
青木  洸太(1) 12秒23 萩原  優人(1) 12秒38 高瀬  響太(1) 12秒79 髙山　瑞季(1) 12秒91 清水玲央斗(1) 13秒01 須永　宙依(1) 13秒11 丸山  豹駕(1) 13秒21 星野  一磨(1) 13秒24

新里 笠懸 大間々 相生 笠懸南 相生 笠懸 みどり東

瀧本  吉輝(1) 4分46秒90 今泉　雄樹(1) 4分48秒22 丹泰　大輝(1) 4分51秒48 宮﨑  裕大(1) 4分55秒28 石原　琉成(1) 4分55秒64 渡邊  はる(1) 4分59秒86 兒玉  結貴(1) 5分10秒26 篠原孝太郎(1) 5分12秒86

境野 笠懸南 笠懸南 中央 桐大附属 笠懸 中央 大間々東

丸山  豹駕(1) 530 清水玲央斗(1) 506 直江　晃希(1) 468 青木  慶太(1) 450 山﨑  祐輔(1) 445 松島  優介(1) 432 湯澤　佳太(1) 417 清水  大和(1) 416

笠懸 笠懸南 笠懸南 境野 中央 大間々東 清流 大間々東

小島  颯人(2) 12秒03 清水  勇汰(2) 12秒32 阿部　陽樹(2) 12秒34 前原  光伯(2) 12秒45 向田  悠馬(2) 12秒49 髙木　颯太(2) 12秒51 宮村虎太郎(2) 12秒56 梅澤  嬉馬(2) 12秒79

境野 新里 境野 笠懸 相生 笠懸南 広沢 大間々

青木  洸太(1) 24秒79 清水  勇汰(2) 24秒85 前原  光伯(2) 24秒97 荻野  彰大(2) 25秒19 萩原  優人(1) 25秒27 向田  悠馬(2) 25秒27 福田  琉真(2) 25秒59 髙木　颯太(2) 25秒68

新里 新里 笠懸 境野 笠懸 相生 大間々東 笠懸南

荻野  彰大(2) 56秒35 宮村虎太郎(2) 57秒42 髙山　瑞季(1) 58秒94 相澤  拓斗(2) 59秒74 君島  竣軌(2) 1分01秒04 吉原　佳唯(2) 1分01秒11 柏井　琉太(2) 1分01秒59 星野  巧弥(2) 1分02秒30

境野 広沢 相生 清流 新里 相生 笠懸南 大間々東

髙草木架月(2) 2分03秒72 石井  大希(2) 2分12秒39 飯田    蓮(2) 2分17秒01 高橋  怜生(2) 2分20秒30 星野  輔弓(2) 2分24秒82 丹泰　大輝(1) 2分26秒60 藍原　一翔(2) 2分30秒98 今井　陽仁(2) 2分33秒17

笠懸南 大間々東 新里 笠懸 清流 笠懸南 相生 相生

髙草木架月(2) 4分23秒02 阿部　元飛(2) 4分31秒12 北村    匠(2) 4分36秒00 石井  大希(2) 4分43秒34 飯田    蓮(2) 4分46秒63 星野瑠稀杜(2) 4分50秒65 小菅  永翔(2) 4分50秒68 井本  雅斗(2) 4分51秒50

笠懸南 笠懸南 川内 大間々東 新里 新里 桜木 清流

阿部　元飛(2) 9分44秒22 北村    匠(2)10分01秒68星野瑠稀杜(2)10分15秒92井本  雅斗(2)10分22秒30今泉　雄樹(1)10分23秒39高橋  怜生(2)10分23秒83山上  優作(2)10分35秒60

笠懸南 川内 新里 清流 笠懸南 笠懸 新里

小島  颯人(2) 18秒26 柏井　琉太(2) 18秒83 小澤　拓真(1) 19秒15 市川  羽琉(2) 19秒68 森田　莉史(1) 20秒29 島村  祐多(2) 20秒71 井出  創己(1) 21秒10 八十田祐翔(1) 23秒37

