
順　位 成　　　　　績

ソ フ ト ボ ー ル 男 安中 新島学園 優　勝 決勝　１５－１　筑西明野（茨城）

駅 伝 競 走 男 吾妻 中之条 １　位 ５５分０２秒

水 泳 男 高崎 大類 ２　位 １９点

剣 道 男 前橋 富士見 ２　位 決勝　１－２　関（東京）

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 佐野 ３　位 準決勝　１－６　筑西明野(茨城）

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 中尾 ３　位 準決勝　４－１１　新島学園(群馬）

ソ フ ト ボ ー ル 女 太田 藪塚本町 ３　位 準決勝　１－２　日出(東京）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 男 沼田 沼田西 ３　位 準決勝　５７－７０　東海大菅生(東京）

ハ ン ド ボ ー ル 女 富岡 南 ３　位 準決勝　２１－３０　三郷北（埼玉）

ソ フ ト テ ニ ス 女 高崎 箕郷 ３　位 準決勝　０－２　芝東(埼玉）

陸 上 競 技 男 群馬県 ３　位 １０１，５点

柔 道 男 前橋 みずき ３　位 準決勝　１－２　埼玉栄(埼玉）

水 泳 女 前橋 群大附属 ５　位 １６点

ソ フ ト ボ ー ル 女 伊勢崎 第三 ベスト８ 準々決勝　１－４　茅ヶ崎松林（神奈川）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 男 太田 西 ベスト８ 準々決勝　５３－５６　日大豊山（東京）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 女 桐生 広沢 ベスト８ 準々決勝　５４－６９　日体大桜華（東京）

ハ ン ド ボ ー ル 男 富岡 南 ベスト８ 準々決勝　２２－３１　三郷北（埼玉）

バ レ ー ボ ー ル 男 高崎 塚沢 ベスト８ 準々決勝　０－２　大森第二（東京）

ソ フ ト テ ニ ス 女 吾妻 中之条 ベスト８ 準々決勝　０－２　昭和学院（千葉）

バ ド ミ ン ト ン 男 邑楽 大泉南 ベスト８ 準々決勝　０－２　淑徳巣鴨（東京）

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

バ ド ミ ン ト ン 女 太田 太田 ベスト８ 準々決勝　０－２　小平第二（東京）

サ ッ カ ー 男 北群馬 吉岡 ベスト８ 準々決勝　０－１　御所ケ丘（茨城）

陸 上 競 技 女 群馬県 ６　位 ４６．５点

平成３０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

小林　彩奈 (3)

左近　知美 (3)

３年１００ｍ 井上　直紀 (3) 高崎 群馬南 １位 １０秒６０　

1年１５００ｍ 吉村　虎乃輔 (1) 太田 城西 １位 ４分２５秒０９

共通８００ｍ 大楢　龍輝 (3) 沼田 利根 １位 １分５９秒０５

共通１５００ｍ 帰山　侑大 (3) 桐生 清流 １位 ４分０９秒１４

女子 共通走高跳 岡野　弥幸 (3) 太田 尾島 １位 １ｍ６３

水泳競技 男子 ４００ｍ自由形 秋山　蓮太郎 (3) 高崎 大類 １位 ４分１０秒０５

柔　　　道 女子 ４８㎏級 長岡　采枝 (3) 吾妻 草津 １位 決勝　岡野（埼玉・田島）　合わせ技

体操競技 男子 種目別　跳馬 唐澤　一志 (3) 高崎 中央中等 １位 １３．６５０

第　１　区 塩原　  匠 (3) 吾妻 中之条 １位 ９分３０秒

第　２　区 樺澤　温輝 (2) 前橋 富士見 １位 ８分５２秒

第　３　区 大囿　龍之介 (3) 北群馬　吉岡 １位 ８分４９秒

第　４　区 青木　瑠郁 (3) 伊勢崎 第四 １位 ８分４８秒

第　５　区 綿貫　風雅 (1) 吾妻 中之条 １位 ９分０５秒

第　６　区 小池　佑希 (3) 吾妻 中之条 １位 ８分５３秒

猿渡　涼太 (3)

岩﨑　俊介 (3)

今泉　菜々 (3)

竹和　　凛 (3)

