
平成23年度　第7回　伊勢崎市佐波郡中学校陸上競技大会 決勝記録一覧表
主　催：伊勢崎市佐波郡中学校体育連盟　　伊勢崎市教育委員会　　玉村町教育委員会　
後　援：群馬陸上競技協会　
競技場：伊勢崎市陸上競技場 期日:平成23年07月22日(金)

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1年100m 22日 竹澤    陸(1) 12秒32 今井  雄大(1) 12秒62 田口  浩平(1) 12秒65 伊藤    肇(1) 12秒73 野村  尚杜(1) 12秒76 石郷岡優太(1) 12秒87 水垣  大納(1) 12秒88 山ノ内梨功(1) 12秒88

殖蓮 玉村 伊勢崎第四 あずま 伊勢崎第四 宮郷 赤堀 境西

1年1500m 22日 田中  大樹(1) 4分39秒37 中島  陸玖(1) 4分47秒73 金子  哲佳(1) 4分49秒00 佐藤  汰一(1) 4分50秒12 工藤    望(1) 4分55秒29 鯉沼  勇貴(1) 4分56秒47 関口  翔太(1) 4分58秒26 齋藤  勇磨(1) 4分59秒94

境西 宮郷 伊勢崎第三 殖蓮 あずま 伊勢崎第四 宮郷 赤堀

2年100m 22日 深町  隆成(2) 12秒18 浅賀  勇作(2) 12秒23 小泉    俊(2) 12秒26 諏訪  修平(2) 12秒28 岸    将広(2) 12秒69 海老原郁弥(2) 12秒81 伏島  和輝(2) 12秒82 伊佐龍之介(2) 12秒86

玉村 境西 あずま 伊勢崎第三 境西 玉村南 伊勢崎第一 殖蓮

3年100m 22日 佐川オタビオ(3) 11秒49 西山  大樹(3) 11秒70 栗原  公平(3) 11秒97 高橋  健太(3) 12秒11 小倉  幸人(3) 12秒13 齊籐  武志(3) 12秒30 林    論悟(3) 12秒30 関口  堅仁(3) 12秒56

男 玉村南 四ツ葉 伊勢崎第二 境西 伊勢崎第一 境西 玉村南 殖蓮

200m 22日 佐川オタビオ(3) 23秒29 小沼    皓(3) 23秒57 西山  大樹(3) 23秒70 栗原  公平(3) 23秒78 森    零也(3) 24秒19 岡田  雄希(3) 24秒51 樋澤  優(2) 25秒38 関口  堅仁(3) 25秒50

玉村南 伊勢崎第一 四ツ葉 伊勢崎第二 伊勢崎第四 玉村南 伊勢崎第三 殖蓮

子 400m 22日 森    零也(3) 52秒21 小沼    皓(3) 53秒28 横堀  雅哉(2) 55秒25 堀川  翔大(3) 55秒50 柳澤  僚哉(3) 55秒52 岸    将広(2) 55秒71 持丸  千祐(3) 56秒12 相原  一就(3) 56秒60

ト 伊勢崎第四 伊勢崎第一 伊勢崎第三 伊勢崎第一 境西 境西 宮郷 玉村南

ラ 800m 22日 齋藤  勇也(2) 1分59秒50 阿部  有希(3) 2分02秒74 小林    槙(3) 2分04秒57 宮本  拓海(3) 2分05秒00 伏島  和輝(2) 2分05秒16 持丸  千祐(3) 2分05秒48 板垣  拓真(3) 2分08秒66 井上  雄斗(3) 2分11秒18

ッ 伊勢崎第四 NGR 玉村南 殖蓮 伊勢崎第一 伊勢崎第一 宮郷 伊勢崎第二 境西

ク 1500m 22日 阿部  有希(3) 4分12秒17 秋間  正輝(3) 4分14秒61 小林    槙(3) 4分16秒11 六本木  昇(3) 4分16秒58 神澤  俊史(3) 4分16秒93 塚越  隆稔(3) 4分23秒94 板垣  拓真(3) 4分26秒68 木村  慶信(2) 4分28秒96

