
平成３０年度　邑楽郡中学校総合体育大会　陸上競技大会結果一覧表　　　　平成３０年７月１４日（土）太田市運動公園陸上競技場 は、県総体出場者

順位 備考
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

針谷　尚生 12''18 諏訪　倭 12''39 根岸　凛 12''93 増田　悠斗 12''95 藤原　星輝 13''80 谷田貝　光希 13''83 岩瀬　昊英 14''01 菅谷　翔世 14''21
邑邑楽1 大会新 邑大南1 邑板倉1 邑明和1 邑邑楽1 邑板倉1 邑大南1 邑明和1

針谷　尚生 5m43 諏訪　倭 5m18 増田　悠斗 4m68 青山　   望 4m39 大武　明輝 4m21 野村　健太 4m14 荻原　波琉 3m92 森下　陽向 3m77
邑邑楽1 邑大南1 邑明和1 邑邑楽1 邑板倉1 邑板倉1 邑大西1 邑大西1

柿沼　勇翔 4'47''87 町田　稀音 4'50''47 大武　明輝 5'11''29 佐山　   膳 5'15''74 進藤　優太郎 5'27''18 田村　春翔 5'43''23 松浦　チアゴケンジ 5'56''34 立石　健太 5'57''25
邑明和1 邑邑楽1 邑板倉1  邑邑楽1 邑大南1  邑板倉1 邑大西1  邑大南1

上條　頼刀 11''92 木村　航太郎 11''95 海保翔大 12''10 小島　佑介 12''40 大塚　凌空 12''41 砂賀　聖亜 12''64 茂木　友斗 12''74 土屋　吏輝 12''86
邑大南2 邑明和2 邑千中2 邑板倉2 邑邑楽2 邑明和2 邑大南2 邑板倉2

甲森　光一 11''40 粗　　真尋 12''00 原　諒汰郎 12''08 星野　幹太 12''42 小山　龍生 12''57 大本　航生 12''70 横山　優生 12''71 ナガタ　ユウジ 12''78
邑邑楽3 邑邑楽3 邑板倉3 邑大北3 邑大南3 邑大北3 邑板倉3 邑大南3

甲森　光一 23''29 粗　　真尋 24''04 上條　頼刀 24''09 石関　真輝 25''28 海保翔大 25''34 松森　智久 25''52 長澤　陸 25''72 館野　涼 25''94
邑邑楽3 邑邑楽3 邑大南2 邑大北3 邑千中2 邑大南3 邑大西3 邑板倉3

鹿沼　晴希 55''10 関口　青空 56''36 石橋　薫 58''35 玉山　真大 58''42 シンドイ　リュウ 58''57 小仁田　楽 60''48 國井　忠道 61''11 古賀　大聖 62''31
邑大北3 邑板倉2 邑板倉3 邑邑楽3 邑大西3 邑大南3 邑邑楽2 邑大南3

関口　青空 2'13''30 中島　顕斗 2'15''37 玉山　真大 2'24''36 河合　星空 2'28''39 金城　翔喜 2'28''81 中田　遥斗 2'30''26 八木橋拓磨 2'31''23 横山　光聖 2'55''54
邑板倉2 邑板倉3 邑邑楽3 邑大南3 邑大南2 邑大西2 邑邑楽2 邑大北2

村田　幸翼 4'27''78 針谷　和羽 4'31''07 上田　伊吹 4'34''49 宮野　海月 4'50''26 鈴木　康太 4'53''59 河合　星空 5'01''69 根岸　慶人 5'03''22 尾崎　立晟 5'03''54
邑大北2 邑板倉3 邑邑楽3  邑邑楽2  邑大北2  邑大南3  邑大西3  邑板倉3  

村田　幸翼 9'41''25 上田　伊吹 10'02''96 亀岡　大暉 10'28''42 シルバ　マイケル 10'29''28 針谷　和羽 10'44''96 鈴木　康太 10'46''75 古賀　大聖 11'00''82 尾崎　立晟 11'36''89
邑大北2 邑邑楽3 邑邑楽2 邑大南3 邑板倉3 邑大北2 邑大南3 邑板倉3

小山　龍生 16''80 田嶋　涼太 17''25 石関　真輝 17''84 福島　琉生 18''15 蟹和　　佳 18''21 中島　顕斗 19''36 0 00''00 0 00''00
邑大南3 邑邑楽2 邑大北3 邑大北3 邑邑楽3 邑板倉3

大塚　凌空 1m60 福島　琉生 1m50 斉藤　守生 1m50 松森　智久 1m45 小島　佑介 1m45 原　諒汰郎 1m45 小仁田　楽 1m30 0 0m00
邑邑楽2 邑大北3  邑明和1 邑大南3  邑板倉2 邑板倉3  邑大南3  

木村　航太郎 5m57 中島　昴 5m34 茂木　友斗 5m16 蟹和　　怜 5m12 砂賀　聖亜 5m10 田嶋　涼太 5m05 土屋　吏輝 4m99 ナガタ　ユウジ 4m95
邑明和2 邑板倉3 邑大南2 邑邑楽3 邑明和2 邑邑楽2 邑板倉2 邑大南3

