
平成２５年度　　太田市中学校春季陸上競技大会結果一覧表　　　　　　　　　　　　　平成２５年４月２７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

新井　由翔 12"99 髙瀬　光 13"38 齋藤　旭 13"48 黒岩　巧 13"81 對比地　淳 14"29 浅古　竣太 14"32 老川　駿 14"40 中里　龍使 14"79
太綿打1 太休泊1 太旭中1 太休泊1 太休泊1 太休泊1 太休泊1 太南中1

松島　匠 4'31"09 西川　魁星 4'37"09 小指　卓也 4'54"25 亀山　一輝 4'54"61 関　蒼人 5'11"43 清水　陸翔 5'18"46 吉川　拓馬 5'25"14 永田陸（東中）

太薮塚1 大会新 太太中1 大会新 太休泊1 太太中1 太太中1 太藪塚1 太休泊1 H23　4'41"59
小林　正希 3m04 小貫　陽太 2m66
太東中1 太東中1
川村　朋弘 12"19 三澤　翼人 12"29 福島一夏 12"33 新井　　佑 12"36 長澤　知憲 12"44 福原　佳也 12"50 川又　　凌 12"66 金井　秀斗 12"71
太木崎2 太南中2 太薮塚2 太城東2 太生品2 太南中2 太城東2 太東中2
大野  聖悟 11"31 原田　和也 11"88 日向　一喜 11"95 齋藤　陸永 12"24 新井　崇晃 12"39 矢羽　健一郎 12"47 木村　俊哉 12"61 鈴木　風吹 12"68
太城西3 太南中3 太休泊3 太宝泉3 太尾島3 太宝泉3 太休泊3 太宝泉3
大野  聖悟 22"82 泉　翔太 23"87 照井　開斗 24"18 原田　和也 24"84 長澤　知憲 24"90 三澤　翼人 25"11 福島一夏 25"20 茂木　翔太郎 25"30 津布子拓弥（城東）

太城西3 大会新 太南中3 太旭中3 太南中3 太生品2 太南中2 太薮塚2 太休泊3 H16　23"30
照井　開斗 52"99 泉　翔太 54"02 木村　俊哉 57"63 湯本　匠 58"05 渡辺　一平 58"19 田村　航平 58"76 田中　翔真 59"32 森谷　駿 59"49
太旭中3 太南中3 太休泊3 太城東3 太毛中3 太毛中3 太旭中3 太薮塚2
森下　舜也 2'04"45 永田 陸 2'06"46 松田　蓮 2'15"24 堀越　圭悟 2'15"28 福士  舜人 2'16"20 湯本　匠 2'17"24 和久　達也 2'28"30 藤井　勇志 2'30"56 永田陸（東中）
太休泊3 大会新 太東中3 大会新 太休泊3 太生品2 太城西3 太城東3 太太中2 太木崎2 H24　2'11"50
永田 陸 4'16"02 森下　舜也 4'16"17 松田　蓮 4'41"34 堀越　圭悟 4'47"84 板橋　将史 4'48"07 江田　祐太朗 4'48"86 関口　喜久 4'49"69 福士  舜人 4'49"70
太東中3 太休泊3 太休泊3 太生品2 太北中3 太東中2 太休泊3 太城西3
松島　匠 9'52"60 江田　祐太朗 10'24"89 田端　俊輝 10'26"63 小林　　開 10'33"03 田谷野　大輝 10'46"03 小暮　勇斗 10'52"21 飯田　唯人 11'00"18 福井　一真 11'01"50
太薮塚1 太東中2 太尾島3 太太中2 太薮塚2 太毛中2 太東中3 太城西2

茂木　翔太郎 18"59 青木　智宏 19"13 田村　航平 19"77 三澤  智康　 21"94 山本    大 22"68 茂木    駿 24"29
太休泊3 太薮塚2 太毛中3 太薮塚2 太城西3 太城西2
笹川　博矢 1m60 青木　智宏 1m60 奥山　　純 1m55 田中　翔真 1m40
太東中3 太薮塚2 太尾島2 太旭中3

矢羽　健一郎 6m24 川村　朋弘 5m79 福原　佳也 5m18 吉村　　基 5m12 星野　高諒 5m02 馬場　峻矢 5m02 佐藤　天彦 4m77 尾内　拓海 4m72
太宝泉3 太木崎2 太南中3 太南中3 太生品3 太南中3 太休泊2 太生品3

久保田　玲央 10m00 笹原　龍矢 8m23 井上　松男 8m21 長瀬　右京 7m92 湯川　　翼 7m52 林　　和正 6m87 山本　　大 5m85
太城東3 太休泊3 太南中3 太東中3 太毛中2 太休泊2 太城西3
太南中A 46"42 太休泊A 48"30 太生品 49"34 太城東 49"40 太薮塚A 50"23 太旭中 50"39 太毛中 50"43 太東中 50"45

田代　千絵 14"07 大須賀　美紅 14"34 目黒 恵 14"63 小林　奈々夏 14"68 八木　杏樹 15"15 田中 優衣 15"18 佐瀬　夏希 15"52 茂木　優 15"53
太綿打1 太宝泉1 太東中1 太休泊1 太休泊1 太東中1 太薮塚1 太薮塚1

