
平成22年度　第6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22年07月21日(水)

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1年100m 21日 阿部アンドレ(1) 12秒96 深町 隆成(1) 12秒98 浅賀  勇作(1) 12秒99 岸    将広(1) 13秒22 諏訪  修平(1) 13秒25 伊佐龍之介(1) 13秒30 城田  祐輔(1) 13秒65 栗原  誠弥(1) 13秒81

伊勢崎第一 玉村 境西 境西 伊勢崎第三 殖蓮 あずま 伊勢崎第二

1年1500m 21日 齋藤 勇也(1) 4分32秒18 木村  慶信(1) 4分39秒47 鵜生川大貴(1) 4分40秒16 志村  駿太(1) 4分45秒47 伏島  和輝(1) 4分52秒79 岡村  一輝(1) 4分54秒06 石井  駿平(1) 4分55秒38 櫻井  雅充(1) 4分55秒64

伊勢崎第四 境西 殖蓮 伊勢崎第一 伊勢崎第一 四ツ葉 宮郷 殖蓮

2年100m 21日 佐川オタビオ(2) 11秒59 西山  大樹(2) 11秒81 小沼    皓(2) 11秒92 林    論悟(2) 11秒95 高橋  健太(2) 12秒31 木島  光紀(2) 12秒42 森 零也(2) 12秒45 新井  裕貴(2) 12秒46

玉村南 NGR 四ツ葉 伊勢崎第一 玉村南 境西 殖蓮 伊勢崎第四 赤堀

3年100m 21日 鵜生川耀皓(3) 11秒19 猪口  燦太(3) 11秒50 幸田 尚也(3) 11秒61 坂本 匠太郎(3) 11秒70 峰岸  宏弥(3) 11秒72 丸橋  祐希(3) 11秒75 坂爪  亮友(3) 11秒76 桜井  拓実(3) 11秒80

男 殖蓮 NGR 伊勢崎第三 伊勢崎第四 玉村 殖蓮 あずま 玉村南 あずま

200m 21日 鵜生川耀皓(3) 23秒04 猪口  燦太(3) 23秒88 根岸  志典(3) 23秒97 幸田 尚也(3) 24秒00 佐川オタビオ(2) 24秒12 桜井  拓実(3) 24秒35 小沼    皓(2) 24秒45 西山  大樹(2) 24秒50

殖蓮 伊勢崎第三 あずま 伊勢崎第四 玉村南 あずま 伊勢崎第一 四ツ葉

子 400m 21日 根岸  志典(3) 52秒05 山口    淳(3) 52秒76 安達耀一郎(3) 53秒04 安藤  秀行(3) 53秒95 森 零也(2) 54秒96 矢島  英明(3) 56秒17 原田  憲人(3) 56秒30 加藤    翼(1) 56秒80

ト あずま あずま 伊勢崎第一 殖蓮 伊勢崎第四 伊勢崎第三 境西 宮郷

ラ 800m 21日 安藤  秀行(3) 2分03秒82 山口    淳(3) 2分04秒01 原田  憲人(3) 2分07秒85 山内  和也(3) 2分08秒28 小林  健太(3) 2分08秒49 峯村    光(3) 2分08秒53 安達耀一郎(3) 2分11秒31 武井  大樹(3) 2分13秒22

ッ 殖蓮 あずま 境西 赤堀 赤堀 玉村南 伊勢崎第一 玉村南

ク 1500m 21日 新井  翔理(3) 4分21秒28 阿部  有希(2) 4分22秒75 菊池    優(3) 4分22秒83 神澤  俊史(2) 4分23秒54 小林裕次郎(3) 4分24秒00 小林  竜太(3) 4分24秒66 小林    槙(2) 4分32秒20 岩澤 直哉(2) 4分32秒89

宮郷 玉村南 赤堀 あずま 伊勢崎第一 赤堀 殖蓮 伊勢崎第四

3000m 21日 新井  翔理(3) 9分29秒93 秋間  正輝(2) 9分33秒67 神澤  俊史(2) 9分41秒80 小林裕次郎(3) 9分58秒97 狩野  琢巳(2) 10分00秒39 岩澤 直哉(2) 10分02秒34 宮本  拓海(2) 10分04秒06 田中  佑弥(2) 10分08秒34

