
成２４年度　館林市中体連春季陸上競技大会　　結果一覧表　　　　平成２４年４月２８日（土）太田市運動公園陸上競技場

順位 備考
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

木村　鴻基 12"72 飯島　大夢 13"29 新井　龍太郎 14"12 種田　雄大 14"37 森田　翔哉 15"08 原島　拓大 15"25 秋葉　竜也 16"18 佐藤　優哉 17"79
館二中1 館一中1 館四中1 館四中1 館二中1 館二中1 館二中1 館一中1

岡田  優太 5'26"49 伊東　翔太 5'27"90 大中　藍斗 5'28"25 新井　龍太郎 5'28"59 生方　達也 5'40"93 木村　智洋 5'52"67 山本　登夢 5'53"31 萩原　　涼　 6'15"24
館二中1 館多中1 館多中1 館四中1 館多中1 館二中1 館二中1 館二中1

石井　拓海 12"68 五十嵐亮太 13"07 齋藤  大吾 13"27 鈴木  佑弥 13"33 小澤　浩生 13"53 遠藤　友貴 13"61 花島　将義 13"95 村田　瑛吉 15"72
館四中2 館一中2 館三中2 館三中2 館一中2 館四中2 館四中2 館四中2

村田　隼都 12"19 恩田  拓哉 13"09 浅野　友睦 13"17 櫻井　秀平 13"81
館二中3 館一中 館四中 館四中

恩田  拓哉 26"15 木村　貴勇 27"18 諏訪　恵大 28"11 齋藤　大輝 31"88 山田　圭邦 33"00
館一中3 館二中３ 館一中2 館四中２ 館四中２

奥澤　直人 60"89 酒巻　怜於 62"62 山田　圭佑 75"51 村田　瑛吉 80"23
館一中３ 館一中２ 館四中２ 館四中２

酒巻　怜於 2'29"20 藍場　慶 2'34"22 小川　龍成 2'34"59 芹澤　歩夢 2'39"52 栗原　佳孝 2'39"95 生方　達也 2'46"07 伊東　翔太 2'49"26 大中　藍斗 2'49"89
館一中2 館多中2 館多中2 館四中2 館多中2 館多中1 館多中1 館多中1

栗原　泉弥 4'55"27 藍場　慶 4'55"80 恩田  拓実 5'01"70 大塚　渓登 5'02"50 小川　龍成 5'03"71 諏訪　恵大 5'04"90 芹澤　歩夢 5'11"36 阿部  拓哉 5'14"79
館多中2 館多中2 館一中3 館二中3 館多中2 館一中2 館四中2 館三中2

栗原　泉弥 10'30"73 恩田  拓実 11'04"99 大塚　渓登 11'44"28
館多中2 館一中3 館二中3

奥澤  直人 19"77 石川  和希 19"88
館一中３ 館一中３

飯島　大夢 4m74 須永　拓生 4m42 種田　雄大 4m16 広瀬　晴斗 2m99
館一中１ 館二中１ 館四中１ 館四中１

木村　貴勇 1m75
館二中3

村田　隼都 5m66 石井　拓海 4m99 五十嵐亮太 4m71 花島　将義 4m36 小澤　浩生 3m85
館二中 館四中2 館一中2 館四中2 館一中2

石川  和希 6m70 遠藤　友貴 6m29 秋葉　竜也 4m96
館一中３ 館四中２ 館二中１

川島亜沙夏 14"81 佐々木　伽蓮 15"34 姫野　真由 15"42 江本　円香 15"74 坂村　琴音 15"85 田中　　葵 15"85 坂村　賀世 16"23
館一中1 館二中1 館一中1 館四中1 館四中1 館一中1 館四中1

