
順　位 成　　　　　績

ソ フ ト ボ ー ル 男 安中 新島学園 1  位 決　勝　　１－０   佐野（群馬）

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 佐野 ２　位 決　勝　　０－１　 新島学園（群馬）

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 榛名 ３　位 準決勝　 ０－１０　新島学園(群馬）

ソ フ ト ボ ー ル 男 高崎 中尾 ３　位 準決勝 　１－８　　佐野(群馬）

ソ フ ト ボ ー ル 女 太田
薮塚本町・
城西（合同） 1　位 決　勝　　５－１    甲府南（山梨）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 男 前橋 第五 ３　位 準決勝　５７-８９　豊野（埼玉）

バ レ ー ボ ー ル 女 高崎 塚沢 ３　位 準決勝　 ０－２　　北沢（東京）

卓 球 女 みどり 大間々 ４  位 3位決定戦　　１－３　和洋国府台（千葉）

体 操 競 技 男 高崎 高南 ５　位 １０３．２００点

駅 伝 競 走 男 前橋 第六 ５　位 ５５分４１秒

水 泳 男 安中 第一 ７  位 １５点

剣 道 女 前橋 富士見 敢闘賞
二回戦　０－１　田名（神奈川）
一回戦　０－０　代表決定　猿島（茨城）

陸 上 競 技 男 群馬県 ５　位 ８２．５点

陸 上 競 技 女 群馬県 ４　位 ５９点

令和３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

個人総合 桒原　立貴 (2) 前橋 みずき １位 ５２．１００点

種目別 あん馬 桒原　立貴 (2) 前橋 みずき １位 １３．６００点

種目別 鉄棒 桒原　立貴 (2) 前橋 みずき １位 １３．０５０点

男子 1年走幅跳 関口　我空 (1) 伊勢崎 あずま １位 ５ｍ７２

共通８００ｍ 中村　愛花 (3) 高崎 中央中等 １位 ２分１３秒８３

共通１５００ｍ 須藤　心愛 (1) 館林 第一 １位 ４分３５秒９５

共通走幅跳 成澤　柚日 (2) 太田 藪塚本町 １位 ５ｍ８２

水　泳 男子 ２００ｍ背泳ぎ 黒澤　琉来 (3) 安中 第一 １位 ２分１２秒４７

柔　道 女子 ７０ｋｇ級 栗原　あづ (3) 伊勢崎 宮郷 １位 決勝　神（東京・修徳）合わせ技○　

男子 第１区 谷川　航太 (3) 甘楽 甘楽 １位 １０分４９秒

第１区 小泉　咲菜 (3) 伊勢崎 第四 １位 １０分１６秒

第５区 諏訪　沙枝 (2) 甘楽 甘楽 １位 　９分３８秒

個人総合 堀川倫太郎 (1) 太田 城東 ２位 ５１．７００点

種目別 あん馬 堀川倫太郎 (1) 太田 城東 ２位 １３．４５０点

種目別 床 菅家　立三 (2) 高崎 豊岡 ２位 １３．３５０点

女子
種目別

段違い平行棒 木川　乃綾 (3) 邑楽 大泉西 ２位 １３．１５０点

1年１００ｍ 土屋　玲人 (1) 高崎 大類 ２位 １１秒６６

共通４００ｍ 池田　龍也 (3) 高崎 寺尾 ２位 ５０秒８９

１５００ｍ自由形 加藤　颯馬 (2) 伊勢崎 宮郷 ２位 １７分０２秒８０

１００ｍ背泳ぎ 黒澤　琉来 (3) 安中 第一 ２位 １分０１秒０１

１００ｍバタフライ 榊原　渉生 (3) 邑楽 板倉 ２位 ５８秒０４　大会新

柔　道 男子 ６０ｋｇ級 樋口　劉輝 (2) 高崎 塚沢 ２位 決勝　真田（神奈川・金目）合わせ技●　

第３区 小林　大也 (3) 前橋 第六 ２位 　８分４６秒

第５区 木暮啓太郎 (3) 前橋 第六 ２位 　９分０７秒

男子 種目別 鉄棒 堀川倫太郎 (1) 太田 城東 ３位 １２．８００点

女子 種目別 平均台 蛯谷　花音 (2) 藤岡 北 ３位 １３．９００点

若林　宝来 (3)

