
平成２８年度 利根郡中学校陸上競技大会入賞者一覧表 H28.5.28　沼田市総合運動公園陸上競技場 曇り

種　　　目
備
考

１年　　　１００ｍ 上村　流偉 水上 13″0 星野　喬亮 片品 13″2 大久保渓悟 昭和 13″3 渡辺　　匠 昭和 13″5 外山　大智 川場 13″6 石坂　一翔 月夜野 13″7

１５００ｍ 新井　鷹輝 昭和 5′08″8 石井　裕登 水上 5′13″0 林　　祐介 昭和 5′16″6 今井　敏斗 片品 5′17″0 角田　翔麻 川場 5′23″8 福井  　壮 新治 5′26″9

２年　　　１００ｍ 髙橋　　駿 昭和 12″1 松島    涼 川場 12″2 髙橋創一郎 月夜野 12″5 中里　奎太 水上 12″9 唐澤　颯士 昭和 12″9 小池　泰智 新治 13″1

男 ３年　　　１００ｍ 狩野　伯畝 片品 11″9 入澤　太台 片品 12″4 石坂    駿 月夜野 12″5 信澤　陽人 川場 12″6 榎本　顕伸 昭和 12″6 田村　響希 新治 12″9

２・３年 １５００ｍ 金山  新汰 水上 4′32″0 笠原　聡馬 片品 4′39″0 林    洸佑 月夜野 4′51″0 佐久間唯瑛 新治 4′53″0 須藤　天河 月夜野 4′53″5 堤　　雄樹 昭和 4′54″0

共通　　 ２００ｍ 入澤　太台 片品 25″3 星　　祥太 昭和 25″7 林　 洸樹 月夜野 26″0 戸山　紀成 新治 26″7 小池　泰智 新治 27″0 飯塚　　樹 昭和 27″3

４００ｍ 北村  　元 新治 0′59″4 高橋　晃生 昭和 1′02″7 中島　賢伸 水上 1′03″7 堤　　奏太 昭和 1′04″1 原沢　泰河 新治 1′07″3 藤本　唯斗 水上 1′09″2

８００ｍ 谷ヶ﨑　俊 水上 2′13″1 丸山　浩平 水上 2′16″3 北村  　元 新治 2′20″9 星野　月麦 片品 2′23″1 諸田健太朗 昭和 2′25″1 戸丸　智広 川場 2′28″8

３０００ｍ 金山  新汰 水上 9′47″5 鏑木    光 片品 10′01″8 河合  隆成 新治 10′23″8 林    大介 昭和 10′56″6 神保  陽太 新治 11′16″6

１１０ｍＨ 星野　喬亮 片品 20″2 千明淳之介 片品 24″1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４×１００ｍＲ 昭　和 49″5 月夜野 50″5 川　場 50″8 水　上 50″9 片　品 51″2 新　治 51″3

榎本　髙橋　飯塚　星 須藤　髙橋　番馬　石坂 吉野　信澤　戸丸　松島 中里　谷ヶ崎　小林　金山　 萩原　狩野　星野　入澤 織田澤　戸山　北村　田村

子 走り高跳び 狩野　伯畝 片品 1m55cm 塩野  　廉 水上 1m40cm 渡部　柊叶 水上 1m35cm

走り幅跳び 高橋　晃生 昭和 5m51cm 林　　洸樹 月夜野 5m27cm 原澤　　慧 月夜野 5m06cm 信澤　陽人 川場 4m93cm 清水　貴斗 水上 4m63cm 萩原　悠己 片品 4m62cm

砲丸投げ 小林　繁宗 川場 8m42cm 小野　優喜 月夜野 8m15cm 藤井　優樹 昭和 8m06cm 真下　愛大 昭和 7m72cm 北島　大夢 片品 7m38cm 小林　  翔 月夜野 7m11cm

１年　  　１００ｍ 加藤　涼凪 昭和 14″5 島田　莉奈 新治 14″7 田村　希葉 新治 15″0 久保田望音 川場 15″3 木内　陽菜 月夜野 15″4 上村　莉子 片品 15″5

走り幅跳び 兵藤　月花 昭和 3m59cm 加藤　涼凪 昭和 3m39cm 下城　舞奈 新治 3m33cm 尾崎    藍　 新治 3m32cm 長谷川柚葉 川場 3m30cm 入澤    樹 片品 3m14cm

２年　  　１００ｍ 吉澤　美咲 月夜野 14″3 横坂　柚花 昭和 14″5 阿部　怜華 月夜野 14″6 横坂由妃乃 川場 14″7 上原  悠華 水上 15″3 中川ひかる 昭和 15″6

女 ３年　  　１００ｍ 諸田　ゆず 昭和 13″8 須藤　美空 川場 14″2 生方　愛結 昭和 14″3 丸山　二葉 月夜野 14″7 藤野　　咲 新治 14″9 狩野　志帆 片品 15″0

２・３年走り幅跳び 兵藤　風花 昭和 4m58cm 須藤　美空 川場 3m93cm 原    望結 月夜野 3m82cm 丸山　二葉 月夜野 3m82cm 林　　結菜 昭和 3m74cm 狩野　鈴寧 片品 3m50cm

