
平成２６年度　邑楽郡中学校春季体育大会　陸上競技大会結果一覧表　　　　平成２６年４月２６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

中島　   蓮 14"33 笠原　   猛 15"11 青木　元気 15"42 川上　望夢 15"43 小林柊哉 15"64 蛭川　佳哉 15"90 飯塚　大輝 15"99 田野　敢大 16"33
邑邑楽1 邑邑楽1 邑千中1 邑千中1 邑大西1 邑邑楽1 邑邑楽1 邑邑楽1

金子　修大 4'58"38 松崎　光来 5'38"44 原田　雅海 6'24"41
邑邑楽1 邑邑楽1 邑千中1    
藤田　徹 4m68 川島彰仁 3m76 川上　望夢 3m64 西山　友裕 3m58 蛭川　佳哉 3m50 横塚威蕗 3m27
邑大西1 邑大西1 邑千中1 邑邑楽1 邑邑楽1 邑大西1

横田遼太郎 12"28 田代　大智 12"50 岩崎歩実 13"02 小林佳樹 13"08 佐藤　春樹 13"29 平柳　風雅 13"84 前島涼介 13"84 國井　堅吾 14"02
邑明和2 邑千中2 邑大西2 邑大西2 邑大南2 邑千中2 邑大北2 (6位) 邑邑楽2

對比地祐輔 12"50 新井　勝也 12"54 和田  侑馬 12"60 川上　広夢 12"60 橋本　孝平 12"69 上原　輝大 12"84 新井　竜我 12"97 小川　聡大 13"02
邑大北3 邑大北3 邑大南3 邑千中3 邑板倉3 邑邑楽3 邑明和3 邑板倉3

田代　大智 24"73 和田  侑馬 24"95 横田遼太郎 25"12 對比地祐輔 25"46 武藤　秀哲 25"47 橋本　孝平 25"48 影山　秀 26"30 佐藤　春樹 26"88
邑千中2 邑大南3 邑明和2 邑大北3 邑千中2 邑板倉3 邑明和2 邑大南2
川島　惇 58"86 井上　雄斗 58"99 田部井　稜真 61"01 高崎　日向 62"49 田沼  風我 64"16 平柳　風雅 64"30 亀田　輝 68"11
邑千中3 邑大北3 邑大北3 邑邑楽3 邑大南3 邑千中2 邑千中2

鑓田　和輝 2'18"35 川島　惇 2'21"86 川緑　史葵 2'25"20 山田　大輔 2'25"98 門田　広平 2'26"78 田沼　拓己 2'29"79 中村　篤哉 2'32"27 小林ラファエル 2'36"11
邑板倉3 邑千中3 邑邑楽2 邑千中3 太太中3 邑大南2 邑邑楽2 邑大北2

鑓田　和輝 4'39"07 田口　兼大郎 4'42"17 荻原　智樹 4'47"38 中村　篤哉 4'58"93 田沼　拓己 5'00"69 山田　大輔 5'05"47 冨樫　健蔵 5'06"75 小林ラファエル 5'07"14
邑板倉3 邑明和3 邑千中2  邑邑楽2  邑大南2  邑千中3  邑大南2  邑大北2  

新井　 　悠 10'03"53 田口　兼大郎 10'37"78 荻原　智樹 10'47"12 古賀　海斗 11'05"07 亀田　輝 11'16"35 高瀬　悠斗 11'36"46 冨樫　健蔵 11'47"44 安藤　大輝 11'50"36
邑邑楽2 邑明和3 邑千中2 邑大南2 邑千中2 邑板倉2 邑大南2 邑邑楽2
松森裕哉 18"21 川上　広夢 18"92 國井　堅吾 19"60 村岡　駿 19"61 小川倖弥 20"59 古賀　海斗 20"68 小林　駿樹 21"43
邑大西2 邑千中3 邑邑楽2 邑千中3 邑大西2 邑大南2 邑板倉3
影山　秀 1m40 村岡　駿 1m35 峯﨑　奎汰 1m25 藤川　耀麻 1m25
邑明和2 邑千中3  邑明和2 邑邑楽3    
松森裕哉 5m88 大隅　一輝 5m37 清水　楓 5m12 新井　勝也 5m08 新井　竜我 4m86 井上　雄斗 4m67 小磯　裕哉 4m65 武藤　秀哲 4m65 7位と8位は
邑大西2 邑明和3 邑板倉3 邑大北3 邑明和3 邑大北3 邑明和3 邑千中2 セカンド記録
槻岡和樹 8m09 上原　輝大 8m07 小林佳樹 7m40 加藤　晴茂 7m37 小川倖弥 7m29 持田　和毅 7m00 薄井　一桜 4m70
邑大北3 邑邑楽3 邑大西2 邑明和2 邑大西2 邑千中2 邑千中2

