
平成24年度　富岡甘楽中体連　陸上競技大会　成績一覧表 平成24年7月14日　　　　北部運動公園陸上競技場

氏名（校名・学年） 記録 氏名（校名・学年） 記録 氏名（校名・学年） 記録 氏名（校名・学年） 記録 氏名（校名・学年） 記録 氏名（校名・学年） 記録

１年 １００ｍ 湯浅　大（富西） 13"04 本多　海斗（富北） 13"36 清水　博嵩（下中） 13"79 櫻井　敦司（甘一） 13"87 関　鉄太（妙義） 14"45 江原　天斗（甘一） 14"52

１年 １５００ｍ 茂原　將悟（甘二） 4'52"60 湯浅　大（富西） 5'07"28 畑谷　悠真（妙義） 5'08"05 鈴木　陸（甘一） 5'14"36 中村　千智（甘一） 5'27"12 中村　辰貴（妙義） 5'38"62

２年 １００ｍ 田村　瞭治（甘一） 11"77 森平　純（甘一） 11"97 金井　真琴（下中） 12"14 五十嵐　元希（下中12"61 並木硯俊（富西） 12"62 榊原　里弥（富北） 12"71

３年 １００ｍ 岡野　太郎（下中） 11"56 小島　拓也（妙義） 12"03 佐藤　寛太（下中） 12"05 臼田　将哉（富西） 12"06 田村　颯一朗（甘二12"31 田村　翔吾（富南） 12"33

共通 １５００ｍ 強矢　涼太（富西３）4'25"26 岩井　宏大（富西３）4'31"29 田村　峻一（甘二３）4'36"97 鈴木　蓮（甘一２） 4'38"52 佐藤　淑弘（妙義２）4'40"95 佐藤　雅哉（富南３）4'57272

共通 ２００ｍ 岡野　太郎（下中３）23"73 田村　瞭治（甘一２）24"36 森平　純（甘一２） 25"32 三田　颯（富北３） 26"32 吉井　夢人（富北３）26"92 佐藤　朋貴（妙義１）28"59

共通 ４００ｍ 深澤　耕平（富東３）56"35 田村　翔吾（富南３）57"42 太田　誠弥（富西３）57"79 下　真（甘一２） 57"82 山内　智寛（富北３）58"94 並木　俊硯（富西２）1'00"34

共通 ８００ｍ 岩井　宏大（富西３）2'09"59 吉田　智弘（甘一２）2'13"04 深澤　耕平（富東３）2'14"15 吉田　航大（富西３）2'14"86 吉井　夢人（富北３）2'20"11 臼田聡一郎（富南３2'21"85

共通 ３０００ｍ 強矢　涼太（富西３）9'32"07 林　健太（富西３） 9'45"89 金井　健太（下中３）9'47"87 鈴木　　蓮（甘一２） 10'10"94 佐藤　雅哉（富南３）10'43"75

共通 １１０ｍＨ 加藤　誠也（富西２）16"46 佐藤　衣吹（下中３）17"44

共通 ４×１００ｍＲ 下仁田中 46"90 甘楽一中 47"25 富岡西中 47"27 富岡東中 49"41 妙義中A 49"72 富岡北中 49"86

共通 走高跳 山岸　勇人（富東３）1m60 石井　貴也（富東３）1m50 中野　覚志（富北３）1m45 浅川　裕也（妙義１）1m35

共通 棒高跳

共通 走幅跳 加藤　誠也（富西２）6m27 臼田　将哉（富西３）5m86 矢嶋　忠史（富北３）5m76 山岸　勇人（富東３）5m40 榊原　里弥（富北２）5m34 吉岡　拓真（妙義３）5m33

共通 砲丸投 横尾　錬（富西３） 9m18 市川　和樹（富西３）7m95 小金澤蒼士（妙義３7m46 茂木　祐作（富東３）6m89 茂木　温（妙義２） 6m20

１年 １００ｍ 田村　沙恵（富南） 13"99 清水　桂（富東） 14"52 新井　美帆（富南） 14"69 新井　蓮実華（富東14"72 田中　桃子（富西） 14"83 岡野　光莉（富西） 14"85

１年 走幅跳 田村　沙恵（富南） 4m31 岡野　光莉（富西） 3m88 藤原　美結（富東） 3m83 小栗　玲奈（妙義） 3m77 伊原　菜々生（富南3m76 大河原梨奈（富西） 3m50

２年 １００ｍ 松井　沙樹（甘一） 13"30 瀬下　彩（富東） 13"66 茂木　舞（富北） 14"02 塩山　琴音（富西） 14"67 岡田　実樹（富西） 14"70 平良　梨乃（妙義） 15"37

３年 １００ｍ 三浦　未花（甘一） 13"21 横山　杏奈（富南３）13"25 大河原鈴菜（甘一） 13"31 上谷　愛美（富西） 13"46 佐藤　真夏（下中） 13"54 須藤　萌衣（妙義） 13"68

共通 走幅跳 山田萌々香（富西３4m84 田嶋　莉奈（富北３）4m59 下山　真由（富南３）4m35 吉田　瑠璃（富西３）4m25 村田　美海（富東３）4m01 保阪　柚奈（富東２）3m76

共通 ２００ｍ 岡野　美鈴（富西３）27"52 三浦　未花（甘一３）27"80 松井　沙樹（甘一２）28"22 上谷　愛美（富西３） 28"88 斎藤　春歌（富南３）28"88 神戸　紅映（富北３）30"48

共通 ８００ｍ 新井　茉奈（富南３）2'27"20 山田　律歌（甘一３）2'34"43 塩山　琴音（富西２）2'38"98 二坂　柊子（富北３）2'40"60 松井桃花（富南３） 2'42"72 清水　花穂（妙義３）2'43"10

共通 １５００ｍ 新井　茉奈（富南３）4'58"32 富田　笑（甘一２） 5'08"42 田中　桃子（富西１）5'34"68 藤原　美結（富東１）5'39"55 稲塚　彩音（富西１）5'40"02 二坂　柊子（富北３）5'44"28

共通 １００ｍＨ 佐藤　真夏（下中３）15"51 横山　杏奈（富南３）15"80 浅川　玲奈（富南３）16"69 吉田　瑠璃（富西３）17"42 古市　真央（富東２）19"48

共通 ４×１００ｍＲ 富岡西中A 52"98 甘楽一中A 53"29 富岡南中A 54"17 富岡北中A 56"27 富岡東中A 57"00 富岡南中B 58"42

共通 走高跳 岡野　美鈴（富西３）1m45 黛　由季（富西３） 1m35 金井　理沙（甘一３）1m30 大河原麻由（富北３1m25

共通 砲丸投 滝上　美樹（下中３）9m14 山田萌々香（富西３8m81 植野　華奈（妙義３）8m55 岡田　実樹（富西２）7m91 新井　志穂美（甘二7m53 新井菜奈美（甘二３7m00

➠ 男子総合 優勝富岡西 中     84点 ２位甘楽一中 48点 ３位下仁田中 42点

➠ 女子総合 優勝富岡西 中 73点 ２位富岡南中 53点 ３位甘楽一中 44点
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