
渋川・北群馬郡

氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録 氏名　（学年） 所属 記録

１年男子100m 工藤  陸叶(1) 北・吉岡 12"4 柴田　　響(1) 渋・伊中 12"9 関    勇翔(1) 渋・古巻 13"4 島田  航太(1) 渋・渋北 13"7 清水  直樹(1) 北・吉岡 13"8 高橋  至流(1) 渋・渋北 13"8

１年男子1500m 関    勇翔(1) 渋・古巻 4'46"7 清水　太陽(1) 渋・伊中 5'04"9 加藤  雪斗(1) 北・吉岡 5'05"3 大川原大智(1) 北・吉岡 5'30"4 永山    諒(1) 渋・渋北 5'31"6 千明  英樹(1) 北・吉岡 5'32"0
1年男子走幅跳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
２年男子100m 森田  健介(2) 北・吉岡 12"4 吉野  智之(2) 北・吉岡 12"6 三村    樹(2) 渋・金島 12"8 小林  洸太(2) 渋・金島 12"9 大谷架偉馬(2) 北・吉岡 13"0 須藤  駿介(2) 渋・古巻 13"1

３年男子100m 中川  京也(3) 北・吉岡 11"7 松本  成史(3) 渋・古巻 11"9 古屋  陸哉(3) 北・吉岡 12"0 清水　瑛亮(3) 渋・伊中 12"2 根岸　滋人(3) 北・吉岡 12"3 本木  雄大(3) 渋・古巻 12"3

共通男子200m 中川  京也(3) 北・吉岡 24"6 松本  成史(3) 渋・古巻 24"6 古屋  陸哉(3) 北・吉岡 24"8 清水　瑛亮(3) 渋・伊中 25"1 根岸　滋人(3) 北・吉岡 25"8 石塚    光(2) 渋・子持 28"1

共通男子４00m 本田  優希(3) 渋・子持 56"2 原沢  一輝(3) 北・吉岡 57"7 田邉    楓(3) 渋・北橘 58"7 小材    優(3) 北・吉岡 59"9 吉田  智晴(3) 渋・北橘 1'01"5 大木  謙尚(3) 北・吉岡 1'03"1

共通男子800m 池田  幸樹(2) 渋・子持 2'18"0 星名  信幸(3) 北・吉岡 2'19"2 星野  悠希(2) 渋・子持 2'21"2 星野  文哉(2) 渋・金島 2'25"2 狩野  泰斗(3) 渋・渋北 2'26"2 斎藤    優(3) 渋・古巻 2'28"0

共通男子1500m 塩野  敦洋(3) 渋・古巻 4'37"9 中上  春輝(2) 渋・渋北 4'43"7 飯塚    育(2) 渋・金島 4'48"6 星名  信幸(3) 北・吉岡 4'51"4 浅見 厚希(2) 北・榛東 4'53"8 野村　　柄(3) 渋・伊中 4'57"8

共通男子３０００ｍ 石田  大喜(3) 渋・北橘 9"59"5 浅見 厚希(2) 北・榛東 10'26"9 中上  春輝(2) 渋・渋北 10'28"9 蟻川  敦也(3) 渋・古巻 10'31"1 五十嵐萌登(3) 渋・渋北 11'11"1 松本  晃大(2) 北・吉岡 11'27"9

共通男子110mH 田邉    楓(3) 渋・北橘 17"7 堀口  達葵(3) 渋・北橘 18"6 後藤    胤(2) 北・吉岡 19"5 大川原大智(1) 北・吉岡 21"0 小林  洸太(2) 渋・金島 21"8 今井  颯汰(3) 北・吉岡 22"3

共通男子走高跳 金澤  昇汰(3) 北・吉岡 1m60 高橋  悠理(3) 渋・金島 1m55 畑野  直樹(2) 北・吉岡 1m50 髙橋  颯太(3) 渋・北橘 1m35 橋爪  智洋(1) 渋・渋北 1m30 0 0 0

共通男子走幅跳 金澤  昇汰(3) 北・吉岡 6m19 千木良雅也(3) 渋・金島 5m89 原沢  一輝(3) 北・吉岡 5m88 須藤  駿介(2) 渋・古巻 5m30 柴田　　響(1) 渋・伊中 5m23 大木  謙尚(3) 北・吉岡 5m16

共通男子砲丸投 加藤  直也(3) 北・吉岡 9m92 諸田  天我(3) 渋・渋北 9m25 本木  雄大(3) 渋・古巻 9m04 高橋  海成(3) 渋・伊中 8m55 楯    来樹(1) 渋・古巻 7m32 湯本  晃希(3) 渋・金島 7m28

