
順位
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

深町　俊介 12''74 チョウドリ　ジシャン 13''00 砂賀　想天 13''31 栁田　逞 13''40 松島　京汰 13''44 青木　蓮 13''52 井野口　怜生 13''76 石川  翔和 13''80

太尾島1 ☆ 太宝泉1 ☆ 太休泊1 ☆ 太休泊1 ☆ 太国際1 太宝泉1 太国際1 太木崎1

4人＋ 吉村　虎乃輔 4'35''62 岩下　楓弥 4'36''00 工藤　陸 4'36''57 生駒　音織 4'38''43 桐渕　大翼 4'41''22 田中　颯 4'43''01 飯田　匠哉 4'51''77 服部　圭晟 4'57''06

吉村 太城西1 ☆ 太毛中1 ☆ 太太中1 ☆ 太旭中1 ☆ 太藪塚1 ☆ 太尾島1 太太中1 太綿打1

諸岡　優和 4m72 山内　竣也 4m53 滝沢　唯月 4m35 坂本  結仁 4m09 田沢　洸太朗 3m92 田中　良明 3m85 勝野  詩遥 3m81 福田  楓雅 3m81

太宝泉1 ☆ 太休泊1 ☆ 太東中1 ☆ 太木崎1 ☆ 太藪塚1 太旭中1 太南中1 太南中1

4人＋ 吉次　悠真 11''46 留目　陽輔 11''83 鈴木    慎 11''94 太田　怜那 12''43 金谷　太雅 12''50 広瀬  壮太 12''53 関根　拓真 12''62 渡辺　裕太 12''81

吉次 太休泊2 ☆(大会新） 太国際2 ☆ 太南中2 ☆ 太城西2 ☆ 太城東2 ☆ 太南中2 太宝泉2 太生品2

栗原　駿介 11''30 山崎　遥玖 11''49 髙澤  夢希 11''77 長田　倭知 11''86 金子　健太 11''93 都丸　拓叶　 11''94 土屋　俊輔 11''96 六川　尊斗 12''03

太城西3 ☆ 太城西3 ☆ 太木崎3 ☆ 太城東3 ☆ 太休泊3 太城東3 太東中3 太藪塚3

三木　真仁 4'23''97 千明　大斗 4'31''18 石橋　侑眞 4'35''80 小林　俊也 4'39''21 橋本　大和 4'42''26 原田　篤志 4'45''46 関　風太 4'47''03 門田　良太 4'52''05

太綿打2 ☆ 太生品2 ☆ 太旭中3 ☆ 太宝泉2 ☆ 太尾島2 太生品2 太東中3 太城西2

栗原　駿介 22''93 留目　陽輔 23''70 金子　健太 23''93 井上　海翔 23''96 髙澤  夢希 24''13 都丸　拓叶　 24''24 長田　倭知 24''34 田村　圭 24''39

太城西3 ☆ 太国際2 ☆ 太休泊3 ☆ 太藪塚3 ☆ 太木崎3 太城東3 太城東3 太藪塚3

永田　大 52''90 井上　海翔 55''38 土屋　俊輔 56''11 田村　圭 57''13 渡辺　裕太 57''53 塚越　　 怜 59''35 木所　優之助 61''19 髙久    歩 61''60

太東中2 ☆ 太藪塚3 ☆ 太東中3 ☆ 太藪塚3 ☆ 太生品2 太城東3 太城西3 太南中2

永田　大 2'07''86 三木　真仁 2'10''14 石橋　侑眞 2'12''29 熊谷　翼 2'15''78 猪瀬  拓海 2'20''69 原田　篤志 2'23''87 渡辺　英斗 2'27''37 髙久    歩 2'31''44

太東中2 ☆ 太綿打2 ☆ 太旭中3 ☆ 太東中3 ☆ 太藪塚3 太生品2 太綿打1 太南中2

千明　大斗 9'40''06 田口  莞吹 10'04''90 関　風太 10'19''68 工藤　陸 10'22''20 飯田　匠哉 11'01''61

太生品2 ☆ 太木崎3 ☆ 太東中3 ☆ 太太中1 ☆ 太太中1

山崎　遥玖 15''58 清水　颯人 16''04 松島　和也 17''57 小内　奏 17''76 神保  蓮太 17''94 塚越　　怜 19''45 檜山　航佑 20''17 寺田    魁 20''49

