
遠藤  礁坪(1) 12秒74 髙橋  爽太(1) 13秒01 長野廉太朗(1) 13秒18 高瀬  奏麻(1) 13秒57 小島  優翔(1) 13秒80 武井  陽槻(1) 14秒04 牛込蒼一朗(1) 14秒05 丹羽  亮太(1) 14秒11

川内 新里 新里 大間々 境野 笠懸南 笠懸 笠懸南

岩澤  翼希(1) 4分53秒71 多和田理澄(1) 4分53秒75 大渕  快人(1) 5分03秒78 松村  颯大(1) 5分17秒78 齋藤    悠(1) 5分19秒40 黒澤  和真(1) 新里 5分19秒47 津田  翔麻(1) 5分37秒60

大間々 黒保根 笠懸 桐大附属 笠懸 石川  泰成(1) 新里 5分19秒47 川内

遠藤  礁坪(1) 4m37 林    泰地(1) 4m26 高瀬  奏麻(1) 4m17 生方    蓮(1) 4m05 桑原  蒼空(1) 4m02 田村  颯太(1) 3m73 武井  陽槻(1) 3m62 後閑  琉斗(1) 3m61

川内 清流 大間々 清流 黒保根 川内 笠懸南 新里

小野里琉生(2) 11秒99 堀口  音亜(2) 11秒99 桑原    漣(2) 12秒26 高見  海都(2) 12秒27 加藤  堯也(2) 12秒35 一場  慶駿(2) 12秒41 遠藤  真叶(2) 12秒61 市川  心琉(2) 12秒65

清流 桜木 笠懸 大間々東 笠懸 大間々東 笠懸南 広沢

原田  悠聖(3) 11秒49 韮山  陽葵(3) 11秒71 竹内  純功(3) 11秒73 三宅  永倖(3) 11秒76 堀越  俐玖(3) 12秒07 岸本  優輝(3) 12秒10 新井  鈴久(3) 12秒20 渋谷  昌聡(3) 12秒29

中央 笠懸南 広沢 清流 境野 桜木 境野 新里

原田  悠聖(3) 23秒50 竹内  純功(3) 23秒88 小野里大星(3) 24秒37 岸本  優輝(3) 24秒67 三宅  永倖(3) 24秒81 岡田  大輝(3) 24秒82 須藤  瑛大(3) 24秒89 髙木  優生(3) 25秒30

中央 広沢 広沢 桜木 清流 笠懸 清流 笠懸南

小野里大星(3) 55秒56 松木  新汰(3) 56秒35 星野  颯人(2) 56秒41 中嶋  芯羽(3) 56秒62 髙木  優生(3) 56秒90 堀越  俐玖(3) 57秒36 岡田  大輝(3) 57秒38 須藤  瑛大(3) 57秒54

広沢 広沢 笠懸南 新里 笠懸南 境野 笠懸 清流

中嶋  芯羽(3) 2分10秒71 星野  颯人(2) 2分11秒43 松木  新汰(3) 2分13秒81 大野  柳真(2) 2分19秒33 佐藤  碧海(3) 2分21秒55 山内  煌大(3) 2分22秒85 萩原  青吾(3) 2分23秒84 鈴木  和弥(3) 2分28秒84

新里 笠懸南 広沢 新里 笠懸南 大間々 境野 川内

小林  大河(3) 4分33秒47 大野  柳真(2) 4分40秒64 佐藤  悠拓(3) 4分45秒46 齋藤    眞(3) 4分48秒57 松倉    孔(2) 4分49秒06 青木  龍惺(3) 4分53秒71 髙橋  紫羅(2) 4分55秒16 山内  煌大(3) 4分56秒16

新里 新里 笠懸南 笠懸 中央 境野 みどり東 大間々

小林  大河(3) 9分58秒44 齋藤    眞(3) 10分05秒12 境野  瑠人(3) 10分06秒49 佐藤  悠拓(3) 10分19秒35 松倉    孔(2) 10分25秒39 青木  龍惺(3) 10分32秒90 田中  佑太(2) 10分44秒88 永盛  朔久(2) 10分46秒18

新里 笠懸 新里 笠懸南 中央 境野 桐大附属 広沢

渋谷  昌聡(3) 16秒14 星野慎太郎(3) 18秒34 田中  大登(3) 18秒42 松島    蒼(3) 19秒88 毒島  昊汰(3) 21秒76 長谷川慶人(3) 24秒18

新里 大間々東 清流 笠懸南 境野 笠懸南

広沢 46秒86 清流 46秒87 笠懸南 46秒95 桜木 47秒11 笠懸 48秒27 大間々 49秒26 新里 49秒45 大間々東 49秒93

市川  心琉(2) 田中  大登(3) 大木  怜音(2) 淀川  颯太(3) 加藤  堯也(2) 北島  壱聡(3) 上山丈太朗(2) 一場  慶駿(2)

