
平成２９年度　館林市中学校総合体育大会　陸上競技大会結果一覧表　　　　平成２９年７月１５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

加藤　大輝 12"89 上田　啓太 13"58 高橋　大翔 13"90 梅沢　宙夢 13"99 駒形　　翔 14"39 鈴木　良太 15"12 林　淮亮 16"15 石川　瑛大 16"81
館一中1 館三中1 館一中1 館三中1 館二中1 館二中1 館四中1 館四中1

宍戸　昭文 5'02"71 吉永　歩 5'06"25 山井　健人 5'11"08 海老沼悠斗 5'25"51 早川　朋杜 5'54"22 田野入叶翔 6'23"38
館二中1 館三中1 館二中1 館四中1 館多中1 館多中1
栁田　大輝 11"33 高橋　瑞希 12"52 髙橋　聖怜 13"46 星野　舜人 13"61 栗原　大翔 13"98
館一中2 大会新 館四中2 館四中2 館三中2 館三中2
飛田　浩人 11"96 廣瀬　永輝 12"24 川村　勇貴 12"29 松本　　隼 12"43 山田駆夢偉 12"52 大城　　岳 12"65 吉田　　翔 12"75
館三中3 館一中3 館二中3 館三中3 館二中3 館一中3 館四中3

山田駆夢偉 25"42 松本　　隼 25"56 治田　皐暁 26"16 蓮見　拓音 26"29 栁田　聖人 27"34 齋藤　　成 28"53 高橋　大翔 29"86 大賀　敬太 33"08
館二中3 館三中3 館三中3 館二中3 館一中1 館四中2 館一中1 館四中2
布川　大翔 54"28 河原　綾汰 55"46 蓮見　拓音 59"89 野村　優太 1'00"09 白土　侑聖 1'02"33 榎本　光希 1'10"37
館二中3 館一中3 館二中3 館三中2 館四中3 館三中1
布川　大翔 2'11"13 河原　綾汰 2'11"88 野村　優太 2'18"06 小泉　　颯 2'27"10 梅沢　拓夢 2'32"70 白土　侑聖 2'34"21 齋藤　優吏 2'42"19 森脇　蒼空 2'49"08
館二中3 館一中3 館三中2 館四中3 館三中3 館四中3 館一中2 館二中1
相川　歩夢 4'28"25 上野　雄大 4'42"21 須永　鉄平 4'45"70 高際　唯人 4'46"06 中村　　蓮 4'54"72 江田　光輝 5'08"55 小泉　　颯 5'11"52 福地　将英 5'13"91
館三中3 館三中2 館一中2 館二中3 館四中2 館二中3 館四中3 館多中2
相川　歩夢 10'02"16 島野　正一朗 10'23"69 成本　吏冴 10'37"15 佐藤　聖真 10'49"14 宍戸　昭文 11'19"43 山井　健人 11'21"31 利久　柾人 11'45"39
館三中3 館三中2 館一中3 館四中2 館二中1 館二中1 館一中3

長谷川凌功 16"61 飛田　浩人 19"16 須永　啓太 20"38 山城　仁志 20"92 駒形　　翔 20"97 林　淮亮 23"48
館二中3 館三中3 館四中2 館三中1 館二中1 館四中1
大城　　岳 1m70 長島　佑人 1m65 長谷川凌功 1m50 栗原　大翔 1m35 小林　　稜 1m25
館一中3 館三中3 館二中3 館三中2 館二中1
栁田　大輝 6m34 武田　真緒 5m34 山本　健樹 5m14 吉田　　翔 5m01 栁田　聖人 4m71 井野口想空 4m46 古川　野歩 4m27
館一中2 館二中3 館三中3 館四中3 館一中1 館三中2 館四中2
川村　勇貴 8m50 小林　匠技 6m98 長島　佑人 6m31 梅沢　拓夢 6m21
館二中3 館二中3 館三中3 館三中3

恩田　未來 13"37 松久　優希 13"73 川島　麻凜 14"49 小島　璃桜 14"51 川村　伶奈 14"54 山田　葵彩 14"62 長谷川　綾音 14"67 小嶋　乃々香 14"62
館四中 大会新 館四中 館二中 館一中 館一中 館二中 館三中 館三中

川島　麻凜 3m73 小島　璃桜 3m72 川村　伶奈 3m52 小堀　真鈴 3m50 髙田　彩智 3m48 大出　なつみ 3m46 石井　苺花 2m44
館二中1 館一中1 館一中1 館三中1 館四中1 館二中1 館三中1
堀越　愛海 14"02 山岸　奈那 14"16 川島詩依菜 14"45 吉田　彩希 14"86 笠井　ひなた 14"96 三田　万璃亜 14"99
館一中2 館一中2 館二中2 館三中2 館二中2 館三中2
堀越　莉沙 13"45 堀越　凪沙 13"90 小森　摩耶 14"11 中村　夏寧 14"38 森田真悠香 14"69 青木　　唯 15"21 早川　舞花 15"60
館一中3 館三中3 館一中3 館四中3 館四中3 館二中3 館三中3
堀越　愛海 29"16 川島　千宝 30"09 榎本　美咲 30"21 山田　葵彩 31"00 星野　愛奈 31"74 櫻井　未結 34"65
館一中2 館一中3 館三中3 館二中1 館三中3 館二中1
橋本　夏帆 2'38"66 松澤　桜子 2'44"02 篠原　弥希 2'45"69 青木　美空 2'53"38 丸山　恵生 2'54"16 遠山　芽衣 2'57"70 野中　美翔 3'15"98
館四中3 館三中2 館一中2 館一中2 館三中3 館二中3 館四中1
須藤　美姫 5'10"53 板垣　里桜 5'25"60 松澤　桜子 5'25"66 渡邊　真唯 5'32"20 尾形　英莉 5'47"74 大塚　乃彩 6'22"61 内田乙留花 6'31"04
館一中2 館三中2 館三中2 館四中1 館二中2 館四中1 館多中3
恩田　未來 15"90 林　　叔月 16"02 神保　彩乃 18"82 三田　万璃亜 18"95 小林　彩音 20"03 門井　陽奈 20"44 小幡　花鈴 22"20
館四中1 館四中3 館一中3 館三中2 館二中2 館一中2 館二中1
松久　優希 1m45 小森　摩耶 1m35 川島　花果 1m35 小林　彩音 1m35 岩瀬あかり 1m30 遠山　芽衣 1m25 丸山　恵生 1m20
館四中1 館一中3 館三中3 館二中2 館一中3 館二中3 館三中3
榎本　美咲 4m18 佐竹　雛多 4m02 川島詩依菜 3m89 関口　未央 3m85 神保　彩乃 3m66 須永　真唯 3m61 上岡　実莉 3m51
館三中3 館一中2 館二中2 館四中3 館一中3 館三中3 館二中2
川島　千宝 10m91 安原由香子 9m74 小幡　花鈴 7m46 川島　菜花 7m39 伊藤　唯 6m20 生井　未来 6m19 笠井　ひなた 6m12 鈴木　花野 6m02
館一中3 館四中3 館二中1 館三中3 館三中2 館四中1 館二中2 館一中3
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