
順位
種目 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録

半田 直之 12"68 長取 博也 12"74 森岡裕次郎 13"14 根立 高光 13"17 山田 竜也 13"22 金田 輝 13"23 前田 和輝 13"34 山邊 将平 13"36
太宝泉1 太木崎1 太旭中1 太休泊1 太南中1 太宝泉1 太薮塚1 太宝泉1

酒井 悠希 4'53"69 野村洸太朗 5'00"60 金谷 祐輝 5'20"40 小林 稜平 5'25"34 西本 亮 5'30"78 高橋 勇人 5'31"69 大塚 一輝 5'32"11 中山 央皓 5'41"51
太薮塚1 太旭中1 太南中1 太薮塚1 太休泊1 太休泊1 太宝泉1 太木崎1
金田 輝 ５ｍ１０ 井上 翼 ４ｍ８７ 森岡裕次郎 ４ｍ８１ 前田 和輝 ４ｍ８０ 島田 仁 ４ｍ６８ 今泉 尚輝 ４ｍ３６ 大川 颯 ４ｍ２０ 茂木 大治 ４ｍ１７
太宝泉1 太城東1 太旭中1 太薮塚1 太城東1 太生品1 太旭中1 太休泊1

片海 直哉 11"93 中島 秀彰 12"12 荒江 雅貴 12"25 畑本 顕司 12"42 石川 和樹 12"51 橋田 直樹 12"52 白石 将生 12"66 橋本 哲史 13"11
太城西2 太南中2 太休泊2 太旭中2 太尾島2 太生品2 太休泊2 太休泊2

吉澤 雄喜 4'34"17 久保田英司 4'43"35 星 貴裕 4'46"83 中尾涼太郎 5'01"55 石川 裕紹 5'03"39 桒原 大飛 5'33"98 山田 湧太 5'35"54
太旭中2 太城西2 太城西2 太旭中2 太生品2 太尾島2 太木崎2

萩原 拓也 ５ｍ８１ 中島 秀彰 ５ｍ６８ 石橋 実学 ４ｍ７６ 佐々木 拓洋 ４ｍ６７ 石塚 翔 ４ｍ６６ 上原可夢居 ４ｍ３２
太城西2 太南中2 太生品2 太休泊2 太南中2 太生品2

萩原 拓也 24"68 片海 直哉 25"12 畑本 顕司 25"69 橋田 直樹 26"18 半田 直之 26"34 白石 将生 26"39 小此木 庸佑 26"45 石川 和樹 26"67
太城西2 太城西2 太旭中2 太生品2 太宝泉1 太休泊2 太旭中2 太尾島2

橋本滉次郎 60"14 橋本 哲史 60"97 樋口 琢真 62"42 安城 舜 62"96 堀江 由樹 62"98 栗原 耀平 63"16 石川 智裕 64"74 西本 亮 64"80
太生品2 太休泊2 太旭中2 太生品2 太城東1 太休泊2 太旭中2 太休泊1
星 貴裕 2'12"52 中尾涼太郎 2'20"59 横井 雅輝 2'23"96 酒井 悠希 2'27"22 野村洸太朗 2'29"52 石川 裕紹 2'31"50 堀江 由樹 2'32"59 小林 稜平 2'36"11
太城西2 太旭中2 太旭中2 太薮塚1 太旭中1 太生品2 太城東1 太薮塚1

吉澤 雄喜 9'46"36 久保田英司 10'09"31 桒原 大飛 11'14"52 小沼 恵介 11'24"79 高橋 勇人 12'18"28 西田 万丈 12'25"29 阿部 祥希 12'45"64
太旭中2 太城西2 太尾島2 太尾島2 太休泊1 太休泊1 太薮塚1
大槻 匠 17"00 戸室 達貴 17"79 下鳥 隆汰 19"91 鹿山 瑞貴 20"08 茂木 大治 20"85 三木 アトム 21"62 三瓶 一騎 28"08
太休泊2 太生品2 太城東1 太城西2 太休泊1 太南中1 太南中2
城西中 47"55 休泊中 48"37 生品中 49"84 旭中 49"98 南中 50"80 宝泉中 53"02 木崎中 53"95 尾島中 55"42

荒江 雅貴 １ｍ６５ 大槻 匠 １ｍ５５ 石橋 実学 １ｍ５５ 戸室 達貴 １ｍ５０ 奥山ひいはす １ｍ４５ 横井 雅輝 １ｍ４０ 古平 岳 １ｍ３５ 神野 敦秀 １ｍ２０
太休泊2 太休泊2 太生品2 太生品2 太薮塚2 太旭中2 太木崎2 太休泊1

斉藤 圭亮 １０ｍ９９ 新島 佑輔 ８ｍ７７ 小池 佑 ７ｍ５７ 山本 仁 ７ｍ１３ 伊藤 希海 ５ｍ４４ 星 和哉 ５ｍ１９
太生品2 太東中2 太休泊1 太休泊1 太城東1 太休泊1

