
平成２４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２４年７月２１日（土）太田市運動公園陸上競技場

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

松尾　直樹 13"09 小川　聡大 13"17 和田  侑馬 13"25 上原　輝大 13"53 渋木　優祐 13"70 新井　勝也 13"79 荒井　諒河 14"58 村岡　駿 14"60
邑大南1 邑板倉1 邑大南1 邑邑楽1 邑大北1 邑大北1 邑板倉1 邑千中1

田口　兼大郎 5'02"73 鑓田　和輝 5'25"42 田沼  風我 5'28"19 高崎　大倭 5'31"30 川島　惇 5'37"00 青木　廉 5'41"02 高崎　日向 5'53"23 山田　大輔 6'03"40
邑明和1 邑板倉1 邑大南1  邑邑楽1 邑千中1  邑板倉1 邑邑楽1  邑千中1
石山　諒 11"97 白沢　竜雅 12"38 仁木　良行 12"54 大澤　諒大 12"83 冨田　裕也 12"84 本澤　楽人 12"99 望月　優 13"14 影山　憂人 13"20
邑板倉2 邑大北2 邑邑楽2 邑千中2 邑邑楽2 邑明和2 邑板倉2 邑明和2
根岸    蒼 11"71 長澤　諒 12"02 大野　晃弘 12"06 塩田　朋也 12"53 小川　司 12"57 江原　拓己 12"63 小林　悠 12"89 阿部　翔太 13"15
邑大北3 邑大西3 邑板倉3 邑板倉3 邑邑楽3 邑大北3 邑大南3 邑明和3
根岸    蒼 23"59 石山　諒 24"26 大野　晃弘 24"62 仁木　良行 25"25 白沢　竜雅 25"38 冨田　裕也 25"95 大澤　諒大 26"10 高橋　将幸 26"52
邑大北3 邑板倉2 邑板倉3 邑邑楽2 邑大北2 邑邑楽2 邑千中2 邑大南2

贄田　紳太郎 55"05 中村  澪司 55"99 佐藤　知樹 56"19 中村　魁 57"12 渡邉　将寅 57"55 前野　拓未 59"99 中村　優希 61"20 石川　大翔 63"41
邑大北3 邑大北3 邑板倉3 邑邑楽3 邑大西3 邑大西3 邑大南3 邑板倉2
生方　敦也 2'00"94 贄田　紳太郎 2'12"85 渡邉　将寅 2'17"86 堀口　友希 2'20"39 荒井　慶介 2'20"51 熊谷　亮 2'22"77 荻野　凌佑 2'24"24 齋藤　優輝 2'29"61
邑邑楽3 大会新 邑大北3 邑大西3 邑明和2 邑板倉2 邑大北2 邑板倉2 邑千中2
生方　敦也 4'13"24 中尾　力也 4'39"97 武藤　大輔 4'44"45 矢野　聡士 4'48"75 山本　優也 4'48"77 荻野　凌佑 4'50"13 藤家　輝 4'56"31 福士　和起 4'59"29
邑邑楽3 大会新 邑大北2 邑板倉3  邑大北3  邑邑楽2  邑板倉2  邑明和3  邑大南2  
武藤　大輔 9'58"55 矢野　聡士 10'12"87 中尾　力也 10'13"33 森田　大世 10'52"24 岡田　裕次郎 11'17"18 新井　海斗 11'34"81 0 0 0 0
邑板倉3 邑大北3 邑大北2 邑板倉3 邑邑楽3 邑邑楽2
長澤　諒 17"19 笹渕　直人 17"47 森田　大世 19"33 荒井　誠人 20"42 井本　涼介 20"42 高橋　吏 20"44 岸本　篤実 21"04 奈良　和樹 21"32
邑大西3 邑大北3 邑板倉3 邑千中3 邑大南2 (４位) 邑邑楽2 邑板倉2 邑明和3
中村　魁 1m75 コンセイソン　エンリケ 1m65 中村  澪司 1m55 稲垣　幸人 1m40 岸本　篤実 1m30 0 0 0 0 0 0
邑邑楽3 邑大南3  邑大北3 邑板倉3  邑板倉2   
佐藤　知樹 5m46 小林　悠 5m42 小川　司 5m37 望月　優 5m16 江原　拓己 5m05 山本　優也 4m96 小川　聡 4m81 荒井　誠人 4m51
邑板倉3 邑大南3 邑邑楽3 邑板倉2 邑大北3 邑邑楽2 邑大南3 邑千中3