玉村南 赤堀 殖蓮 宮郷 あずま 殖蓮 伊勢崎第二 境西

3000m 22日 秋間  正輝(3) 9分11秒88 田中  佑弥(3) 9分19秒82 鵜生川大貴(2) 9分25秒92 神澤  俊史(3) 9分27秒26 狩野  琢巳(3) 9分32秒86 岡村  一輝(2) 9分35秒70 長瀬  広大(2) 9分36秒14 木村  慶信(2) 9分38秒00

赤堀 宮郷 殖蓮 あずま 殖蓮 四ツ葉 境西 境西

110mH 22日 高橋  健太(3) 16秒22 小倉  幸人(3) 16秒42 押尾  将吾(3) 16秒79 池田  勝風(3) 17秒17 尾内悠之介(3) 17秒64 中澤  圭輝(3) 17秒66 小澤  祐介(2) 18秒00 宮崎　祐治(3) 18秒50

境西 伊勢崎第一 伊勢崎第三 あずま 宮郷 伊勢崎第二 境西 玉村

4×100mR 22日 玉村南 45秒45 境西 45秒90 伊勢崎第一 46秒51 伊勢崎第二 47秒16 赤堀 47秒18 伊勢崎第三 47秒46 宮郷 47秒99 殖蓮 48秒22

羽鳥  修平(3) 齊籐  武志(3) 堀川  翔大(3) 橋本  悠希(3) 秋間  正輝(3) 押尾  将吾(3) 川島  鶴槙(3) 竹澤    陸(1)

佐川オタビオ(3) 浅賀  勇作(2) 小沼    皓(3) 栗原  公平(3) 青柳  浩介(3) 横堀  雅哉(2) 持丸  千祐(3) 島野  幹弥(3)

相原  一就(3) 小澤  祐介(2) 小倉  幸人(3) 栗原  誠弥(2) 関口  翔太(3) 小森  浩武(3) 内山    翼(3) 岡田  知也(3)

岡田  雄希(3) 高橋  健太(3) 伏島  和輝(2) 若山  啓太(3) 新井  裕貴(3) 諏訪  修平(2) 尾内悠之介(3) 関口  堅仁(3)

走高跳 22日 福田　将基(3) 1m65 堀川  翔大(3) 1m65 小澤  祐介(2) 1m65 菊地  健太(3) 1m65 関口    悠(2) 1m55 茂木  珠希(2) 1m55 岡田  知也(3) 1m55 岡田  雄希(3) 1m50

フ 玉村 伊勢崎第一 境西 伊勢崎第四 伊勢崎第一 宮郷 殖蓮 玉村南

ィ 走幅跳 22日 川島  鶴槙(3) 5m75 関口  翔太(3) 5m70 横堀  雅哉(2) 5m58 高嶋    諒(3) 5m52 浅賀  勇作(2) 5m47 若山  啓太(3) 5m39 青柳  浩介(3) 5m38 相原  一就(3) 5m33

－ 宮郷 赤堀 伊勢崎第三 境西 境西 伊勢崎第二 赤堀 玉村南

ル 砲丸投 22日 富沢  憲佑(3) 9m63 若山  啓太(3) 9m13 関根  颯太(3) 8m72 井上  雄斗(3) 8m41 新井  駿斗(3) 8m12 川島  翔太(3) 8m09 五味  正統(2) 8m00 落合  健太(2) 7m62

ド (5.0kg) 宮郷 伊勢崎第二 あずま 境西 宮郷 伊勢崎第二 玉村南 伊勢崎第四

棒高跳 22日 尾内悠之介(3) 3m60 石川  翔太(3) 3m60 高橋  雅哉(2) 2m80

宮郷 伊勢崎第四 宮郷

オ 100m 22日 前川  純也(3) 12秒88 高橋  怜央(1) 13秒05 アンドレイ(2) 13秒08 宮    晴翔(2) 13秒17 藤井  快瞳(2) 13秒38 土田  乃希(3) 13秒48 吉野　航平(1) 13秒58 松島    大(1) 13秒70

－ 殖蓮 殖蓮 宮郷 殖蓮 宮郷 伊勢崎第二 殖蓮 境西

プ 1500m 22日 櫻井  雅充(2) 4分34秒98 後藤  武揚(3) 4分50秒21 久保田優斗(2) 4分53秒06 大場    遼(2) 4分53秒86 境野  凌馬(2) 4分55秒51 工藤  光介(1) 5分01秒38 大川  貴史(2) 5分05秒77 渡辺    毅(1) 5分08秒08

