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平成３０年度　投擲チャレンジ記録会 2018年4月7日(土)
決勝一覧表

桐生市陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
4/7 砲丸投 窪田　達也  11m67

(7.260kg)上武大

4/7 砲丸投 関  優作(3)  13m43 久保田  亞央(2)  12m96 太田　匠梧(2)  11m14 井出　凜太郎(6)  10m97 佐藤  優士(2)  10m53 岸和田  真杜(2)  10m47 金家　悠太郎(3)  10m46 仲沢  夢孫(2)  10m29
(6.000kg)吾妻中央高 桐生高 前橋東高 中央中等 吾妻中央高 桐生高 太田東高 吾妻中央高

4/7 砲丸投 萬場　優太(3)  10m87 木榑  優輝(3)   9m74 芹澤  陸斗(2)   9m05 城田  翔音(1)   8m53 松本  嵩弘(1)   7m25 松本　憲尚(3)   6m85 安原 康生(2)   6m70 鈴木乎太郎(1)   6m26
(5.000Kg)綿打中 中央中等 中央中等 群馬中央中 群馬中央中 境西中 伊勢崎四中 笠懸南中

4/7 円盤投 窪田　達也  36m54 岩井　幸暉  35m86
(2.000kg)上武大 上武大

4/7 円盤投 井出　凜太郎(6)  39m16 岡崎  純也(3)  37m43 金家　悠太郎(3)  33m49 川岸　廉(2)  31m91 田中　想大(1)  31m61 倉田　大輝(3)  30m51 齊藤　龍矢(3)  28m88 渡辺　真礼(2)  26m30
(1.750kg)中央中等 桐生高 太田東高 桐生南高 前橋育英高 県央高 前橋育英高 前橋育英高

4/7 円盤投 木榑  優輝(3)  20m63 丹泰  優聖(2)  19m63
(1.500Kg)中央中等 笠懸南中

4/7 ハンマー投 中島　大地(3)  46m77 山﨑　未来也(3)  44m21 黒岩  武敏(3)  43m12 大森　元耀(3)  40m18 太田　匠梧(2)  38m43 岡崎  純也(3)  37m67 佐藤　慧(2)  34m73 渡辺　真礼(2)  33m04
(6.000kg)勢多農林高 前橋育英高 吾妻中央高 安中総合 前橋東高 桐生高 桐生南高 前橋育英高

4/7 やり投 関  優作(3)  58m01 吉田  昂平(3)  51m77 大塚　主稀  51m60 小川　倖弥(3)  50m62 石塚　瑛士  50m35 武田　純平  46m21 川岸　廉(2)  45m55 市川　怜雅(6)  43m35
(0.800kg)吾妻中央高 前橋南高 上武大 太田工高 上武大 上武大 桐生南高 中央中等

4/7 砲丸投 押田　慶美(2)  10m85 下田　莉未(1)  10m17 山﨑  璃子(3)  10m02 尾滝　七海(1)   8m54 金子　紗依(3)   8m23 棚木　佑香(2)   8m13 宮澤　和果南(2)   7m73 岡田　依都加(2)   7m34
(4.000kg)前橋育英高 前橋育英高 吾妻中央高 桐生南高 太田女高 前橋南高 桐生南高 桐生南高

4/7 砲丸投 近藤  千夏(3)  12m52 山道  萌衣(2)  11m88 中村　美琴(3)  10m46 石田    葵(2)  10m11 塩野目　愛  10m03 飯塚  沙希(3)   9m87 岡田  美咲(2)   9m86 多賀谷　彩乃(3)   9m42
(2.721kg)富士見中 薮塚本町中 邑楽中 富士見中 桂萓中 金島中 富士見中 境西中

4/7 円盤投 押田　慶美(2)  33m74 尾滝　七海(1)  30m53 高山　結夢(3)  26m86 棚木　佑香(2)  25m65 長沼　郁美(2)  24m09 角田　あゆみ(1)  15m64
(1.000kg)前橋育英高 桐生南高 前橋育英高 前橋南高 勢多農林高 前橋育英高

4/7 ハンマー投 山﨑  璃子(3)  40m05 上林  千尋(3)  32m17 青木　沙羅(1)  25m90 下田　莉未(1)  14m11 茂木　優歩(1)  12m51
(4.000kg)吾妻中央高 大間々高 清明高 前橋育英高 市立太田高