小野里大星(3) 三宅  永倖(3) 小林    洸(3) 堀口  音亜(2) 桑原    漣(2) 星野  友紀(3) 中嶋  芯羽(3) 高見  海都(2)

松木  新汰(3) 須藤  瑛大(3) 髙木  優生(3) 山本ゆうじ(3) 荒木  悠空(3) 山内  煌大(3) 坂本  琥音(2) 吉澤    望(2)

竹内  純功(3) 小野里琉生(2) 韮山  陽葵(3) 岸本  優輝(3) 岡田  大輝(3) 堤    愛翔(3) 渋谷  昌聡(3) 星野慎太郎(3)

髙草木  涼(3) 1m60 坂本  琥音(2) 1m50 吉澤    望(2) 1m40 小林    洸(3) 1m40 林    泰地(1) 1m35 松島    蒼(3) 1m30 瀬谷  寿祐(3) 1m30 佐藤  琉真(3) 1m20

梅田 新里 大間々東 笠懸南 清流 笠懸南 大間々東 桜木

羽川  拓希(3) 3m80

樹徳

高見  海都(2) 6m16 楢原    空(3) 5m66 堤    愛翔(3) 5m02 田中  大登(3) 4m96 庄司  拓真(2) 4m88 今泉  侑人(3) 4m87 時﨑  天汰(2) 4m63 新井  鈴久(3) 4m54

大間々東 笠懸 大間々 清流 相生 川内 笠懸南 境野

大島  周眞(3) 9m13 清水  颯太(3) 8m56 弓納持瑛大(2) 8m33 瀬谷  陽明(3) 7m41 前原  吏稀(2) 6m83 藤生桜太郎(3) 6m46 柳澤  羚斗(2) 6m14 高野  愛佑(2) 6m05

笠懸南 桜木 中央 笠懸南 大間々 相生 みどり東 清流

新里 84点 笠懸南 84点 清流 53点 笠懸 49点 広沢 48点 大間々 36点 大間々東 32点 中央 29点

共通走高跳

共通棒高跳

共通走幅跳

共通砲丸投

男子総合

共通４００ｍ

共通８００ｍ

共通１５００ｍ

共通３０００ｍ

共通１１０ｍＨ

共通４×１００ｍＲ

第6位 第7位 第8位

男
　
　
　
子

１年１００ｍ

１年１５００ｍ

１年走幅跳

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通２００ｍ

令和３年度　桐生市みどり市中体連春季陸上競技大会 決勝記録一覧表
競技場：森エンジニアリング桐生スタジアム 期日：令和３年５月８日（土）

種目 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位



丸山  愛留(1) 13秒82 外川  真帆(1) 14秒14 相川  桜香(1) 14秒36 星野  華澄(1) 14秒53 石井  美月(1) 14秒57 小野里  杏(1) 14秒78 今泉陽南子(1) 15秒08 名淵  愛莉(1) 15秒22

笠懸 川内 黒保根 境野 広沢 新里 新里 広沢

星野  華澄(1) 2分44秒63 小林  愛依(1) 2分46秒08 高橋  晴菜(1) 2分51秒46 遠藤  ゆい(1) 2分54秒73 山本うらら(1) 2分56秒64 福田    順(1) 3分00秒64 赤石さくら(1) 3分07秒41 須永  嘉子(1) 3分07秒48

境野 桐大附属 清流 相生 清流 樹徳 笠懸南 相生

丸山  愛留(1) 4m43 相川  桜香(1) 4m08 大豆生田花音(1) 3m81 藤生  莉望(1) 3m62 倉本  歩葉(1) 3m54 石井  美月(1) 3m37 中村    舞(1) 3m35 山上    雪(1) 3m33

笠懸 黒保根 樹徳 笠懸南 大間々 広沢 大間々東 川内

丹羽萌々葉(2) 13秒31 勇﨑  理暖(2) 13秒45 林    佑衣(2) 13秒78 山﨑  愛心(2) 13秒79 小林  実生(2) 13秒83 秋山  空凜(2) 13秒94 山上  莉緒(2) 13秒97 岩崎  心胡(2) 14秒12

境野 新里 川内 笠懸南 笠懸南 清流 新里 笠懸

和田  華実(3) 13秒13 千葉ほのか(3) 13秒15 久保田ジュナ(3) 13秒28 久保田百合子(3) 13秒74 角田    優(3) 13秒82 梅澤  心優(3) 13秒99 松島  實乃(3) 14秒03 浅野　らむ(3) 14秒36

