
平成２０年度邑楽郡春季陸上競技大会 　成績一覧表 平成２０年４月２６日（土）

男　子 太田市運動公園陸上競技場

種　目 　　　　第　一　位 　　　　第　二　位 　　　　第　三　位 　　　　第　四　位 　　　　第　五　位 　　　　第　六　位 　　　　第　七　位 　　　　第　八　位

氏　　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録

1 １年１００ｍ 島田　恭佑（１） 板倉 13"99 中島　怜央（１） 邑楽 14"06 長谷川将貴（１） 大北 14"09 前野　良拓（１） 大西 14"22 大野佑希也（１） 大南 14"74 河内　佑介(1) 明和 14"87 斉藤　公輔（１） 邑楽 15"09 寺内　悠太（１） 明和 15"09

2 １年走幅跳 矢沢　竜星 （１） 邑楽 4m43 寺内　悠太（１） 明和 4m31 江田　挙悟（１） 邑楽 3m83 島田　恭佑（１） 板倉 3m76 関田　真琴（１） 板倉 3m75 山口　裕也（１） 邑楽 3m73 嶋田　拓海（１） 大西 3m65 福田　智也（１） 大北 3m49

3 １年１５００ｍ 中島　怜央 （１） 邑楽 5'36"04 本田　一希（１） 大北 5'50"09 矢沢　竜星（１） 邑楽 5'53"24 河内　佑介（１） 明和 5'54"72 桐ヶ谷稜介（１） 大北 5'56"02 嶋田　拓海（１） 大西 6'11"58 江田　挙悟（１） 邑楽 6'13"97 濱邊　雄太(1) 大北 6'15"60

4 ２年１００ｍ 荻原　俊彦（２） 大北 12"57 斎藤　雷大（２） 邑楽 12"60 越智　悠介（２） 板倉 12"70 細川　豊（２） 邑楽 13"02 木村　隼人（２） 明和 13"18 保坂　惇浩（２） 邑楽 13"25 平吹　俊介（２） 大北 13"38 児島　裕司（２） 大西 13"38

5 ３年１００ｍ 高山　健斗（３） 邑楽 12"45 小林　一樹（３） 大南 12"46 横倉　永乙（３） 大北 12"79 須藤　直也（３） 明和 12"89 沖田　智洸（３） 大北 13"43 橋本　涼（３） 板倉 13"79

6 共通２００ｍ 谷川　鈴扇（２） 邑楽 23"39 小林　一樹（３） 大南 25"56 石原　和樹（３） 明和 25"92 横倉　永乙（３） 大北 26"02 越智　悠介（３） 板倉 26"02 高橋　暢（２） 板倉 27"49 奈良　幸汰（２） 明和 27"80 橋本　涼（３） 板倉 27"90

7 共通４００ｍ 高山　健斗（３） 邑楽 54"19 岡田　竜介（３） 板倉 57"35 斎藤　雷大（２） 邑楽 58"41 冨塚　貴文（２） 明和 59"83 児島　裕司（２） 大西 64"84 森下　光（３） 大北 70"73 田沼　純平（２） 大南 72"20 高野　勇希（２） 大西 74"96

8 共通８００ｍ 橋本　　健 （３） 明和 2'05"90 大野　達也（３） 大南 2'11"33 岡田　竜介（３） 板倉 2'14"04 大神　優祐（３） 板倉 2'14"08 関口　恵太（２） 板倉 2'25"57 川田　樹（２） 大南 2'26"11 二十里竜也（３） 大北 2'27"12 斎藤　優樹（２） 邑楽 2'30"58

9 ２・３年１５００ｍ 橋本　　健 （３） 明和 4'25"78 大野　達也（３） 大南 4'48"55 大神　優祐（３） 板倉 4'50"85 関口　恵太（２） 板倉 4'54"61 新井　貴弥（２） 板倉 4'54"81 前田　凌汰（３） 板倉 4'58"49 高橋　由一（２） 大北 5'00"19 中村　尚人（２） 大北 5'07"01

10 共通３０００ｍ 前田　凌汰（3） 板倉 10'33"49 新井　貴弥（２） 板倉 10'40"98 高橋　由一（２） 大北 10'41"68 中村　尚人（２） 大北 10'57"81 小野寺大輝（２） 大南 11'04"62 入福　誠也（２） 大南 11'53"35 田沼　純平（２） 大南 12'22"10

11 共通１１０ｍＨ荻原　俊彦（２） 大北 17"02 中村　剣輔（２） 大北 21"58

12 ２・３年走幅跳 谷川　鈴扇（２） 邑楽 5m73 須藤　直矢（３） 明和 5m23 二十里竜也（３） 大北 4m85 細川　豊（２） 邑楽 4m57 平吹　俊介（２） 大北 4m23 木暮　祐太（２） 大西 3m69 野澤　龍（２） 大南 2m72

13 共通走高跳 冨塚　貴文（２） 明和 1m45 奈良　幸汰（２） 明和 1m30 高橋　暢（２） 板倉 1m30 河内　友亮（３） 大北 1m30

14 共通砲丸投 石原　和樹（3） 明和 9m30 沖田　智洸（3） 大北 9m14 保坂　惇浩（２） 邑楽 ７m24 木村　隼人（２） 明和 6m26 酒本　裕和（２） 大北 5m57 久保田　優（３） 千中 4m83 照内　裕貴 明和 4m79

