
木村　魁人(1) 12秒47 高橋　　匠(1) 12秒84 野尻　大河(1) 12秒99 塩野入和哉(1) 13秒15 大澤　周平(1) 13秒17 ｶｰﾝｱﾐｰﾇｱﾊﾏﾄﾞ(1) 13秒33 鏑木　友裕(1) 13秒33 清水　　光(1) 13秒45

新里 笠懸南 新里 川内 清流 大間々 笠懸 大間々東

中山　大樹(1) 4分39秒38 船橋　飛尉(1) 4分43秒38 諏訪　一也(1) 4分59秒61 田窪　　響(1) 5分00秒21 山﨑　尚貴(1) 5分09秒79 青木　祐人(1) 5分12秒30 古川　　孝(1) 5分21秒26 小倉つばさ(1) 5分23秒52

樹徳 川内 相生 新里 大間々東 清流 みどり東 笠懸

川島　聖那(2) 12秒02 堀井　洸太(2) 12秒13 小澤　孝文(2) 12秒15 中田　久貴(2) 12秒30 蛭間　涼太(2) 12秒53 谷　　大樹(2) 12秒54 新井　僚太(2) 12秒76 蛭間　悠太(2) 12秒84

清流 新里 新里 笠懸 大間々東 中央 広沢 大間々東

畑　　直和(2) 4分39秒85 須永　康幸(2) 4分40秒47 福井　銀河(2) 4分44秒69 多田　知洋(2) 4分50秒67 横田　　優(2) 4分56秒28 清水　湧作(2) 4分58秒43 大木　翔太(2) 4分59秒88 星野　昂輔(2) 5分01秒00

笠懸 笠懸 新里 新里 清流 広沢 清流 笠懸南

金子　翔太(2) 24秒64 鈴木　馨梧(2) 25秒28 板橋　佑真(2) 25秒54 蛭間　涼太(2) 25秒65 栗原　匡佑(2) 25秒73 新井　僚太(2) 25秒86 佐通　大河(2) 27秒55 荻野　靖也(2) 28秒53

清流 笠懸 新里 大間々東 大間々東 広沢 清流 大間々

吉田新一郎(2) 57秒11 板橋　佑真(2) 58秒02 鈴木　馨梧(2) 58秒79 栗原　匡佑(2) 59秒37 多田　知洋(2) 60秒07 高橋　　匠(1) 60秒96 和田　　渉(2) 61秒52 八木伸太郎(2) 63秒22

清流 新里 笠懸 大間々東 新里 笠懸南 川内 笠懸

畑　　直和(2) 2分17秒12 吉田新一郎(2) 2分23秒81 横田　　優(2) 2分25秒88 田窪　　響(1) 2分27秒34 大内　裕生(1) 2分28秒20 周藤　司真(2) 2分29秒57 山﨑　尚貴(1) 2分35秒31 小倉つばさ(1) 2分35秒79

笠懸 清流 清流 新里 笠懸南 樹徳 大間々東 笠懸

中山　大樹(1) 9分51秒69 須永　康幸(2) 9分51秒94 蛭間　　伶(2) 10分00秒21 福井　銀河(2) 10分00秒57 木口　拓巳(2) 10分25秒41 大木　翔太(2) 10分31秒63 塚越　裕貴(2) 10分33秒67 瀧澤慎之督(2) 11分13秒22

樹徳 笠懸 広沢 新里 川内 清流 清流 樹徳

林　　和樹(2) 17秒29 小澤　孝文(2) 17秒53 飯島　大和(2) 20秒20 星野　智哉(2) 27秒81

清流 新里 みどり東 みどり東

清流 47秒56 新里 48秒20 大間々東 49秒46 笠懸 51秒06 広沢 52秒03 大間々 54秒05 境野 58秒42

中野　裕太(2) 野尻　大河(1) 森　　直樹(2) 鏑木　友裕(1) 富樫　佳大(2) 荒川　光希(2) 堀越　　蓮(1)

金子　翔太(2) 小澤　孝文(2) 蛭間　涼太(2) 鈴木　馨梧(2) 新井　僚太(2) ｶｰﾝｱﾐｰﾇｱﾊﾏﾄﾞ(1) 横倉　拓実(1)

吉田新一郎(2) 堀井　洸太(2) 蛭間　悠太(2) 丹羽　皐乃(1) 清水　湧作(2) 加村　　涼(1) 森　　亜月(1)

川島　聖那(2) 板橋　佑真(2) 栗原　匡佑(2) 中田　久貴(2) 蛭間　　伶(2) 荻野　靖也(2) 采岡　亮汰(1)

