
今泉  侑人(1) 13秒19 髙草木  涼(1) 13秒24 新井  鈴久(1) 13秒26 羽川  拓希(1) 13秒31 小野里大星(1) 13秒34 竹内　純功(1) 13秒38 小林    洸(1) 13秒47 岸本  優輝(1) 13秒54

川内 梅田 境野 樹徳 広沢 広沢 笠懸南 桜木

佐藤  悠拓(1) 4分48秒31 佐藤  碧海(1) 5分00秒15 齋藤    眞(1) 5分03秒41 松木　新汰(1) 5分10秒64 楢原    空(1) 5分10秒65 鈴木  和弥(1) 5分23秒82 萩原  青吾(1) 5分35秒36 山上　皓佑(1) 5分41秒97

笠懸南 笠懸南 笠懸 広沢 笠懸 川内 境野 新里

羽川  拓希(1) 4m86 今泉  侑人(1) 4m82 小林    洸(1) 4m79 新井  鈴久(1) 4m69 韮山  陽葵(1) 4m60 星野慎太郎(1) 4m58 小野里大星(1) 4m45 和田  莉祈(1) 4m45

樹徳 川内 笠懸南 境野 笠懸南 大間々東 広沢 大間々

萩原  優人(2) 11秒59 青木  洸太(2) 11秒64 荻野  翔衣(2) 11秒99 高瀬  響太(2) 12秒05 青木  慶太(2) 12秒19 小林隆太朗(2) 12秒26 清水玲央斗(2) 12秒32 須永  宙依(2) 12秒33

笠懸 新里 大間々東 大間々 境野 中央 笠懸南 相生

一場  琉聖(3) 11秒48 小島  颯人(3) 11秒71 阿部　陽樹(3) 11秒90 向田  悠馬(3) 11秒90 髙木  颯太(3) 11秒94 梅澤  嬉馬(3) 12秒02 薗田　李樹(3) 12秒26 細貝  颯太(3) 12秒27

大間々東 境野 境野 相生 笠懸南 大間々 大間々 笠懸南

一場  琉聖(3) 23秒27 清水  勇汰(3) 23秒51 萩原  優人(2) 23秒76 向田  悠馬(3) 23秒90 青木  洸太(2) 23秒96 梅澤  嬉馬(3) 24秒16 前原  光伯(3) 24秒40 福田  琉真(3) 24秒60

大間々東 新里 笠懸 相生 新里 大間々 笠懸 大間々東

清水  勇汰(3) 52秒20 宮村虎太郎(3) 54秒48 髙山  瑞季(2) 54秒72 荻野  彰大(3) 54秒91 前原  光伯(3) 55秒59 相澤  拓斗(3) 57秒04 高瀬  響太(2) 57秒74 三輪田  陸(2) 57秒98

新里 広沢 相生 境野 笠懸 清流 大間々 笠懸南

星野瑠稀杜(3) 2分08秒36 石井  大希(3) 2分10秒93 高橋  怜生(3) 2分13秒69 今泉  雄樹(2) 2分14秒00 星野  輔弓(3) 2分16秒03 栗田  昂汰(3) 2分17秒19 藍原  一翔(3) 2分19秒47 丹泰  大輝(2) 2分20秒37

新里 大間々東 笠懸 笠懸南 清流 新里 相生 笠懸南

髙草木架月(3) 4分17秒57 阿部  元飛(3) 4分25秒96 北村    匠(3) 4分33秒50 石井  大希(3) 4分33秒66 瀧本  吉輝(2) 4分33秒79 井本  雅斗(3) 4分33秒80 星野瑠稀杜(3) 4分36秒51 山上  優作(3) 4分37秒90

笠懸南 笠懸南 川内 大間々東 境野 清流 新里 新里

髙草木架月(3) 9分22秒30 阿部  元飛(3) 9分26秒24 瀧本  吉輝(2) 9分48秒87 山上  優作(3) 9分53秒38 宮﨑  裕大(2) 10分00秒36 北村    匠(3) 10分04秒88 引間  佑登(2) 10分05秒44 井本  雅斗(3) 10分05秒48

笠懸南 笠懸南 境野 新里 中央 川内 笠懸 清流

小島  颯人(3) 17秒15 柏井  琉太(3) 17秒30 小澤　拓真(2) 18秒12 清水  遥埜(3) 18秒82 森田  莉史(2) 18秒82 藤生康太郎(3) 19秒01 市川  羽琉(3) 19秒23 石井  誠人(3) 19秒64

境野 笠懸南 広沢 桜木 笠懸南 相生 大間々東 境野

大間々東 45秒79 境野 46秒09 大間々 46秒53 笠懸 46秒67 新里 46秒74 相生 46秒86 笠懸南 46秒93 広沢 47秒31

荻野  翔衣(2) 阿部　陽樹(3) 尾池  達陽(3) 武井  海登(2) 君島  竣軌(3) 吉原  佳唯(3) 直江  晃希(2) 小澤　拓真(2)

