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平成２９年度　第３回　投擲チャレンジ記録会 2017年4月8日(土)

第１ラウンド 決勝一覧表
桐生市陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 4/9 砲丸投 岩井　幸暉  12m06

(7.260kg)上武大

男子 4/9 砲丸投 廣田  大輔(3)  12m44 佐藤  大輔(3)  12m27 野中  優哉(3)  11m89 高橋　直也(3)  11m56 新島　幸大(2)  11m36 青木　智宏(3)  10m83 太田  匠梧(2)  10m73 園田　竜馬(3)  10m50

(6.000kg)前橋南高 中之条高 桐生一高 富岡高 市立太田高 前橋育英高 前橋東高 前橋商高

男子 4/9 砲丸投 嶌田　絢介(2)  12m59 田中  想大(3)  11m30 東    怜央(3)  10m69 室井  健吾(2)   9m61 飯塚　太一(2)   8m60 板橋　弦大(2)   8m00 野澤　琉夏(3)   7m31 木榑  優輝(2)   6m77

(5.000Kg)桐生中央中 前橋五中 前橋五中 前橋五中 桐生中央中 桐生中央中 境野中 中央中等

男子 4/9 円盤投 宮入　紳豪  43m36 須田　光  37m65

(2.000kg)東学大 群大ＴＦ

男子 4/9 円盤投 篠﨑　亮介(3)  42m90 柿沼  陸斗(3)  35m84 野中  優哉(3)  35m15 岡本　龍弥(3)  35m07 廣田  大輔(3)  30m17 井出　凜太郎(5)  28m74 川岸　廉(2)  28m51 太田  匠梧(2)  27m30

(1.750kg)前橋育英高 桐生南高 桐生一高 勢多農林高 前橋南高 中央中等 桐生南高 前橋東高

男子 円盤投

(1.500Kg)

男子 4/9 ハンマー投 石島　和弥  49m37 金井　貴洋  39m20

(7.260kg)上武大 しきしま

男子 4/9 ハンマー投 佐藤  大輔(3)  54m08 篠﨑　亮介(3)  49m51 岡本　龍弥(3)  48m27 羽鳥　司(3)  44m71 柿沼  陸斗(3)  43m36 中島　大地(2)  40m84 山﨑　未来也(2)  40m57 太田  匠梧(2)  39m70

(6.000kg)中之条高 前橋育英高 勢多農林高 藤岡中央高 桐生南高 勢多農林高 前橋育英高 前橋東高

男子 4/9 やり投 中村　迅(2)  51m45 関  優作(2)  48m26 大塚　主稀  45m16 吉田  昂平(2)  44m19 小川　倖弥(2)  43m78 川岸　廉(2)  43m48 石塚　瑛士  42m32 小倉　凌斗(3)  40m75

(0.800kg)吉井高 中之条高 上武大 前橋南高 太田工高 桐生南高 上武大 勢多農林高

女子 4/9 砲丸投 小林  秋穂(3)  11m26 山﨑  璃子(2)   9m81 押田　慶美(1)   9m70 尾滝　七海(1)   8m45 堀内　彩夏(1)   8m42 蛭間  さくら(2)   7m96 板橋　絵美(2)   7m91 山内  里穂(3)   7m42

(4.000kg)前橋東高 中之条高 前橋育英高 桐生南高 前橋育英高 桐生南高 太田女高 桐生市商高

女子 4/9 砲丸投 下田  莉未(3)  12m78 矢口  輪花(3)  11m75 秋山  瑠奈(3)  11m39 ｱｽﾞｰﾙ ｱﾘﾔ(2)  10m40 大澤香耶音(3)  10m17 近藤  千夏(2)  10m13 萩原  百香(2)   9m67 草野木乃花(3)   9m43
(2.721kg)富士見中 笠懸中 境西中 伊勢崎三中 前橋五中 富士見中 伊勢崎三中 境西中

女子 4/9 円盤投 藤沢  美夕(3)  32m85 小林  秋穂(3)  32m82 尾滝　七海(1)  26m91 押田　慶美(1)  26m01 亀山 玲奈(3)  24m51 高山  結夢(1)  24m18 膳  春奈(3)  22m92 加邉　菜々花(1)  22m31
(1.000kg)新田暁高 前橋東高 桐生南高 前橋育英高 桐生女高 前橋育英高 新田暁高 前橋女高

女子 4/9 ハンマー投 森田　くるみ(3)  43m80 山﨑  璃子(2)  35m01 大島  有葵(3)  32m37 黒沢  音々(3)  29m54 小林  秋穂(3)  29m16 清水　美歩(2)  28m83 膳  春奈(3)  26m19 笠原　実紅(6)  24m22
(4.000kg)藤岡中央高 中之条高 榛名高 前橋東高 前橋東高 藤岡中央高 新田暁高 中央中等

女子 4/9 やり投 平石　風歩  44m88 坂本　薫音(3)  35m65 蛭間  さくら(2)  35m45 朝比奈　萌衣(2)  30m98 坂本  葵(3)  29m60 宮澤  和果南(2)  29m31 人見　日花莉(3)  26m57 木村  弓香(3)  18m34
(0.600kg)東学大 太田女高 桐生南高 清明高 県央高 桐生南高 藤岡中央高 新田暁高


