
令和3年度　邑楽郡中学校総合体育大会　陸上競技大会結果一覧表　　　　令和3年度７月１７日（土）太田市運動公園陸上競技場 は、県総体出場者

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

中嶋　龍護 12''43 酒巻  蓮 12''52 加藤　大和 12''54 クサノ　ケイイチ 12''57 奥澤　奏介 13''11 水落　竜也 13''14 鈴木  翔也 13''29 平山　栞大 13''30
邑板倉1 邑大北1 邑大西1 邑大南1 邑明和1 邑大南1 邑楽中1 邑千中1

中嶋　龍護 4m79 石川　伶緒 4m73 水落　竜也 4m29 奥澤　奏介 4m28 植松　南智 4m10 中島  瑠斐 4m00 中田　泰暉 3m83 牛山　烈 3m78
邑板倉1 邑明和1 邑大南1 邑明和1 邑大西1 邑楽中1 邑大北1 邑大西1
増田  潤 5'11''99 町田　ゆうと 5'13''38 保科　音和 5'13''93 原田　大樹 5'29''26 相田　康介 5'29''86 田中　琉晴 5'29''91 田口　祐悟 5'30''06 浦野  玄徳 5'43''48
邑楽中1 邑大南1 邑板倉1  邑板倉1 邑明和1  邑大南1 邑明和1  邑楽中1

山田  龍志 12''22 長谷見　蒼空 12''60 髙橋　尚 12''60 矢菅　玲雄 12''82 黒坂  麗王 13''29 恩田　   匠 13''33 園部　虎太郎 13''39 高木　雄也 13''62
邑大北2 邑板倉2 邑明和2 邑大西2 邑大北2 邑楽中2 邑千中2 邑千中2

今成　昂汰 11''77 竹田　惟希 11''85 永吉　優翔 11''86 波多野  楽 12''31 友利　海斗 12''42 井上　聖斗 12''53 小島　亮太 12''58 菅原　優太 12''66
邑明和3 邑大西3 邑楽中3 邑大北3 邑大西3 邑千中3 邑板倉3 邑板倉3

佐久間　大翔 23''45 波多野  楽 24''83 吉永　琉誠 25''04 友利　海斗 25''19 松﨑　翔大 25''53 菅谷　虹太 25''66 菅原　優太 25''71 クサノ　ケイイチ 25''96
邑大西3 邑大北3 邑明和3 邑大西3 邑板倉3 邑明和3 邑板倉3 邑大南1

佐久間　大翔 53''65 岩田　悠斗 55''68 吉永　琉誠 56''48 佐藤　直郁 59''79 曽我　優 62''92 小島　拓也 62''99 内田　晴琉 67''06 小林　俊平 71''32
邑大西3 邑大西3 邑明和3 邑板倉2 邑明和2 邑板倉2 邑楽中2 邑大南2

木野　剣芯 2'13''12 飯島　昊夏 2'14''70 吉永　凌 2'16''85 中田  真暉 2'21''74 福田　悠 2'22''34 金子　颯汰 2'24''20 竹田　瑠希 2'34''72 吉田  琉來 2'40''60
邑大南3 邑大北2 邑明和3 邑大北2 邑板倉2 邑板倉2 邑大西2 邑楽中1

木野　剣芯 4'37''57 藤本　康生 4'39''53 吉永　凌 4'45''74 飯島　昊夏 4'45''86 中田  真暉 4'54''19 齋藤　遼 4'56''88 福田　悠 5'01''09 竹田　瑠希 5'05''90
邑大南3 邑楽中2 邑明和3  邑大北2  邑大北2  邑大西3  邑板倉2  邑大西2  

藤本　康生 10'24''52 對比地春斗 10'52''20 上野  修実 11'29''13 町田　ゆうと 12'27''93 田中　琉晴 12'31''52 柳澤　将吾 12'32''49 大谷　光輝 13'03''12 吉田  琉來 13'07''79

邑楽中2 邑大北2 邑大北3 邑大南1 邑大南1 邑大西2 邑千中2 邑楽中1
前島  吏玖 18''65 松﨑　翔大 19''51 沖　結一朗 20''75 三谷　徠輝 21''45 角谷　優斗 21''54 垣内　燦太 DQ #REF! #REF!
邑大北2 邑板倉3 邑明和3 邑明和2 邑大南2 邑大南3 #REF!