男子 共通３０００ｍ 堀口　花道 (3) 甘楽 甘楽 ２位 ９分０４秒５１

共通２００ｍ 美細津エメリア (3) 高崎 佐野 ２位 ２５秒２８

共通走幅跳 竹村　杏月 (3) 高崎 佐野 ２位 ５ｍ５７

２００ｍ自由形 秋山　蓮太郎 (3) 高崎 大類 ２位 １分５９秒０３

１００ｍバタフライ 武　　快飛 (2) 伊勢崎 第一 ２位 ５８秒２５

体操競技 男子 種目別　跳馬 山田　雄大 (2) 高崎 片岡 ２位 １３．６００

喜樂　洸音 (3)

北爪　琉登 (3)

１年１５００ｍ 綿貫　風雅 (1) 吾妻 中之条 ３位 ４分２５秒６４

２年１００ｍ 吉次　悠真 (2) 太田 休泊 ３位 １１秒４３

共通３０００ｍ 塩原　  匠 (3) 吾妻 中之条 ３位 ９分０５秒５４

共通走幅跳 栁田　大輝 (3) 館林 第一 ３位 ７ｍ０５

共通走高跳 長谷川　契 (3) 伊勢崎 境西 ３位 １ｍ８８

共通棒高跳 小暮　七斗 (3) 太田 南 ３位 ４ｍ２０

１年８００ｍ 矢島　好逢 (1) 安中 新島学園 ３位 ２分２１秒２９

２年１００ｍ 福田　桃子 (2) 前橋 大胡 ３位 １２秒４０

５５㎏級 池田　航太郎 (3) 高崎 箕郷 ３位 準決勝　五十嵐（神奈川・金目）　肩車

６６㎏級 北條　允人 (1) 前橋 大胡 ３位 準決勝　髙橋（千葉・行田）僅差

女子 ５２㎏級 早野　智香 (3) 高崎 長野郷 ３位 準決勝　髙橋（神奈川・金目）　僅差

駅伝競走 女子 第　１　区 山田　　愛 (3) 富岡 南 ３位 １０分４７秒

決勝　２－４　高橋・黒坂（埼玉・芝東）

陸上競技

男子

女子

ソフトテニス 個　人

安中

３位

２位

男子

女子

第一

準決勝　３－４　高橋・黒坂（埼玉・芝東）

１位 決勝　４－１　今泉・竹和（群馬・中之条）

女子 個　　人 吾妻 中之条 ２位 決勝　１－４　小林・左近（群馬・新島学園）

男子

安中 新島学園

前橋 荒砥

男子

陸上競技

個　　人

駅伝競走 男子

ソフトテニス

平成３０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

陸上競技

ソフトテニス 女子 個　人

柔　道

水泳競技



郡市 学校名 順位 成　　　　　績

１年１５００ｍ 大久保　綾 (1) 高崎 塚沢 ４位 ４分２５秒９６

共通棒高跳 手島　遼太 (3) 前橋 第七 ４位 ４ｍ００

２００ｍ自由形 川野　陽己 (3) 高崎 第一 ４位 ２分００秒１８

１５００ｍ自由形 松橋　佳秀 (2) 桐生 広沢 ４位 １６分５４秒９１

女子 ４００ｍFR 前橋 群大附属 ４位 ４分１１秒６８

男子 第　４　区 高橋　大地 (3) 吾妻 中之条 ４位 ９分１３秒

女子 第　５　区 高橋　雛乃 (2) 甘楽 甘楽 ４位 １０分０２秒

男子 ４×１００ｍリレー 高崎 群馬南 ５位 ４４秒０６

１年８００ｍ 河野　愛沙美 (1) 邑楽 大泉北 ５位 ２分２２秒２６

１年走幅跳 百武　ゆずゆ (1) 伊勢崎 宮郷 ５位 ４ｍ９６

水泳競技 女子 ２００ｍ平泳ぎ 荻野　萌子 (1) 前橋 第五 ５位 ２分４０秒２２

駅伝競走 女子 第　４　区 小山　　葵 (3) 吾妻 中之条 ５位 ６分５３秒

個　人 伊瀬　真奈美 (2) 前橋 桂萱 ベスト８ 準々決勝　１－３　新井（神奈川・中原）

個　人 下鳥　　郁 (3) 前橋 桂萱 ベスト８ 準々決勝　０－３　木田（神奈川・東山田）

シングル 小林　遥輝 (3) 太田 太田 ベスト８ 準々決勝　０－２　宮川（東京・山崎）

松本　  悠 (3)