共通　 　２００ｍ 加藤    愛 昭和 29″1 稲垣ちひろ 昭和 31″0 佐藤　瑞希 片品 31″6 下城　夏華 新治 32″0 田村　希葉 新治 32″7 田邊　茉由 片品 33″4

８００ｍ 藤井　美緒 昭和 2′43″0 本多　莉彩 新治 2′43″3 大竹　珠李 片品 2′47″1 笠原　初菜 片品 2′47″4 荒木　彩那 水上 2′50″9 我妻　凜果 月夜野 2′52″1

１５００ｍ 坂内　千晴 新治 5′27″7 椎原　　遼 月夜野 5′35″3 戸丸　瑞希 川場 5′36″9 星野　陽奈 片品 5′37″5 大塚明日香 月夜野 5′45″7 中島　百絵 昭和 5′47″2

１００ｍＨ 畑中　翔名 水上 19″8 本間朱海麗　　  　　　　　　水上 25″8

子 ４×１００ｍＲ 昭　和 0′54″7 月夜野 0′56″5 川　場 0′59″0 新　治 0′59″1 片　品 0′59″3 水　上 0′59″9

稲垣　諸田　兵藤　加藤　 吉澤　阿部　原　丸山 戸丸　戸丸　遠藤　須藤 藤野　坂内　堀江　下城 狩野　佐藤　萩原　大竹 山田　伊藤　荒木　上原

走り高跳び 木村　珠緒 水上 1m30cm 星野 　咲良 片品 1m25cm 萩原 　ゆに 片品 1m20cm 林    京香 水上 1m10cm

砲丸投げ 角田奈菜子 川場 7m51cm 星野  葵 片品 6m84cm 髙橋  小雪 月夜野 6m73cm 星野  優香 昭和 6m52cm 神尾  一愛 昭和 6m29cm 星野  華穂 片品 6m22cm

第　　六　　位
氏　名　（所属）　記録

第　　五　　位
氏　名　（所属）　記録

第　　一　　位
氏　名　（所属）　記録

第　　三　　位
氏　名　（所属）　記録

第　　二　　位
氏　名　（所属）　記録

第　　四　　位
氏　名　（所属）　記録



平成２８年度 沼田市中学校陸上競技大会入賞者一覧表 H28.5.28　沼田市総合運動公園陸上競技場 曇り

種　　　目
備
考

１年　　　１００ｍ 大楢　龍輝 利根 12″4 七五三木和輝 沼田 13″1 明田　侑己 白沢 13″2 白倉　広翔 沼田 13″2 清水　優雅 利根 13″4 青木　一明 池田 14″2

１５００ｍ 大楢　龍輝 利根 4′49″3 清水　優雅 利根 5′04″5 鈴木　翔太 沼田西 5′07″2 中村  　元 沼田 5′11″8 宮下　流綺 沼田西 5′14″9 鈴木　望翔 薄根 5′22″6

２年　　　１００ｍ 塩野　佳佑 沼田南 12″6 峰川　悠矢 沼田 12″9 原澤　涼太 薄根 12″9 峰川　大輝 池田 13″0 富澤　柊太 白沢 13″1 横坂　竜樹 利根 13″1

男 ３年　　　１００ｍ 高山　将成 沼田 11″7 吉野　天成 沼田東 11″7 武田　雄大 沼田東 11″8 猪俣　俊介 薄根 12″0 生方　篤月 沼田西 12″1 金子　光佑 利根 12″3

２・３年 １５００ｍ 南雲    怜 沼田東 4′33″0 松永  昂也 沼田東 4′34″0 日向  力也 沼田南 4′37″0 小林　慧士 沼田西 4′43″0 木榑　那哉 薄根 4′45″0 藤井　　颯 沼田西 4′49″0

共通　　 ２００ｍ 清水　瑠雅 利根 25″7 宮田　真咲 沼田 25″8 林　　幸樹 沼田西 26″3 星野    望 沼田西 26″6 関    恭侍 沼田 26″8 片野  光貴 薄根 27″0

４００ｍ 土井  　薫 沼田 0′58″7 田村　貫太 沼田南 0′59″8 川田　至臣 沼田東 1′02″0 松井  　皇 薄根 1′02″6 大嶋  　駿 池田 1′02″8 吉野　翔太 沼田東 1′03″1

８００ｍ 今井　晴康 沼田西 2′15″5 林  　秀星 沼田 2′23″1 清水　瑠雅 利根 2′24″3 本多　亮太 薄根 2′27″5 宮田　大成 沼田東 2′28″0 松井　系立 沼田 2′30″7

３０００ｍ 星野　健心 沼田西 9′58″5 日向　力也 沼田南 10′06″2 助川　伊吹 薄根 10′13″4 渡邉　湧宇 沼田 10′18″7 熊谷　拓也 沼田東 10′28″3 星野　友輝 利根 10′46″6