飯田　千香子 2'38"97 木村　玲菜 2'41"39 石井　優希 2'42"66 三田 怜奈 2'50"32 熊谷　さくら 3'15"34 林田　紗奈 3'23"43 玉城　まなつ 3'47"96
太生品1 太綿打1 太生品1 太東中1 太休泊1 太休泊1 太休泊1
田代　千絵 4m19 目黒　　恵 3m64 矢羽　唯香 3m43 佐瀬　夏希 3m35 今泉　日向 3m16 廣見　真緒 3m05
太綿内1 太東中1 太宝泉1 太薮塚1 太薮塚1 太薮塚1
小林　涼音 13"55 定方　まい 13"69 小澤　里奈 13"71 鹿山　鼓文 13"74 澤田　愛梨 13"85 齋藤　菜々美 14"00 小林　奈々 14"15 髙田  鈴香 14"16
太南中2 太尾島2 太尾島2 太GKA2 太南中2 太南中2 太南中2 太城西2

河合　奈央子 13"12 籾山　茉優 13"45 谷口　朝姫 13"48 山田　芽衣 13"52 野左近　玲奈 13"68 吉野　　舞 13"76 三田 彩音 13"93 玉城　しずく 14"01
太尾島3 太南中3 太薮塚3 太旭中3 太旭中3 太薮塚3 太東中3 太休泊3
山田　芽衣 28"21 小澤　里奈 28"48 小林　涼音 28"80 籾山　茉優 28"88 吉野　　舞 29"19 鹿山　鼓文 29"23 玉城　しずく 29"72 田島みのり 29"84
太旭中3 太尾島2 太南中2 太南中3 太薮塚3 太GKA2 太休泊3 太城東3
林　芽生 2'28"18 服部　姫華 2'28"41 二宮　吏花子 2'37"22 澤田　愛梨 2'37"27 志賀　綺瞳 2'38"07 安田　葵 2'39"75 飯田　千夏 2'40"15 正田　日奈瑚 2'40"47
太旭中3 太宝泉3 太休泊3 太南中2 太太中2 太休泊2 太休泊3 太生品2
青木　未来 5'01"91 林　芽生 5'10"67 服部　姫華 5'13"68 原野    愛 5'25"87 奥山　優香 5'27"98 志賀　綺瞳 5'31"84 安田　優佳 5'38"82 小山　真由 5'38"93
太宝泉2 太旭中3 太宝泉3 太城西2 太城東2 太太中2 太太中2 太旭中2
谷口　朝姫 16"39 コラドナー 麗朝 17"07 増尾　蘭 17"20 武田　菜摘 18"51 朝倉　有紀 19"09 森　多映 19"09 髙田  鈴香 19"91 飯田 真奈美 21"05
太薮塚3 太東中3 太休泊3 太旭中3 太休泊3 太休泊3 太城西2 太東中3
倉持　　葵 1m30 寺田　　凛 1m25 小田木　咲子 1m25 神保　柚衣 1m25 村上　瑞希 1m25 藤沢　美夕 1m20
太休泊2 太尾島2 太休泊3 太休泊3 太南中3 太城西2

河合　奈央子 4m90 茂木　咲歩 4m42 小林　奈々 4m24 刈田　沙弥 4m20 木村　乃羽 4m13 濱田　萌衣 4m09 古澤　萌香 3m95 藤田　あおい 3m80
太尾島3 太城西3 太南中2 太休泊2 太南中2 太休泊3 太薮塚3 太休泊2

コラドナー麗朝 9m64 佐藤　清美 8m39 藤沢　美夕 7m83 刈田　沙弥 7m76 神山　ほのか 7m48 飯田　真奈美 6m88 中村　梨乃 6m13 岡田　葵衣 5m82
太東中3 太薮塚3 太城西2 太休泊2 太休泊3 太東中3 太休泊2 太旭中2
太尾島 53"60 太旭中 54"53 太南中A 54"62 太薮塚A 54"84 太休泊A 54"92 太東中 56"12 太休泊B 56"40 太南中B 57"59

増尾・茂木・玉城・中村 ｺﾗﾄﾞﾅｰ・三田・大澤・飯田・矢島 白石・石垣・藤田・岩瀬・中島 村上・小林・澤田・木村

共通砲丸投

4×100ｍＲ
河合・津久井・星野・小澤・定方 林・野左近・武田・山田 籾山・福田・小林・齋藤 原井・吉野・古澤・谷口・和田

共通２００ｍ

共通８００ｍ

共通1500ｍ

共通100ｍＨ

共通走高跳

共通走幅跳

原田・福島・森谷・青木・山崎・田谷野 照井・田中・大嶹・前原・加藤 渡辺・田村・小暮・湯川 丸山・笹川・藤生・金井・飯田

女子

１年１００ｍ

１年８００ｍ

１年走幅跳

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通砲丸投

4×100ｍＲ
泉・原田・吉村・三澤 茂木・日向・諸井・笹原・木村 齋藤・星野・尾内・長澤・堀越 湯本・久保田・川又・新井

共通８００ｍ

共通１５００ｍ

共通３０００ｍ

共通110ｍＨ

共通走高跳

共通走幅跳

７位 ８位

男子

１年１００ｍ

１年１５００ｍ

１年走幅跳

２年１００ｍ

３年１００ｍ

共通２００ｍ

共通４００ｍ

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位