男子４×100mR 47"1 48"7 49"4 49"8 49"9 51"0
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１年女子100m 河内  夏奈(1) 渋・子持 14"1 風間有由那(1) 北・榛東 14"4 2位　　大武  花鈴(1) 北・吉岡 14"4 小林みなみ(1) 渋・子持 14"5 角田  愛莉(1) 渋・渋北 14"5 福島麻理亜(1) 渋・子持 14"6

１年女子走幅跳 大武  花鈴(1) 北・吉岡 4m35 割田  佳永(1) 渋・古巻 4m24 西山  夏菜(1) 渋・子持 4m19 粕川  花音(1) 渋・北橘 4m15 河内  夏奈(1) 渋・子持 4m04 長岡    空(1) 渋・古巻 3m92
1年８００女子ｍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
２年女子100m 奥泉  未花(2) 渋・古巻 13"4 小菅  真穂(2) 渋・古巻 13"8 2位　　 西田　朝香(2) 渋・北橘 13"8 小林  奈津(2) 渋・金島 13"9 岡本  風香(2) 北・榛東 14"0 黒木  美弥(2) 北・吉岡 14"0

３年女子100m 中澤  姫花(3) 渋・金島 13"0 中島  叶葉(3) 北・吉岡 13"3 今井友莉奈(3) 渋・北橘 13"6 霜田　杏海(3) 渋・伊中 13"7 小淵  愛弓(3) 渋・子持 13"8 田中  真奈(3) 渋・金島 14"1

共通女子２00m 萩原  菜月(2) 渋・北橘 28"2 小菅  真穂(2) 渋・古巻 28"6 奥泉  未花(2) 渋・古巻 29"0 大﨑　有紗(2) 渋・伊中 29"6 黒木  美弥(2) 北・吉岡 30"2 小林みなみ(1) 渋・子持 31"1

共通女子８00m 荒井  蓮綺(1) 北・吉岡 2'35"8 井上  陽菜(1) 渋・古巻 2'36"9 風間有由那(1) 渋・北橘 2'38"3 今井    英(3) 渋・北橘 2'39"8 川上  莉歩(1) 渋・北橘 2'40"9 関  優衣香(2) 渋・渋北 2'43"0

共通女子１５００ｍ 川上  莉歩(1) 渋・北橘 5'24"6 今井    英(3) 渋・北橘 5'25"3 樋口  穏紅(1) 渋・古巻 5'25"9 内田  愛理(3) 渋・渋北 5'27"7 番場まつり(3) 渋・渋北 5'50"0 0 0 0

共通女子100mH 大矢  波音(2) 渋・北橘 17"2 西田  朝香(2) 渋・北橘 17"4 金子  美夢(3) 渋・古巻 18"5 中島  杏奈(3) 渋・渋北 18"6 長井    萌(2) 渋・古巻 19"1 形野ほのか(1) 渋・古巻 19"8

共通女子走高跳 中島  杏奈(3) 渋・渋北 1m35 角田  愛莉(1) 渋・渋北 1m25 須田  歩花(2) 渋・渋北 1m25 大矢  波音(2) 渋・北橘 1m25 齋藤　茜里(2) 渋・伊中 1m20 萩原  美咲(1) 渋・北橘 1m15

共通女子走幅跳 小林  奈津(2) 渋・金島 4m83 梅澤    聖(3) 北・吉岡 4m55 大竹  菜月(3) 北・吉岡 4m35 岡本  風香(2) 北・榛東 4m33 海野佐弥香(3) 渋・金島 4m31 永村  麻結(2) 渋・渋北 4m10

共通女子砲丸投 金子  美夢(3) 渋・古巻 9m29 今井友莉奈(3) 渋・北橘 7m90 笠原  梨花(3) 渋・渋北 7m80 大友  和泉(3) 北・吉岡 7m60 土屋  柊華(3) 渋・金島 7m57 霜田　杏海(3) 渋・伊中 7m56

女子４×100mR 53"3 53"8 53"8 54"6 55"0 56"1

団体名 得点 団体名 得点 団体名 得点 団体名 得点 団体名 得点 団体名 得点

男子 吉岡中 112 古巻中 52 金島中 30 3位　　北橘中 30 渋北中 26 伊香保中 23

女子 北橘中 56 古巻中 51 吉岡中 40 渋北中 33 金島中 26 子持中 20

６位１位 ２位 ３位 ４位 ５位

６位

金島中 北橘中 吉岡中 古巻中 伊香保中 子持中

５位
種　目

１位 ２位 ３位 ４位

５位 ６位

吉岡中 古巻中 北橘中 金島中 子持中 伊香保中

総合体育大会 中学校陸上競技大会 H26.7.20 於：渋川総合運動公園

種　目
１位 ２位 ３位 ４位


