08 関口　貴久(2) 18秒35 富澤　竜伎(2) 18秒66

川内 相生 笠懸 広沢 広沢 みどり東 清流 中央

中央 45秒65 笠懸 45秒71 広沢 47秒21 清流 47秒41 相生 47秒61 笠懸南 48秒88 境野 49秒12 大間々 49秒57

樋口　和亨(3) 田部井　涼(3) 矢口　弘都(3) 尾池　敏志(2) 樋口　　陸(3) 森田　一正(3) 津田　　新(3) 小林　幸平(3)

澤田　尚吾(3) 高柳　卓秀(3) 丹羽章太郎(3) 久新陽一郎(3) 須藤　　健(2) 堀井　優介(3) 菅原　幸也(3) 星野　勇樹(2)

栁  　雄大(3) 石川　郁人(3) 坂本　　崚(3) 菊田　遙介(2) 寺田　裕喜(3) 星野　侑汰(3) 黒柳　裕平(3) 吉原　巧海(3)

平山　優佑(3) 小林　直貴(3) 増田　悠輔(3) 関口　貴久(2) 水嶋　悠太(3) 福田　凌平(2) 粕川　安裕(3) 櫻井　開伸(3)

栁  　雄大(3) 1m70 鈴木雄一朗(3) 1m65 坂本　　崚(3) 1m60 新井　徳郎(2) 1m55 須永　晃弘(2) 1m55 小林　直貴(3) 1m50 金子　翔太(1) 1m50

中央 境野 広沢 境野 大間々 笠懸 清流

梅澤　賢人(3) 2m70 竹澤　正祥(3) 2m20 m m m m m m

新里 中央 0 0 0 0 0 0

水嶋　悠太(3) 6m19 市村　優馬(2) 6m08 青木　俊介(3) 5m93 今井　啓之(3) 5m82 樋口　和亨(3) 5m73 丹羽章太郎(3) 5m31 前原　良介(3) 5m11 小林　幸平(3) 5m04

相生 中央 新里 樹徳 中央 広沢 大間々東 大間々

新井　徳郎(2) 9m69 栁  　雄大(3) 9m52 結城　泉智(3) 9m25 小林　大祐(3) 9m15 荒井  幹博(3) 8m75 和田　侑哉(3) 8m43 斉藤　　司(3) 8m43 尾池　敏志(2) 8m22

境野 中央 相生 樹徳 中央 みどり東 大間々東 清流

粕川　安裕(3) 12秒79 藤田進太郎(2) 12秒96 津田　　新(3) 12秒99 星野　貴史(3) 13秒29 松浦　和正(2) 13秒32 畠山　将志(3) 13秒36 田部井涼汰(2) 13秒51 川原井永太(3) 13秒56

境野 中央 境野 笠懸 相生 相生 川内 相生

西村　和真(3) 4分48秒27 小内　久遠(3) 4分51秒42 河邉　　倫(3) 4分54秒29 沼澤　裕太(3) 5分05秒67 柴野　竜也(2) 5分11秒63 八木伸太郎(1) 5分31秒59 塚越　裕貴(1) 5分36秒54 鶴見　拓也(1) 5分38秒65

境野 清流 境野 清流 境野 笠懸 清流 笠懸南

荒川　光希(1) 1m30

大間々

高野　恭輔(2) 4m69 嘉和知毅洋(2) 4m41 須藤　拓海(2) 4m30 小島　哲哉(1) 3m75 髙村　浩孝(1) 3m54 小林　竜太(1) 3m49 岡村　　司(1) 2m82 #N/A #N/A

大間々東 境野 大間々 大間々東 みどり東 大間々東 みどり東 #N/A

木村　　心(1) 7m87 蛭間　悠太(1) 4m06

樹徳 大間々東

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）

第4位 第5位 第6位 第7位種目 第1位 第2位 第3位 第8位

男
　
　
　
　
　
　
　
　
子

１年１００ｍ

１年１５００ｍ

２年１００ｍ

３年１００ｍ

２，３年１５００ｍ

共通２００ｍ

共通４００ｍ

共通８００ｍ

和田　侑哉(3)みどり東 1m45

関口　貴久(2)清流     1m45

共通棒高跳

共通走幅跳

共通３０００ｍ

共通１１０ｍＨ

共通４×１００ｍＲ

共通走高跳

ＯＰ走幅跳

ＯＰ砲丸投

共通砲丸投

ＯＰ１００ｍ

ＯＰ１５００ｍ

ＯＰ走高跳