林　　和樹(2) 1m65 金子　翔太(2) 1m60 飯島　大和(2) 1m50 伊豫部勇希(1) 1m45 狩野　武尊(1) 1m40 荒川　光希(2) 1m35 平形　晴長(1) 1m35 八木伸太郎(2) 1m25

清流 清流 みどり東 相生 相生 大間々 樹徳 笠懸

川島　聖那(2) 5m99 森　　直樹(2) 5m18 野尻　大河(1) 4m92 富樫　佳大(2) 4m74 髙村　浩孝(2) 4m42 高橋　　創(2) 4m34 勅使川原壮平(2) 4m22 星野　智哉(2) 4m20

清流 大間々東 新里 広沢 みどり東 笠懸 新里 みどり東

植木佑太郎(2) 10m08 堀井　洸太(2) 7m67 佐通　大河(2) 6m31 小倉　　亮(1) 6m15 多胡　翔太(1) 4m40

樹徳 新里 清流 大間々 清流

福田　凌平(3) 11秒93 森　　直樹(2) 12秒61 小林　竜太 13秒51 小林　奎太(2) 13秒60 小島　哲哉(2) 13秒83 丹羽　皐乃(1) 14秒02 采岡　亮汰(1) 14秒53 平岩　壱織(1) 14秒67

笠懸南 大間々東 大間々東 清流 大間々東 笠懸 境野 清流

福田　凌平(3) 54秒31 蛭間　悠太(2) 60秒50

笠懸南 大間々東

塚越　康平(3) 4分34秒40 田沼　　京(3) 4分40秒37 福島　凌央(3) 4分40秒75 松澤　脩人(3) 4分46秒77 中村　壮来(3) 4分50秒59 村田　拳闘(3) 4分53秒06 川島　幹也(3) 4分53秒62 広松　郁人(2) 4分55秒25

笠懸 笠懸 笠懸南 樹徳 樹徳 笠懸南 樹徳 桜木

平成２３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２３年９月２５日（日）

種目 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位

男
　
　
　
　
　
　
　
子

１年１００ｍ

１年１５００ｍ

２年１００ｍ

２年１５００ｍ

共通２００ｍ

共通４００ｍ

共通８００ｍ

共通３０００ｍ

共通１１０ｍＨ

共通４×１００ｍＲ

共通走高跳

共通走幅跳

共通砲丸投

ＯＰ１００ｍ

ＯＰ４００ｍ

ＯＰ１５００ｍ



森下　紗映(1) 13秒63 小林　桃子(1) 14秒06 新井　彩華(1) 14秒12 長島　沙樹(1) 14秒35 中沢　詩織(1) 14秒59 井上　舞耶(1) 14秒77 石倉　　南(1) 14秒82 横倉　　栞(1) 14秒88

境野 大間々 境野 相生 広沢 新里 笠懸 清流

木村　桃華(2) 13秒91 大熊　桃子(2) 14秒13 加藤なるみ(2) 14秒15 岸野　萌子(2) 14秒16 木村　吾耶(2) 14秒45 前原　亜希(2) 14秒56 伊藤　有紀(2) 14秒63 荻原　芽生(2) 14秒73

清流 清流 大間々 笠懸 境野 みどり東 中央 大間々

森下　紗映(1) 28秒22 木村　桃華(2) 28秒64 田中　綾乃(2) 28秒86 岸野　萌子(2) 28秒88 小林　桃子(1) 29秒52 新井　彩華(1) 29秒57 伊藤　有紀(2) 30秒20

境野 清流 新里 笠懸 大間々 境野 中央

小島美奈代(2) 2分32秒22 吉澤　菜々(2) 2分33秒87 青木水々果(2) 2分36秒11 諏訪　未怜(2) 2分37秒26 内田　美里(2) 2分39秒54 星野　佳奈(1) 2分40秒30 髙畑　里咲(2) 2分42秒06 青木　萌絵(2) 2分42秒46

みどり東 みどり東 笠懸南 川内 新里 川内 笠懸 清流

青木水々果(2) 5分12秒67 小島美奈代(2) 5分17秒66 諏訪　未怜(2) 5分18秒59 小金井麻衣(2) 5分18秒67 髙草木真優(1) 5分22秒96 中里来瑠巳(1) 5分27秒38 松嶋　優希(1) 5分28秒83 内田　美里(2) 5分29秒67

