
平成２８年４月２３日（土）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

松島　尚央人 13"63 奥　丈翔 14"02 長田　倭知 14"10 小暮　七斗 14"21 石塚　海 14"40 村川　健斗 14"55 茂木　希実晴 14"61 今村　伊吹 14"83
太生品1 太旭中1 太城東1 太南中1 太尾島1 太尾島1 太生品1 太生品1

神野　颯斗 5'28"55 柳田　優斗 5'48"09 武田　大河 6'20"07 前　大空 6'35"26
太北中・１ 太旭中・１ 太生品・１ 太尾島・１

関口  卓弥 12"01 黒岩　篤 12"26 瀧﨑　日向 12"30 岩野　壮真 12"62 飯塚  健介 12"70 金家　寧仁 12"77 三水    航 12"79 関沼　正真 13"00
太休泊2 太休泊2 太城東2 太旭中2 太城西2 太旭中2 太城西2 太薮塚2

柿本　悠伊 11"72 中島　陽輝 11"90 柿沼天我 12"29 柳田　裕斗 12"31 中岡　ルーカス 12"33 菊地　優太 12"53 加藤  直樹 12"59 小林　優也 12"60
太休泊3 太太中3 太木崎3 太休泊3 太旭中3 太生品3 太城西3 太薮塚3

宮本　ボニー 23"81 柿沼天我 24"44 栗原　翔希 25"13 中岡　ルーカス 25"23 土井　涼我 25"26 加藤  直樹 25"61 岩野　壮真 25"93 入澤　成祥 25"95
太旭中3 太木崎3 太南中3 太旭中3 太南中3 太城西3 太旭中2 太城東3

宮本　ボニー 53"45 栗原　翔希 54"16 瀧﨑　日向 56"18 小林　優也 56"79 小河原　勇人 57"33 椎名航暉 60"79 籾山　大翔 61"16 塩原  慧大 61"71
太旭中・３ 太南中・３ 太城東・２ 太薮塚・３ 太南中・３ 太木崎・３ 太南中・３ 太城西・２
矢守　峻脩 2'10"57 髙橋　廉 2'11"39 髙山　尚人 2'13"86 木村　一翔 2'16"05 渡辺　雄斗 2'16"97 籾山　大翔 2'17"45 羽鳥　綾真 2'18"56 山岸　龍聖 2'21"57
太城東2 太休泊2 太生品3 太綿打2 太綿打2 太南中3 太太中3 太東中3

小林　政澄 4'15"22 山下　航平 4'15"99 小林　智也 4'24"33 渡辺　雄斗 4'28"74 矢守　峻脩 4'30"17 小林　豊 4'30"61 鈴木　智大 4'31"23 長島　佑汰 4'36"04
太南中3 太休泊3 太尾島3 太綿打2 太城東2 太太中2 太城東3 太薮塚3

小林　政澄 9'18"94 山下　航平 9'30"60 小林　智也 9'40"46 鈴木　智大 9'50"43 小林　豊 10'03"43 木村　一翔 10'13"25 奥瀬　匠 10'13"55 清水　駿斗 10'27"86
太南中3 太休泊3 太尾島3 太城東3 太太中2 太綿打2 太南中3 太城東3

三澤　伶輔 17"03 佐藤　月彦 17"28 土井　涼我 17"57 金谷　柊汰 18"44 富田　颯樹 18"46 ブルガローリ　ユージ 19"84 丸山    隼 20"32 飯塚  健介 20"62
太薮塚3 太休泊3 太南中3 太尾島3 太南中3 太南中2 太城西3 太城西2

三澤　伶輔 1m65 田中　稀大 1m50 小川　漱也 1m50 金谷　柊汰 1m45 丸山    隼 1m35
太薮塚3 太休泊3 太休泊3 太尾島3 太城西3

中島　陽輝 6m39 中島　大空 5m98 小林  涼介 5m81 黒石　蓮 5m66 関沼　正真 5m40 伊藤　捷人 5m25 茂木　琉依 5m04 三水    航 4m88
太太中3 太太中3 太城西3 太南中3 太薮塚2 太綿打3 太尾島2 太城西2

久保田亞央 13m30 鈴木　歩武 9m23 津久井　幹大 7m53 茂木　太陽 6m24 河野　武徳 5m27 金井　咲斗 5m17
太薮塚3 大会新 太東中3 太尾島3 太休泊2 太綿打3 太太中2
太休泊A 46"14 太旭中 47"60 太南中 47"91 太薮塚 48"88 太休泊B 49"56 太城西 50"14 太尾島 51"13 太生品 51"82

松本　こころ 14"62 橋爪　七海 14"76 河内　眞里奈 14"80 青柳　アヤネ 14"98 山本　有莉 15"11 奥　陽向 15"23 杉山　千夏 15"41 木下　桜 15"45
太太中1 太太中1 太太中1 太生品1 太休泊1 太生品1 太旭中1 太生品1