早川　海己 10m70 星野　幹太 9m12 横山　優生 8m79 シルバ　マイケル 8m16 大本　航生 7m73 森田　聖也 7m66 渡邉　翔太 7m45 井上　虹 7m34
邑板倉2 邑大北3 邑板倉3 邑大南3 邑大北3 邑邑楽2 邑邑楽3 邑大南2

矢口　桃花 14''06 奈良　恵以 14''21 本戸　未来 14''34 渡邉　奏 14''45 川島　心亜 14''51 藤井　晴 14''63 森　瑠希菜 14''70 小池　紗矢香 14''84
邑邑楽1 邑明和1 邑大北1 邑板倉1 邑大西1 邑邑楽1 邑大西1 邑板倉1
渡邉　奏 4m21 森屋　麻衣 3m94 渡邊　結愛 3m91 川田　麻耶 3m79 奈良　恵以 3m63 本戸　未来 3m53 青山　佳純 3m35 川島　心亜 NM
邑板倉1 　 邑邑楽1 　 邑大北1 　 邑邑楽1 　 邑明和1 　 邑大北1 邑板倉1 　 邑大西1 　

河野　愛沙美 2'26''08 矢野　愛依 2'27''99 小沼　柚巴 2'33''19 中本　茜音 2'34''54 八木　ひとみ 2'39''27 堀　しいな 2'42''56 渡邉　萌花 2'46''74 高田　麻央 2'47''59
邑大北1 邑大西1 邑邑楽1 邑大西1 邑板倉1 邑明和1 邑邑楽1 邑明和1

齋藤　莉瀬 13''37 清水　美優 13''50 福田　英里 13''91 関口　きらら 14''07 熊谷　里紗 14''21 平船　来麗 14''41 工藤　梨々華 14''46 渡部　祐子 17''88
邑邑楽2 邑邑楽2 邑板倉2 邑大西2 邑大北2 邑大北2 邑大西2 邑明和2
坂部花純 13''18 現王園　実々 13''30 久保塚　千尋 13''52 小林　桃果 13''80 亀山友希 13''88 横山　莉乃 14''17 新井　凜莉花 14''56 諏訪　由夏 14''67
邑千中3 邑大北3 邑大北3 邑大西3 邑千中3 邑板倉3 邑大南3 邑大西3
坂部花純 26''49 齋藤　莉瀬 27''89 久保塚　千尋 28''08 眞下　心 28''65 小林　桃果 29''07 瀬山　琴音 29''57 佐藤　由梨 30''24 渡辺　かぐら 30''36
邑千中3 邑邑楽2 邑大北3 邑大北3 邑大西3 邑邑楽2 邑千中3 邑板倉2

中谷 佳乃 2'23''43 福田　英里 2'28''16 坂部綾花 2'31''89 岡島　雛 2'36''94 熊谷　里紗 2'47''16 黒崎日香莉 2'50''29 川上　情 2'55''28 大門　風花 3'01''78
邑大北2 邑板倉2 邑千中3 邑板倉3 邑大北2 邑邑楽3 邑千中3 邑邑楽3

中谷 佳乃 4'50''13 河野　愛沙美 4'55''62 田口　未来 5'09''81 矢野　愛依 5'15''32 坂部綾花 5'16''33 八木　ひとみ 5'22''11 黒崎日香莉 5'40''91 坂部珠理 5'46''36
邑大北2 大会新 邑大北1 大会新 邑板倉3 邑大西1 邑千中3 邑板倉1 邑邑楽3 邑千中3

現王園　実々 16''29 亀山友希 16''46 佐藤　由梨 18''18 小保方優羽 18''72 神澤　唯花 18''75 横山　莉乃 18''92 大門　風花 19''23 石井　優凜 20''73
邑大北 邑千中 邑千中  邑邑楽 邑大西  邑板倉 邑邑楽  邑板倉

笹渕　来実 1m35 佐藤　花菜 1m30 中村　美琴 1m30 篠原　真奈 1m30 中島　菜々 1m25 荒井　結菜 1m20 0 0m00 0 0m00
邑大北3 邑板倉2 邑邑楽3 (２位) 邑大北3 邑邑楽1 邑板倉2

瀬山　琴音 4m50 清水　美優 4m47 石井　優凜 4m46 平船　来麗 4m41 飯島　菜緒 4m16 萩原　七海 4m02 茂木　智帆 3m57 清水　唯花 3m55
邑邑楽2 邑邑楽2 邑板倉2 邑大北2 邑板倉2 邑大北3 邑大南3 邑大西2

中村　美琴 10m54 亀井　蛍愛 8m70 萩原　七海 8m48 江田　愛里菜 8m18 萩本　琴乃 7m93 小林　久美 7m72 眞下　心 7m69 小保方優羽 6m94
邑邑楽3 邑板倉2 邑大北3 邑板倉2 邑大西3 邑千中3 邑大北3 邑邑楽2
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