
令和3年度太田市総合体育大会結果一覧表 太田市運動公園陸上競技場
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

餘目　航汰 13''18 茂木　夢丸 13''26 入江　累 13''34 川上 夢翔 13''52 野村　蓮大 13''66 渡邉　颯斗 13''77 大塚 庵慈 13''78 篠原　康滉 13''90
太綿打1 太藪塚1 太南中1 太城東1 太太中1 太宝泉1 太城東1 太木崎1
生方　瑛斗 4'37''87 大沼　翼 4'38''68 安齋　澄真 4'40''21 西村　羽王 4'45''20 齊藤　康慎 4'45''53 阿部　海斗 4'55''57 大貫　廉 5'01''19 髙橋　壱星 5'08''20
太藪塚1 太宝泉1 太旭中1 太藪塚1 太城西1 太国際1 太太中1 太北杜1
茂木　夢丸 4m80 富樫　颯太 4m52 餘目　航汰 4m52 伊東　蒼平 4m15 野村　蓮大 3m82 赤石　虎太郎 3m73 齋藤　倖生 3m61 秋山　尚樹 3m60
太藪塚1 太城東1 太綿打1 太国際1 太太中1 太太中1 太休泊1 太東中1
高橋　侑斗 12''10 萩口　響 12''13 古島　弘大 12''16 村山  哉斗 12''27 昌子　倖太 12''28 上坪　憩巧 12''33 古宇田嵐王 12''36 須藤  掠央 12''61
太南中2 太旭中2 太国際2 太休泊2 太南中2 太旭中2 太国際2 太休泊2
島村　岳 11''84 田端　竜成 11''99 川村　飛夢 11''99 高澤　康生 12''05 岩瀬　照英 12''10 関口　颯人 12''15 大谷虎汰郎 12''18 遠藤　諒駕　 12''31
太国際3 太尾島3 11"984 太藪塚3 11"988 太旭中3 太北杜3 太旭中3 太東中3 太城東3
阿部  雷童 4'16''96 大竹　実吹 4'21''80 田島　朔 4'28''31 鈴木　虹翔 4'30''06 馬場  健斗 4'36''66 五十嵐　唯 4'38''95 朝倉　康成 4'43''01 青木　陽央 4'56''22
太休泊3 太太中2 太太中3 太毛中2 太休泊2 太木崎2 太尾島3 太宝泉3
島村　岳 23''82 田端　竜成 24''25 ﾒﾘｶﾄﾞ ﾛﾊﾞｰﾄｿﾝ 24''72 古島　弘大 24''75 上坪　憩巧 24''81 村山  哉斗 25''02 福島　眞紘 25''13 須藤  計人 25''13
太国際3 太尾島3 太東中3 太国際2 太旭中2 太休泊2 太城西3 25"126 太休泊2 7位（25"126)

ﾒﾘｶﾄﾞ ﾛﾊﾞｰﾄｿﾝ 53''60 安野　雄翔 56''02 須藤  掠央 57''12 須藤  計人 57''15 丸山　蒼司 57''63 新井　京介 57''65 昌子　倖太 58''16 御子貝　竜汰 59''01
太東中3 太藪塚3 太休泊2 太休泊2 太城東3 太太中3 太南中2 太藪塚2
新井　京介 2'04''74 荻原　拓己 2'14''98 生方　瑛斗 2'20''19 大沼　翼 2'20''30 三浦　寿心 2'22''64 神谷　伯 2'23''93 青木　陽央 2'25''91 小田　滉太 2'27''59
太太中3 太生品2 太藪塚1 太宝泉1 太旭中2 太太中3 太宝泉3 太東中3
大竹　実吹 9'34''00 阿部  雷童 9'36''71 鈴木　虹翔 9'59''48 田島　朔 10'08''35 馬場  健斗 10'09''20 宇土　翔太 10'53''94 吉村　龍我 11'18''22 島井　蓮 12'15''44
太太中2 太休泊3 太毛中2 太太中3 太休泊2 太生品3 太城西2 太城西2
津田　大和 15''80 木村　眞琴 16''11 遠藤　諒駕　 17''91 丸岡　　漣 18''00 須藤　幸汰 18''40 佐藤　陸斗 19''76 ムンタシル　ファヒム 20''56 見城    凜 20''96
太藪塚3 太東中3 太城東3 太東中2 太藪塚2 太城西3 太休泊2 太休泊2
梅原　佑基 1m55 小田　滉太 1m55 津田　大和 1m55 ムンタシル　ファヒム 1m30 須藤　幸汰 1m30 神谷　伯 1m30 0 0m00 0 0m00
太東中3 太東中3 太藪塚3 太休泊2 太藪塚2 太太中3

