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平成28年度　第20回高崎長距離記録会 2016年9月24日(土)～2015年
決勝一覧表

高崎市浜川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
9/24 １０００ｍ 関　　駿斗(6)  3:07.96 大久保　綾(5)  3:10.15 長谷川凌真(6)  3:11.91 櫻井　凪人(6)  3:20.11 高橋　拓士(5)  3:20.72 植松　旺介(6)  3:21.68 鈴木　脩斗(6)  3:26.66 手島　潤哉(6)  3:41.40

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎Winds ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎Winds 高崎Winds 高崎Winds

9/24 ２０００ｍ 松本  龍英(2)  6:34.29 河野結貴弥(2)  6:35.81 塚越    礼(1)  6:43.91 狩野  優人(1)  6:45.11 田村  和隆(2)  6:46.91 二見  崇大(2)  6:48.52 根岸  琉穏(2)  6:53.96 瀧野  直峻(1)  6:56.74
佐野 佐野 中尾 中尾 矢中 佐野 箕郷 箕郷

9/24 ３０００ｍ 長谷川　拓(4)  9:22.37 石井  大翔(2)  9:25.84 阪上　夢哉(2)  9:27.72 石川  雅樹(3)  9:27.97 矢島  睦大(2)  9:31.84 西尾  介翔(3)  9:34.03 高坂  歩夢(2)  9:42.98 野澤  佳祐(3)  9:43.59
高経大 吉井西 本庄第一 行田西中 吉井西 吉井西 吉井中央 大類

9/24 ５０００ｍ 柄澤　拓也(3) 15:37.43 若松　貴秀 15:37.99 黒岩　英高 15:47.48 江澤　拓真 16:01.81 笹崎　慎一 16:13.39 中島　大海 16:13.46 菊池　琢哉(2) 16:19.57 佐藤　寛毅(4) 16:20.39
高崎健康福祉大 碓氷クラブ 玉村クラブ 玉村町役場 佐久穂町役場 高崎市陸協 高経大 高経大

9/24 ８００ｍ 望月　咲幸(6)  2:39.95 石塚　遥名(5)  2:41.56 八木　風歌(6)  2:46.14 柳田　美緒(4)  2:52.04 今成　心菜(5)  2:53.56 大月　　光(4)  3:08.66 牛込　茉結(4)  3:13.68 鈴木　　風(5)  3:15.02
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎Winds ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎Winds 高崎Winds 高崎Winds 高崎Winds

9/24 ２０００ｍ 市村  和奏(2)  6:56.17 森田　真央(3)  7:07.86 中山  彩奈(1)  7:13.80 加藤  愛子(2)  7:18.51 勅使川原夢南(2)  7:21.55 増田  優依(2)  7:23.08 宇津木  瞳(1)  7:24.88 貝塚  美月(1)  7:24.99
塚沢 前橋東 矢中 榛名 豊岡 高崎新町 高松 並榎

9/24 ３０００ｍ 山下　真奈(1) 10:15.27 藤田　奈緒(3) 10:56.52 中堀　沙耶(2) 10:58.12 内海    槙(2) 11:02.06 佐藤  晴香(2) 11:25.55 渡邊　野乃(1) 11:33.87 飯嶋  裕真(1) 11:45.05 髙野  結里(3) 12:23.12
休泊 高経大 片岡 榛名 子持 高経大 長野郷 長野郷

9/24 ３０００ｍ 小林  香菜(3)  9:36.29 不破聖衣来(2)  9:36.85 塚越かれん(3) 10:14.17 石田  里菜(2) 10:22.81 小室  瀬南(3) 10:32.37 佐藤  友郁(2) 10:33.61 木暮友里夏(3) 10:35.92 佐藤  美海(2) 10:41.95

前橋第三 大類 宝泉 吉井西 中之条 元総社 中之条 高崎第一

審判長　：成田　圭介  9月24日  8:00 曇り  20.5℃   91％ 北西 　0.2m/s
記録主任：中山　　均  9月24日  9:00 曇り  22.0℃   91％ 西北西 0.1m/s

 9月24日 10:00 曇り  23.0℃   87％ 西 　　0.0m/s
 9月24日 11:00 曇り  24.5℃   84％ 西南西 0.5m/s
 9月24日 12:00 曇り  24.5℃   80％ 西 　　0.6m/s
 9月24日 13:00 曇り  24.0℃   83％ 西　　 0.0m/s
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