
順　位 成　　　　　績

新 体 操 女 高崎 片岡 優　勝 １５．３００点

ソ フ ト ボ ー ル 男 安中 新島学園 優　勝 決勝　９－１　佐野（群馬）

ソ フ ト ボ ー ル 女 太田 藪塚本町 優　勝 決勝　２－１　大田原金田南（栃木）

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 佐野 ２　位 決勝　１－９　新島学園(群馬）

ハ ン ド ボ ー ル 男 富岡 南 ２　位 決勝　２６－２７　東久留米西(東京）

軟 式 野 球 男 前橋 第七 ３　位 準決勝　３－５　飯岡(千葉）

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 中尾 ３　位 準決勝　８－１５　佐野(群馬）

バ ス ケ ッ トボ ー ル 男 桐生 相生 ３　位 準決勝　４６－６６　アレセイア湘南(神奈川）

ハ ン ド ボ ー ル 女 富岡 西 ベスト８ 準々決勝　４-３８　東久留米西（東京）

バ ド ミ ン ト ン 男 みどり 笠懸 ベスト８ 準々決勝　０－２　小平第二（東京）

バ ド ミ ン ト ン 男 太田 西 ベスト８ 準々決勝　０－２　埼玉栄（埼玉）

柔 道 男 前橋 みずき ベスト８ 準々決勝　１－４　結城（茨城）

陸 上 競 技 男 群馬県 ６　位 ６０．５点

陸 上 競 技 女 群馬県 ６　位 ３１．５点

駅 伝 競 走
女

伊勢崎 第三
７　位

４０分２６秒

平成２９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

２年１００ｍ 栁田　大輝 (2) 館林 第一 １位 １１秒０１　

共通棒高跳 古澤　一生 (3) 高崎 新町 １位 ４ｍ５０

２００ｍ自由形 荒木　勇太郎 (3) みどり 笠懸南 １位 １分５９秒００

１００ｍ平泳ぎ 齋藤　翼 (3) 佐波 玉村南 １位 １分０７秒０２

２年１００ｍ 井上　直紀 (2) 高崎 群馬南 ２位 11秒０７

共通棒高跳 柄澤　智哉 (3) 高崎 群馬南 ２位 ４ｍ４０

女子 共通砲丸投 下田　莉未 (3) 前橋 富士見 ２位 １３ｍ４２

２００ｍ自由形 川野　陽己 (2) 高崎 第一 ２位 ２分００秒０１

４００ｍ自由形 川野　陽己 (2) 高崎 第一 ２位 ４分１３秒４４

共通８００ｍ 大楢　龍輝 (2) 沼田 利根 ３位 １分５７秒３７

四種競技 富井　海斗 (3) みどり 笠懸南 ３位 ２６１４点

女子 共通１５００ｍ 不破　聖衣来 (3) 高崎 大類 ３位 ４分２８秒９５

喜樂　洸音 (2)

北爪　琉登 (2)

