
川島　聖那(1) 12秒71 金子　翔太(1) 12秒78 堀井　洸太(1) 12秒88 谷　　大樹(1) 12秒99 森　　直樹(1) 12秒99 吉田　吏一(1) 13秒00 小澤　孝文(1) 13秒21 新井　僚太(1) 13秒30

清流 清流 新里 中央 大間々東 中央 新里 広沢

畑　　直和(1) 4分48秒61 須永　康幸(1) 4分48秒66 星野　昂輔(1) 4分49秒62 田部井涼介(1) 4分56秒46 小池　門土(1) 5分04秒34 福井　銀河(1) 5分07秒18 大木　翔太(1) 5分10秒61 多田　知洋(1) 5分14秒24

笠懸 笠懸 笠懸南 中央 川内 新里 清流 新里

谷川　郁弥(2) 12秒01 尾池　敏志(2) 12秒04 須藤　　健(2) 12秒11 新井　崇史(2) 12秒45 須永　晃弘(2) 12秒61 藤田爽太郎(2) 中央 12秒64

川内 清流 相生 中央 大間々 菊田　遙介(2) 清流 12秒64

大塚　　凌(2) 4分35秒21 塚越　康平(2) 4分40秒69 山口　和輝(2) 4分45秒06 田沼　　京(2) 4分46秒98 藤田　眞弥(2) 4分48秒78 倉澤　克弥(2) 4分50秒74 松澤　脩人(2) 4分53秒65 前原　利勝(2) 4分56秒66

境野 笠懸 清流 笠懸 中央 笠懸南 樹徳 清流

福田　凌平(2) 24秒78 谷川　郁弥(2) 24秒82 藤田爽太郎(2) 25秒69 菊田　遙介(2) 25秒81 星野　勇樹(2) 25秒87 石田　湧介(2) 26秒94 小澤　孝文(1) 27秒23 松浦　和正(2) 27秒71

笠懸南 川内 中央 清流 大間々 清流 新里 相生

福田　凌平(2) 55秒56 藤掛　青山(2) 58秒08 関口　貴久(2) 58秒36 上林　大介(2) 59秒52 小池　勇也(2) 61秒69 板橋　佑真(1) 62秒04 中村　壮来(2) 62秒53 荻野　　隆(2) 62秒87

笠懸南 中央 清流 広沢 大間々 新里 樹徳 大間々

大塚　　凌(2) 2分12秒75 田沼　　京(2) 2分17秒52 山口　和輝(2) 2分18秒47 二瓶　風雅(2) 2分19秒64 板橋　佑真(1) 2分21秒62 藤掛　青山(2) 2分23秒21 畑　　直和(1) 2分24秒67 村田　拳闘(2) 2分25秒65

境野 笠懸 清流 笠懸南 新里 中央 笠懸 笠懸南

塚越　康平(2) 9分50秒32 森木　勇太(2) 10分00秒92 須永　康幸(1) 10分16秒74 松澤　脩人(2) 10分20秒41 木口　拓巳(1) 10分24秒62 藤田　眞弥(2) 10分26秒66 前原　利勝(2) 10分27秒20 福島　凌央(2) 10分28秒29

笠懸 清流 笠懸 樹徳 川内 中央 清流 笠懸南

須藤　　健(2) 16秒82 新井　崇史(2) 17秒80 富澤　竜伎(2) 18秒75 関口　貴久(2) 19秒04 森下　智晴(2) 21秒10 飯島　大和(1) 21秒49 栗原　匡佑(1) 21秒75 林　　和樹(1) 21秒78

相生 中央 中央 清流 大間々 みどり東 大間々東 清流

清流 48秒00 中央 48秒92 大間々 51秒79 笠懸 52秒59 境野 53秒17 新里 53秒89 みどり東 61秒01

石田　湧介(2) 藤田爽太郎(2) 森下　智晴(2) 鈴木　馨梧(1) 嘉和知毅洋(2) 板橋　佑真(1) 髙村　浩孝(1)

尾池　敏志(2) 新井　崇史(2) 星野　勇樹(2) 塚越　康平(2) 新井　徳郎(2) 小澤　孝文(1) 星野　智哉(1)

菊田　遙介(2) 藤掛　青山(2) 小池　勇也(2) 田沼　　京(2) 西村　和允(2) 堀井　洸太(1) 岡村　　司(1)

関口　貴久(2) 二階堂由樹(2) 須永　晃弘(2) 中田　久貴(1) 大塚　　凌(2) 勅使川原壮平(1) 飯島　大和(1)

新井　徳郎(2) 1m60 須永　晃弘(2) 1m60 金子　翔太(1) 1m50 二階堂由樹(2) 1m45 荒川　光希(1) 1m40 飯島　大和(1) 1m30 高橋　　創(1) 1m15 鈴木　馨梧(1) 1m10

境野 大間々 清流 中央 大間々 みどり東 笠懸 笠懸

市村　優馬(2) 6m33 川島　聖那(1) 5m42 吉田　吏一(1) 5m29 星野　勇樹(2) 5m14 森　　直樹(1) 5m06 須藤　悠太(2) 4m93 高野　恭輔(2) 4m59 嘉和知毅洋(2) 4m56

中央 清流 中央 大間々 大間々東 相生 大間々東 境野

新井　徳郎(2) 9m96 尾池　敏志(2) 9m22 植木佑太郎(1) 8m65 木村　　心(1) 7m95 小池　亮斗(2) 7m36 西村　和允(2) 7m12 堀井　洸太(1) 7m04 蛭間　悠太(1) 5m66

境野 清流 樹徳 樹徳 大間々 境野 新里 大間々東

久新陽一郎(3) 11秒43 澤田　尚吾(3) 11秒78 樋口　和亨(3) 12秒00 松浦　和正(2) 13秒23 田部井涼汰(2) 13秒42 小林　大祐(3) 13秒50 星野　亮太(2) 13秒85 林　　和樹(1) 14秒18

清流 中央 中央 相生 川内 樹徳 大間々 清流

澤田　尚吾(3) 54秒77 樋口　和亨(3) 59秒49 #N/A #N/A

中央 中央 #N/A

樋口　　陸(3) 4分32秒96 新井 億人(3) 4分39秒38 関口　晶太(3) 4分42秒86 金子　倫大(3) 4分52秒63 岩崎　龍矢(2) 5分06秒53 山之内郁弥(2) 5分08秒48 金子龍之介(3) 5分10秒68 吉田新一郎(1) 5分16秒66

相生 黒保根 黒保根 樹徳 清流 笠懸南 黒保根 清流

今井　啓之(3) 4m70 髙村　浩孝(1) 3m59

樹徳 みどり東

小林　大祐(3) 9m06 尾池　敏志(2) 9m22 植木佑太郎(1) 8m65 木村　　心(1) 7m95 小池　亮斗(2) 7m36 西村　和允(2) 7m12 堀井　洸太(1) 7m04 蛭間　悠太(1) 5m66

樹徳 清流 樹徳 樹徳 大間々 境野 新里 大間々東
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平成２２年度　桐生市みどり市中学校新人大会 決勝記録一覧表
競技場：桐生市陸上競技場 期日：平成２２年９月２６日（日）
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