１１０ｍＨ 宮坂　友也 沼田 16″9 福田　宗幸 沼田 19″2 髙島　一誠 沼田西 20″2 武井　大夢 利根 20″7 田辺　尚成 利根 21″7 　 　

４×1００ｍＲ 沼　田 47″5 沼田東 48″8 沼田西 49″0 利　根 49″1 薄　根 49″2 沼田南 50″3

(オーダー)

子 走り高跳び 佐藤　雄人 沼田西 1m55cm 田辺　尚成 利根 1m50cm 田村　貫太 沼田南 1m45cm 佐藤　琉聖 沼田西 1m40cm 吉澤　尚希 沼田南 1m40cm 吉野　楓河 沼田 1m40cm

走り幅跳び 石澤　蓮太 沼田東 5m05cm 木内　玲雄 薄根 5m01cm 吉江　愛斗 沼田西 5m01cm 須藤　陸馬 沼田 5m00cm 上原　鉄平 沼田 4m91cm 大沢　珠生 沼田東 4m82cm

砲丸投げ 高田　真弘 白沢 9m11cm 小林　洸太 池田 8m87cm 角田　壮琉 沼田南 8m71cm 石川　楓蓮 沼田 8m45cm 小林侑宇太 沼田西 8m34cm 若月　　駿 沼田西 8m09cm

１年　  　１００ｍ 片山　麻衣 沼田南 14″5 井本麻未花 沼田 14″9 富沢　萌子 沼田南 15″0 星野　叶羽 利根 15″1 青木　優実 利根 15″5 吉野　真央 沼田東 15″5

走り幅跳び 田辺  怜奈 利根 3m95cm 宮田　梨央 沼田東 3m71cm 星野　和月 利根 3m67cm 吉野　明歩 薄根 3m42cm 大河原乙葵　 沼田東 3m36cm 生形　亜美 沼田 3m35cm

２年　  　１００ｍ 金井　香澄 沼田南 13″8 田村　聖花 沼田 14″2 木村志瑛梨 沼田東 14″4 阿部　百々 多那 14″5 片山　　翠 薄根 14″5 田村　由珠 利根 14″6

女 ３年　  　１００ｍ 山本麻祐子 薄根 13″5 星野　　葵 沼田 14″1 井上　智春 利根 14″2 村澤　乃杏 沼田 14″5 片野日佳梨 利根 14″6 岡村　璃乃 沼田西 14″7

２・３年走り幅跳び 加賀美里咲 沼田 4m37cm 片野日佳梨 利根 4m24cm 金井　香澄 沼田南 3m92cm 川端　優希 薄根 3m92cm 田村　聖花 沼田 3m90cm 野上　愛莉 沼田東 3m81cm

共通　 　２００ｍ 加賀美里咲 沼田 30″1 林    佳奈 沼田 30″4 樋口　梨花 沼田西 30″6 吉野りりか 利根 30″7 角田    雛 沼田西 31″4 井上陽奈子 利根 31″7

８００ｍ 牧野　郁美 沼田 2′40″2 山口りか子 沼田南 2′41″5 中澤　來夢 沼田東 2′42″0 角田　茉祐 白沢 2′45″5 田村　美桃 薄根 2′45″7 金子　愛理 利根 2′46″8

１５００ｍ 柿崎　彩羅 沼田東 5′14″3 大竹　菜優 沼田 5′25″4 山口りか子 沼田南 5′25″6 林　　美澪 沼田南 5′26″9 斎藤日予里 池田 5′39″0 外山　　華 沼田 5′44″2

１００ｍＨ 星野　瀬菜 利根 18″6 林　　美澪 沼田南 18″9 田中　彩智 沼田西 19″0 川村　真輝 沼田東 21″1 吉野りりか 利根 21″3

子 ４×１００ｍＲ 利　根 0′55″9 沼　田 0′55″9 薄　根 0′57″4 沼田西 0′57″9 沼田南 0′59″0 沼田東 0′59″0

(オーダー) 金井　片山　橋本　角田 野上　中澤　宮田　柿崎

走り高跳び 山田    聖 利根 1m35cm 金子　千乃 利根 1m30cm 丸山　詩音 池田 1m25cm 柳　  令奈 沼田 1m25cm 藤井　夢登 多那 1m20cm 宇田川 　唯 沼田西 1m20cm

砲丸投げ 小林  彩桜 沼田南 9m35cm 木村すみれ 沼田 8m53cm 渡邊  和美 白沢 8m47cm 小野  麗奈 白沢 8m47cm 橋壁  愛夢 池田 7m36cm 漏田  彩華 利根 7m26cm

吉野　武田　川田　大沢

第　　六　　位
氏　名　（所属）　記録

猪俣　木内　片野　鈴木 地野　田村　長尾　塩野

第　　四　　位
氏　名　（所属）　記録

岡村　角田　深津　樋口　

井上　金子　清水　大楢

第　　五　　位
氏　名　（所属）　記録

吉野　井上　井上　片野

第　　一　　位
氏　名　（所属）　記録

第　　二　　位
氏　名　（所属）　記録

第　　三　　位
氏　名　（所属）　記録

村澤　加賀美　林　星野　 高野　山本　川端　片山

守谷　生方　内山　市場　宮田　宮坂　高山　土井　
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