一場  琉聖(3) 小島  颯人(3) 高瀬  響太(2) 前原  光伯(3) 青木  洸太(2) 須永  宙依(2) 髙木  颯太(3) 渡邉　大樹(2)

福田  琉真(3) 荻野  彰大(3) 薗田　李樹(3) 丸山  豹駕(2) 小川    陽(3) 髙山  瑞季(2) 細貝  颯太(3) 藤生　亮太(3)

市川  羽琉(3) 青木  慶太(2) 梅澤  嬉馬(3) 萩原  優人(2) 清水  勇汰(3) 向田  悠馬(3) 清水玲央斗(2) 宮村虎太郎(3)

福田  琉真(3) 1m70 岩下  未來(2) 1m60 岡部  晴迪(3) 大間々 瀬戸  遥稀(2) 1m50 須永  宙依(2) 1m45 藤生康太郎(3) 1m45

大間々東 大間々東 渡邉　大樹(2) 広沢  中央 相生 相生

小川    陽(3) 新里  1m50

丸山  豹駕(2) 3m70

笠懸

桂    和弘(3) 6m11 清水玲央斗(2) 5m91 島村  祐多(3) 5m82 藤生　亮太(3) 5m61 岡部  晴迪(3) 5m57 新井  啓太(3) 5m45 星野  巧弥(3) 5m34 直江  晃希(2) 5m25

相生 笠懸南 樹徳 広沢 大間々 笠懸 大間々東 笠懸南

鈴木乎太郎(3) 9m31 横塚  智貴(2) 7m67 増田    匠(3) 7m66 大島  周眞(1) 7m60 中野  昊汰(2) 7m35 今井    叶(2) 7m21 兒玉  結貴(2) 6m55 田島  慶太(2) 6m24

笠懸南 大間々東 新里 笠懸南 大間々東 相生 中央 相生

笠懸南 105点 大間々東 76点 新里 61点 境野 61点 笠懸 54点 相生 40点 広沢 38点 大間々 31点

共通走高跳

男
　
　
　
　
　
　
　
子

共通棒高跳

第3位

１年１００ｍ

共通走幅跳

共通１１０ｍＨ

共通４００ｍ

第8位

１年１５００ｍ

共通３０００ｍ

３年１００ｍ

共通８００ｍ

第2位

共通砲丸投

共通２００ｍ

種目

共通４×１００ｍＲ

２年１００ｍ

共通１５００ｍ

決勝記録一覧表令和元年度　桐生市みどり市中学校総合体育大会

第7位第5位 第6位

１年走幅跳

期日：令和元年７月２０日（土）競技場：桐生市陸上競技場

第4位第1位

1m50  県総体出場

1m50　県総体出場

男子総合



梅澤  心優(1) 13秒88 久保田百合子(1) 14秒02 和田　華実(1) 14秒03 松島　實乃(1) 14秒12 松本  彩愛(1) 14秒14 千葉ほのか(1) 14秒26 久保田ジュナ(1) 14秒34 淺野　らむ(1) 14秒40

川内 川内 広沢 新里 大間々東 広沢 新里 大間々

金子  愛梨(1) 2分40秒82 新井  星空(1) 2分43秒56 今泉　友希(1) 2分46秒64 小林  奏惠(1) 2分47秒75 黒島  伊咲(1) 2分50秒43 村上    響(1) 2分50秒59 荻原  佑奈(1) 2分55秒62 青柳  心都(1) 2分55秒78

川内 笠懸 新里 清流 笠懸 笠懸南 大間々東 中央

久保田百合子(1) 4m28 松本  彩愛(1) 4m22 大塚奈津規(1) 4m10 大塚  愛純(1) 3m94 武井    蘭(1) 3m81 藤生  真未(1) 3m78 菊澤  凜子(1) 3m78 池田ちとせ(1) 3m75

川内 大間々東 桜木 中央 笠懸南 大間々 中央 笠懸

阿久戸南美(2) 12秒85 星野  紅羽(2) 13秒25 恩田  愛香(2) 13秒55 佐瀬　紫音(2) 13秒63 峰岸　小春(2) 13秒84 須永　ねね(2) 14秒03 金井　希成(2) 14秒11 田村  心菜(2) 14秒12

清流 大間々 大間々 広沢 清流 広沢 笠懸南 中央

佐口  心美(3) 13秒06 今泉  心良(3) 13秒20 福間  里央(3) 13秒83 野口  由羽(3) 13秒86 長尾　沙雪(3) 14秒04 黒島  好香(3) 14秒06 宮川  菜緒(3) 14秒08 吉田　杏楠(3) 14秒25

