
ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名
校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録

男子 1年 1448 久新陽一郎 1048 新井 億人 1042 青木 俊介 1728 栁 雄大 1229 高柳 卓秀 1486 竹内 大貴 1469 水嶋 悠太

(清流１) 12秒34 (黒１) 12秒46 (新里１) 12秒54 (中央１) 12秒78 (笠懸１) 12秒85 (川内１) 12秒89 (相生１) 13秒17
1721 澤田 尚吾

(中央１) 12秒46
男子 1年 1040 西方 博夢 1731 町田 壮 1470 樋口 陸 1632 森田 一正 1633 森田 芳正 1724 平山 優佑 1467 矢口 弘都 1487 星野 真吾

(新里１) 4分51秒81 (中央１) 4分52秒08 (相生１) 4分52秒21 (笠南１) 5分01秒84 (笠南１) 5分04秒05 (中央１) 5分10秒75 (広沢１) 5分14秒51 (川内１) 5分18秒58

男子 2年 3432 北爪 啓太 3041 弓納持京汰 3025 髙沢 和樹 3428 佐瀬圭太郎 3693 野田 祐樹 3618 福島 正大 3039 前原 郁哉 3220 曲澤 健太

(川内２) 11秒84 (み東２) 11秒96 (新里２) 12秒20 (相生２) 12秒52 (中央２) 12秒62 (大東２) 12秒64 (黒２) 12秒83 (笠懸２) 12秒84
男子 2年 3682 淺若 万豊 3696 山田 久斗 13801 青木 敦寛 3028 加藤 健太 3221 畑 昌和 3026 下山 青葉 20402 海野聖比呂 3424 寺内 涼

(樹徳２) 4分30秒75 (中央２) 4分33秒67 (清流２) 4分37秒46 (新里２) 4分39秒79 (笠懸２) 4分44秒95 (新里２) 4分45秒84 (笠南２) 4分47秒16 (広沢２) 4分53秒02

男子 共通 3432 北爪 啓太 3595 小林 直樹 3041 弓納持京汰 1448 久新陽一郎 3618 福島 正大 1042 青木 俊介 3222 森下 翔也 3428 佐瀬圭太郎

(川内２) 24秒07 (笠南２) 24秒61 (み東２) 24秒64 (清流１) 25秒77 (大東２) 26秒06 (新里１) 26秒19 (笠懸２) 26秒19 (相生２) 26秒58
男子 共通 3595 小林 直樹 3431 渡辺 心平 3685 松澤 健人 3422 青木 拓海 3409 中野 主税 3030 斉藤 直岐 1485 堀内 悠人 3222 森下 翔也

(笠南２) 54秒66 (川内２) 55秒88 (樹徳２) 58秒09 (広沢２) 59秒03 (清流２) 59秒83 (新里２) 59秒92 (川内１) 60秒16 (笠懸２) 60秒18
男子 共通 3682 淺若 万豊 1226 石川 郁人 3431 渡辺 心平 3030 斉藤 直岐 3424 寺内 涼 3409 中野 主税 1724 平山 優佑 3422 青木 拓海

(樹徳２) 2分09秒06 (笠懸１) 2分09秒55 (川内２) 2分17秒86 (新里２) 2分22秒11 (広沢２) 2分22秒18 (清流２) 2分25秒93 (中央１) 2分30秒27 (広沢２) 2分33秒87

男子 共通 20401 宮城 良太 13801 青木 敦寛 3028 加藤 健太 3026 下山 青葉 3696 山田 久斗 1731 町田 壮 3221 畑 昌和 3423 岩丸 拓矢

桐生市みどり市 中学校新人大会 陸上競技大会 2008/10/5

400m

800m

第6位 第7位男子 第1位

1500m

200m

第2位 第3位 第8位

100m

1500m

100m

第4位 第5位

男子 共通 20401 宮城 良太 13801 青木 敦寛 3028 加藤 健太 3026 下山 青葉 3696 山田 久斗 1731 町田 壮 3221 畑 昌和 3423 岩丸 拓矢

