
令和３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　　　　令和３年７月１７日（土）太田市陸上競技場

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

佐藤 雅紀 13''12 阿久津 馨太 13''93 荒川　伊織 14''59 酒井　よつば 14''72 原田　倖希 15''19 上野　大樹 15''33 関口　蓮 DNS
館四中1 館四中1 館二中1 館二中1 館一中1 館三中1 館一中1

渡邉 陽人 4'59"46 栗原 圭悟 5'08"77 福地　愛夢 5'39"78 上野　大樹 6'16"34 大出 健太 倉澤　亮羽 DNS #REF! #REF!
館四中1 館四中1 館二中1 館三中1 館四中1 館三中1 #REF!

佐藤 雅紀 4m39 阿久津 馨太 3m70 酒井　よつば 3m56 福地　愛夢 3m36 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
館四中1 館四中1 館二中1 館二中1 #REF! #REF!
新井 レオ 12''41 クアテン デイビッド 13''06 飯田　悠生 13''26 小菅　央雅 13''49 山田　星音 13''54 西濱　慶伍 13''95 家富　輝 14''02 岡部　弘造 14''85
館四中2 館四中2 館三中2 館二中2 館三中2 館一中2 館一中2 館二中2

栁田　聖大 11''30 多田　陽翔 11''83 栗原 翔悟 12''02 小浜　聖立 12''14 飯島　健太郎 12''24 小林 翔空 12''40 吉田　航輝 13''25 吉田　航輝 1325
館一中3 GR 館一中3 館四中3 館二中3 館多中3 館四中3 館三中3 館三中3

多田　陽翔 24''40 栗原 翔悟 24''84 新井 レオ 25''09 飯島　健太郎 25''47 小菅　央雅 27''62 鯨井　翔馬 28''51 坂本　未来 30''45 岡部　弘造 30''88
館一中3 館四中3 館四中2 館多中3 館二中2 館三中3 館三中2 館二中2

田口　大成 1'03"68 栗原 圭悟 1'05"20 須永 瑛仁 1'08"78 鑓田　優人 1'11"95
館三中2 館四中1 館四中2 館三中3
原　琉惺 2'22''45 田口　大成 2'23''95 大山 翔太郎 2'47''29 清水 優安 3'21''93 三角　元彦 DNS 鑓田　優人 DNS
館一中3 館三中2 館四中1 館四中1 館多中3 館三中3

小浜　聖立 4'28"46 瀧　智希 4'45"63 佐久間　歩汰 4'55"28 原田 琉空 5'13"28 松本　大輝 5'26"75 髙橋　悠誠 6'04"49 三角　元彦 6'12"17 #REF! #REF!
館二中3 館三中2 館三中2 館四中3 館一中2 館一中2 館多中3 #REF!

渡邉 陽人 11'12''10 原田 琉空 12'04''57
館四中1 館四中3

赤坂 啓翔 18''44 クアテン デイビッド 18''78 飯田　脩生 20''34 田部井　月臣 20''40 小林　聖虎 26''21
館四中3 館四中2 館三中2 館三中2 館一中2

江原　啓太 1m55 赤坂 啓翔 1m40 西濱　慶伍 1m35 瀧　智希 1m30 髙橋 一晴 NM
館二中3 館四中3 館一中2 館三中2 館四中2

栁田　聖大 6m48 大朏　勇心 5m62 小林 翔空 4m85 染谷　晴希 4m75 髙橋 一晴 4m52 鯨井　翔馬 4m43
館一中3 館一中2 館四中3 館三中3 館四中2 館三中3

野村　亮太 7m97 深谷 銀太 6m68 長壁　遼 6m30 谷本 昇成 5m77
館三中3 館四中1 館三中3 館四中1

48"00 50"30 51"66 DNS

田沼　唯 14''80 城戸 晴葉 14''87 荻野 娃花 15''15 加藤　真希 16''51 加藤　美玖 17''45
館一中1 館四中1 館四中1 館二中1 館二中1

須藤　心愛 2'22''28 半田 襟子 2'43''38 清水 実咲 2'45''87 川島 優咲 3'09''28 黒田 陸 3'10''84 木村　侑愛 DNS
館一中1 GR 館四中1 館四中1 館四中1 館四中1 館二中1

城戸 晴葉 3m70 荻野 娃花 3m60 加藤　真希 3m41 木村　侑愛 3m28
館四中1 館四中1 館二中1 館二中1

渡邊　苺桜 14''11 久野　陽向 14''19 吉田 美月 14''47 大朏　こころ 15''44 荒井　歩果 15''49 齋藤　礼奈 15''53 松﨑 咲花 16''54
館三中2 館二中2 館四中2 館一中2 館三中2 館一中2 館四中2

永井　千晴 12''92 恩田 來羽 13''64 青木 珊瑚 13''74 小嶋　樹那 14''74 長谷川　海音 15''05 安部　心愛 15''57 岡部　芽生 16''86
館一中3 館四中3 館四中3 館一中3 館三中3 館三中3 館二中3

永井　千晴 27''01 久野　陽向 28''67 吉田 美月 29''56 荏原　文奈 30''65 松﨑 咲花 35''02 江森　百華 DNS
館一中3 館二中2 館四中2 館三中2 館四中2 館三中3

堀越　憂羽 2'33''85 田中 才彩 2'33''90 今井　柚葉 2'45''67 荒井　陽菜 2'50''48 岡部　芽生 2'52''56 渡邊 友愛 25930 大高　沙優 25967
館二中3 館四中3 館三中3 館一中2 館二中3 館四中2 館一中2

須藤　心愛 4'53''94 田中 才彩 5'19''84 清水 実咲 5'25''35 齋藤　真実 5'46''68 村松　美桜 6'41"92 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
館一中1 館四中3 館四中1 館一中2 館三中2 #REF! #REF! #REF!

恩田 來羽 16''38 野中 渚瑠 16''77 神田　晴菜 18''30 相馬　志帆 20''72 星　里莉愛 21''39 水澤　咲心 2312 加藤　美玖 2372
館四中3 館四中3 館二中3 館三中2 館一中2 館一中2 館二中1

江森　百華 1m30 野中 渚瑠 1m20 奧冨　恋 1m20 遠谷 実咲 1m15
館三中3 館四中3 館三中3 館四中3

青木 珊瑚 4m41 渡邊　苺桜 4m39 小島　羽暖 4m27 堀越　憂羽 4m18 荏原　文奈 4m18 遠谷 実咲 3m91 神尾　ひより 3m45
館四中3 館三中2 館一中2 館二中3 館三中2 館四中3 館一中3

青木 響加 8m55 神田　晴菜 7m58 鳥居　花心 6m43 瀬山 伶奈 5m92
館四中3 館二中3 館三中2 館四中2
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