沖　結一朗 1m65 佐藤　直郁 1m60 菅谷　虹太 1m60 浅野  直樹 1m40 福島　煌生 1m35 鈴木　洸喜 1m30 0 0m00
邑明和3 邑板倉2  邑明和3 邑大北3  邑大北2 邑板倉2   

永吉　優翔 6m41 角谷　優斗 5m40 垣内　燦太 5m39 古賀    翼 5m24 庄子  優真 5m07 金子　颯汰 4m61 小島　拓也 4m59 内田　晴琉 4m38
邑楽中3 邑大南2 邑大南3 邑大北3 邑大北3 邑板倉2 邑板倉2 邑楽中2

井上　聖斗 9m92 稲益ｷﾞﾚﾙﾒ 7m95 源河　清士 7m48 横山　伶斗 7m30 高橋　一真 7m26 中里ガブリエル 6m76
邑千中3 邑大北3 邑大南1 邑板倉2 邑千中2 邑大北1

44''91
大会新

長谷見　蒼空 ※通信を代替え
邑板倉2 試合としている。

アンドラデ　ライス 14''16 並木　由奈 14''25 立澤  和紗 14''36 松本　珠里 14''59 八木　しおり 14''68 坂巻　希音 14''71 町田　陽菜 14''88 宮田  妃彩 14''91
邑大西1 邑大南1 邑楽中1 邑大北1 邑板倉1 邑明和1 邑大西1 邑楽中1

並木　由奈 4m02 中島　光音 3m61 八木　しおり 3m60 村田　怜南 3m57 萩本  由愛 3m46 桑子　琴音 3m19 矢部　心美 3m13 恩田  奈椿希 2m77
邑大南1 　 邑大南1 　 邑板倉1 　 邑明和1 　 邑大北1 　 邑大北1 邑明和1 　 邑楽中1 　

藤木　珠央 2'33''09 横山　莉星 2'39''53 内山　莉香 2'41''56 清水　麻央 2'44''33 細谷  琴音 2'46''88 大竹  月乃 2'48''60 バレンズエラ　ハルカ 3'21''39
邑大西1 邑板倉1 邑大西1 邑板倉1 邑楽中1 邑楽中1 邑大南1

根岸  希朱 13''61 萩原　   梓 14''19 加地　咲希 14''19 国府田菜帆 14''29 川島　愛姫 14''50 伊藤　愛悠 14''55 佐藤　心愛 14''65 田中　理央奈 14''88
邑大北2 邑楽中2 邑板倉2 邑大北2 邑大南2 邑大南2 邑楽中2 邑明和2

長谷川　夏緒 13''77 関口　ゆず 14''22 中嶋　柚妃 14''38 野口　涼琶 14''89 工藤　加琉亜 15''30 栗原　結愛 16''18
邑板倉3 邑大西3 邑板倉3 邑楽中3 邑大西3 邑楽中3

長谷川　夏緒 28''27 関口　ゆず 29''00 伊藤　愛悠 30''51 野沢　妃那 31''04 野澤　恵 36''05
邑板倉3 邑大西3 邑大南2 邑楽中3 邑大西1

髙橋　菜月 2'36''96 丸山　実乃 2'39''67 関口　芽依 2'41''45 大島  向葵 2'45''88 鏑木　彩羽 2'55''37 小坂　ゆうり 2'59''59 田村　羚夏 3'03''84
邑明和2 邑楽中3 邑楽中2 邑大北2 邑板倉3 邑大北2 邑板倉3

藤木　珠央 5'09''03 阿部　妃夏 5'20''45 横山　莉星 5'23''75 髙橋　菜月 5'28''03 清水　麻央 5'29''07 稲田　乙樹 5'30''65 丸山　実乃 5'45''90 上野    彩 6'20''65
邑大西1 邑楽中2 邑板倉1 邑明和2 邑板倉1 邑明和2 邑楽中3 邑大北2

山田　留菜 17''23 山田  奈穂 17''75 荒山　あさひ 18''24 野沢　妃那 18''67 吉川  七海 19''44 宮田  妃彩 20''09 窪田　志帆 20''31 根岸　彩愛 20''45
邑大南3 邑大北2 邑板倉2  邑楽中3 邑大北2  邑楽中1 邑大南2  邑板倉2

荒山　あさひ 1m30 石岩レイナ 1m30 引間  理沙 1m25 小嶋　向日葵 1m25 柿沼　梨々愛 1m25 山口　愛菜 1m20 0 0m00 0 0m00
邑板倉2 邑楽中2 邑大北3 邑板倉3 邑大南2 邑楽中3

山田　留菜 4m64 知念かんな 4m37 根岸　紗花 4m31 中嶋　柚妃 4m15 植松　華 4m15 加地　咲希 3m98 田島　璃々加 3m93 荒井　玲美 3m83
邑大南3 邑大北2 邑大西3 邑板倉3 邑大南2 邑板倉2 邑千中3 邑千中3

玉山すみれ 8m86 根岸　彩愛 8m58 船渡　ゆのか 8m40 野口　涼琶 7m86 バレンズエラ　ハルカ 4m99
邑楽中3 邑板倉2 邑板倉3 邑楽中3 邑大南1
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26136 明和板倉 215 大泉北 175
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邑楽中
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