相生 大間々 境野 相生 広沢 笠懸 大間々東 広沢

阿久戸南美(2) 26秒70 佐口  心美(3) 27秒25 星野  紅羽(2) 27秒25 阿久津唯葉(3) 27秒77 佐瀬　紫音(2) 27秒79 須永　ねね(2) 28秒59 黒島  好香(3) 28秒80 小林  未来(3) 29秒26

清流 相生 大間々 新里 広沢 広沢 笠懸 境野

ｶﾞﾌｰﾄﾞあゆみ(2) 2分25秒66 吉村　美咲(2) 2分26秒44 丹羽  彩菜(3) 2分30秒13 近藤  志帆(3) 2分34秒70 箱田  莉奈(2) 2分37秒57 今泉ひなた(2) 2分40秒97 山口  叶愛(2) 2分42秒20 砂山  智香(3) 2分42秒38

清流 清流 境野 大間々東 笠懸南 笠懸南 新里 境野

ｶﾞﾌｰﾄﾞあゆみ(2) 5分09秒28 吉村　美咲(2) 5分10秒40 近藤  志帆(3) 5分15秒22 赤石  真彩(2) 5分28秒87 箱田  莉奈(2) 5分34秒43 近藤  優日(2) 5分41秒81 山口  叶愛(2) 5分48秒26 #N/A #N/A

清流 清流 大間々東 大間々東 笠懸南 中央 新里 #N/A

今井　優那(2) 17秒49 前原  瑠乃(2) 17秒61 長島  妃星(3) 18秒60 塚本    聖(1) 18秒88 田村  心菜(2) 18秒93 金子  恋春(2) 18秒97 和田  一華(3) 19秒07 鈴木  寿菜(2) 19秒20

清流 大間々 笠懸南 桜木 中央 清流 相生 相生

大間々 51秒96 清流 53秒33 相生 53秒38 境野 53秒67 広沢 54秒00 新里 55秒58 中央 55秒59 笠懸南 56秒25

淺野　らむ(1) 峰岸　小春(2) 鈴木  寿菜(2) 小林  未来(3) 冨貫  美月(3) 久保田ジュナ(1) 近藤  優日(2) 長島  妃星(3)

今泉  心良(3) 阿久戸南美(2) 佐口  心美(3) 福間  里央(3) 吉田　杏楠(3) 阿久津唯葉(3) 藤田　　優(3) 小堀    凜(3)

恩田  愛香(2) 今井　優那(2) 和田  一華(3) 砂山  智香(3) 長尾　沙雪(3) 中嶋果の羽(2) 森部　柚帆(3) 金井　希成(2)

星野  紅羽(2) 吉村　美咲(2) 野口  由羽(3) 丹羽  彩菜(3) 佐瀬　紫音(2) 松島　實乃(1) 田村  心菜(2) 高橋  和花(2)

藤田　　優(3) 1m45 塚本    愛(3) 1m45 川村  莉子(2) 1m40 丹羽  凜歌(3) 1m35 亀山    涼(2) 樹徳  1m25 鏑木    馨(2) 1m25 武江　和恋(3) 1m20

中央 桜木 中央 大間々 今泉ひなた(2) 笠懸南 1m25 大間々東 広沢

野口  由羽(3) 5m11 小堀    凜(3) 4m99 宮川  菜緒(3) 4m92 足立  珠莉(2) 4m76 長尾　沙雪(3) 4m67 冨貫  美月(3) 4m60 恩田  愛香(2) 4m56 森部　柚帆(3) 4m26

相生 笠懸南 大間々東 みどり東 広沢 広沢 大間々 中央

伊藤  美湖(3) 10m72 吉岡  千賀(3) 9m62 田沼  雛子(3) 9m57 大谷  真央(2) 9m53 岩野  一葉(3) 8m87 角田　紫穂(3) 8m45 金子  愛吹(3) 8m00 金子    瑛(3) 7m29

桜木 笠懸南 川内 桜木 笠懸南 広沢 大間々 清流

清流 74点 大間々 54点 笠懸南 48.5点 広沢 44点 大間々東 39点 川内 37点 相生 37点 中央 33点

笠懸南 153.5点 大間々東 115点 新里 86点 清流 85点 大間々 85点 広沢 82点 境野 80点 相生 77点

女子総合

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通砲丸投

共通走幅跳

令和元年度　桐生市みどり市中学校総合体育大会

男女総合

女
　
　
　
　
　
　
　
　
子

第7位 第8位第3位種目 第1位 第4位 第5位

共通４×１００ｍＲ

共通１５００ｍ

共通走高跳

共通１００ｍＨ

１年８００ｍ

１年走幅跳

共通２００ｍ

共通８００ｍ

決勝記録一覧表
競技場：桐生市陸上競技場

１年１００ｍ

期日：令和元年７月２０日（土）

第6位第2位