(笠南２) 9分46秒52 (清流２) 9分56秒47 (新里２) 10分01秒28 (新里２) 10分02秒45 (中央２) 10分05秒33 (中央１) 10分07秒58 (笠懸２) 10分26秒01 (広沢２) 10分30秒09

男子 共通 3425 西場 崇之 3036 天川 翔太 3220 曲澤 健太 3228 宇田 大祐 3617 瀬谷 凌平 1721 澤田 尚吾 3694 竹澤 宏顕 1663 前原 良介

(広沢２) 16秒82 (新里２) 18秒19 (笠懸２) 19秒05 (大２) 19秒15 (大東２) 19秒54 (中央１) 20秒36 (中央２) 21秒03 (大東１) 21秒32
男子 共通 川内 笠懸 中央 広沢 清流 大間々東 笠懸南 樹徳

49秒20 50秒04 50秒14 50秒66 50秒86 51秒32 51秒55 51秒63
１走 竹内 大貴 (1) 森下 翔也 (2) 澤田 尚吾 (1) 青木 拓海 (2) 酒元 竜也 (2) 前原 良介 (1) 飯田慎太郎 (1) 久保田鴻飛 (2)

２走 北爪 啓太 (2) 山崎 涼太 (2) 野田 祐樹 (2) 星野 知也 (2) 中野 主税 (2) 福島 正大 (2) 池 礼紋 (2) 薗田 義弘 (2)

３走 堀内 悠人 (1) 田部井 涼 (1) 栁 雄大 (1) 萩原 亮太 (2) 小林 智紀 (2) 和田 拓馬 (2) 齋藤 拓海 (2) 須永 直 (1)

４走 渡辺 心平 (2) 高柳 卓秀 (1) 山田 久斗 (2) 西場 崇之 (2) 久新陽一郎 (1) 瀬谷 凌平 (2) 小林 直樹 (2) 松澤 健人 (2)

男子 共通 3223 今泉 聖也 1468 坂本 崚 3417 亀山 智弘 1728 栁 雄大 1227 小林 直貴 1478 諏訪 隼 1462 鈴木雄一朗 1235 長瀬 静也

(大２) 1m50 (広沢１) 1m40 (清流２) 1m35 (中央１) 1m35 (笠懸１) 1m35 (相生１) 1m30 (境野１) 1m30 (大１) 1m20
男子 共通 3025 髙沢 和樹 3597 齋藤 拓海 1469 水嶋 悠太 3425 西場 崇之 3619 和田 拓馬 1711 今井 啓之 3218 高草木忠志 3223 今泉 聖也

(新里２) 5m66 (笠南２) 5m49 (相生１) 5m38 (広沢２) 5m34 (大東２) 5m23 (樹徳１) 4m97 (笠懸２) 4m85 (大２) 4m85
男子 共通 3427 星野 知也 3429 茂田 至広 1476 結城 泉智 3036 天川 翔太 3419 谷 修斗 3418 小林 友樹 3421 川村 佳大 1052 和田 侑哉

(広沢２) 8m32 (相生２) 7m67 (相生１) 7m24 (新里２) 7m22 (清流２) 7m20 (清流２) 7m13 (境野２) 6m99 (み東１) 6m33
男子 オープン 5546 岩野 康平 5032 中村 直人 1450 金子 雄飛 13601 星野 亮也 1445 磯 和輝 3027 明村 涼 1459 粕川 安裕 3416 大竹 裕次

(大東３) 11秒67 (黒３) 12秒08 (清流１) 13秒25 (川内１) 13秒42 (清流１) 13秒77 (新里２) 13秒97 (境野１) 14秒03 (清流２) 14秒05
男子 オープン 5547 渋谷 健太

(大東３) 55秒34
男子 オープン 5033 深澤 祥寛 22605 福王寺 亘 22604 木戸間 海 22606 織田 啓希 22601 小暮 喬人 22602 米川 彰徳 13704 北山 勝也 1004 真下 泰幸

(黒３) 4分27秒63 (中央３) 4分37秒64 (中央３) 4分43秒54 (中央３) 4分49秒88 (中央３) 4分55秒38 (中央３) 4分59秒13 (桜木３) 5分00秒62 (み東３) 5分05秒30