飯田 恵美 13"69 藤田 真衣 13"77 林 真由 14"10 荻野 諒子 14"16 柿沼 真凛 14"35 蝦澤みずき 14"45 小保方麻由 14"51 吉田 有里 14"55
太休泊1 太休泊1 太旭中1 太毛中1 太尾島1 太薮塚1 太生品1 太旭中1
岡部 蛍 2'34"24 鈴木 萌実 2'36"31 大桃 沙月 2'43"26 藤生知奈美 2'48"22 清水 梨央 2'48"36 栗原 菜摘 2'48"42 岩上 白美 2'48"69 高林 真由 2'52"40
太生品1 太城東1 太薮塚1 太薮塚1 太薮塚1 太木崎1 太薮塚1 太薮塚1

茂木万理菜 ４ｍ６２ 南山 知花 ４ｍ２２ 小保方麻由 ４ｍ１７ 藤田 真衣 ４ｍ１６ 大川 佳澄 ４ｍ１１ 篠原真悠子 ３ｍ９５ 伊藤明日香 ３ｍ８５ 小林 采花 ３ｍ７５
太休泊1 太南中1 太生品1 太休泊1 太宝泉1 太尾島1 太生品1 太旭中1

池田 由希 13"44 早田 えり 13"67 高田 佑香 13"88 山口祐加子 14"14 竹内 嘉菜 14"21 早坂 祐季 14"42 齋藤 歩 14"61 天笠 萌実 14"65
太城西2 太休泊2 太休泊2 太旭中2 太生品2 太東中2 太旭中2 太木崎2

齋藤亜莉沙 2'30"51 岡村 玲那 2'41"30 矢代優葵菜 2'41"40 高橋菜緒子 2'43"91 吉羽 美穂 3'00"84 大坪 舞衣 3'02"78 川田 奈央 3'05"91
太宝泉2 太城西2 太休泊2 太木崎2 太旭中2 太南中2 太休泊2

山口 祐加子 ４ｍ６５ 島田 果歩 ４ｍ２５ 久保田 萌 ４ｍ１７ 高田 佑香 ４ｍ１３ 天笠 萌実 ４ｍ１２ 津布子 愛理 ３ｍ６２
太旭中2 太尾島2 太木崎2 太休泊2 太木崎2 太城東2

池田 由希 28"15 飯田 恵美 29"23 林 真由 29"60 荻野 諒子 29"78 小山 東佳 30"05 早坂 祐季 30"09 富島 夕貴 30"20 柿沼 真凛 30"33
太城西2 太休泊1 太旭中1 太毛中1 太休泊1 太東中2 太休泊1 太尾島1

齋藤 亜莉沙 5'18"22 矢代 優葵菜 5'30"51 岡村 玲那 5'31"98 大桃 沙月 5'37"61 藤生 知奈美 5'46"36 栗原 菜摘 5'46"46 岩上 白美 5'50"42 清水 梨央 5'50"57
太宝泉2 太休泊2 太城西2 太薮塚1 太薮塚1 太木崎1 太薮塚1 太薮塚1
早田 えり 16"16 小山 東佳 16"74 吉田 有里 17"90 岩瀬 嘉美 19"73 藤生美菜実 19"92 鈴木 朋華 21"13 松本 若葉 21"25
太休泊2 太休泊1 太旭中1 太宝泉1 太薮塚2 太生品1 太生品1
休泊中 53"35 旭中 55"62 生品中 56"40 木崎中 57"26 藪塚本町中 58"59 尾島中 59"18 南中 59"60 東中 60"10

太田 彩音 １ｍ４５ 小谷内 咲季 １ｍ３５ 岩瀬 嘉美 １ｍ３０ 松本 若葉 １ｍ３０ 高橋 玲奈 １ｍ３０ 高林 真由 １ｍ３０ 吉田友里菜 １ｍ３０ 富島 夕貴 １ｍ２０
太城西2 太薮塚2 太宝泉1 太生品1 太旭中2 太薮塚1 太生品1 太休泊1

田中 麗奈 ７ｍ９６ 齋藤 歩 ７ｍ７６ 竹内 嘉菜 ７ｍ５５ 正田奈々美 ７ｍ５３ 森 陽香 ６ｍ２２ 一ノ瀬涼子 ５ｍ９４ 川田 奈央 ５ｍ０５ 中山 瑞季 ４ｍ８０
太旭中2 太旭中2 太生品2 太生品2 太旭中2 太生品1 太休泊2 太休泊1
休泊中 92点 旭中 85点 生品中 73点 城西中 72点 南中 37点 藪塚本町中 33点 城東中 29点 宝泉中 28点
休泊中 110点 旭中 66点 生品中 52点 藪塚本町中 42点 城西中 37点 宝泉中 31点 木崎中 28点 尾島中 19点
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平成２０年度 太田市中学校新人大会陸上競技大会結果一覧表 平成２０年９月２７日（土）太田市運動公園陸上競技場
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