4/7 やり投 平石　風歩  45m75 熊谷　未来  35m59 朝比奈　萌衣(2)  33m72 宮澤　和果南(2)  32m63 小座野 理紗(2)  30m83 萩原　瀬怜奈(2)  29m93 岡田　依都加(2)  26m46 角田　あゆみ(1)  26m25
(0.600kg)東学大 上武大 清明高 桐生南高 太田東高 勢多農林高 桐生南高 前橋育英高

4/7 砲丸投 窪田　達也  13m05
(7.260kg)上武大

4/7 砲丸投 関  優作(3)  13m08 新島　幸大(3)  12m35 久保田  亞央(2)  12m29 井出　凜太郎(6)  12m02 太田　匠梧(2)  11m67 岸和田  真杜(2)  11m25 仲沢  夢孫(2)  11m15 金家　悠太郎(3)  10m92
(6.000kg)吾妻中央高 市立太田高 桐生高 中央中等 前橋東高 桐生高 吾妻中央高 太田東高

4/7 砲丸投 萬場　優太(3)  10m71 木榑  優輝(3)   9m87 芹澤  陸斗(2)   8m99 城田  翔音(1)   8m75 松本  嵩弘(1)   7m10 松本　憲尚(3)   6m66 安原 康生(2)   6m53
(5.000Kg)綿打中 中央中等 中央中等 群馬中央中 群馬中央中 境西中 伊勢崎四中

4/7 円盤投 井出　凜太郎(6)  41m46 岡崎  純也(3)  35m46 倉田　大輝(3)  32m27 川岸　廉(2)  30m88 渡辺　真礼(2)  30m21 齊藤　龍矢(3)  28m37 田中　想大(1)  27m76 金井　大和(2)  26m52
(1.750kg)中央中等 桐生高 県央高 桐生南高 前橋育英高 前橋育英高 前橋育英高 万場高

4/7 円盤投 木榑  優輝(3)  19m03 丹泰  優聖(2)  18m30
(1.500Kg)中央中等 笠懸南中

4/7 ハンマー投 中島　大地(3)  46m70 山﨑　未来也(3)  45m17 黒岩  武敏(3)  41m74 大森　元耀(3)  40m53 仲沢  夢孫(2)  37m50 岡崎  純也(3)  37m18 太田　匠梧(2)  36m04 佐藤　慧(2)  33m74
(6.000kg)勢多農林高 前橋育英高 吾妻中央高 安中総合 吾妻中央高 桐生高 前橋東高 桐生南高

4/7 やり投 関  優作(3)  59m97 小川　倖弥(3)  50m97 大塚　主稀  49m58 吉田  昂平(3)  49m23 石塚　瑛士  47m66 川岸　廉(2)  46m76 武田　純平  46m02 市川　怜雅(6)  43m28
(0.800kg)吾妻中央高 太田工高 上武大 前橋南高 上武大 桐生南高 上武大 中央中等

4/7 砲丸投 押田　慶美(2)  11m55 山﨑  璃子(3)  10m34 下田　莉未(1)   9m71 尾滝　七海(1)   9m03 棚木　佑香(2)   8m35 金子　紗依(3)   7m98 上岡　帆花(1)   6m95
(4.000kg)前橋育英高 吾妻中央高 前橋育英高 桐生南高 前橋南高 太田女高 清明高

4/7 砲丸投 近藤  千夏(3)  11m88 山道  萌衣(2)  11m65 塩野目　愛  11m17 飯塚  沙希(3)  10m76 原　  志織(2)  10m71 中村　美琴(3)  10m60 石田    葵(2)  10m35 岡田  美咲(2)  10m34
(2.721kg)富士見中 薮塚本町中 桂萓中 金島中 大類中 邑楽中 富士見中 富士見中

4/7 円盤投 押田　慶美(2)  34m16 尾滝　七海(1)  31m13 高山　結夢(3)  29m89 棚木　佑香(2)  25m43 長沼　郁美(2)  21m51 角田　あゆみ(1)  17m55
(1.000kg)前橋育英高 桐生南高 前橋育英高 前橋南高 勢多農林高 前橋育英高

4/7 ハンマー投 山﨑  璃子(3)  39m28 上林  千尋(3)  29m31 青木　沙羅(1)  26m05 下田　莉未(1)  12m73 茂木　優歩(1)  11m99
(4.000kg)吾妻中央高 大間々高 清明高 前橋育英高 市立太田高