境野 笠懸南 広沢 大間々東 笠懸南 樹徳 大間々 相生

境野 47秒77 相生 48秒95 大間々東 48秒98 新里 49秒02 笠懸 49秒51 大間々 49秒80 笠懸南 50秒28 広沢 51秒59

阿部　陽樹(2) 森    明斗(2) 星野  巧弥(2) 君島  竣軌(2) 武井  海登(1) 梅澤  嬉馬(2) 直江　晃希(1) 小澤　拓真(1)

小島  颯人(2) 向田  悠馬(2) 一場  琉聖(2) 青木  洸太(1) 前原  光伯(2) 高瀬  響太(1) 髙木　颯太(2) 藤生  亮太(2)

青木  慶太(1) 吉原　佳唯(2) 福田  琉真(2) 飯田    蓮(2) 丸山  豹駕(1) 薗田　李樹(2) 鈴木乎太郎(2) 渡邉　大樹(1)

荻野  彰大(2) 髙山　瑞季(1) 市川  羽琉(2) 清水  勇汰(2) 萩原  優人(1) 尾池  達陽(2) 清水玲央斗(1) 宮村虎太郎(2)

福田  琉真(2) 150 岡部  晴迪(2) 145 大川  拓真(2) 笠懸南 145 渡邉　大樹(1) 145 瀬戸  遥稀(1) 145 瀧本  吉輝(1) 140 須永　宙依(1) 135

大間々東 大間々 荒川流羽衣(2) 大間々 145 広沢 中央 境野 相生

桂    和弘(2) 579 岡部  晴迪(2) 533 杉山  果楓(2) 507 星野  巧弥(2) 506 藤生  亮太(2) 498 島村  祐多(2) 489 尾池  達陽(2) 485 岸和田　諒(2) 461

相生 大間々 新里 大間々東 広沢 樹徳 大間々 川内

鈴木乎太郎(2) 738 増田    匠(2) 695 中野  昊汰(1) 606 三輪田　陸(1) 546 田島　慶太(1) 538 横塚  智貴(1) 523 石原　燦豪(1) 435

笠懸南 新里 大間々東 笠懸南 相生 大間々東 清流

笠懸南 105.5点 新里 73点 境野 58点 大間々東 53点 相生 48点 笠懸 47点 大間々 33.5点 広沢 24点

共通２００ｍ

共通砲丸投

共通走幅跳

共通１１０ｍＨ

共通４００ｍ

決勝記録一覧表平成３０年度　桐生市みどり市中学校新人大会

第7位第5位 第6位

２年１００ｍ

第3位

１年１００ｍ

第8位

１年１５００ｍ

男

子

男子総合

共通３０００ｍ

共通８００ｍ

共通走高跳

共通４×１００ｍＲ

１年走幅跳

期日：平成３０年９月２３日（日）競技場：桐生市陸上競技場

第4位第1位 第2位

共通１５００ｍ

種目



阿 戸南 (1) 13秒44井　希成(1) 13秒84 星野  羽(1) 13秒96瀬　 (1) 14秒30田 (1) 14秒48 (1) 14秒49 田村  (1) 14秒66岸　小 (1) 14秒72

清流 笠懸南 大間々 広沢 広沢 笠懸南 中央 清流

吉村　 (1) 2分33秒68原  優(1) 2分41秒75藤  優日(1) 2分42秒59石  真(1) 2分44秒59木    (1) 2分48秒13島　果 (1) 2分48秒73 小  (1) 2分50秒92 橋本    (1) 3分04秒52

清流 新里 中央 大間々東 大間々東 相生 新里 桜木

田 (1) 426 川村  莉子(1) 417 田  (1) 412 髙橋　 (1) 412 新井　悠(1) 410 阿部  (1) 403 武藤  (1) 396 小　優 (1) 385

