
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

津田　大和 12''44 川村　飛夢 12''96 島村　　　岳 13''14 奥矢  快実 13''20 大谷　虎汰郎 13''24 橋本　ランス 13''26 白石　悠貴 13''35 福島　眞紘 13''37

太薮塚1 ☆ 太薮塚1 ☆ 太国際1 ☆ 太木崎1 ☆ 太東中1 太東中1 太太中1 太城西1

田島　朔 4'39''42 新井　京介 4'51''80 阿部　雷童 4'51''95 メリカド　ロバートソン 4'55''18 安野　雄翔 4'56''41 栗原　大綺 5'07''09 青木　陽央 5'12''41 朝倉　康成 5'18''85

太太中1 ☆ 太太中1 ☆ 太休泊1 ☆ 太東中1 ☆ 太薮塚1 太木崎1 太宝泉1 太尾島1

川村　飛夢 4m96 津田　大和 4m75 天笠陽一朗 4m49 木村　眞琴 4m27 白石　悠貴 4m19 齋藤　獅童 4m15 山田　健心 4m05 川邉　拓実 3m86

太薮塚1 ☆ 太薮塚1 ☆ 太国際1 ☆ 太東中1 ☆ 太太中1 太城西1 太休泊1 太東中1

深町　俊介 12''02 菊池　大牙 12''03 小田嶋　晃成 12''26 チョウドリ　ジシャン 12''39 諸岡　優和 12''58 勝野　詩遥 12''69 矢羽　裕之介 12''74 石川  翔和 12''83

太尾島2 ☆ 太薮塚2 ☆ 太薮塚2 ☆ 太宝泉2 ☆ 太宝泉2 太南中2 太太中2 太木崎2

留目　陽輔 11''30 太田　怜那 11''75 広瀬　壮太 12''24 坂本　龍生 12''26 松島　和也 12''33 伊藤　陽翔 12''37 芹田　柊 12''43 矢田堀　太一 12''44

太国際3 ☆ 太城西3 ☆ 太南中3 ☆ 太東中3 ☆ 太生品3 太宝泉3 太薮塚3 太東中3

三木　真仁 4'14''38 千明　大斗 4'18''80 桐渕　大翼 4'29''95 吉村　虎乃輔 4'32''21 小林　俊也 4'33''16 飯田　匠哉 4'34''19 橋本　大和 4'34''44 尾島　樹 4'35''44

太綿打3 ☆ 太生品3 ☆ 太薮塚2 ☆ 太城西2 ☆ 太宝泉3 太太中2 太尾島3 太宝泉2

留目 留目　陽輔 22''68 太田　怜那 23''83 関根　拓真 24''33 小田嶋　晃成 24''86 金谷　大雅 25''11 深町　俊介 25''16 神保  蓮太 25''53 芹田　柊 25''60

+4名 太国際3 ☆(大会新) 太城西3 ☆ 太宝泉3 ☆ 太薮塚2 ☆ 太城東3 ☆ 太尾島2 太城西3 太薮塚3

永田　大 52''05 渡辺　裕太 54''42 鈴木　慎 54''90 金谷　大雅 56''51 原田　篤志 58''76 髙久　歩 58''95 坂本　凌一 60''63 長　祐斗 60''79

太東中3 ☆(大会新) 太生品3 ☆ 太南中3 ☆ 太城東3 ☆ 太生品3 太南中3 太薮塚3 太旭中2
永田,吉村 永田　大 2'06''44 吉村　虎乃輔 2'07''34 三木　真仁 2'08''32 桐渕　大翼 2'09''86 生駒　音織 2'09''98 渡辺　裕太 2'11''77 岩下　楓弥 2'13''05 根岸虎之介 2'16''91

+4名 太東中3 ☆ 太城西2 ☆ 太綿打3 ☆ 太薮塚2 ☆ 太旭中2 ☆ 太生品3 ☆ 太毛中2 太城東2

千明　大斗 9'20''75 田中　颯 9'49''97 小林　俊也 9'53''20 橋本　大和 9'58''86 飯田　匠哉 10'03''83 工藤　陸 10'06''68 服部　圭晟 10'21''52 原　瑛希 10'23''28