0 '' 0 '' 0 '' 0 '' 0 '' 0 '' 0 '' 0 '' 実施なし

久保　快都 9m18 今尾　真人 8m29 藤本　光佑 7m93 髙良　隼人 7m90 大森　一輝 7m76 大川ｼﾞｮﾝ勇司朗 7m42 東宮　輝人 7m25 伊藤  翔空 6m65
太藪塚2 太城東3 太旭中2 太太中2 太旭中2 太東中2 太東中2 太休泊2
川村　飛夢 6m11 白石　悠貴 5m97 天笠　陽一朗 5m61 齋藤　獅童 5m49 大町　世翔 5m35 橋本　航 5m32 高橋　伶武 5m19 白石　創也 5m17
太藪塚3 太太中3 太国際3 太城西3 太旭中3 太旭中3 太南中3 太木崎2
太旭中 45''91 太国際 46''27 太東中 46''28 太藪塚 46''60 太城西 47''18 太休泊 47''61 太城東 47''67 太南中 48''40
太旭中 太国際 太東中 太藪塚 太城西 太休泊 太城東 太南中
諸川　あずみ 14''05 長谷川　オリビア 14''31 石川　未来 14''31 廣瀬　華恋 14''56 鹿島　由愛 14''59 荻原　ひなた 14''63 新井　李 14''68 渡邊　あさひ 14''82
太藪塚1 太藪塚1 太宝泉1 太南中1 太国際1 太宝泉1 太城東1 太南中1
今井　優羽 2'22''51 新井　萌々花 2'27''25 鈴木　果怜 2'39''98 藤掛　ゆら 2'41''94 堀越愛弥芽 2'48''85 富田　有美 2'51''66 関根　徠礼 2'55''85 小池　朱麗 2'56''86
太宝泉1 太木崎1 太木崎1 太西中1 太南中1 太南中1 太藪塚1 太休泊1
櫻井　麻璃亜 4m17 石川　未来 4m03 丸山　琉 3m98 秋山　弥優 3m77 神谷　紗弥花 3m56 山城　幸季 3m54 荻原　ひなた 3m48 阿久津　日真莉 3m43
太城東1 太宝泉1 太城東1 太藪塚1 太太中1 太太中1 太宝泉1 太藪塚1
成澤　柚日 12''67 木戸　瑚白 13''41 新井　硯迦 13''46 増田　泉 13''64 矢羽　香津紀 13''88 秋山　心美 14''05 高田　侑那 14''17 村田　朱音 14''46
太藪塚2 太太中2 太藪塚2 太国際2 太太中2 太東中2 太南中2 太宝泉2
杉山　咲 13''04 今井　美羽 13''73 茂木　晴香 13''82 関戸　美咲 13''88 茂木　緩乃音 14''08 植田　真結 14''18 吉村　香穂 14''19 横倉　杏 14''20
太城東3 太宝泉3 太宝泉3 太東中3 太尾島3 太東中3 太太中3 太生品3
中村　心香 2'25''26 相子　優衣 2'27''62 髙岸　千愛 2'27''96 梅澤　楓 2'28''34 関　葵衣 2'33''11 阪下　愛純美 2'34''94 河南　萌生 2'37''40 江口　夏紀 2'38''72
太尾島2 太宝泉2 太太中2 太尾島3 太木崎3 太木崎2 太太中3 太宝泉2
杉山　咲 27''15 木戸　瑚白 27''87 茂木　晴香 28''23 横倉　杏 28''58 高田　侑那 28''90 木村　真奈 28''97 長谷川　未祐 29''05 襟川　日和 29''32
太城東3 太太中2 太宝泉3 太生品3 太南中2 太藪塚2 太城東3 太太中2
今井　優羽 4'54''61 髙岸　千愛 4'56''04 新井　萌々花 4'59''77 中村　心香 5'01''70 相子　優衣 5'05''51 梅澤　楓 5'06''18 河南　萌生 5'29''51 関　葵衣 5'34''36
太宝泉1 太太中2 太木崎1 太尾島2 太宝泉2 太尾島3 太太中3 太木崎3
木村　真奈 16''58 吉村　香穂 17''40 襟川　日和 18''24 竹ヶ原　奏 19''34 田村　心優 19''63 寺井　優月 19''63 村田　朱音 19''99 橋本　姫依 20''27
太藪塚2 太太中3 太太中2 太城東3 太東中3 19"624 太宝泉3 19"629 太宝泉2 太尾島2
松本　絆来 1m45 星野　智慧 1m45 坂間　杏津 1m35 石井　沙羅 1m30 鹿島　由愛 1m30 柳　美空 1m30 相場　悠衣 1m25 竹ヶ原　奏 1m25
太太中3 太国際2 太宝泉3 太東中3 太国際1 太藪塚2 太東中2 太城東3 7位
井上　瑠華 10m60 荒井　凛 8m72 大島　琉那 8m63 河内　月芭 8m14 前原　優希 8m01 岩瀬　妃那 7m20 坂間　杏津 6m49 川田　綺麦 6m42
太藪塚3 太太中2 太生品3 太南中3 太藪塚2 太太中3 太宝泉3 太生品1
成澤　柚日 5m56 今井　美羽 4m97 新井　硯迦 4m70 増田　泉 4m69 佐藤　汐 4m63 植松　水歌子 4m45 矢羽　香津紀 4m27 清水　美渚 4m25
太藪塚2 GR 太宝泉3 太藪塚2 太国際2 太太中2 太国際3 太太中2 太城東3
太藪塚 52''04 太城東 52''34 太太中 53''36 太東中 53''78 太宝泉 54''24 太国際 54''43 太南中 54''79 太休泊 57''20
太藪塚 太城東 太太中 太東中 太宝泉 太国際 太南中 太休泊

