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平成25年度　第１４回高崎長距離記録会
決勝一覧表

平成25年9月21日 高崎市浜川競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子小学生 １０００ｍ 渡辺  喬介(6)  3:06.37 菊地  圭汰(6)  3:10.45 星野  元希(6)  3:12.10 山下  航平(6)  3:12.22 柄澤  智哉(5)  3:14.45 面田  尚輝(6)  3:15.86 山岸  龍聖(6)  3:18.25 贄田絢三郎(6)  3:19.94
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎Winds 高崎Winds おおたＳＡ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ おおたＳＡ おおたＳＡ

男子一般 ２０００ｍ 山本    直  5:59.54 松島    匠(1)  6:22.22 吉留　孝祐(4)  6:27.22 加藤  智也(2)  6:28.31 伊倉  郁也(3)  6:41.43 吉井  柊人(2)  6:42.31 上村  赳之(2)  6:42.94 須田  龍平(2)  6:43.02
おおたＳＡ おおたＳＡ 高経大 佐野中 佐野中 佐野中 箕郷中 箕郷中

男子一般 ３０００ｍ 福田    翼(3)  9:13.63 永田    陸(3)  9:14.50 吉留　孝祐(4)  9:18.39 山根  丈幸(3)  9:25.14 森下  舜也(3)  9:26.04 細谷虎太朗(3)  9:28.81 江原  未羽(3)  9:31.57 星野  一平(1)  9:36.32
吉井中央中 おおたＳＡ 高経大 箕郷中 おおたＳＡ 高松中 吉井中央中 片岡中

男子一般 ５０００ｍ 石田  友和 15:06.86 荒木  啓至(3) 15:58.23 吉留　孝祐(4) 16:06.92 一木　悠太(3) 16:09.24 渡辺  直人(2) 16:13.41 佐藤　国光(2) 16:26.21 今井  貴秀(2) 16:26.71 清水  悠生(1) 16:28.30
高崎市陸協 群馬大 高経大 高経大 群馬大 高経大 群馬大 群馬大

女子小学生 ８００ｍ 谷山  優衣(6)  2:29.78 村松  紗幸(6)  2:32.32 石田  里菜(5)  2:34.03 小田切由茄(6)  2:36.53 峯岸  咲希(5)  2:38.27 本保  朱理(6)  2:39.02 上原  心和(5)  2:39.20 塚越かれん(6)  2:39.75
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ おおたＳＡ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ おおたＳＡ

女子一般 ２０００ｍ 山田みづき(3)  6:56.48 相川  真穂(2)  6:57.43 栗原    響(2)  7:03.22 藤吉由佳子(1)  7:04.83 里見紀世来(1)  7:06.44 田邊  乃愛(2)  7:06.72 川崎  凪沙(3)  7:08.10 津間  夏希(1)  7:14.27
吉井西中 長野郷中 吉井中央中 塚沢中 吉井中央中 中之条中 片岡中 矢中中

女子一般 ３０００ｍ 石原  七海(1) 10:13.62 中村    澪(2) 10:43.89 阿部  萌生(1) 10:44.18 石井  優希(2) 11:44.80 中島  瑠海(2) 12:23.22 岡田茉千瑠(1) 12:43.31 唐沢  綾音(1) 12:51.98
高松中 箕郷中 南八幡中 宮郷中 宮郷中 高松中 大類中

東日本女子駅伝 ３０００ｍ 林    英麻(2)  9:35.91 不破  亜莉珠(2)  9:47.76 飯野  亜美(3)  9:58.62 田辺比奈乃(3) 10:02.31 八田ももか(2) 10:02.54 篠原  結衣(2) 10:05.00 永井  玲奈(3) 10:08.84 鎌田  里咲(3) 10:11.63
選考レース 富士見中学校 大類中 北橘中学校 富士見中学校 吉井中央中 長野原東中学校 中之条中 中之条中

トラック審判長：廣木　憲治　  9月21日  9:00 晴れ    22℃   73％ 東 0.3m/s
記　録　主　任：中山　　均  9月21日 10:00 晴れ    24℃   61％ 東 0.0m/s

 9月21日 11:00 晴れ    25℃   62％ 東 0.0m/s
 9月21日 12:00 晴れ    27℃   51％ 東 0.0m/s
 9月21日 13:00 晴れ  28.3℃   51％ 東 0.2m/s