男子 オープン 1449 中野 陽介 1662 山本 海斗 1445 磯 和輝 1659 小林 大介 1451 山田 史恭 1447 井上 雄斗 1444 橋本 修二 3411 内沼 泰紀

(清流１) 4m37 (大東１) 4m00 (清流１) 4m00 (大東１) 3m66 (清流１) 3m62 (清流１) 3m56 (清流１) 3m53 (清流２) 3m43
男子 オープン 5547 渋谷 健太 3412 菅野 祥平 3415 橋本 佑汰

(大東３) 8m34 (清流２) 6m94 (清流２) 6m29

走幅跳

砲丸投

100m
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4×100mR

走高跳

400m

(大東３) 8m34 (清流２) 6m94 (清流２) 6m29砲丸投



ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名 ナンバー 氏名
校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録 校名・学年 記録

女子 1年 2572 伊藤 早紀 2354 荻原絵理奈 2025 六本木真緒 2357 栗原 亜依 2349 田中 栞 2346 田中 葵 2187 今泉ちひろ 2503 星野 仁美

(中央１) 13秒88 (相生１) 14秒16 (新里１) 14秒34 (川内１) 14秒36 (清流１) 14秒42 (清流１) 14秒49 (大１) 14秒55 (笠南１) 14秒57
女子 2年 4326 金子有里子 4325 大熊 杏奈 4181 新井 智陽 4023 中村恵理香 4029 東宮 佑依 4183 伊藤 瞳 4022 長岡 杏奈

(清流２) 13秒35 (清流２) 13秒41 (笠懸２) 13秒60 (新里２) 14秒00 (み東２) 14秒08 (笠懸２) 14秒34 (新里２) 14秒37
4184 斉藤穂奈美

(大２) 14秒08
女子 共通 4325 大熊 杏奈 4181 新井 智陽 4023 中村恵理香 2572 伊藤 早紀 4183 伊藤 瞳 2503 星野 仁美 4324 藤本 有夏 4029 東宮 佑依

(清流２) 27秒99 (笠懸２) 27秒99 (新里２) 28秒80 (中央１) 29秒27 (笠懸２) 29秒49 (笠南１) 29秒74 (清流２) 30秒45 (み東２) 31秒06
女子 共通 4182 丹羽恵里奈 2502 佐々木美優 2357 栗原 亜依 2350 中島 瑞穂 4336 小池しきぶ 4493 島田優美香 4186 古塩 胡桃 2568 稲垣果那子

(笠懸２) 2分31秒39 (笠南１) 2分32秒01 (川内１) 2分32秒76 (清流１) 2分32秒99 (川内２) 2分38秒65 (大東２) 2分40秒03 (大２) 2分40秒90 (中央１) 2分41秒51

女子 共通 2350 中島 瑞穂 4182 丹羽恵里奈 4336 小池しきぶ 4474 山之内杏里 4327 松村しのぶ 4476 福島穂乃花 4025 齊藤 涼音 22655 中山加奈子

(清流１) 5分08秒62 (笠懸２) 5分12秒74 (川内２) 5分15秒64 (笠南２) 5分20秒51 (清流２) 5分21秒89 (笠南２) 5分22秒60 (新里２) 5分27秒92 (中央１) 5分27秒95

女子 共通 4030 東宮 希依 2349 田中 栞 4024 撹上 成美 2027 長島 和花 2359 星野美奈代 2360 丹羽 小夏 2347 下山 実穂 4184 斉藤穂奈美

(み東２) 18秒03 (清流１) 18秒34 (新里２) 19秒01 (新里１) 19秒03 (川内１) 19秒42 (桜木１) 20秒02 (清流１) 20秒31 (大２) 20秒98
女子 共通 清流 中央 大間々 みどり東 川内 広沢 相生 大間々東