太藪塚 91 太太中 68 太休泊 58.5 太旭中 57 太東中 56 太国際 50 太城東 34 太南中 23
太宝泉 90 太太中 88 太藪塚 85 太城東 48.5 太国際 31 太木崎 27 太東中 26.5 太尾島 26
太藪塚 176 太太中 156 太宝泉 108 太城東 82.5 太東中 82.5 太国際 81 太休泊 60.5 太旭中 57

2021年7月17日(土)
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

備考

男子 １年１００ｍ

男子 １年１５００m

男子 １年走幅跳

男子 ２年１００m

男子 ３年１００m

男子 ２・３年１５００ｍ

男子 共通２００ｍ

男子 共通４００ｍ

男子 共通８００ｍ

男子 共通３０００ｍ

男子 共通１１０ｍH

男子 共通走高跳

男子 共通棒高跳

男子 共通砲丸投

男子 ２・３年走幅跳

男子 共通４×１００ｍ

女子 １年１００ｍ

女子 １年８００ｍ

女子 １年走幅跳

女子 ２年１００m

女子 ３年１００m

女子 ２・３年８００ｍ

女子 共通２００m

女子 共通１５００ｍ

女子 共通１００ｍＨ

女子 共通走高跳

女子 共通砲丸投

女子 ２・３年走幅跳

女子 共通４×１００ｍ

男子総合
女子総合
男女総合