山下　真奈 2'26"61 堀越　優光 2'26"62 阿部  百花 2'41"76 浅古　葉名 2'48"35 矢守　菜々美 2'51"63 鈴木　ひかる 2'59"45
太休泊1 大会新 太城東1 大会新 太休泊1 太城東1 太城東1 太生品1

梁取　美菜 3m57 荒木　結衣 3m43 鶴沢　佑奈 3m17 久保田　萌花 3m07 浅古　葉名 2m97
太城東1 太宝泉1 太太中1 太宝泉1 太城東1

菊池　広夏 13"98 正田　萌絢 14"18 柴田　実玖 14"25 野村　真優 14"30 石井 真絢 14"34 矢口　紗弥加 14"34 堂前　　杏 14"41 尾形　優菜 14"45
太尾島2 太宝泉2 太休泊2 太尾島2 太木崎2 太太中2 （5位） 太薮塚2 太休泊2

齋藤  琴音 13"46 神藤　未弥 13"57 周東　美来 13"84 長谷川　礼奈 13"88 福田　祐美 13"98 菊地　梨々華 14"04 佐々木　歩美 14"13 中村　香琳 14"14
太城西・３ 太薮塚・３ 太薮塚・３ 太宝泉・３ 太城東・３ 太宝泉・３ 太南中・３ 太太中・３
神藤　未弥 27"49 杉山　優 28"02 長谷川　礼奈 28"15 福田　祐美 28"38 齋藤宇紗 29"20 菊地　梨々華 29"42 佐々木　歩美 29"54 石井 真絢 29"64
太薮塚3 太城東3 太宝泉3 太城東3 太木崎3 太宝泉3 太南中3 太木崎2

塚越　かれん 2'21"66 鵤木　あすか 2'31"83 村松　紗幸 2'32"71 鈴木　里菜 2'34"01 小林　ゆい 2'37"52 山本    睦 2'39"17 太田　麻渚 2'40"42 本多　瑠那 2'40"97
太宝泉3 大会新 太生品3 太休泊3 太南中2 太南中2 太城西3 太城東2 太太中3

塚越　かれん 4'48"07 堀越　優光 5'10"92 鈴木　里菜 5'12"16 小林　ゆい 5'21"33 田尻　実夢 5'27"88 本多　瑠那 5'27"92 高橋　杏 5'32"47 吉村  美南 5'33"75
太宝泉・３ 太城東・１ 太南中・２ 太南中・２ 太旭中・３ 太太中・３ 太尾島・３ 太城西・２
齋藤  琴音 15"40 中村　香琳 16"49 尾形　優菜 18"03 山本　楓那 18"10 高橋　瑞歩 19"28 二宮　和奏 19"31 山鹿　美玖 20"80 小島　楓花 23"96
太城西3 太太中3 太休泊2 太太中2 太休泊3 太休泊3 太尾島3 太宝泉1

大川　月帆 1m35 齊藤　圭保 1m30 後藤　璃楽 1m30 稲葉　胡桃 1m30 遠藤　菜々海 1m25 中島　未夢 1m20 大坂　鈴香 1m20
太城東3 太生品2 太旭中3 太太中3 (３位） 太休泊3 太休泊3 太薮塚2

周東　美来 4m75 正田　萌絢 4m70 滝沢　渚月 4m40 加藤　美希 4m20 堂前　　杏 4m15 関口　雅詩亜 4m12 山家　瞳 4m06 関根　葉月 4m00
太薮塚3 太宝泉2 太東中3 太薮塚2 太薮塚2 太生品3 太旭中2 太尾島2

小暮　未来 11m16 山﨑　萌栞 10m82 石川　華南 10m09 石川　寿々 9m10 井上　瑞葵 7m87 増田　萌々杏 7m50 高橋　杏 7m28 金井　碧 7m14
太南中3 太太中3 太城東3 太城東2 太旭中2 太休泊3 太尾島3 太休泊3
太薮塚 52"96 太城東 53"47 太南中 54"30 太休泊A 54"39 太太中 54"50 太尾島A 55"39 太休泊B 55"59 太旭中 57"10

平成２８年度　　太田市中学校春季陸上競技大会結果一覧表　　　　　　　　　　　　　

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 備　考

4×100ｍＲ

男子

１年１００ｍ

１年１５００ｍ

１年走幅跳

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通２００ｍ

共通４００ｍ

共通８００ｍ

共通１５００ｍ

共通３０００ｍ

共通110ｍＨ

共通走高跳

共通走幅跳

共通砲丸投

共通走高跳

共通走幅跳

共通砲丸投

4×100ｍＲ

女子

１年１００ｍ

１年８００ｍ

１年走幅跳

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通２００ｍ

共通８００ｍ

共通1500ｍ

共通100ｍＨ


