
順　位 成　　　　　績

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 中尾 優　勝 決勝　８－１　横須賀学院（神奈川）

新 体 操 女 高崎 片岡 ２　位 １３．１５０点

ソ フ ト ボ ー ル 女 太田 藪塚本町 準優勝 決勝　２－５　日出（東京）

軟 式 野 球 男 沼田 沼田西 ３　位 準決勝　０－１　常盤平(千葉）

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 佐野 ３　位 準決勝　１－２　横須賀学院(神奈川）

ソ フ ト ボ ー ル 女 太田 宝泉 ３　位 準決勝　２－３×　日出(東京）

サ ッ カ ー 男 北群馬 吉岡 ３　位 準決勝　０－３　暁星国際(千葉）

サ ッ カ ー 男 安中 新島学園 ３　位 準決勝　２－３　暁星(東京）

水 泳 男 太田 木崎 ３　位

体 操 競 技 男 高崎 佐野 ５　位 規定  80.500  自由  80.300　総合  160.800

陸 上 競 技 男 群馬県 ５　位 ８２．１点

水 泳 男 伊勢崎 境西 ５　位

軟 式 野 球 男 前橋 第七 ベスト８ 準々決勝　０-７　上一色（東京）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 男 太田 西 ベスト８ 準々決勝　４１－４５　実践学園（東京）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 男 高崎 群馬南 ベスト８ 準々決勝　６０－７２　鬼怒（栃木）

ハ ン ド ボ ー ル 女 甘楽 甘楽 ベスト８ 準々決勝　２２－２３　武蔵村山第五（東京）

ソ フ ト テ ニ ス 男 安中 第二 ベスト８ 準々決勝　０－２　清明学園（東京）

ソ フ ト テ ニ ス 女 吾妻 中之条 ベスト８ 準々決勝　１－２　横芝（千葉）

剣 道 男 前橋 東 ベスト８ 準々決勝　阿見（茨城）

陸 上 競 技 女 群馬県 ６　位 ２９．５点

体 操 競 技 女 佐波 玉村南 ８　位 　１０３．１５０点

平成２８年度　関東中学校体育大会　団体入賞一覧

学　　校　　名種　　目



郡市 学校名 順位 成　　　　　績

共通４００ｍ 天田　力暉 (3) 高崎 高南 １位 ４９秒９７　

共通棒高跳 古澤　一生 (2) 高崎 新町 １位 ４ｍ５０

１００ｍ自由形 竹越　慎悟 (3) 前橋 群大附属 １位 ５４秒８９

４００ｍ自由形 宮本　豊郎 (3) 伊勢崎 境西 １位 ４分１０秒９１

女子 ８００ｍ自由形 新井　麻友 (3) 伊勢崎 第四 １位 ９分２３秒９０

竹和　　華 (3)

保科　知里 (3)

共通１５００ｍ 北村　　光 (3) 桐生 川内 ２位 ４分１０秒８１

共通砲丸投 久保田　亞央 (3) 太田 藪塚本町 ２位 １３ｍ９２

女子 共通砲丸投 押田　慶美 (3) 前橋 第五 ２位 １３ｍ７４

２００ｍ自由形 大杉　優介 (2) 前橋 第七 ２位 ２分００秒３１

１５００ｍ自由形 宮本　豊郎 (3) 伊勢崎 境西 ２位 １６分３３秒８４　大会新

２００ｍバタフライ 塚本　龍平 (3) 太田 木崎 ２位 ２分１０秒６８

脇坂　青空 (2)

青木　悠之進 (1)

塚本　龍平 (3)

高柳　　翔 (2)

紺野　雅貴 (3)