広沢 中央 大間々 相生 清流 樹徳 笠懸 笠懸南

  (2) 13秒23 今泉  (2) 13秒39 福間  里央(2) 13秒84 小　　 (2) 13秒92 野  羽(2) 14秒10 宮川  (2) 14秒34 小  (2) 14秒37 武江  和(2) 14秒46

相生 大間々 境野 笠懸南 相生 大間々東 境野 広沢

  (2) 27秒60 阿戸南 (1) 27秒87 福間  里央(2) 28秒89井　希成(1) 29秒30 阿唯 (2) 29秒36瀬　 (1) 29秒67 小  (2) 29秒92  月(2) 30秒58

相生 清流 境野 笠懸南 新里 広沢 境野 広沢

丹羽  (2) 2分32秒29藤  (2) 2分34秒79山  智(2) 2分45秒45 木  (2) 2分51秒47 川井  (2) 2分56秒41

境野 大間々東 境野 大間々東 広沢

藤  (2) 5分18秒23 吉村　(1) 5分20秒08 丹羽  (2) 5分25秒76原  優(1) 5分29秒86石  真(1) 5分41秒96島　果 (1) 5分49秒94 石川  (2) 6分10秒34 鈴木  瑠里(2) 6分33秒66

大間々東 清流 境野 新里 大間々東 相生 境野 大間々

今井　優 (1) 17秒93 前原  瑠(1) 18秒60島　 星(2) 19秒03 和田  一(2) 19秒91 鈴木　(1) 20秒93 (1) 20秒97 岡田　(1) 21秒35

清流 大間々 笠懸南 相生 相生 笠懸南 清流

相生 54秒41 大間々 54秒43 境野 55秒19 笠懸南 55秒68 広沢 55秒74 清流 55秒77 中央 59秒19 新里 59秒76

鈴木　 (1) 松田  楓(2) 小  (2) 小　優 (1)   月(2) 岸　小 (1) 川村  莉子(1) 原  優(1)

  (2) 今泉  (2) 福間  里央(2) 小　　 (2) 武江  和(2) 新井　悠(1) 田村  (1)   瑠(1)

和田  一(2) 石原    (2) 丹羽  (2) (1) 吉田  (2) 今井　優(1) 森部　 (2)   (1)

野   羽(2) 星野  羽(1) 山  智(2) 井　希成(1) 瀬　 (1) 阿戸南 (1) 藤田　　優(2) 阿唯 (2)

本    (2) 140 藤田　　優(2) 135 丹羽  (2) 130 武江  和(2) 広沢 120 岸　小 (1) 120

桜木 中央 大間々 新井　悠 (1) 清流 120 清流

田  莉(2) 広沢 120

阿 唯 (2) 新里 120

小 　　 (2) 488 野  羽(2) 482   月(2) 447 宮川  (2) 430 尾  (2) 410 森部　 (2) 403 子  (2) 382 丹羽  (2) 351

笠懸南 相生 広沢 大間々東 広沢 中央 大間々 大間々

田   子(2) 917 藤  (2) 892 野　一 (2) 865 大  真央(1) 820 吉岡　 (2) 800 子  (2) 771 田  (2) 723 子    (2) 686

川内 桜木 笠懸南 桜木 笠懸南 大間々 広沢 清流

相生 55点 清流 53.5点 笠懸南 53点 広沢 49点 大間々 46点 境野 44点 大間々東 41点 中央 27点

笠懸南 158.5点 相生 103点 境野 102点 新里 95.5点 大間々東 94点 大間々 79.5点 広沢 73点 清流 72.5点

共通２００ｍ

共通８００ｍ

共通走幅跳

１年１００ｍ

共通１００ｍＨ

１年８００ｍ

１年走幅跳

２年１００ｍ

共通砲丸投

共通４×１００ｍＲ

共通１５００ｍ

共通走高跳

決勝記録一覧表
競技場：桐生市陸上競技場 期日：平成３０年９月２３日（日）

第6位 第7位 第8位第3位種目 第1位 第2位 第4位 第5位

平成３０年度　桐生市みどり市中学校新人大会

子総合

男 総合

子


