
順位
種目

栁田　大輝 木村　亮太 船橋　　匠 星野舜人 高橋　聖怜 齋藤　　成 須永　啓太 古川　野歩

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

上野雄大 野村優太 須永　鉄平 中村　　連 佐藤　聖真 中川　篤貴 福地　将英 齋藤　優吏

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

栁田　大輝 星野舜人 細野　嵩真 木村　亮太 井野口想空 古川　野歩 川村頼唯流 黒坂　剛士

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

飛田浩人 川村　勇貴 廣瀬　永輝 武田　真緒 松本　隼 坪田　尚弥 白土　侑聖 利久　柾人

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

山田駆夢偉 大城　岳 松本　隼 村田遼一郎 高田　創太 山本健樹 齋藤　大輝 利久　柾人

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

布川　大翔 渡邊蛍舞 飯塚　智尋

館二中2 館三中1 館四中1

布川　大翔 河原　綾汰 蓮見　拓音 梅沢拓夢 中村　　連 佐藤　聖真 野村　涼介

館二中2 館一中2 館二中2 館三中2 館四中1 館四中1 館四中1

相川歩夢 村田遼一郎 河原　綾汰 山道　一聖 長谷川凌功 齋藤　大輝 坪田　尚弥

館三中2 館四中2 館一中2 館二中2 館二中2 館多中2 館多中2

成本　吏冴 相川歩夢 高田　創太 下山　純汰 小泉　　颯 島野正一朗 白土　侑聖 江田　光輝

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

長谷川凌功 山田駆夢偉 飛田浩人 長島祐人 須永　啓太

館二中2 館二中2 館三中2 館三中2 館四中1

山道　一聖 長島祐人 蓮見　拓音

館二中2 館三中2 館二中2

大城　岳 武田　真緒 山本健樹 吉田　　翔 江田　光輝

館一中2 館二中2 館三中2 館四中2 館二中2

川村　勇貴

館二中2

山岸　奈那 三田万璃亜 笠井　ひなた 吉田彩希 篠原　弥希

館一中1 館三中1 館二中1 館三中1 館一中1

板垣里桜 尾形　英莉 佐竹　雛多 伊藤　唯 青木　美空 門井　陽奈

館三中1 館二中1 館一中1 館三中1 館一中1 館一中1

佐竹　雛多 小林　彩音 長澤彩加 高橋未美莉 山岸　奈那

館一中1 館二中1 館三中1 館三中1 館一中1

堀越凪沙 小森　摩耶 岩瀬あかり 林　　淑月 中村　夏寧 早川舞花 森田真悠香 鈴木　花野

館三中2 館一中2 館一中2 館四中2 館四中2 館三中2 館四中2 館一中2

堀越　愛海 中村　夏寧 森田真悠香 須永真唯 星野愛奈

館一中1 館四中2 館四中2 館三中2 館三中2

橋本　夏帆 松澤桜子 丸山恵生 遠山　芽依 内田乙留花

館四中2 館三中2 館三中2 館二中2 館多中2

須藤　美姫 松澤桜子 橋本　夏帆 尾形　英莉 内田乙留花 榎本美咲

館一中1 館三中2 館四中2 館二中1 館多中2 館三中2

林　　淑月 神保　彩乃 小林　彩音 門井　陽奈 青木　　唯

館四中2 館一中2 館二中1 館一中1 館二中2

川島花果 1m25 岩瀬あかり 1m25 川島　千宝 丸山恵生 遠山　芽依 青木　美空

館三中2 ジャンプオフ 館一中2 ジャンプオフ 館一中2 館三中2 館二中2 館一中1

須永真唯 榎本美咲 関口　未央 神保　彩乃 鈴木　花野 大橋明日香 青木　　唯

館三中2 館三中2 館四中2 館一中2 館一中2 館四中2 館二中2

川島　千宝 安原由香子 小森　摩耶 川島菜花 堀越　愛海 笠井　ひなた

館一中2 館四中2 館一中2 館三中2 館一中1 館二中1
砲丸投 9m54 8m77 7m14 7m04 5m80

3m15 2m76 2m40

4m47

走幅跳 3m83 3m66 3m43 3m35

走高跳 1m25 1m20 1m10 1m10

4×100mR 館一中 57''77 館三中 58''14

6'04"38

23"44

館二中 59''76

6'09"36

100mH 18"52 20"21 21"21 22"96

共通

1500m 5'05"75 5'30"41 5'36"95 5'51"07

800m 2'39''13 2'47''15 2'49''55 2'52''06 2'56''30

32''80 32''85

14"97 15"27 15"33 15"89

共通 200m 30''15 31''58 32''20

２年 100m 14"59 14"68 14"78 14"96

3'05''86

走幅跳 3m64 3m61 3m19 3m13 3m11

800m 2'47''29 2'54''60 2'55''52 2'56''58 2'59''90

15"31 15"46

女子

１年

100m 14"47 15"02 15"06

砲丸投 7m76

走幅跳 5m43 4m98 4m45 4m11 3m87

走高跳 1m55 1m40 1m30

51''164×100mR 館二中 49''67 館三中 50''97 館一中

11'01''64 11'03''90 11'22''80

110mH 19"01 19"69 21"02 21"22 22"00

5'31"83

共通

3000m 9'46''96 9'50''52 10'24''13 10'29''36 10'47''79

２年 1500m 4'33"52 4'35"80 4'37"85 4'44"83 4'59"24 5'22"84

800m 2'14"12 2'14"85 2'32"36 2'34"82 2'36"91 2'39"56 2'49"39

28''42

400m 57"77 1'11"17 1'24"82共通

200m 25''92 27''19 27''41 27''56 27''61 27''77 28''12

２年 100m 12''51 12''73 12''93 13''12 13''15 13''41 13''66

走幅跳 4m97 4m52 4m30 4m05 3m95 3m60 3m49 3m41

1500m 4'53"63 4'58"67 5'00"50 5'07"58 5'08"88 5'26"36 5'27"96 5'41"74

備考

男子

１年

100m 12''13 12''77 13''79 14''25 14''51 14''94

性別 種別 第１位 第２位 第３位 第４位

２０１６　館林市中学校新人陸上競技大会  成績一覧表 平成２８年９月２４日(土) 太田市陸上競技場

第５位 第６位 第７位

２年

第８位

15''03 15''19

14''10