太生品3 ☆ 太尾島2 ☆ 太宝泉3 ☆ 太尾島3 ☆ 太太中2 太太中2 太綿打2 太北中3

神保  蓮太 17''15 松島　和也 17''19 青木　悠樹 26''04

太城西3 ☆ 太生品3 ☆ 太薮塚2 ☆
チョウドリ　ジシャン 1m45 小林　秀斗 1m40 遠藤　優詩 1m35

太宝泉2 ☆ 太宝泉2 ☆ 太休泊2 ☆

関根　拓真 6m11 伊藤　陽翔 5m60 矢田堀　太一 5m30 滝沢　唯月 5m25 山内　竣也 5m24 加藤　琉翔 5m22 金井　悠翔 5m15 田中　良明 4m91

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

関口　将 9m80 清水　壱馬 9m40 加邉　友都 8m52 高野　翔太 7m77 小野塚　隆太 7m32 諸岡　優和 6m10 森　巧幸 5m64 牛久保順野 5m55

太生品3 ☆ 太薮塚2 ☆ 太城東3 ☆ 太薮塚2 ☆ 太宝泉3 太宝泉2 太休泊2 太城東2

太城西 47''15 太宝泉 47''50 太南中 47''57 太生品 47''71 太城東 48''47 太東中 48''81 太国際 49''17 太旭中 51''61

☆ ☆ ☆ ☆

杉山　　咲 13''90 横倉　杏 13''92 寺井　優月 13''99 関戸　美咲 14''33 植田　真結 14''37 高橋亜仁香 14''56 茂木　晴香 14''68 高山　緋毬 14''70

太城東1 ☆ 太生品1 ☆ 太宝泉1 ☆ 太東中1 ☆ 太東中1 太国際1 太宝泉1 太薮塚1

横倉　杏 2'26''46 梅澤　楓 2'28''47 関　葵衣 2'31''00 奥谷　凜 2'31''35 河南　萌生 2'34''91 川野　楓果 2'55''85 坂間　杏津 2'56''41 﨑村　美羽 3'00''93

太生品1 ☆ 太尾島1 ☆ 太木崎1 ☆ 太東中1 ☆ 太太中1 太東中1 太宝泉1 太毛中1

今井　美羽 4m15 大島　琉那 3m86 石井　沙羅 3m70 清水　美渚 3m69 植松水歌子 3m62 小林　彩愛 3m40 田口　凜 3m40 吉村　香穂 3m32

太宝泉1 ☆ 太生品1 ☆ 太東中1 ☆ 太城東1 ☆ 太国際1 太旭中1 太東中1 太太中1

石川　佑実 12''87 加藤　杏音 13''08 柴崎　愛弓 13''36 前田　実咲 13''50 渡邉　千愛 13''83 須藤　里咲 13''95 正田　友香 13''95 岡田　悠希 13''96

太生品2 ☆ 太東中2 ☆ 太南中2 ☆ 太生品2 ☆ 太城西2 太休泊2 太国際2 太太中2

関口　晟奈 12''86 藤原　楓 13''16 中村　瑛奈 13''24 太田　七海 13''24 小林　莉緒 13''61 杉山　　郁 13''72 和田　晴香 13''89 茂木　摩耶 14''04

太生品3 ☆ 太南中3 ☆ 太宝泉3 ☆ 太城東3 ☆（3位） 太休泊3 太城東3 太薮塚3 太生品3

朝倉　野乃香 4m70 萩原　彩貴 4m65 茂木　摩耶 4m29 石塚　楓花 4m27 渋木　綾音 4m19 荻野　有梨 4m14 亀井　英奈 4m10 玉木　　虹 4m03