ン 殖蓮 境西 殖蓮 境西 伊勢崎第四 伊勢崎第四 宮郷 宮郷

*網掛けの選手が県大会出場権獲得者

(NGR/大会新記録･NAR/県中新・W/追風参考記録)

1位 2位 3位 ４位 5位 6位 7位 8位

男子 境西 77点 宮郷 72点 伊勢崎第一 58点 玉村南 52点 伊勢崎第四 46点 殖蓮 43.5点 伊勢崎第二 36点 あずま 35.5点

審判長 田邉　辰也 記録主任 関　　稔



平成23年度　第7回　伊勢崎市佐波郡中学校陸上競技大会 決勝記録一覧表
主　催：伊勢崎市佐波郡中学校体育連盟　　伊勢崎市教育委員会　　玉村町教育委員会　
後　援：群馬陸上競技協会　
競技場：伊勢崎市陸上競技場 期日:平成23年07月22日(金)

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1年100m 22日 小暮  純寧(1) 13秒30 波田野優佳(1) 13秒76 相川  友紀(1) 13秒84 高橋  祐奈(1) 13秒84 加藤  菜々(1) 13秒89 遠藤  理彩(1) 13秒99 桑子  伊織(1) 14秒04 萩原  那緒(1) 14秒16

殖蓮 伊勢崎第二 伊勢崎第三 境西 赤堀 玉村 四ツ葉 境西

1年走幅跳 22日 小暮  純寧(1) 4m51 萩原  那緒(1) 4m48 金久保沙希(1) 4m31 波田野優佳(1) 4m30 相川  友紀(1) 4m29 日比  梨恵(1) 4m24 俵山  芽夢(1) 4m21 桑子  伊織(1) 4m11

殖蓮 境西 宮郷 伊勢崎第二 伊勢崎第三 四ツ葉 宮郷 四ツ葉

2年100m 22日 戸澤  珠希(2) 12秒98 羽鳥　優花(2) 13秒19 阿久澤美憂(2) 13秒37 中嶋　瑠希(2) 13秒46 鈴木  杏奈(2) 13秒48 笹沼  美玲(2) 13秒62 鴨田  千伶(2) 13秒79 五十嵐美月(2) 13秒80

玉村南 玉村 境南 玉村 玉村南 あずま 伊勢崎第四 伊勢崎第一

3年100m 22日 蓮沼  凌加(3) 12秒59 西村  美那(3) 13秒22 佐藤  優名(3) 13秒65 木暮  美侑(3) 13秒74 山田  奈央(3) 13秒78 菊入ありさ(3) 13秒89 小西　千尋(3) 13秒90 齋藤  萌恵(3) 14秒11

女 伊勢崎第一 NGR 伊勢崎第二 あずま 境南 玉村南 四ツ葉 玉村 あずま

ト 200m 22日 蓮沼  凌加(3) 25秒98 西村  美那(3) 26秒86 戸澤  珠希(2) 26秒90 羽鳥　優花(2) 27秒50 山田  奈央(3) 28秒18 五十嵐美月(2) 28秒33 髙山  奈未子(2) 28秒36 笹沼  美玲(2) 28秒46

子 ラ 伊勢崎第一 伊勢崎第二 玉村南 玉村 玉村南 伊勢崎第一 伊勢崎第三 あずま

ッ 800m 22日 大島  里穂(3) 2分22秒47 富宇加亜美(2) 2分22秒61 根本    光(2) 2分22秒81 中澤  桃子(2) 2分24秒46 櫻井　梨奈(3) 2分25秒27 石川  結貴(1) 2分28秒11 森    美咲(3) 2分28秒41 大野  裕香(2) 2分29秒17

ク 殖蓮 伊勢崎第二 四ツ葉 伊勢崎第三 玉村 赤堀 赤堀 境西

1500m 22日 大島  里穂(3) 4分54秒51 富宇加亜美(2) 4分57秒12 中澤  桃子(2) 5分00秒42 櫻井　梨奈(3) 5分01秒24 笹川  星菜(2) 5分05秒43 根本    光(2) 5分06秒47 金子  愛理(2) 5分08秒16 大野  裕香(2) 5分08秒79