宮郷 赤堀 あずま 伊勢崎第一 殖蓮 伊勢崎第四 伊勢崎第一 宮郷

110mH 21日 松原  和哉(3) 16秒31 植月  京甫(3) 16秒94 高橋  健太(2) 17秒27 菊池  恭平(3) 17秒66 清水  恭汰(3) 18秒09 礒部  敏明(3) 18秒55 押尾  将吾(2) 18秒82 野本 祥希(3) 18秒89

あずま あずま 境西 赤堀 玉村南 宮郷 伊勢崎第三 玉村

4×100mR 21日 あずま 45秒14 殖蓮 45秒75 玉村南 46秒22 伊勢崎第三 46秒94 赤堀 47秒01 伊勢崎第一 47秒05 伊勢崎第四 47秒56 境西 48秒09

森      翼(3) 木島  万情(3) 岡田  雄希(2) 今井  佑哉(3) 新井  裕貴(2) 阿部アンドレ(1) 石川 翔太(2) 齊藤  武志(2)

丸橋  祐希(3) 峰岸  宏弥(3) 佐川オタビオ(2) 猪口  燦太(3) 山内  和也(3) 小沼    皓(2) 幸田 尚也(3) 荒木  孝太(3)

桜井  拓実(3) 安藤  秀行(3) 林    論悟(2) 押尾  将吾(2) 品田  拓巳(3) 安達耀一郎(3) 眞下 拓哉(3) 浅賀  勇作(1)

根岸  志典(3) 鵜生川耀皓(3) 相原  一就(2) 矢島  英明(3) 菊池  恭平(3) 皆川  弘介(3) 森 零也(2) 高橋  健太(2)

走高跳 21日 福田 将基(2) 1m65 皆川  弘介(3) 1m65 礒部  敏明(3) 1m55 深町 隆成(1) 1m50 堀川  翔大(2) 1m45 小森  浩武(2) 1m45 菊地 健太(2) 1m45 菊池  恭平(3) 1m45

フ 玉村 伊勢崎第一 宮郷 玉村 伊勢崎第一 伊勢崎第三 伊勢崎第四 赤堀

ィ 走幅跳 21日 丸橋  祐希(3) 5m84 松原  和哉(3) 5m74 峰岸  宏弥(3) 5m68 品田  拓巳(3) 5m57 野本 祥希(3) 5m52 相原  一就(2) 5m28 羽鳥  修平(2) 5m22 川島  鶴槙(2) 5m02

－ あずま あずま 殖蓮 赤堀 玉村 玉村南 玉村南 宮郷

ル 砲丸投 21日 岡田　宙希(3) 11m46 藤井　竜希(3) 10m75 新井　駿也(3) 10m11 田中　智士(3) 9m68 木戸　聖(3) 9m28 長谷川慎吾(3) 8m79 櫻井　亮輔(3) 8m55 中村　郁哉(3) 8m04

ド (5.0kg) 赤堀 赤堀 あずま 玉村南 伊勢崎第三 宮郷 伊勢崎第三 あずま

棒高跳 21日 小島 大介(3) 3m10 尾内悠之介(2) 3m00 石川 翔太(2) 2m80 川島  鶴槙(2) 2m40

伊勢崎第四 宮郷 伊勢崎第四 宮郷

オ 100m 21日 森      翼(3) 11秒97 関口  堅仁(2) 12秒79 猿橋  一輝(2) 12秒88 木村  辰哉(3) 13秒06 磯田慶太郎(3) 13秒32 樋澤  優(1) 13秒45 古郡  光敏(1) 13秒54 青柳  浩介(2) 13秒60

－ あずま 殖蓮 玉村南 あずま 殖蓮 伊勢崎第三 伊勢崎第三 赤堀

プ 1500m 21日 長瀬  広大(1) 4分54秒89 板垣  拓真(2) 4分57秒09 小林  伶平(2) 4分59秒26 神澤  航太(2) 5分02秒88 後藤  武揚(2) 5分09秒44 安田  和広(1) 5分10秒71 鈴木  貴也(2) 5分12秒62 若狭  隆裕(1) 5分15秒46

ン 境西 伊勢崎第二 あずま 伊勢崎第一 境西 境西 宮郷 殖蓮

*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 あずま 93点 殖蓮 65点 伊勢崎第一 57.5点 赤堀 56点 玉村南 50点 伊勢崎第四 47点 宮郷 45点 伊勢崎第三 37．5点

審判長 田邉　辰也 記録主任 関　　稔