５５㎏級 池田　航太郎 (2) 高崎 箕郷 ３位 準決勝　室谷（埼玉・田島）　一本　移腰

６６㎏級 武井　佑磨 (3) 高崎 箕郷 ３位 準決勝　菊川（神奈川・金目）　ＧＳ一本　小外掛

９０㎏級 君田　浩気 (3) 利根 昭和 ３位 準決勝　戸髙（東京・八王子六）　ＧＳ反則勝 指導３

４４㎏級 長岡　采枝 (3) 吾妻 草津 ３位 準決勝　桑田（東京・淑徳）　ＧＳ反則勝 指導３

５７㎏級 延命　未姫 (3) 桐生 相生 ３位 準決勝　吉田（東京・帝京）　ＧＳ反則勝

６３㎏級 長谷川　緒寧 (3) 利根 新治 ３位 準決勝　新夕（埼玉・田島）　優勢勝　大腰

剣　道 女子 個　人 大西　莉央 (3) 高崎 箕郷 ３位 準決勝　佐々木（埼玉・吉川南）　メ

男子 共通１５００ｍ 北村　勇貴 (3) みどり 笠懸南 ４位 ４分０９秒３７

女子 共通８００ｍ 武田　菜月 (2) 藤岡 北 ４位 ２分１６秒０３

陸上競技 女子 共通走幅跳 中里　百音 (3) 渋川 渋川北 ５位 ５ｍ４０

２００ｍ平泳ぎ 風越　彩妃 (1) 桐生 桐大附属 ５位 ２分３９秒６７

４００ｍＭＲ 高崎 中央中等 ５位 ４分４０秒０６

５０㎏級 高木　　空 (3) 高崎 箕郷 ベスト８ 準々決勝　小菅（神奈川・追浜）　一本上四方固

６０㎏級 射羽　　陸 (3) 高崎 箕郷 ベスト８ 準々決勝　大久保（東京・八王子六）ＧＳ優勢体落

７３㎏級 福田　光治 (3) 高崎 高南 ベスト８ 準々決勝　小田桐（東京・国士舘）一本袈裟固

９０㎏超級 見友　詞勝 (3) 富岡 西 ベスト８ 準々決勝　岡部（東京・国士舘）一本大外刈

４０㎏級 唐澤　美咲 (1) 前橋 荒砥 ベスト８ 準々決勝　半田（栃木・足利協和）ＧＳ優勢横落

秋本　紗英 (3) 高崎 箕郷 ベスト８ 準々決勝　大石（神奈川・大野北）優勢勝

須藤　萌々子 (2) 前橋 大胡 ベスト８ 準々決勝　新井（東京・淑徳）一本上四方固

佐藤　はな (3) 桐生 清流 ベスト８ 準々決勝　池田（東京・帝京）一本袖釣込腰

早野　智香 (2) 高崎 長野郷 ベスト８ 準々決勝　平塚（茨城・千代川）一本裏投

７０㎏級 湯本　真尋 (3) 前橋 富士見 ベスト８ 準々決勝　平野（神奈川・茅ヶ崎一）一本袈裟固　

剣　道 男子 鈴木　智大 (2) 前橋 富士見 ベスト８ 準々決勝　林（茨城・靑葉）　ド　延

荒砥 ３位 準決勝　０－４　幡谷・竹谷（埼玉・杉戸）

柔　道

平成２９年度　関東中学校体育大会　個人入賞一覧　　　

競　技　種　目 　氏　名　（学年）

男子

男子

水泳競技

陸上競技

ソフトテニス 男子 個　人 前橋

男子

男子

陸上競技

女子

男子水泳競技

陸上競技

女子

女子

男子

水泳競技

陸上競技

柔　　道

男子

４８㎏級

５２㎏級

須永・阿久津・吉田・近藤



郡市 学校名 順位 成　　　　　績

共通走高跳 柴川　光喜 (3) 高崎 榛名 ６位 １ｍ８５

共通砲丸投 嶌田　絢介 (3) 桐生 中央 ６位 １３ｍ１０

女子 共通１５００ｍ 増田　優菜 (3) 前橋 第七 ６位 ４分３４秒３１

２００ｍ平泳ぎ 佐々木　淳成 (3) 館林 第一 ６位 ２分２６秒６１

２００ｍ個メドレー 橋本　大河 (3) 太田 城東 ６位 ２分１５秒９２

共通１１０ｍＨ 金子　翔音 (3) 前橋 共愛学園 ７位 １４秒８４

共通走高跳 大山　凌雅 (3) 高崎 群馬中央 ７位 １ｍ８０

共通棒高跳 髙橋　陸人 (3) 北群馬 吉岡 ７位 ４ｍ２０

共通走高跳 岸　萌々香 (3) 渋川 渋川北 ７位 １ｍ５５

共通砲丸投 角田　あゆみ (3) 前橋 第七 ７位 １２ｍ８７

１００ｍ背泳ぎ 岩﨑　優介 (3) 伊勢崎 第四 ７位 １分０２秒５８

４００ｍ個メドレー 橋本　大河 (3) 太田 城東 ７位 ４分４９秒９４

女子 １００ｍ平泳ぎ 鈴木　千尋 (3) 桐生 桜木 ７位 １分１４秒７８

共通２００ｍ 伊藤　俊明 (3) 伊勢崎 第三 ８位 ２２秒７８

共通４００ｍ 唐澤　祐伍 (3) 高崎 榛名 ８位 ５２秒４３

２年１００ｍ 美細津エメリア (2) 高崎 佐野 ８位 １２秒８５

共通２００ｍ 清水　捺未 (3) 伊勢崎 第三 ８位 ２５秒７８

共通８００ｍ 佐藤　友郁 (3) 前橋 元総社 ８位 ２分１８秒０９

男子 ２００ｍバタフライ 青木　諒馬 (3) 館林 第一 ８位 ２分１２秒７７

女子 ４００ｍフリーＲ 高崎 中央中等 ８位 ４分１７秒６１

男子

水泳競技
近藤・毒島・俵・須永

陸上競技

男子

女子

陸上競技

水泳競技

男子

男子

女子

陸上競技

競　技　種　目 　氏　名　（学年）

水泳競技 男子