15 ４×１００ｍＲ 邑楽 48"05 明和 48"60 板倉 51"24 大泉北 51"68 大泉南 52"08 大泉西 58"74

学校対抗 大泉北 107.5 邑楽 107 明和 95.5 板倉 89.5 大泉南 50 大泉西 22.5 千代田 3

女　子

種　目 　　　　第　一　位 　　　　第　二　位 　　　　第　三　位 　　　　第　四　位 　　　　第　五　位 　　　　第　六　位 　　　　第　七　位 　　　　第　八　位

氏　　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名 記録 氏　名 校名記録

1 １年１００ｍ 中村　瞳（１） 明和 15"54 新井夏奈子（１） 邑楽 15"74 大池　琴乃（１） 大北 15"93 瀬下　敦子（１） 明和 16"05 斎藤美也子（１） 板倉 16"22 羽場　美里（１） 板倉 16"31 松本　彩（１） 邑楽 16"37 根岸　奈穂（１） 板倉 16"49

2 １年走幅跳 魚住　夏生（１） 邑楽 3m00 根本果菜子（１） 板倉 2m91 松本　彩（１） 邑楽 2m88 長谷川志穂（１） 邑楽 2m86 根岸　奈穂（１） 邑楽 2m66 瀬下　敦子（１） 明和 2m17

3 １年８００ｍ 中村　瞳（１） 明和 2'55"75 羽場　美里（１） 板倉 2'56"66 斎藤美也子（１） 板倉 3'00"52 島田　友紀（１） 大北 3'05"48 瀬山　夏生（１） 邑楽 3'10"30 金井　佑夏（１） 邑楽 3'15"07 小林　詩織（１） 大北 3'17"29 山根　璃那（１） 邑楽 3'21"10

4 ２年１００ｍ 神戸麻利奈（２） 大北 13"68 薗部　晴加（２） 明和 13"96 松井　碧海（２） 大北 14"39 戸ヶ崎莉奈（２） 邑楽 14"59 塩田　枝両（２） 大北 14"61 関口ちな実（２） 明和 14"93 金本　志穂（２） 大南 15"17 森　ちひろ（２） 大北 15"23

5 ３年１００ｍ 大塚　藍（３） 邑楽 13"37 三宅　千夏（３） 邑楽 13"37 小室　早稀（３） 明和 13"57 阿部　捺美（３） 明和 14"26 阿部　捺美（３） 大西 14"59 城間　由美（３） 大西 15"11 宮田　恭子（３） 板倉 15"26 松谷　有桂（３） 大北 16"70

6 共通２００ｍ 三宅　千夏（３） 邑楽 28"54 神戸麻利奈（２） 大北 29"06 野口さつき（３） 邑楽 29"48 阿部　捺美（３） 大西 30"64 関口ちな実（２） 明和 31"76 金本　志穂（２） 大南 31"93 森田有美 （２） 板倉 33"45

7 ２・３年８００ｍ 市村　晴花（３） 明和 2'39"55 安藤　美穂（３） 明和 2'40"29 金井　萌花（３） 邑楽 2'42"17 永島みちる（２） 板倉 2'44"15 須藤　千穂（２） 板倉 2'50"10 尾城　芽（２） 大北 2'53"93 荻原　美帆（２） 大北 2'53"96 白川実那美（３） 大西 2'54"97

8 共通１５００ｍ 安藤　美穂（３） 明和 5'26"50 市村　晴花（３） 明和 5'28"40 金井　萌花（３） 邑楽 5'29"83 永島みちる（２） 板倉 5'47"25 飯島　彩（２） 板倉 5'48"71 白川　実那美(３) 大西 6'04"52 阿部　冴香（２） 大北 6'08"61 島田　友紀（１） 大北 6'18"43

9 共通１００ｍＨ 薗部　晴加（２） 明和 16"93 小沼　藍佳（２） 板倉 17"76 阿部　捺美（３） 明和 18"64 関田　優子（３） 板倉 18"69 須藤　千穂（２） 板倉 20"34 城間　由美(３) 大西 20"61 荻原　美帆（２） 大北 20"79 根岸　優衣（２） 大北 21"40

10 ２・３年走幅跳 小室　早稀（３） 明和 4m50 飯島　彩（２） 板倉 4m26 小沼　藍佳（２） 板倉 4m18 高橋　愛（２） 大西 4m13 山崎　冴佳（３） 大西 3m74 宮田　恭子（３） 板倉 3m73 塩田　枝両（２） 大北 3m45 森　ちひろ（２） 大北 3m35

11 共通走高跳 関田　優子（３） 板倉 1m45 大塚　藍（３） 邑楽 1m40 戸ヶ崎莉奈（２） 邑楽 1m25 野本　有希（２） 明和 1m25 太田　萌日（２） 大北 1m15 尾城　芽（２） 大北 1m15

12 共通砲丸投 石井　杏奈（３） 千中 8m75 野口さつき（３） 邑楽 8m44 藤田奈津花（２） 板倉 8m27 根岸　優衣（２） 大北 7m49 新井　優紀（２） 大北 6m65 野本　有希（２） 明和 6m28 山崎　冴佳（３） 大西 5m26

13 ４×１００ｍＲ 邑楽 54"51 明和 55"27 板倉 57"27 大泉西 58"29 大泉北Ａ 58"49 大泉北Ｂ 58"49

学校対抗 明和 116 邑楽 104 板倉 98 大泉北 69 大泉西 35 千代田 8 大泉南 5
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