諸田　祐佳 14"79 田中智菜美 15"37 高橋　緋嵯菜 16"15 田代　加奈 17"00 粗　　 琴視 17"18 金子　恵理 17"19 江森　里奈 17"25 荒井　咲玲 18"02
邑大南1 邑邑楽1 邑千中1 邑千中1 邑邑楽1 邑邑楽1 邑邑楽1 邑千中1

野村　春奈 2'53"97 髙沢　桃花 3'23"62
邑邑楽1 邑邑楽1

諸田　祐佳 3m68 高橋　緋嵯菜 3m24 對比地　諒 3m23 田代　加奈 2m99 ニシムラハルミ 2m70 荒井　咲玲 2m64
邑大南1 　 邑千中1 　 邑大西1 　 邑千中1 　 邑大西1 　 邑千中1 　 　 　
小川琳菜 14"03 長崎　直美 14"08 田口　祐愛 14"32 猪野　咲雪 14"40 砂賀有莉沙 14"84 武藤紗子 14"85 小林　理佳 14"88 髙橋　楓杏 14"88
邑大北2 邑大南2 邑板倉2 邑板倉2 邑明和2 邑大西2 邑板倉2 邑千中2 (7位)

大野　七海 13"38 渡邉　   咲 13"89 谷田　彩 14"17 藤野　世奈 14"27 四方田海森 14"48 佐藤　真綺 14"83 中澤　実優 14"87 只野　沙季 15"29
邑邑楽3 邑邑楽3 邑板倉3 邑板倉3 邑邑楽3  邑邑楽3 邑大北3 邑板倉3

大野　七海 27"57 渡邉   　咲 28"38 塩田　実咲 29"01 長崎　直美 29"08 谷田　彩 29"72 藤野　世奈 29"83 平船莉里 31"68
邑邑楽3 邑邑楽3 邑千中2 邑大南2 邑板倉3 邑板倉3 邑大北2

長谷見　桜花 2'29"84 荒井　瑞貴 2'36"31 中里　友紀 2'36"83 福田　姫歌 2'37"81 平田　真由 2'41"50 武藤紗子 2'44"11 亀岡　咲希 2'44"90 真仁田愛理 2'45"39
邑板倉2 邑千中3 邑邑楽2 邑大北3 邑邑楽3 邑大西2 邑邑楽3 邑大西2

長谷見　桜花 5'00"58 福田　姫歌 5'25"11 中里　友紀 5'26"36 荒井　瑞貴 5'30"37 平田　真由 5'35"18 坂本　奈々 5'41"81 高橋　琴音 5'47"56 小久保　明流 5'47"65
邑板倉2 邑大北3 邑邑楽2 邑千中3 邑邑楽3 邑邑楽3 邑千中2 邑板倉3
加藤由麻 17"57 阿部美也里 20"04 茂木　　 葵 20"07 栗原　千夏 20"16 山本　汐織 21"16 荻原　風音 21"36 小林　理佳 26"19
邑大西2 邑大北2 邑邑楽3  邑邑楽2 邑邑楽2  邑千中3 邑板倉2  
小川琳菜 1m40 亀岡　咲希 1m25 猪野　咲雪 1m25 垣田　有里采 1m15 坂本　奈々 1m10
邑大北2 邑邑楽3 邑板倉2 邑板倉2 邑邑楽3

佐藤　未知 4m35 栗原　千夏 4m33 久保塚真衣 4m31 加藤由麻 4m15 佐藤　真綺 4m03 田口　祐愛 3m83 高野　奈々 3m82 塩田　実咲 3m55
邑大北3 邑邑楽2 邑大北2 邑大西2 邑邑楽3 邑板倉2 邑邑楽3 邑千中2
横塚　舞 8m35 四方田海森 7m44 村上花音 7m40 只野　沙季 7m10 塩田　茉由 6m99 髙橋　楓杏 6m32 茂木　　 葵 6m30 西村　カロリナ
邑大西3 邑邑楽3 邑大北2 邑板倉3 邑板倉2 邑千中2 邑邑楽3 邑大北3
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49"17

大泉北
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共通110ｍＨ

共通走高跳

２・３年走幅跳

共通８００ｍ

２・３年１５００ｍ

学校対抗 邑楽 100 板倉 78 千代田 大泉南 明和 412

4×100ｍＲ

共通1500ｍ

共通100ｍＨ

58"67

大泉北 70 大泉西 39 37

明和学校対抗 67 48

55"76

共通走高跳

2･3年走幅跳

１年１００ｍ

１年走幅跳

邑大西

男子

千代田 102.5

邑大西

共通砲丸投

4×100ｍＲ

53"94

共通砲丸投

48"83

女子

邑千中 48"64 邑大北

邑邑楽 邑大北

２・３年８００ｍ

邑板倉 49"84

大泉南大泉西

邑邑楽 51"7651"02 邑大南

3945 板倉

55"93 邑板倉 55"98 邑千中