コンセイソン　エンリケ 12m22 迫　たつや 9m60 福田　大基 8m85 三井　大地 8m74 前野　拓未 8m26 小林　祐斗 7m01 稲垣　幸人 6m82 増尾　類 6m59
邑大南3 大会新 邑大北3 邑大北2 邑大西2 邑大西3 邑千中2 邑板倉3 邑大南2

大泉北は大会新

渡邉　咲 14"25 大野　七海 14"30 谷田　彩 14"96 藤野　世奈 14"97 福田　姫歌 15"12 安富祖　彩美 15"25 中澤　実優 15"36 伊佐治　文野 15"38
邑邑楽1 邑邑楽1 邑板倉1 邑板倉1 邑大北1 邑千中1 邑大北1 邑大西1

安富祖　彩美 3m57 佐藤　未知 3m57 谷田　彩 3m43 藤野　世奈 3m42 佐藤　真綺 3m29 亀岡　咲希 3m28 伊佐治　文野 3m20 渡辺　キアラ 2m89
邑千中1 　 邑大北1 　 邑板倉1 　 邑板倉1 　 邑邑楽1 　 邑邑楽1 　 邑大西1 　 邑千中1 　
三澤　千尋 13"03 諸田　実咲 13"29 新井むつ子 13"79 小川　夏実 13"80 宮本　くるみ 14"10 横塚　歩美 14"39 高柳　愛美 14"72 吉澤　侑里 14"76
邑大北2 邑大南2 邑邑楽2 邑板倉2 邑大北2 邑板倉2 邑邑楽2 邑大南2
上野　舞子 13"92 松森　千裕 13"95 長谷川　愛美 14"05 田沼　栞 14"29 加藤　瑞希 14"29 茂木　紗希 14"45 原田　理沙 14"57 中野　亜美 14"98
邑大北3 邑大西3 邑板倉3 邑大南3 邑大北3  邑邑楽3 邑大南3 邑邑楽3
三澤　千尋 27"58 長谷川　愛美 28"33 小川　夏実 28"78 小山かなめ 29"96 茂木　紗希 30"56 平田　梓 30"96 増山　汐音 31"22 中澤　実優 31"61
邑大北3 邑板倉3 邑板倉2 邑邑楽2 邑邑楽3 邑明和2 邑千中2 邑大北1
田沼　栞 2'33"12 福田　姫歌 2'33"83 井野　友琳杏 2'37"20 須永　莉帆 2'38"21 大島　彩香 2'38"95 若井　千穂 2'43"98 小山かなめ 2'44"79 志賀那奈佳 2'44"81
邑大南3 邑大北1 邑板倉2 邑明和3 邑板倉3 邑大南2 邑邑楽2 邑邑楽2
関口　育実 5'25"62 若井　千穂 5'28"15 篠木　亜理壽 5'29"23 大沼　美優 5'30"19 武藤　彩乃 5'32"10 松本　伶奈 5'34"06 猪野　楓菜 5'34"07 志賀那奈佳 5'34"08
邑邑楽3 邑大南2 邑明和3 邑大北3 邑板倉3 邑大南2 邑板倉3 邑邑楽2
原田　理沙 16"76 廣瀬　梨乃 20"02 川島　彩花 20"58 山川　莉歩 20"94 財田　京佳 21"46 大池　明音 22"17 原　花奈妃 22"29 横塚　歩美 23"44
邑大南3 邑邑楽3 邑邑楽2  邑大西2 邑大北2  邑大北3 邑板倉2  邑板倉2

星野谷　瑠菜 1m45 宮本　くるみ 1m35 中野　亜美 1m30 原　花奈妃 1m25 羽場　あゆみ 1m20 大野　七海 1m20 山下　ありさ 1m15 0 0
邑大北3 邑大北2 邑邑楽3 邑板倉2 邑板倉2 邑邑楽1 （５位） 邑大西1
諸田　実咲 4m93 松森　千裕 4m67 上野　舞子 4m39 林　若奈 4m19 高柳　愛美 4m02 猪野　楓菜 3m89 若山　裕可子 3m67 風間　清美 3m65
邑大南2 邑大西3 邑大北3 邑大北2 邑邑楽2 邑板倉3 邑板倉3 邑明和2
加藤　瑞希 8m02 松本　伶奈 7m96 若山　裕可子 7m81 岡島　萌 7m55 藤倉　玲依 7m13 大澤　千尋 6m90 生田明日香 6m88 新居　真由 6m83
邑大北3 邑大南2 邑板倉3 邑板倉2 邑大北1 邑千中3 邑邑楽2 邑大西2
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