殖蓮 伊勢崎第二 伊勢崎第三 玉村 あずま 四ツ葉 四ツ葉 境西

100mH 22日 宿村  美希(3) 16秒78 髙山  奈未子(2) 17秒04 齋藤  美尋(3) 17秒41 蓑輪  里歩(3) 17秒58 霜村  実咲(3) 17秒72 齋藤  萌恵(3) 17秒81 日高  万智(3) 17秒86 髙木  萌加(3) 18秒47

伊勢崎第一 伊勢崎第三 玉村南 四ツ葉 宮郷 あずま 赤堀 境南

4×100mR 22日 伊勢崎第一 52秒21 玉村南 52秒37 玉村 52秒87 あずま 52秒95 殖蓮 53秒84 伊勢崎第二 54秒00 四ツ葉 54秒20 境南 54秒46

國安花菜子(3) 鈴木  杏奈(2) 小林　亜依(2) 木村  莉子(3) 金井映里香(3) 中澤  志保(2) 坂東  多絵(2) 福島  菜央(3)

蓮沼  凌加(3) 戸澤  珠希(2) 羽鳥　優花(2) 齋藤  萌恵(3) 小暮  純寧(1) 西村  美那(3) 根本    光(2) 阿久澤美憂(2)

五十嵐美月(2) 大園  彩香(2) 福島　彩矢(3) 笹沼  美玲(2) 星    彩香(1) 神立空見子(2) 菊入ありさ(3) 間手原礼美(3)

宿村  美希(3) 山田  奈央(3) 中嶋　瑠希(2) 佐藤  優名(3) 馬場美佐子(3) 波田野優佳(1) 蓑輪  里歩(3) 木暮  美侑(3)

フ 走高跳 22日 朽津　美穂(2) 1m50 木村なつ季(2) 1m50 星野  茉利(3) 1m45 清水　美穂(3) 1m45 加藤  優佳(2) 1m35 清水  由菜(2) 1m35 大和  史織(2) 1m35 竹川  風絵(2) 1m30

ィ 玉村 殖蓮 あずま 玉村 殖蓮 赤堀 伊勢崎第二 伊勢崎第三

－

走幅跳 22日 宿村  美希(3) 4m85 町田帆乃香(2) 4m66 神立空見子(2) 4m59 宮本　淑花(3) 4m49 日高  万智(3) 4m40 植木  佳奈(3) 4m39 小林　亜依(2) 4m35 菊入ありさ(3) 4m26

ル 伊勢崎第一 伊勢崎第一 伊勢崎第二 玉村 赤堀 伊勢崎第四 玉村 四ツ葉

ド 砲丸投 22日 林  優里奈(3) 11m47 岸    美里(3) 10m76 髙田  茉希(3) 10m49 福島  菜央(3) 8m62 奈良紫音理(3) 8m54 蓑輪  里歩(3) 8m30 清水　美穂(3) 8m14 内山真希奈(3) 7m83

(2.721kg) 玉村南 境西 境南 境南 あずま 四ツ葉 玉村 殖蓮

オ 100m 22日 木村  莉子(3) 14秒44 阿久津みなみ(1) 14秒62 鈴木　千広(2) 14秒67 下田唯季菜(2) 14秒77 新井  萌未(1) 14秒78 大園  彩香(2) 14秒79 望月  伊織(2) 14秒93 石井  真衣(1) 15秒03

－ あずま 赤堀 玉村 玉村南 赤堀 玉村南 境南 赤堀

プ 800m 22日 髙柳  海音(1) 2分30秒00 大野  萌花(2) 2分36秒37 松村  早姫(2) 2分37秒62 益子  実久(1) 2分38秒26 高橋  実来(2) 2分38秒39 高山  怜那(1) 2分41秒37 神立　春香(1) 2分41秒60 田島  果奈(1) 2分42秒89

ン 四ツ葉 あずま あずま 四ツ葉 境西 境西 玉村 あずま

(NGR/大会新記録･EGR/大会タイ記録)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女子 玉村 59点 伊勢崎第二 51.5点 伊勢崎第一 51点 殖蓮 48点 玉村南 47点 あずま 33点 伊勢崎第三 31点 四ツ葉 31点

審判長田邉　辰也 記録主任 関　　稔