松本健太郎 (3)

3年１００ｍ 渡辺　　諒 (3) 高崎 中央中等 ３位 １１秒０７

共通走高跳 森田　大智 (3) 伊勢崎 宮郷 ３位 １ｍ８８

共通砲丸投 入船　太一 (3) 前橋 富士見 ３位 １３ｍ２６

共通１５００ｍ 小泉　咲菜 (3) 伊勢崎 第四 ３位 ４分３６秒９２

共通１００ｍH 横山　涼葉 (3) 前橋 桂萱 ３位 １４秒２２

水　泳 女子 ２００ｍバタフライ 中里　優美 (2) 桐生 桜木 ３位 ２分２３秒０１

５０ｋｇ級 小松　優真 (3) 高崎 箕郷 ３位 準決勝  藤田（東京・足立学園）GS優勢●

６６ｋｇ級
バナヤド マイク

デニエル トーレス (3) 館林 第一 ３位 準決勝　三ツ石（神奈川・東海大相模）GS僅差●

７３ｋｇ級 佐野　幸助 (3) 高崎 佐野 ３位 準決勝　荒川（東京・足立学園）合わせ技●

女子 ４０ｋｇ級 塩谷　苺佳 (1) 伊勢崎 第四 ３位 準決勝　若林（千葉・木更津第一）優勢●

男子 種目別 床 堀川倫太郎 (1) 太田 城東 ４位 １３．２００点

女子 種目別 平均台 中澤　香凜 (1) 藤岡 鬼石 ４位 １３．８００点

1年１００ｍ 松井　奏人 (1) 渋川 北橘 ４位 １１秒７６

共通８００ｍ 山鹿　快琉 (3) 伊勢崎 第三 ４位 １分５８秒３８

共通走幅跳 栁田　聖大 (3) 館林 第一 ４位 ６ｍ５９

女子 １年走幅跳 丸山　愛留 (1) みどり 笠懸南 ４位 ４ｍ８１

駅伝競走 男子 第３区 髙橋　　歩 (3) 甘楽 甘楽 ４位 　８分５０秒

令和３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）

体操競技 男子

陸上競技

女子

駅伝競走
女子

体操競技
男子

陸上競技 男子

水　泳 男子

駅伝競走 男子

体操競技

ソフトテニス 男子 個　人 高崎 榛名 ３位 準決勝　２－４　中山・早川（東京・稲城第三）

陸上競技

男子

女子

柔　道
男子

体操競技

陸上競技
男子



郡市 学校名 順位 成　　　　　績

共通２００ｍ 小林　洸稀 (3) 吾妻 嬬恋 ５位 ２２秒５６

共通走高跳 館　 　海斗 (3) 高崎 並榎 ５位 １ｍ８５

共通棒高跳 大黒　愛斗 (3) 藤岡 西 ５位 ３ｍ８０

1年８００ｍ 今井　優羽 (1) 太田 宝泉 ５位 ２分２０秒６７

2年１００ｍ 小田島美恩 (2) 安中 第二 ５位 １２秒７７

共通８００ｍ 落合優希奈 (3) 甘楽 甘楽 ５位 ２分１５秒９２

共通走幅跳 岡田　陽奈 (3) 伊勢崎 第一 ５位 ５ｍ３１

田島　知修 (3)

林　　大翔 (3)