笠懸南 みどり東 川内 大間々東 相生 大間々東 笠懸 新里

田中　綾乃(2) 16秒59 鈴木あかね(2) 17秒62 星野　莉奈(2) 17秒93 吉澤　菜々(2) 18秒01 丹羽加奈恵(2) 18秒16 内藤　瑠香(2) 19秒19 齋藤　瑞姫(2) 20秒27 松島　果鈴(1) 20秒46

新里 笠懸 みどり東 みどり東 広沢 大間々東 桜木 笠懸

清流 55秒73 笠懸 56秒52 大間々 56秒80 みどり東 56秒83 広沢 57秒07 相生 57秒26 新里 57秒89 境野 58秒13

横倉　　栞(1) 岸野　萌子(2) 荻原　芽生(2) 星野　莉奈(2) 服部　有華(2) 新井ゆき菜(2) 内田　美里(2) 木村　吾耶(2)

木村　桃華(2) 松島　果鈴(1) 小林　桃子(1) 前原　亜希(2) 中沢　詩織(1) 長島　沙樹(1) 松島　朱音(2) 新井　彩華(1)

田面　有望(1) 石倉　　南(1) 鍛治　美憂(1) 吉澤　菜々(2) 中村　真凜(1) 山洞　　花(2) 天川　綾香(2) 新井　美聡(1)

大熊　桃子(2) 菊田　未来(1) 加藤なるみ(2) 大塚亜美奈(2) 丹羽加奈恵(2) 白井　青子(2) 田中　綾乃(2) 森下　紗映(1)

松島　朱音(2) 1m40 鈴木あかね(2) 1m40 小保方璃子(1) 笠懸 1m25 二階堂　栞(1) 1m25 福田　彩奈(1) 1m20 薗田　　玲(2) みどり東 1m15

新里 笠懸 林　　茉奈(1) 相生 1m25 中央 相生 相馬　愛梨(1) 広沢 1m15

田口　奈緒(1) 4m24 松島　果鈴(1) 4m07 星野　朱音(1) 4m03 菊田　未来(1) 3m99 西場香奈子(1) 3m94 神野　菜緖(1) 3m91 細谷　桜子(1) 3m90 原　　穂香(1) 3m83

樹徳 笠懸 桜木 笠懸 広沢 笠懸南 中央 相生

丹羽加奈恵(2) 4m51 前原　亜希(2) 4m39 提橋　李枝(2) 4m22 白井　青子(2) 4m18 服部　有華(2) 4m16 大塚亜美奈(2) 4m14 田村　奈々(2) 3m98 天川　綾香(2) 3m90

広沢 みどり東 大間々 相生 広沢 みどり東 桜木 新里

菊田　未来(1) 8m41 薗田　　玲(2) 8m04 髙沢　美夏(1) 7m21 村上由希乃(2) 7m18 秋塚　沙月(1) 6m98 佐藤　季杏(2) 6m80 木村　吾耶(2) 6m49 高瀬　葵衣(2) 6m38

笠懸 みどり東 新里 桜木 桜木 広沢 境野 みどり東

中里　ゆず(1) 14秒96 田面　有望(1) 15秒20 西場香奈子(1) 15秒22 岡部　美華(1) 15秒36 石原　彩乃(1) 15秒39 下山真里奈(1) 15秒46 小山　利菜(2) 15秒57 早田久美子(1) 15秒67

相生 清流 広沢 広沢 大間々東 清流 相生 中央

石原　彩乃(1) 32秒12 原　　穂香(1) 33秒13 細谷　桜子(1) 33秒39 高草木緋里(1) 33秒88 武　　睦月(1) 34秒05

大間々東 相生 中央 大間々東 中央

佐藤　華乃(2) 2分48秒23 反町　円香(1) 3分06秒68

大間々東 大間々東

平石　風歩(3) 1m40 岡部　理佐(2) 1m15 佐々木春香(1) 1m10

みどり東 広沢 相生

中沢　詩織(1) 3m83 中村　真凜(1) 3m66

広沢 広沢

中鉢　玲美(3) 11m51 齋藤麻莉那(3) 8m32

樹徳 樹徳

平成２３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２３年９月２５日（日）

種目 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位

女
　
　
　
　
　
　
　
　
子

１年１００ｍ

２年１００ｍ

共通２００ｍ

共通８００ｍ

共通１５００ｍ

共通１００ｍＨ

共通４×１００ｍＲ

共通走高跳

１年走幅跳

２年走幅跳

共通砲丸投

ＯＰ１００ｍ

ＯＰ砲丸投

ＯＰ２００ｍ

ＯＰ８００ｍ

ＯＰ走高跳

ＯＰ走幅跳


