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１ 年 １ ０ ０ ｍ 田中  宏季(1) みずき 13"08
田中  将吾(1)
磯田  翔太(1)

大胡
桂萱

13"55 古屋  佳之(1) 富中 13"80 佐々木鷹弥(1) 木瀬 13"89 神澤  佑晟(1) 荒砥 13"91 服部  誠二(1) みずき 13"94 堀川  穂高(1) 大胡 14"04

〃 １ ５ ０ ０ ｍ 新井  健人(1) 大胡 4'47"26 小林  駿祐(1) 木瀬 4'56"41 笠井  崇史(1) 六中 5'00"77 今井隼之介(1) 大胡 5'05"62 和田　侑也(1) 附属 5'10"49 山本    岳(1) 五中 5'24"09 阪    侑二(1) 南橘 5'26"26 松本  雄貴(1) みずき 5'32"52

共 通 １ ０ ０ ｍ 須藤  大雅(3) 箱田 11"51 近藤  弘樹(3) 元中 11"56 石川  清崇(3) 箱田 12"02 奈良  圭仁(2) 附属 12"11 多胡    遼(3) みずき 12"12
水野  茂保(3)
松原  滉也(3)

七中
富中

12"13 黒川  真登(2) 附属 12"16

男 〃 ２ ０ ０ ｍ 須藤  大雅(3) 箱田 23"46 近藤  弘樹(3) 元中 23"88 黒川  真登(2) 附属 24"32 神戸  篤樹(3) 七中 24"46 奈良  圭仁(2) 附属 24"53
清水  拓実(3)
都丸  晃輔(3)

七中
五中

24"84 水野  茂保(3) 七中 24"93

〃 ４ ０ ０ ｍ 神戸  篤樹(3) 七中 53"83 松原  滉也(3) 富中 53"97 都丸  晃輔(3) 五中 56"19 下田    巧(3) みずき 56"63 新井  悠利(3) 大胡 57"50 原澤  良二(3) みずき 58"41 花岡  佑哉(3) 附属 59"01 石川  颯哉(3) 五中 59"46

〃 ８ ０ ０ ｍ 千吉良光輝(2) 木瀬 2'07"26 菊島  龍翔(3) 大胡 2'08"82 親松  功己(3) 一中 2'09"58 村上  智志(3) 南橘 2'11"72 藤生  真也(2) 五中 2'14"16 土田  直樹(3) 三中 2'14"29 佐野  友哉(2) 六中 2'16"63 木村  龍吉(3) 箱田 2'16"75

〃 １ ５ ０ ０ ｍ 鎌田  晃輔(3) 南橘 4'15"56 小林    聖(3) 鎌倉 4'21"37 親松  功己(3) 一中 4'21"60 村上  智志(3) 南橘 4'22"11 菊島  龍翔(3) 大胡 4'25"15 土田  直樹(3) 三中 4'26"77 樺澤  暢俊(3) 富中 4'32"75 松井  幸平(2) 大胡 4'33"61

〃 ３ ０ ０ ０ ｍ 鎌田  晃輔(3) 南橘 9'09"05 小林    聖(3) 鎌倉 9'11"43 今井竜之介(3) 大胡 9'44"74 長島  雅也(3) 富中 9'50"75 樺澤  暢俊(3) 富中 9'52"04 吉尾  泰輝(3) 一中 9'52"48 宮崎  直気(3) 大胡 9'55"39 福田  崚希(3) 桂萱 10'06"15

〃 １ １ ０ ｍ Ｈ 五十嵐隆皓(3) 七中 17"38 笹尾  祐貴(2) 元中 19"14 井上  佳威(3) 東 19"18 平野  達哉(2) 南橘 19"19 大崎  碧輝(2) 大胡 19"44 金澤  竜太(3) 富中 19"53 坂井  貴人(3) 桂萱 19"86

子 〃 ４ × 1 ０ ０ ｍ Ｒ 46"38 46"70 46"99 47"21 47"27 47"79 48"65 48"69

〃 走 高 跳 神藤  和生(3) 富中 1m65 角田  大介(3) 南橘 1m55 橋詰  遼太(3) 一中 1m55
別宮  拓実(2)
立見  聡明(2)
服部  真也(3)

五中
みずき
みずき

1m50 五十嵐星羅(3) 大胡 1m45

〃 棒 高 跳 上原    響(2) 富中 3m90 今成    駿(3) 一中 3m80 駒木  一真(2) 木瀬 2m80 三輪  恒貴(3) 粕川 2m60 三輪田  廉(2) 三中 2m20

〃 走 幅 跳 小林  祥二(3) 富中 5m64 重田  俊和(3) 五中 5m59 五十嵐隆皓(3) 七中 5m55 田嶋  祥悟(3) 鎌倉 5m47 島    亮平(3) 荒砥 5m33 金子  佑介(2) 箱田 5m11 南雲  智成(3) 東 5m06 島田  翔太(2) 大胡 4m89

〃 砲 丸 投勅使川原延明(3) 大胡 10m38 神辺  佑太(3) 富中 8m46 疋田  創士(2) 七中 8m25 岩村  展運(3) 五中 8m19 佐藤  大智(2) 東 7m93 福田  直生(2) 宮城 7m45 伊能  新道(2) 七中 4m73