姫野　真由 3m73 阿部　咲月 3m38 川島亜沙夏 3m34 田中　葵 2m57
館一中1 館二中1 館一中1 館一中1

家冨　友希 14"06 吉田陽那乃 14"07 長沢　沙良 14"09 小貫  萌子 14"12 岩上　鈴菜 14"50 宇治川　葵 14"86 関口　鈴菜 14"88 神谷　奈佑 15"00
館一中2 館三中2 館二中2 館三中2 館一中2 館四中2 館四中2 館二中2

木村  珠海 13"27 多田　菜月 14"62 小山　歩実 14"72 髙橋  桃佳 14"75 蛭間　瑞季 14"85 梅澤  風花 15"38
館一中3 館二中3 館二中3 館三中3 館二中3 館三中3

木村  珠海 27"72 小貫  萌子 29"52 長沢　沙良 30"05 岩上　鈴菜 30"48 須永　莉捺 31"05 小林　舞夏 32"27 多田みなみ ３３”０９
館一中3 館三中2 館二中2 館一中2 館二中2 館二中2 館四中2

髙橋　美優 2'32"39 萩原　七海 2'35"10 熊田ちづる 2'41"87 大島　千裕 2'42"38 岩崎  文音 2'43"68 上野　杏花 2'44"96 酒巻　美月 2'51"08 神谷　奈佑 2'53"10
館一中2 館多中3 館三中３ 館一中2 館三中２ 館多中３ 館多中2 館二中２

坂村　賀世 3'00"18 北本みどり 3'04"37 江本　円香 3'06"05 坂村　琴音 3'10"65
館四中１ 館一中１ 館四中１ 館四中１

髙橋　美優 5'01"89 萩原　七海 5'17"85 大島　千裕 5'29"73 上野　杏花 5'41"34 川崎　菜緒 5'42"86 塩見  晏菜 5'49"98 酒巻　美月 5'58"64 宇治川　涼夏 6'02"65
館一中2 館多中3 館一中2 館多中3 館多中3 館三中2 館多中2 館二中2

野村満里奈 18"14 関口  遥 19"88 小山　歩実 21"25 蛭間　瑞季 21"50 有国　沙織 22"34 岩上　麻稀 22"51
館一中3 館三中2 館二中3 館二中3 館一中3 館二中2

多田　菜月 1m30 久保田　珠菜 1m25 佐々木　伽蓮 1m20 鑓田  彩 1m15 家冨　友希 1m15 岩上　麻稀 1m10 有国　沙織 1m10
館二中3 館三中3 館二中1 館三中3 館一中2 館二中2 6位同率 館一中3 6位同率

宇治川　葵 4m09 関口  遥 3m89 須永　莉捺 3m74 遠藤　亜摘 3m71 関口  鈴菜 3m66 大塚ちひろ 3m65 小菅　麻由 3m35 金子　亜未 DNS
館四中2 館三中2 館二中2 館二中2 館四中2 館一中2 館一中2 館三中3

高木  晴香 8m48 落合　彩香 7m37 宇治川　涼夏 7m19 末吉  萌 7m03 野村満里奈 6m75 福島　寧々 6m61 青木　はるみ 5m81 小林　舞夏 5m76
館三中3 館二中3 館二中2 館三中2 館一中3 館一中2 館二中2 館二中2

館多中 60"44館一中 53"78 館二中A 56"78 館三中 57"03

共通８００ｍ

1年８００ｍ

共通1500ｍ

共通100ｍＨ

館二中B 59"39

共通走高跳

共通走幅跳

共通砲丸投

4×100ｍＲ

キケン 館二中B 資格

１年１００ｍ

１年走幅跳

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通２００ｍ

館一中 50"39 館二中A 52"75 館多中 54"00 館四中B 記録なし 館三中52"43 館四中A

共通１５００ｍ

共通３０００ｍ

共通110ｍＨ

共通走高跳

共通走幅跳

共通砲丸投

1年走幅跳

4×100ｍＲ

７位 ８位

１年１００ｍ

１年１５００ｍ

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通２００ｍ

共通４００ｍ

共通８００ｍ

５位 ６位１位 ２位 ３位 ４位