太城西3 ☆(大会新） 太城東3 ☆ 太生品2 ☆ 太休泊3 ☆ 太城西2 太城東3 太休泊3 太南中3

山本  翔隆 1m60 茅野　聖也 1m50 チョウドリ　ジシャン 1m40 小内　奏 1m40

太南中3 ☆ 太東中3 ☆ 太宝泉1 ☆ 太休泊3 ☆

4人＋ 小暮　七斗 ４ｍ００

小暮 太南中3 ☆（大会タイ）

有坂　悠貴 5m79 六川　尊斗 5m71 関根　拓真 5m40 梅原　光汰 5m36 伊藤　陽翔 5m27 奥　丈翔 5m04 加藤　琉翔 5m01 金井　悠翔 4m93

太休泊3 ☆ 太藪塚3 ☆ 太宝泉2 ☆ 太東中3 ☆ 太宝泉2 太旭中3 太城東2 太生品2

萬場　優太 11m50 落合  春稀 8m88 関口　将 8m80 茂木　雅弥 8m59 加邉　友都 8m39 平田　誠貴 8m31 町田　洸貴 6m73 高野　翔太 6m16

太綿打3 ☆ 太木崎3 ☆ 太生品2 ☆ 太休泊3 ☆ 太城東2 太旭中3 太休泊3 太藪塚1

太城西 46''06 太藪塚 46''57 太休泊 46''74 太城東 46''86 太東中 47''68 太生品 48''05 太南中 48''32 太旭中 49''89

☆ ☆ ☆ ☆

石川　佑実 13''05 前田　実咲 13''78 柴崎  愛弓 13''83 加藤　杏音 13''92 須藤　里咲 14''19 萩原　彩貴 14''21 勝　佳音 14''37 渡邉　千愛 14''43

太生品1 ☆(大会新） 太生品1 ☆ 太南中1 ☆ 太東中1 ☆ 太休泊1 太綿打1 太国際1 太城西1

髙橋　くるみ 2'25''68 清水　佑華 2'26''05 櫛田　愛心 2'31''46 天田　野乃椛 2'32''53 石川　佑実 2'33''48 小熊　あいり 2'40''60 阿部　なつき 2'43''41 取山　心菜 2'43''48

太生品1 ☆ 太尾島1 ☆ 太尾島1 ☆ 太太中1 ☆ 太生品1 太旭中1 太休泊1 太太中1

萩原　彩貴 4m43 前田　実咲 4m00 松本  優月 3m80 丸橋　百々花 3m63 荻野　有梨 3m62 杉山　久実 3m58 菅原　綾乃 3m53 藤堂  莉子 3m51

太綿打1 ☆ 太生品1 ☆ 太南中1 ☆ 太生品1 ☆ 太綿打1 太旭中1 太城東1 太木崎1

関口　晟奈 12''95 太田　七海 13''25 中村　瑛奈 13''37 中川　彩妃 13''42 杉山　　郁 13''68 大和田　愛海 13''71 渋木　綾音 13''86 北島　天花 13''89

太生品2 ☆ 太城東2 ☆ 太宝泉2 ☆ 太休泊2 ☆ 太城東2 太太中2 太旭中2 太太中2

岡崎　遥空 12''74 久保田萌花 12''91 杉山　千夏 12''97 青柳　アヤネ 13''15 松本　こころ 13''15 橋爪　七海 13''16 長島  彩花 13''48 橋本　愛友里 13''58

太城西3 ☆ 太宝泉3 ☆ 太旭中3 ☆ 太生品3 ☆（着差あり） 太太中3 (着差あり） 太太中3 太南中3 太藪塚3

鈴木　ひかり 5m05 河内　眞里奈 5m00 梁取　美菜 4m76 朝倉　野乃香 4m74 岡田　菜々美 4m72 茂木　摩耶 4m48 島田　寧々 4m44 谷　梨華子 4m44

太休泊3 ☆ 太太中3 ☆ 太城東3 ☆ 太太中2 ☆ 太休泊3 太生品2 太尾島3 太旭中3

久保田萌花 26''55 岡崎　遥空 26''85 橋爪　七海 26''93 杉山　千夏 27''07 中川　彩妃 27''76 杉山　　郁 27''87 青柳　アヤネ 28''15 境野  月菜 28''24