広沢 広沢 新里 川内 笠懸 川内 新里 大間々

和田  華実(3) 26秒25 千葉ほのか(3) 26秒66 丹羽萌々葉(2) 27秒28 久保田ジュナ(3) 28秒01 松島  實乃(3) 28秒62 梅澤  心優(3) 川内 28秒73 山﨑  愛心(2) 29秒10

広沢 広沢 境野 新里 新里 松本  彩愛(3) 大間々東 28秒73 笠懸南

田島  優安(3) 2分30秒98 伴場  瑠奈(2) 2分31秒74 小田川可奈(2) 2分34秒77 新井美弥姫(3) 2分37秒17 今野  羽菜(3) 2分38秒13 古澤  美胡(2) 2分39秒13 渡邊  晏花(3) 2分43秒67 小林  奏惠(3) 2分44秒67

広沢 新里 相生 新里 笠懸南 川内 笠懸 清流

伴場  瑠奈(2) 5分09秒14 今泉  友希(3) 5分28秒83 中里    鈴(2) 5分36秒41 中山  恋遙(2) 5分37秒50 木村  菜那(2) 5分40秒28 青柳  心都(3) 5分42秒36 渡邊  晏花(3) 5分44秒95 小林  愛依(1) 5分49秒13

新里 新里 広沢 広沢 中央 中央 笠懸 桐大附属

星野  依澄(2) 16秒99 塚本    聖(3) 18秒20 坂村  桃嘉(3) 18秒34 岩野  心葉(3) 18秒94 武井    蘭(3) 18秒95 薗田  美桜(3) 19秒07 小川  春菜(2) 19秒19 蛭沼  沙羅(2) 19秒68

大間々 桜木 相生 笠懸南 笠懸南 大間々東 広沢 相生

広沢 51秒59 新里 52秒52 笠懸南 53秒80 川内 53秒83 笠懸 55秒07 相生 55秒53 大間々 55秒75 境野 56秒28

田島  優安(3) 山上  莉緒(2) 岩野  心葉(3) 久保田百合子(3) 角田    優(3) 林    沙雪(2) 三浦  彩音(2) 井上  聖華(2)

川﨑    春(3) 松島  實乃(3) 小林  実生(2) 古澤  美胡(2) 中村  夢唯(2) 小田川可奈(2) 星野  依澄(2) 丹羽萌々葉(2)

和田  華実(3) 勇﨑  理暖(2) 今野  羽菜(3) 林    佑衣(2) 岩崎  心胡(2) 蛭沼  沙羅(2) 平石  優空(2) 大須賀愛実花(2)

千葉ほのか(3) 久保田ジュナ(3) 山﨑  愛心(2) 梅澤  心優(3) 木村  結貴(3) 坂村  桃嘉(3) 浅野　らむ(3) 髙木  美来(2)

三浦  彩音(2) 1m40 萱間こころ(3) 1m30 篠原  美櫻(3) 1m30 上原  那奈(3) 1m30 菊澤  凜子(3) 1m25 野村  千尋(2) 1m20 平石  優空(2) 1m15

大間々 笠懸南 大間々東 桜木 中央 桜木 大間々

天沼  莉那(2) 4m51 松本  彩愛(3) 4m46 坂村  桃嘉(3) 4m25 星野  依澄(2) 4m24 久保田百合子(3) 4m21 川﨑    春(3) 4m20 井上  聖華(2) 4m15 大塚  愛純(3) 4m10

新里 大間々東 相生 大間々 川内 広沢 境野 中央

石関  小晴(2) 9m48 石倉  芽依(3) 9m40 松島  穂波(3) 9m19 遠藤  瑞月(3) 8m28 小林  実生(2) 8m06 村川  芹奈(2) 7m00 萱間こころ(3) 6m71 新井さくら(3) 6m37

桜木 境野 大間々東 川内 笠懸南 清流 笠懸南 大間々東

新里 73点 広沢 70点 笠懸南 49点 川内 42点 境野 37点 大間々 30点 笠懸 29点 相生 28点

新里 157点 笠懸南 133点 広沢 118点 笠懸 78点 清流 70点 大間々 66点 川内 66点 境野 63点

女子総合

男女総合

共通１５００ｍ

共通１００ｍＨ

共通４×１００ｍＲ

共通走高跳

共通走幅跳

共通砲丸投

第7位 第8位

女
　
　
　
子

１年１００ｍ

１年８００ｍ

１年走幅跳

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通２００ｍ

共通８００ｍ

決勝記録一覧表
競技場：森エンジニアリング桐生スタジアム 期日：令和３年５月８日（土）

種目 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位

令和３年度　桐生市みどり市中体連春季陸上競技大会