4/7 やり投 平石　風歩  46m21 宮澤　和果南(2)  33m20 朝比奈　萌衣(2)  33m19 熊谷　未来  32m61 小座野 理紗(2)  32m36 萩原　瀬怜奈(2)  29m22 岡田　依都加(2)  29m21 長沼　郁美(2)  26m31
(0.600kg)東学大 桐生南高 清明高 上武大 太田東高 勢多農林高 桐生南高 勢多農林高
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平成３０年度　投擲チャレンジ記録会 2018年4月7日(土)
決勝一覧表

桐生市陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
4/7 砲丸投 関  優作(3)  13m14 久保田  亞央(2)  12m87 新島　幸大(3)  12m39 井出　凜太郎(6)  11m85 太田　匠梧(2)  11m62 岸和田  真杜(2)  10m94 金家　悠太郎(3)  10m65 佐藤  優士(2)  10m52

(6.000kg)吾妻中央高 桐生高 市立太田高 中央中等 前橋東高 桐生高 太田東高 吾妻中央高

4/7 砲丸投 萬場　優太(3)  10m59 木榑  優輝(3)   9m28 芹澤  陸斗(2)   9m26 城田  翔音(1)   9m23 松本  嵩弘(1)   7m77
(5.000Kg)綿打中 中央中等 中央中等 群馬中央中 群馬中央中

4/7 円盤投 井出　凜太郎(6)  38m59 岡崎  純也(3)  38m41 川岸　廉(2)  34m22 倉田　大輝(3)  31m88 金家　悠太郎(3)  30m09 齊藤　龍矢(3)  27m71 渡辺　真礼(2)  27m38 田中　想大(1)  26m81
(1.750kg)中央中等 桐生高 桐生南高 県央高 太田東高 前橋育英高 前橋育英高 前橋育英高

4/7 円盤投 木榑  優輝(3)  17m18
(1.500Kg)中央中等

4/7 ハンマー投 中島　大地(3)  45m87 山﨑　未来也(3)  44m85 大森　元耀(3)  40m60 太田　匠梧(2)  38m36 久保田  亞央(2)  33m82 岡崎  純也(3)  30m03 岸和田  真杜(2)  27m53 小島　佑太(2)  26m76
(6.000kg)勢多農林高 前橋育英高 安中総合 前橋東高 桐生高 桐生高 桐生高 安中総合

4/7 やり投 関  優作(3)  57m85 大塚　主稀  54m72 小川　倖弥(3)  50m93 石塚　瑛士  47m83 川岸　廉(2)  47m00 武田　純平  42m38 武藤　秀哲(3)  41m48 市川　怜雅(6)  41m40
(0.800kg)吾妻中央高 上武大 太田工高 上武大 桐生南高 上武大 太田工高 中央中等

4/7 砲丸投 押田　慶美(2)  10m58 下田　莉未(1)   9m70 尾滝　七海(1)   8m51 金子　紗依(3)   8m23 棚木　佑香(2)   8m07 宮澤　和果南(2)   7m83 岡田　依都加(2)   7m23 上岡　帆花(1)   6m65
(4.000kg)前橋育英高 前橋育英高 桐生南高 太田女高 前橋南高 桐生南高 桐生南高 清明高

4/7 砲丸投 近藤  千夏(3)  12m90 山道  萌衣(2)  12m35 原　  志織(2)  11m25 石田    葵(2)  10m94 岡田  美咲(2)  10m83 石山  心蘭(1)  10m09 中村　美琴(3)   9m91 飯塚  沙希(3)   9m54
(2.721kg)富士見中 薮塚本町中 大類中 富士見中 富士見中 薮塚本町中 邑楽中 金島中

4/7 円盤投 押田　慶美(2)  32m21 尾滝　七海(1)  31m98 高山　結夢(3)  29m22 棚木　佑香(2)  25m43 長沼　郁美(2)  23m16 角田　あゆみ(1)  19m62
(1.000kg)前橋育英高 桐生南高 前橋育英高 前橋南高 勢多農林高 前橋育英高

4/7 ハンマー投 青木　沙羅(1)  27m26 上林  千尋(3)  26m76 萩原　瀬怜奈(2)  21m05 下田　莉未(1)  13m04 茂木　優歩(1)  12m48
(4.000kg)清明高 大間々高 勢多農林高 前橋育英高 市立太田高

4/7 やり投 平石　風歩  45m87 熊谷　未来  39m73 朝比奈　萌衣(2)  35m27 宮澤　和果南(2)  34m41 小座野 理紗(2)  33m60 萩原　瀬怜奈(2)  29m83 岡田　依都加(2)  29m34 角田　あゆみ(1)  27m08
(0.600kg)東学大 上武大 清明高 桐生南高 太田東高 勢多農林高 桐生南高 前橋育英高
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