柔　　道 男子 ６６㎏級 北條　嘉人 (3) 前橋 大胡 準優勝 決勝　田中（千葉・轟町）　

１年１００ｍ 井上　直紀 (1) 高崎 群馬南 ３位 １１秒９４

共通８００ｍ 関　　勇翔 (3) 渋川 古巻 ３位 １分５７秒１９

共通１５００ｍ 伊井　修司 (3) 前橋 富士見 ３位 ４分１１秒３１

共通走幅跳 中島　陽輝 (3) 太田 太田 ３位 ６ｍ８２

女子 共通１５００ｍ 不破　聖衣来 (2) 高崎 大類 ３位 ４分３６秒２９

水泳競技 男子 １００ｍ平泳ぎ 槌谷　尚起 (2) 前橋 東 ３位 １分０７秒７７

男子 ６６㎏級 石原　　樹 (3) 太田 宝泉 ３位 準決勝　田中（千葉・轟町）

５７㎏級 延命　未姫 (2) 桐生 相生 ３位 準決勝　五十嵐（埼玉・東松山北）　

７０㎏級 小鮒　未来 (3) 高崎 群馬中央 ３位 準決勝　黒田（埼玉・大原）　

男子 共通３０００ｍ 赤坂　　匠 (3) 桐生 樹徳 ４位 ８分５６秒８８

女子 共通走高跳 五十嵐　麻奈 (3) 富岡 西 ４位 １ｍ６０

４００ｍ自由形 平井　芽衣那 (2) 前橋 南橘 ４位 ４分３３秒９１

１００ｍ背泳ぎ 須永　ひまり (2) 高崎 中央中等 ４位 １分０６秒９６

２００ｍ背泳ぎ 椎名　　萌 (2) 伊勢崎 宮郷 ４位 ２分２３秒００

共通２００ｍ 川原　大和 (3) 高崎 高松 ５位 ２２秒６８

共通走高跳 持田　優太 (3) 佐波 玉村 ５位 １ｍ８８

女子 共通２００ｍ 中條　結月 (2) 邑楽 千代田 ５位 ２５秒４１

１５００ｍ自由形 鳥屋　僚太 (3) 伊勢崎 境西 ５位 １６分５３秒５０

２００ｍバタフライ 丸茂　優介 (3) 伊勢崎 第三 ５位 ２分１３秒３２

野中　一誠 (3) 前橋 みずき ベスト８ 準々決勝　南（埼玉・桶川西）　

射羽　　陸 (2) 高崎 箕郷 ベスト８ 準々決勝　関本（千葉・御滝）

５５㎏級 武井　佑磨 (2) 高崎 箕郷 ベスト８ 準々決勝　渡邊（山梨・下吉田）

女子 ６３㎏級 長谷川　緒寧 (2) 利根 新治 ベスト８ 準々決勝　小泉（栃木・田原）　
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競　技　種　目 　氏　名　（学年）

陸上競技

女子

男子

男子

陸上競技

男子

男子

水泳競技

優勝女子ソフトテニス 吾妻 中之条 決勝　４－０　長谷川・土屋（東京・稲城第三）

陸上競技

男子

４００ｍ
メドレーリレー

太田 木崎 ２位 ４分１８秒７４



郡市 学校名 順位 成　　　　　績

１年１５００ｍ 帰山　侑大 (1) 桐生 清流 ６位 ４分２８秒２２

３年１００ｍ 鈴木　宥翔 (3) 前橋 共愛学園 ６位 １１秒２１

共通４００ｍ 江口　歩夢 (3) 藤岡 北 ６位 ５１秒０５

共通３０００ｍ 新井　颯人 (3) 前橋 富士見 ６位 ８分５７秒６１

共通１５００ｍ 小林　香菜 (3) 前橋 第三 ６位 ４分３９秒２９

共通砲丸投 廣田　さくら (3) 高崎 吉井中央 ６位 １３ｍ２１

４００ｍ個人メドレー 関　　輝太郎 (3) 伊勢崎 第一 ６位 ４分４７秒１６

近藤　悠斗 (3)

秋山　蓮太郎 (1)

高橋　弘大 (2)

鈴木　航大 (3)

最上　洸介 (2)

共通４００ｍ 新井　健将 (3) 吾妻 東吾妻 ７位 ５１秒１７

共通棒高跳 山本　竜也 (3) 吾妻 中之条 ７位 ４ｍ００

５０ｍ自由形 野口　直央 (3) 高崎 長野郷 ７位 ２５秒６５

１００ｍ自由形 大杉　優介 (2) 前橋 第七 ７位 ５５秒９１

１００ｍ背泳ぎ 武井　　香 (3) 前橋 第一 ７位 １分０７秒５３

１００ｍ平泳ぎ 鈴木　千尋 (3) 桐生 桜木 ７位 １分１５秒４４

小林　晴花 (2)

小林　眞夢 (3)

冨賀見 柊子　 (2)

松島　あみ (1)

山口　　舞 (1)

男子 共通１５００ｍ 渡邉　竣介 (3) 前橋 東 ８位 ４分１２秒５０

１年１００ｍ 石澤　知世 (1) 安中 新島学園 ８位 １２秒９１

四種競技 齋藤　琴音 (3) 太田 城西 ８位 ２４６８点

赤坂　朋哉 (3)

塩見　颯大 (3)

小野田　凪 (1)

高浪　稜河 (3)

　氏　名　（学年）競　技　種　目
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