
平成２６年度　館林市中体連春季陸上競技大会　　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

佐藤　拓茉 13"30 髙栁　竣平 13"76 大竹　一成 14"13 新井　温大 14"24 松元　優斗 14"73 飯塚　由宇 14"98 米沢　秋紀 15"14 木村　麗斗 15"26
館二中1 館二中1 館多中1 館三中1 館三中1 館一中1 館一中1 館二中1

飯塚　由宇 5'07"74 大竹　一成 5'28"26 森野　菖護 5'41"11 山口　竜輝 5'42"69 奥田　遥音 5'50"21 武井　一真 5'53"38 伊東　拓海 6'09"67 川嶋　俊平 6'10"50

館一中1 館多中1 館三中1  館多中1 館二中1  館二中1 館多中1  館多中1

新井　温大 4m21 松元　優斗 4m11 須永　陽太 4m03 黒野　賢汰 3m87 米沢　秋紀 3m84 東　　歩夢 3m18 飯塚　幸倫 3m09 早川　純矢 2m50

館三中1 館三中1 館二中1 館二中1 館一中1 館四中1 館二中1 館四中1

小曽根圭亮 12"43 屋代  愛吏 12"66 石川　　司 12"67 渡辺　大智 12"86 関口　源士 12"94 大橋　涼真 12"96 多田  涼摩 12"96 佐藤　　颯 13"03

館四中2 館二中2 館三中2 館三中2 館四中2 館四中2 着差あり 館二中2 着差あり 館一中2

木村　鴻基 11"87 種田　雄大 12"56 新井龍太郎 12"73 駒宮　史昂 13"05 柿沼　　良 13"16 青木　璃久 13"19 廣瀨　晴斗 13"29 山本　京貴 13"38

館二中3 館四中3 館四中3 館三中3 館一中3 館三中3 館四中3 館三中3

木村　鴻基 23"68 飯島　大夢 25"11 小曽根圭亮 25"37 石川　　司 25"57 新井龍太郎 25"71 原島　拓大 25"78 渡辺　大智 26"30 駒宮　史昂 26"34

館二中3 館一中3 館四中2 館三中2 館四中3 館二中3 館三中2 館三中3

萩原    涼　 58"61 青木　璃久 58"96 秋葉　竜也 59"66 諏訪　純大 1'02"43 佐藤　　颯 1'02"44 原島　拓大 1'02"50 荒井  悠多 1'03"59 森田　　稜 1'04"33

館二中3 館三中3 館二中3 館一中2 館一中2 館二中3 館二中2 館四中2

岡田  優太 2'14"81 鈴木　翔太 2'19"60 須永　康太 2'20"13 生方　達也 2'23"47 中山  怜大 2'28"18 森田　　稜 2'28"69 田中　有羅 2'29"08 太田　駿人 2'30"05

館二中3 館三中3 館一中3 館多中3 館二中2 館四中2 館三中2 館一中2

伊東　翔太 4'35"79 岡田  優太 4'44"07 山本　登夢 444"39 吉永　昂輝 4'45"89 半田　悠人 4'46"35 鈴木　翔太 4'47"97 大中　藍斗 4'48"66 生方　達也 4'50"16

館多中3 館二中3 館二中3 館多中2 館三中3 館三中3 館多中3 館多中3

伊東　翔太 9'53"56 吉永　昂輝 10'28"51 大中　藍斗 10'41"40 中里　紘大 10'42"75 山本　登夢 10'50"54 半田　悠人 10'50"78 河原　颯汰 10'56"79 新井　涼太 10'59"63

館多中3 館多中2 館多中3 館四中2 館二中3 館三中3 館一中2 館一中2

廣瀨　晴斗 18"63 屋代  愛吏 19"12 森田　翔哉 19"71 榎本　竜也 19"95 大橋　涼真 20"25 田中　有羅 21"28 諏訪　純大 21"39 神崎　　慧 23"28

館四中3 館二中2 館二中3 館三中 館四中2 館三中2 館一中2 館一中2

柿沼　　良 1m55 齋藤　　翔 1m55 森田　翔哉 1m50 関口　源士 1m50 江森  悠季 1m45 細谷　　勇 1m40 高木　駿太 1m40 青山　　司 1m30