第５区 田村　煌希 (3) 吾妻 中之条 ５位 　９分１１秒

第５区 茂木　公志 (3) 高崎 塚沢 ５位 　９分１１秒

個人総合 菅家　立三 (2) 高崎 豊岡 ６位 ５０．５００点

種目別 跳馬 桒原　立貴 (2) 前橋 みずき ６位 １２．９００点

種目別 跳馬 菅家　立三 (2) 高崎 豊岡 ６位 １２．９００点

個人総合 木川　乃綾 (3) 邑楽 大泉西 ６位 ５３．７００点

種目別 床 木川　乃綾 (3) 邑楽 大泉西 ６位 １３．５５０点

種目別 跳馬 蛯谷　花音 (2) 藤岡 北 ６位 １３．６００点

種目別 跳馬 齊藤　天絆 (2) 高崎 矢中 ６位 １３．６００点

1年走幅跳 川口　　 優 (1) 高崎 矢中 ６位 ５ｍ３９

共通８００ｍ 小林　大也 (3) 前橋 第六 ６位 １分５８秒９８

女子 1年１００ｍ 根岸　美乃 (1) 伊勢崎 宮郷 ６位 １３秒０６

第４区 﨡原　龍桜 (3) 前橋 第六 ６位 　９分３２秒

第６区 越川　弘稀 (3) 前橋 第六 ６位 　８分５７秒

女子 第１区 田代莉菜子 (2) 安中 新島学園 ６位 １０分３２秒

体操競技 女子 個人総合 蛯谷　花音 (2) 藤岡 北 ７位 ５２．４００点

1年１５００ｍ 林　　奏斗 (1) 沼田 沼田南 ７位 ４分２７秒１６

共通棒高跳 羽川　拓希 (3) 桐生 樹徳 ７位 ３ｍ８０

共通砲丸投 堤　　　駿太 (3) 前橋 第五 ７位 １２ｍ５４

共通砲丸投 五十嵐　瑛 (3) 前橋 富士見 ７位 １２ｍ２２

四種競技 小石　芹奈 (3) 前橋 第七 ７位 ２４７２点

４×１００ｍR 前橋 桂萱 ７位 ５０秒０３

水　泳 男子 １００ｍ背泳ぎ 渡邉　好晟 (3) 前橋 木瀬 ７位 １分０２秒９９

男子 第１区 木暮　耀幸 (3) 吾妻 中之条 ７位 １０分５３秒

女子 第５区 中村　莉菜 (3) 前橋 第七 ７位 　８分２３秒

男子 種目別 あん馬 菅家　立三 (2) 高崎 豊岡 ８位 １２．２５０点

女子 種目別 平均台 木川　乃綾 (3) 邑楽 大泉西 ８位 １３．５００点

1年走り幅跳 狩野　大成 (1) 北群馬 榛東 ８位 ５ｍ３５

共通１５００ｍ 田村虎太郎 (3) 前橋 富士見 ８位 ４分０５秒２２

共通棒高跳 齋藤　成輝 (2) 前橋 南橘 ８位 ３ｍ８０

共通走幅跳 川村　飛夢 (3) 太田 藪塚本町 ８位 ６ｍ３２

3年１００ｍ 須賀　結暖 (3) 前橋 荒砥 ８位 １２秒６８

共通２００ｍ 小暮　舞乙 (3) 伊勢崎 第四 ８位 ２６秒４９

共通砲丸投 川浦　もえ (2) 高崎 群馬南 ８位 １２ｍ１２

水　泳 男子 ４００ｍ自由形 加藤　颯馬 (2) 伊勢崎 宮郷 ８位 ４分２０秒１８

５０㎏級 朝倉　勇亜 (3) 吾妻 草津 ベスト８ 三回戦　中村（東京・足立学園）一本背負●

６６ｋｇ級 武井　陽音 (3) 前橋 みずき ベスト８ 三回戦　水井（栃木・国分寺）僅差●

４４㎏級 今泉　華香 (3) 伊勢崎 赤堀 ベスト８ 二回戦　光武（神奈川・茅ヶ崎第一）僅差●

６３㎏級 桐生　玲菜 (3) 伊勢崎 赤堀 ベスト８ 二回戦　林（千葉・東金西）優勢●

７０ｋｇ超級 鶴木　　 葵 (2) 太田 南 ベスト８ 二回戦　小出（神奈川・茅ヶ崎第一）合わせ技●

競　技　種　目 　氏　名　（学年）

陸上競技

男子

女子

ソフトテニス 男子 個　人 前橋 大胡 ５位 準々決勝　２－４　若林・松本（群馬・榛名）

駅伝競走 男子

体操競技

男子

女子

陸上競技
男子

駅伝競走
男子

男子

陸上競技

女子
荒井咲輝・横山涼葉
山口実優・荒井美輝

駅伝競走

体操競技

陸上競技

男子

女子

柔　　道

男子

女子