太宝泉3 ☆ 太城西3 ☆ 太太中3 ☆ 太旭中3 ☆ 太休泊2 太城東2 太生品3 太木崎3

5人＋ 齋藤　佳音 2'18''47 今　美里 2'19''56 堀越　優光 2'20''43 山下　真奈 2'22''39 浅沼　奈々未 2'24''98 橋本　蒼七 2'33''07 鈴木　ひかる 2'35''66 浅古　葉名 2'37''36

齋藤 太城西3 ☆ 太旭中2 ☆ 太城東3 ☆ 太休泊2 ☆ 太休泊3 ☆ 太尾島2 ☆ 太生品3 太城東3

山下　真奈 4'42''39 今　美里 4'43''32 堀越　優光 4'53''82 髙橋　くるみ 4'57''68 佐藤　世和 5'15''15 橋本　蒼七 5'16''70 白石  葉野 5'17''23 鈴木　ひかる 5'19''52

太休泊2 ☆（大会新） 太旭中2 ☆ 太城東3 ☆ 太生品1 ☆ 太城東2 太尾島2 太南中2 太生品3

小林　莉緒 15''62 星野　真里奈 16''50 松村　優希 16''59 新井　鈴菜 16''65 北島　天花 16''74 荒木  結衣 17''05 鈴木　理子 17''20 藤原    楓 17''25

太休泊2 ☆ 太城西3 ☆ 太太中3 ☆ 太城東3 ☆ 太太中2 太宝泉3 太城東2 太南中2

4人＋ 岡野　弥幸 1m65 曲山  未矩 1m40 大川　世凪 1m30 神谷　梨里花 1m25 阿部　百花 1m25 松村　優希 1m25 内田　真麗杏 1m25 太田　七海 1m25

岡野 太尾島3 ☆(大会新） 太宝泉3 ☆ 太城東3 ☆ 太太中3 ☆ 太休泊3 ☆(4位） 太太中3 太国際1 (6位） 太城東2 (6位)

4人＋ 山道　萌衣 12m50 石山　心蘭 9m89 河内　眞里奈 9m79 三吉　るあ 7m86 伊藤　真菜 7m83 大川　華奈 7m71 神谷　梨里花 7m42 萬場　美空 6m65

山道 太藪塚3 ☆ 太藪塚2 ☆ 太太中3 太宝泉2 ☆ 太休泊3 ☆ 太生品2 ☆ 太太中3 太綿打1

太生品 51''20 太太中 51''29 太南中 52''56 太藪塚 52''62 太城東 52''90 太旭中 53''29 太休泊 53''68 太城西 54''35

☆ ☆ ☆ ☆

休泊 131.5 生品 118 城東 99 城西 91 太田 83.5 宝泉 77 藪塚本町 67 東 64
休泊 69 城西 59 東 59 薮塚本町 46 生品 42 宝泉 41 城東 41 南 33
生品 76 太田 66.5 休泊 62.5 城東 58 旭 37 宝泉 36 城西 32 尾島 29

☆：県大会出場の権利を取得
男女総合8位と9位、男子総合2位と3位、6位と7位は上位入賞数の差による。

4人

男　子　総　合
女　子　総　合

共通走高跳

共通砲丸投

共通4×100ｍ

4人

共通２００ｍ 4人

男　女　総　合

共通８００ｍ

共通1500ｍ

4人共通100ｍＨ

4チーム

共通4×100ｍ

女
　
子

１年１００ｍ 4人

１年８００ｍ 4人

２年１００ｍ 4人

３年１００ｍ

２・３年走幅跳

共通棒高跳

共通走幅跳

4人

共通砲丸投 4人

4人

4人

２・３年１５００ｍ

共通２００ｍ 4人

共通４００ｍ 4人

4人

６位

共通８００ｍ

備考

男
　
子

１年１００ｍ 4人

１年１５００ｍ

７位

２年１００ｍ

共通３０００ｍ

８位

３年１００ｍ 4人

平成30年度　　太田市中学校総合体育大会陸上競技大会結果一覧表　　　　平成30年7月14日（土）太田市運動公園陸上競技場

県出場数
１位 ２位 ３位 ４位 ５位

4人

１年走幅跳 4人

１年走幅跳 4人

4人

4人

共通１１０ｍＨ 4人

共通走高跳