館一中3 1位 館三中2 1位 館二中3 館四中2  館二中2 館一中2  館三中2 館二中1  

種田　雄大 5m45 榎本　竜也 5m40 飯島　大夢 5m09 多田  涼摩 4m90 萩原    涼　 4m54 江田　伊織 4m41 神崎　　慧 3m53

館四中3 館三中3 館一中3 館二中2 館二中3 館一中2 館一中2

秋葉　竜也 9m00 細谷　　勇 8m76 荒井  悠多 8m45 山本　京貴 8m15 近江　由隆 8m00 服部　海斗 6m23 福地　優人 5m82

館二中3 館一中2 館二中2 館三中3 館三中2 館一中2 館一中2

清水　一紗 14"90 山下　　夢 14"97 亀山　莉沙 15"17 利久　朋香 15"46 菊池　愛梨 15"90 高橋　玲菜 16"28 吉田昌悠子 16"33 吉田　真菜 16"59

館一中1 館二中1 館二中1 館一中1 館多中1 館二中1 館三中1 館四中1

清水　春乃 3m70 半田　菜々 3m60 山田　美樹 3m56 鈴木　桃果 3m23 門井　伶奈 3m21 浦部　莉緒 3m18 山田　玲奈 2m46

館一中1 　 館二中1 　 館二中1 　 館三中1 　 館一中1 　 館三中1 　 館二中1 　

岩崎　日南 14"39 島田    優 14"48 儘田  すず 14"59 佐竹美乃里 14"78 広瀬　みう 14"80 今泉　沙耶 14"86 奥田　美夏 14"92 荒川　実央 15"03

館三中2 館二中2 館二中2 館一中2 館三中2 館一中2 館四中2 館三中2

姫野　真由 14"09 川島亜沙夏 14"11 佐々木伽蓮 14"42 阿部　咲楽 14"47 阿部  咲月 14"67 小嶋　涼花 15"35 吉田　　遥 15"70 坂村　琴音 15"96

館一中3 館一中3 館二中3 館三中3 館二中3 館三中3 館三中3 館四中3

川島亜沙夏 28"87 島田    優 30"17 諏訪　智尋 30"25 立川　由依 30"68 関口　叶華 31"02 広瀬　みう 31"24 松島  千夏 31"60 山根  百葉 32"34

館一中3 館二中2 館一中2 館三中3 館三中2 館三中2 館二中2 館二中2

今泉　沙耶 2'33"62 立川　由依 2'38"10 川島　理那 2'43"98 岡部　麗南 2'46"16 鑓田　楓奈 2'47"00 久村  茉由 2'48"26 高橋礼美依 2'49"51 松澤　華子 2'50"01

館一中2 館三中3 館一中2 館三中3 館三中2 館二中2 館三中2 館三中3

清水　一紗 2'51"96 清水　春乃 2'53"82 菊池　愛梨 2'56"10 吉田昌悠子 3'08"29 武藤　舞 3'09"51 吉永　　葵 3'13"99 山田愛友佳 3'55"35

館一中1 館一中1 館多中1 館三中1 館多中1 館三中1 館三中1

諏訪　智尋 5'07"48 佐竹美乃里 5'08"80 岡部　麗南 5'25"14 久村  茉由 5'40"26 松澤　華子 5'48"74 山崎　夏生 5'55"36 永沼　栄里奈 6'37"38

館一中2 館一中2 館三中3 館二中2 館三中3 館二中3 館多中3

山根  百葉 19"23 岩崎　日南 19"78 田中　　葵 20"03 高橋　玲菜 22"35 儘田  すず 22"46 門井　伶奈 23"76 村上　乃衣 24"94

館二中2 館三中2 館一中3 館二中1 館二中2 館一中1 館一中1

佐々木伽蓮 1m40 山崎　夏生 1m30 吉田　　遥 1m25 田中　　葵 1m20 小嶋　涼花 1m20 利久　朋香 1m15

館二中3 館二中3 館三中3 館一中3 館三中3 館一中1

関口　叶華 4m13 阿部  咲月 4m06 武石　七海 3m49 荒川　実央 3m48 栗原　夢姫 3m39 鈴木　沙綺 3m33 中島果実悠 3m30 奥田　美夏 3m17

館三中2 館二中3 館二中3 館三中2 館四中2 館三中2 館二中2 館四中2

姫野　真由 8m21 阿部　咲楽 7m84 松島  千夏 7m70 大塚  日和 7m23 小堀　愛衣 6m18

館一中3 館三中3 館二中2 館二中2 館三中2
館一中 54"51 館三中 57"02 館二中 58"24 館二中 59"42

男子

女子
1年８００ｍ

館一中 49"0348"63 52"38館二中 50"22 館多中

1'02"89館四中

館二中 47"33 館四中 47"33

55第二中 162 第三中 125.5 第一中 94.5 第四中 85 多々良中
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