杉本　晴輝 (3)

女子 シングル 大村　悠花 (2) 高崎 中央中等 ベスト８ 準々決勝　０－２　長嶋（千葉・国分寺台西）

５０㎏級 長谷川　慧 (2) 高崎 塚沢 ベスト８ 準々決勝　真砂（埼玉・川口西）　僅差

７３㎏級
オゾエメナソ
プル涼太

(3) 前橋 みずき ベスト８ 準々決勝　松原（埼玉・田島）　合わせ技

４０㎏級 金子　瑠那 (3) 前橋 木瀬 ベスト８ 準々決勝　島田（神奈川・金目）　小内巻込

４４㎏級 唐澤　美咲 (2) 前橋 荒砥 ベスト８ 準々決勝　桑田（東京・淑徳）　縦四方固

５７㎏級 清水麻利亜夢華 (3) 館林 第一 ベスト８ 準々決勝　髙橋（神奈川・金目）　僅差

田中　嘉人 (3) 沼田 白沢 ベスト８ 準々決勝　大槻（東京・明大中野）　メ　延

鈴木　智大 (3) 前橋 富士見 ベスト８ 準々決勝　林（茨城・靑葉）　ド　延

個人総合 ６位 51.900（床13.15 あん馬12.2  跳馬13.6  鉄棒12.7）

種目別　鉄棒 ６位 １２．９５０点

種目別　ゆか 唐澤　一志 (3) 高崎 中央中等 ６位 １３．２５０点

共通1500m 杉森　星彦 (3) 高崎 中央中等 ６位 ４分１２秒０８

四種競技 星野　愛弥 (3) 前橋 第七 ６位 ２４８１点

男子 １００ｍ背泳ぎ 羽鳥　雄大 (3) 高崎 中尾 ６位 １分０３秒３６

２００ｍバタフライ 吉澤　穂乃佳 (3) 前橋 大胡 ６位 ２分２４秒０８

４００ｍメドレーリレー 前橋 群大附属 ６位 ４分４３秒２３

共通走高跳 横山　　剛 (3) 高崎 群馬南 ７位 １ｍ８５

１年走幅跳 宮坂　　潤 (1) 伊勢崎 第一 ７位 ５ｍ６２

４×１００ｍR 前橋 富士見 ７位 ４４秒１７

共通走高跳 金子　　茜 (3) 高崎 群馬南 ７位 １ｍ５５

共通砲丸投 山道　萌衣 (3) 太田 藪塚本町 ７位 １２ｍ９０

４００ｍメドレーリレー 前橋 群大附属 ７位 ４分２３秒６４

４００ｍフリーリレー 高崎 大類 ７位 ３分５５秒５０

女子 ４００ｍ自由形 荒谷　桃花 (2) 伊勢崎 第一 ７位 ４分３６秒１０

男子 共通２００ｍ 佐藤　智也 (3) 高崎 吉井西 ８位 ２２秒８２

女子 １年１００ｍ 石川　佑実 (1) 太田 生品 ８位 １２秒９８

水泳競技 女子 ４００ｍ個人メドレー 荒谷　桃花 (2) 伊勢崎 第一 ８位 ５分１５秒６５

男子 第　２　区 塚越　侑斗 (3) 吾妻 中之条 ８位 ９分０３秒

女子 第　３　区 大類　瑞季 (2) 甘楽 甘楽 ８位 ６分５５秒

水泳競技

狩野・八木・熊木・桑原

準々決勝　０－２　呉・山岡（埼玉・埼玉栄）
男子

バドミントン

剣　　道 男子

卓　　　球 女子

邑楽 大泉南

柔　　道

男子

水泳競技

陸上競技

水泳競技

陸上競技
男子

男子

男子

井上・田中・有賀・坂本

女子
陸上競技

駅伝競走

競　技　種　目 　氏　名　（学年）

陸上競技 男子

ベスト８

男子

女子

ダブルス

女子

山田　雄大 (2) 高崎

田村・髙橋・角田・柴山

駅伝競走

片岡
男子体操競技

狩野・八木・熊木・桑原
女子

陸上競技

五十嵐・城田・伊藤・宮崎

秋山・大須・齋藤・須田