１ 年 １ ０ ０ ｍ 金澤美友菜(1) 附属 13"88 清水　詩絵(1) 附属 13"91 栗原    舞(1) 附属 14"06 鹿沼あすか(1) 附属 14"13 斎藤  美月(1) 大胡 14"62 吉田  裟野(1) 鎌倉 14"74 小林優布子(1) 芳賀 14"77 芝田　真里(1) 附属 14"86

〃 ８ ０ ０ ｍ 田邊比奈乃(1) 富中 2'21"39 樺沢和佳奈(1) 富中 2'28"37 村上ひなの(1) 附属 2'34"80 安田  彩夏(1) 一中 2'42"47 齊藤  菜月(1) 箱田 2'45"51 藤塚  悠希(1) 桂萱 2'46"87 下元  真奈(1) 木瀬 2'47"89 猪野  有梨(1) 六中 2'51"07

共 通 １ ０ ０ ｍ 小林  由佳(3) 桂萱 13"13 渡邉  花衣(3) 富中 13"22
岡田  晴香(3)
石原  綾乃(3)

荒砥
附属

13"24 髙山　憂樹(3) 一中 13"26 桐生  歓里(3) 桂萱 13"27 北爪  美紀(3) 宮城 13"29 齋藤  佳那(3) 富中 13"35

女 〃 ２ ０ ０ ｍ 宮下  奈々(3) 附属 26"81 渡邉  花衣(3) 富中 27"03 山口  彩夏(3) 三中 27"45 北爪  美紀(3) 宮城 27"55 徳永  朱里(3) 五中 27"68 前田  侑香(2) 富中 27"83 飯野  柚季(2) 大胡 28"07 桐生  りさ(3) 桂萱 28"08

〃 ８ ０ ０ ｍ 濵上　裕香(2) 一中 2'20"59 井上  蒼唯(3) 富中 2'21"32 齊藤  あや(3) 七中 2'22"44 一ノ瀬琴未(2) 五中 2'22"47 新家  桃子(3) 南橘 2'23"00 南田  里奈(3) みずき 2'23"99 下田麻祐子(2) みずき 2'26"20 萩原  百萌(2) 富中 2'26"69

〃 １ ５ ０ ０ ｍ 南田  里奈(3) みずき 4'44"38 井上  蒼唯(3) 富中 4'47"47 萩原  百萌(2) 富中 4'52"49 鹿沼  彩花(2) 大胡 4'55"40 濵上　裕香(2) 一中 4'56"27 小野真里亜(3) 富中 4'57"31 斉藤  初美(3) 六中 4'57"72 下田麻祐子(2) みずき 4'58"35

〃 １ ０ ０ ｍ Ｈ 深澤　愛那(3) 一中 15"69 桐生  歓里(3) 桂萱 15"79 小田桐優理香(2) 一中 16"66 齋藤  佳那(3) 富中 16"88 石原  綾乃(3) 附属 16"93 武井　亜樹(3) 一中 17"16 藤本    帆(3) 富中 17"41 佐藤  麻優(3) 附属 17"42

子 〃 ４ × １ ０ ０ ｍ Ｒ 50"37 51"51 51"60 52"08 52"36 53"03 53"25 53"93

〃 走 高 跳 新井那奈美(3) 一中 1m55 飯野  　綾(3) 箱田 1m50 中嶋  沙綾(2) 附属 1m40 小林  芽衣(3) 附属 1m35 久保田結友(3) みずき 1m30 武藤  綺莉(2) 七中 1m30 齋藤　由似(3) 一中 1m25 本田    陽(2) 五中 1m25

〃 走 幅 跳 山口  彩夏(3) 三中 5m23 髙山　憂樹(3) 一中 4m83 中澤ほのか(2) 七中 4m81 星野ゆりあ(3) 大胡 4m65 新保  友望(2) 附属 4m57 武井　亜樹(3) 一中 4m51 飯野  伊吹(3) 東 4m49 大竹  知美(2) 大胡 4m38

〃 砲 丸 投 白石    愛(3) 粕川 8m70 坂本　海峰(3) 一中 8m38 大川優里香(3) 一中 7m91 長谷川夏海(2) 大胡 7m60 櫻井  朱音(3) 大胡 7m17 村田    悠(3) 元中 7m07 三浦  幸子(2) 粕川 6m98 安済    茜(2) 桂萱 6m89

審判長自署    岩崎　真人 記録主任自署 　富　永　　　誠

第　七　位 第　八　位第　一　位 第　二　位 第　三　位 第　四　位 第　五　位 第　六　位

第五中学校

富士見中学校 元総社中学校 南橘中学校 木瀬中学校箱田中学校 第五中学校 群大附属中学校 第七中学校

平成２３年度　前　橋　市　中　学　校　春　季　陸　上　競　技　記　録　会　成　績　一　覧
２０１１／５／７(日) 正田醤油スタジアム群馬

桂萱中学校 第七中学校 箱田中学校 大胡中学校群大附属中学校 富士見中学校 第一中学校


