
平成２０年度　第３５回　館林市中学校新人陸上競技大会  成績一覧表 平成２０年９月２７日(土) 太田市運動公園陸上競技場

順位
種目

横田　啓亮 梁瀬　泰希 小川　隼人 山本　輝

一中．１ 一中．１ 四中．１ 三中．１

梁瀬　泰希 有国　昂己 金子　亮 柴崎　広隆

一中．１ 一中．１ 四中．１ 四中．１

吉田　和真 黒澤　敏充 山本　輝 牛渡　直輝

四中．１ 四中．１ 三中．１ 一中．１

桜沢　力也 渡邊　康佑 金子　翔 石黒　鷹也 林　祥平 日下部宗胤 柿沼　宙

一中．２ 二中．２ 三中．２ 三中．２ 二中．２ 一中．２ 三中．２

栗原　直飛 高橋　郁弥 松村　友稚 恩田　秀征

一中．２ 一中．２ 二中．２ 三中．２

植木　嘉朗 小林　航輝 日下部宗胤

二中．２ 一中．２ 一中．２

田口　達也 渡邊　康佑 金子　翔 横田　啓亮 小川　隼人 植木　嘉朗 柿沼　宙

一中．２ 二中．２ 三中．２ 一中．１ 四中．１ 二中．２ 三中．２

田口　達也 松島　康介 新谷　昇平 吉田　和真 山澤　敦史

一中．２ 二中．２ 一中．２ 四中．１ 四中．１

新谷　昇平 山澤　敦史 恩田　秀征

一中．２ 四中．１ 三中．２

高橋　郁弥 栗原　直飛 金子　亮 柴崎　広隆

一中．２ 一中．２ 四中．１ 四中．１

石黒　鷹也

三中．２

松島　康介 桜沢　力也 小林　航輝 林　祥平

二中．２ 一中．２ 一中．２ 二中．２

荒川真理子 津金　恵美 武政　百絵 髙橋　星華 恩田　亜椰 町田　有彩 寺沢　彩歌 松本　理沙

二中．１ 一中．１ 一中．１ 三中．１ 四中．１ 四中．１ 三中．１ 二中．１

荒川真理子 松本　理沙 島田　美紀 恩田　亜椰 観海　彩姫 武政　百絵 蓮見　未来 町田　有彩

二中．１ 二中．１ 三中．１ 四中．１ 二中．１ 一中．１ 三中．１ 四中．１

渡邉　美月 柴垣　琴音 三田　栞 梅澤　彩芽 花島　結 新井　茉優 森田　みき

二中．１ 二中．１ 一中．１ 三中．１ 四中．１ 三中．１ 三中．１

岡戸　祐奈 広瀬まりあ 半田　莉菜 小幡　紗千 飯島　唯 斉藤　叶多 吉田　彩未 川田　皓美

一中．２ 三中．２ 四中．２ 二中．２ 三中．２ 四中．２ 三中．２ 二中．２

田中　春圭 斉藤　叶多 小川　逸華 村田まどか 野村　彩香

二中．２ 四中．２ 二中．２ 三中．２ 三中．２

鈴木　沙代 木村　汐里 鈴木　萌子 瀬山　茉由花 阿部　愛香

三中．２ 二中．２ 三中．２ 二中．２ 三中．２

岡戸　祐奈 半田　莉菜 小幡　紗千 川島　梨瀬 吉田　彩未 寺沢　彩歌 笠原　由貴 西川未沙稀

一中．２ 四中．２ 二中．２ 一中．２ 三中．２ 三中．１ 二中．１ 二中．１

鈴木　沙代 渡邉　美月 瀬山　茉由花 阿部　愛香 木村　汐里 高野　真優 鈴木　萌子 三田　栞

三中．２ 二中．１ 二中．２ 三中．２ 二中．２ 二中．１ 三中．２ 一中．１

多田　彩花 広瀬まりあ 髙橋　星華 笠原　由貴 西川未沙稀

二中．２ 三中．２ 三中．１ 二中．１ 二中．１

飯島　唯 多田　彩花 横畑　あきほ

三中．２ 二中．２ 四中．２

津金　恵美 川田　皓美 大塚　実咲 小山　愛莉 倉上　岬 福田　梨恵 坂本　佳奈

一中．１ 二中．２ 二中．２ 二中．１ 四中．２ 三中．２ 三中．１

2年800m 2'35"30 2'42"87

２年

1年800m 2'42"03 2'49"29

１年

2年走幅跳

１年1500m 5'28"26 5'29"83 5'35"84 6'14"58

5'23"01 5'35"96２年1500m 4'40"15 4'48"92

女子

四中 三中

7m59 7m02 6m80

21"79

14"15

男子

二中 一中

砲丸投 10m68

走高跳 1m45

100mH

砲丸投

２年

一中

7m67 7m22 5m46

14"07

6m727m98 7m74

5'44"96

1m40 1m30

4×100mR 56"42 56"55 56"72 57"51

18"07 19"91

5'45"12

21"82 22"35

5'38"53 5'40"21 5'43"58

33"18

4m16 3m78 3m72 3m69 3m50

共通

200m 29"00 29"54 30"11 31"42

1500m 5'19"33 5'24"51 5'33"55

33"03

14"76 14"8114"47 14"59 14"74

31"60 32"42

２年100m 13"9713"77

１年走幅跳 4m29 4m03 3m25

15"1514"90 14"95 14"97

3m75 3m60 3m53 3m42

１年100m 14"57

5m13

15"1814"73

2'43"28 2'43"34 2'46"02

2'50"86 2'52"78 2'59"60 3'03"53 3'04"76

3m77

4×100mR 二中50"63

走高跳

12'43"08

53"05

12'51"05

110mH 20"43

3000m 10'15"31 10'19"24

800m 2'30"57 2'49"13 2'57"81

２年走幅跳 3m92 3m41 3m34

73"55

共通

200m 25"38 26"45 27"31 28"14

400m 59"79 62"53 68"98

32"38

13"25 14"01 14"37 15"14２年100m 12"59 12"64 13"10

3m44 3m33

１年

１年100m 13"41 13"52

１年走幅跳 4m04 3m84

第７位 第８位

13"68 15"29

第５位 第６位第１位 第２位 第３位 第４位

29"74 31"06

71"26