太太中3 ☆ 太綿打2 ☆ 太生品3 ☆ 太旭中3 ☆ 太旭中3 太綿打2 太国際2 太城東3

石川　佑実 26''40 関口　晟奈 26''52 中川　彩妃 27''98 杉山　　郁 28''33 岡田　悠希 28''43 鈴木　理子 28''75 和田　晴香 28''95 杉山　久美 29''23

太生品2 ☆ 太生品3 ☆ 太休泊3 ☆ 太城東3 ☆ 太太中2 太城東3 太薮塚3 太旭中2

髙橋　くるみ 2'19''34 浅沼　奈々未 2'19''74 清水　佑華 2'19''78 今　美里 2'24''96 橋本　蒼七 2'33''34 小熊　あいり 2'34''87 大澤　杏莉 2'35''72 井上　和 2'36''66

太生品2 ☆ 太休泊3 ☆ 太尾島2 ☆ 太旭中3 ☆ 太尾島3 太旭中2 太南中2 太南中3

髙橋　くるみ 4'46''53 清水　佑華 4'49''15 小熊　あいり 5'07''17 橋本　蒼七 5'11''50 原島　美月 5'20''98 山口　心優 5'25''76 野中　眞愉 5'31''75 世取山　心菜 5'47''47

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

小林　莉緒 15''24 鈴木　理子 16''20 正田　友香 16''84 北島　天花 16''88 木村　帆香 17''64 玉木　　虹 19''10 矢野　姫華 19''44 濱田　姫来里 20''22

太休泊3 ☆ 太城東3 ☆ 太国際2 ☆ 太太中3 ☆ 太太中3 太城東3 太宝泉2 太薮塚2

太田　七海 1m40 中川　彩妃 1m35 須永　明日香 1m30 西村　海咲 1m25 松本　絆来 1m25 内田真麗杏 1m25 高原　果子 1m20 松本　遥叶 1m15 清水　愛美　１ｍ１５

太城東3 ☆ 太休泊3 ☆ 太休泊3 ☆ 太太中2 ☆ 太太中1 太国際2 （5位） 太東中3 太東中3 太藪塚３　（8位）
石山　心蘭 11m99 小此木　美優 10m23 三吉　るあ 9m47 萬場　美空 9m05 大川　華奈 8m49 平田　暖乃 7m84 岡田　彩花 7m60 勝　瑠菜 7m46

太薮塚3 ☆ 太薮塚3 ☆ 太宝泉3 ☆ 太綿打2 ☆ 太生品3 太旭中2 太旭中2 太休泊3
4チーム 太生品 50''52 太南中 51''00 太城東 52''43 太休泊 52''95 太宝泉 53''59 太太中 53''83 太城西 54''29 太東中 54''66

＋生品 ☆(大会新) ☆ ☆ ☆ ☆

生品 148 宝泉 110.5 薮塚 109.5 東 89.5 城東 81.5 太田 72.5 休泊 71 尾島 55
薮塚 86 宝泉 75 生品 55 東 54 城西 48 太田 33 国際 30 尾島 26
生品 93 城東 57.5 休泊 51 太田 39.5 宝泉 35.5 東 35.5 旭 32 尾島 29

☆：県大会出場の権利を取得

4人

4人

4人

4人

4人

4人

4人

4人

4人

4人

男　子　総　合
女　子　総　合

共通走高跳

共通砲丸投

共通4×100ｍ

３年１００ｍ

２・３年走幅跳

共通２００ｍ 4人

男　女　総　合

共通８００ｍ

共通1500ｍ

4人共通100ｍＨ

共通砲丸投 4人

4人

共通4×100ｍ

女
　
子

１年１００ｍ 4人

１年８００ｍ 4人

２年１００ｍ

共通２００ｍ

共通４００ｍ 4人

4人

共通棒高跳

共通走幅跳

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

令和元年度　　太田市中学校総合体育大会陸上競技大会結果一覧表　　　　令和元年7月14日（日）足利市陸上競技場

県出場数
１位 ２位 ３位 ４位 ５位

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

２・３年１５００ｍ