54秒07 56秒73 57秒48 57秒81 59秒12 59秒52 61秒00 61秒06
１走 藤本 有夏 (2) 清田 真代 (1) 前原加央吏 (1) 東宮 希依 (2) 桜井 綾乃 (2) 川田 真里 (1) 狩野智代美 (1) 小泉 里紗 (2)
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女子 第1位 第2位 第7位 第8位

100m

１走 藤本 有夏 (2) 清田 真代 (1) 前原加央吏 (1) 東宮 希依 (2) 桜井 綾乃 (2) 川田 真里 (1) 狩野智代美 (1) 小泉 里紗 (2)

２走 金子有里子 (2) 伊藤 早紀 (1) 今泉ちひろ (1) 東宮 佑依 (2) 栗原 亜依 (1) 舘野 真記 (2) 小林 加奈 (2) 今泉 リサ (2)

３走 田中 葵 (1) 大矢 実穂 (2) 古塩 胡桃 (2) 鈴木フィフザ (2) 上野 葵 (2) 金子 詩織 (1) 大塚 麻耶 (1) 田中優瑞菜 (2)

４走 大熊 杏奈 (2) 篠原 皐生 (1) 斉藤穂奈美 (2) 前原 愛 (1) 山口 智香 (2) 三木故夜里 (2) 荻原絵理奈 (1) 島田優美香 (2)

女子 1年 2188 前原加央吏 2187 今泉ちひろ 2360 丹羽 小夏 2566 清田 真代 2348 田口ちはる 2571 篠原 皐生 2030 内田 愛里 2034 前原 愛

(大１) 4m27 (大１) 4m16 (桜木１) 4m08 (中央１) 4m07 (清流１) 4m07 (中央１) 4m06 (新里１) 3m95 (み東１) 3m95
女子 2年 4026 勅使川原夏実 4326 金子有里子 4030 東宮 希依 4337 桜井 綾乃 4022 長岡 杏奈 4324 藤本 有夏 4340 上野 葵 4539 蛭間 萌

(新里２) 4m69 (清流２) 4m45 (み東２) 4m18 (川内２) 4m03 (新里２) 4m01 (清流２) 3m97 (川内２) 3m85 (樹徳２) 3m58
女子 共通 13051 藤本恵里那 2352 金子 詩織 4025 齊藤 涼音 4332 舘野 真記

(清流２) 1m35 (広沢１) 1m20 (新里２) 1m20 (広沢２) 1m10
13052 渡邉 彩

(清流１) 1m20
女子 共通 4332 舘野 真記 4338 山口 智香 2029 渡辺 彩 4188 前原英里香 4538 川本 理子 4555 濱中 皓世 4342 石澤 絹子 2028 星野 晴香

(広沢２) 10m36 (川内２) 7m06 (新里１) 6m71 (大２) 6m37 (樹徳２) 6m27 (中央２) 5m57 (川内２) 5m48 (新里１) 5m35
女子 オープン 2348 田口ちはる 13051 藤本恵里那 13052 渡邉 彩 801 樋口 美穂 2022 市川 綾香 4341 今泉 佳恵

(清流１) 14秒79 (清流２) 15秒11 (清流１) 15秒54 (新里１) 15秒89 (新里１) 16秒18 (川内２) 19秒09
女子 オープン 4494 田中優瑞菜

(大東２) 34秒08
女子 オープン 13751 井田奈都美 13753 髙見澤香穂 6495 赤井美奈子 22651 福田 晃菜 6023 星野 栞 6497 阿部 友香 13752 清水 汐美 13754 丹羽真結子

(桜木３) 2分34秒94 (桜木３) 2分38秒28 (中央３) 2分44秒13 (中央３) 2分44秒57 (み東３) 2分45秒40 (中央３) 2分46秒28 (桜木３) 2分48秒35 (桜木３) 2分49秒15

女子 オープン 4344 長谷川夏穂 2347 下山 実穂

(川内２) 3m87 (清流１) 3m05
女子 オープン 6023 星野 栞

(み東３) 1m35
女子 オープン 4341 今泉 佳恵 4343 長澤 悠

(川内２) 5m16 (川内２) 4m65

走高跳

砲丸投
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(川内２) 5m16 (川内２) 4m65砲丸投
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