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平成26年度　第15回高崎長距離記録会 2014年5月24日(土)
決勝一覧表

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 柄澤  智哉(6)  3:10.00 石塚    健(6)  3:10.97 善養寺  諒(6)  3:11.59 岡田  晃政(6)  3:13.77 森川凛太郎(6)  3:19.11 新井虎次郎(4)  3:19.90 新井  将太(6)  3:20.13 石川  瑞樹(4)  3:20.65

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 上州ｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 境町陸上クラブ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

男子一般 ８００ｍ 神戸　航輝(2)  1:56.40 木村　龍吉(3)  1:59.52 永田　  陸(1)  1:59.74 西巻  仁貴(3)  2:01.30 小池　脩太(3)  2:01.82 加藤  智也(3)  2:06.01 吉井  柊人(3)  2:06.08 生方  利樹(3)  2:08.43
健大高崎高 健大高崎高 健大高崎高 清流 前橋東 佐野 佐野 群馬南

男子一般 １５００ｍ 志村　玲央(1)  4:17.84 新井  大貴(2)  4:18.21 大塚    凪(2)  4:18.53 鈴木    連(1)  4:19.04 三宅  悠生(3)  4:25.23 峯岸  将大(3)  4:28.20 櫻井修一郎(1)  4:28.55 佐藤  拓郎(3)  4:31.78
健大高崎高 富士見 玉村南 健大高崎高 清流 健大高崎高 健大高崎高 入野

男子一般 ３０００ｍ 強矢　涼太(2)  8:47.22 森田　瑛介(3)  8:49.77 蓮沼　直希(3)  8:52.37 鈴木  寛英(3)  8:57.56 齋藤  弦太  8:57.91 新井  大貴(2)  9:02.27 森田  海生(3)  9:05.13 栗原  啓吾(3)  9:06.15
健大高崎高 前橋東 前橋東 健大高崎高 高崎市陸協 富士見 伊勢崎第一 伊勢崎第二

男子一般 ５０００ｍ 茂原　大悟(2) 15:14.37 長谷川  拓(2) 15:43.74 永井　  諒(3) 15:46.03 黒柳　宏暢(2) 15:47.96 猪俣  蓮太(3) 15:51.34 黒岩  勇作(3) 16:07.45 堀口  翔太(2) 16:11.91 角田  魁仁(3) 16:17.60
高崎高 高経大 高崎高 高崎高 藤岡中央高 高崎高 藤岡中央高 藤岡中央高

女子小学生 ８００ｍ 石田  里菜(6)  2:26.14 峯岸  咲希(6)  2:27.25 上原  心和(6)  2:31.29 石黒  春妃(6)  2:33.64 加藤  愛子(6)  2:34.28 木村    爽(6)  2:34.59 野口  未優(5)  2:35.34 三ツ澤歩美(6)  2:37.34
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 東部小 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 東ランラン ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

女子一般 ８００ｍ 八木沙耶香(2)  2:17.86 塩谷　彩乃(2)  2:19.22 山口  千尋(3)  2:19.78 谷山  優衣(1)  2:24.77 伊井  笑歩(2)  2:25.05 阿部  知宙(2)  2:25.13 中村    澪(3)  2:26.14 西尾  星那(3)  2:29.19
健大高崎高 健大高崎高 中央中等 中央中等 富士見 富士見 箕郷 吉井中央

女子一般 １５００ｍ 飯野　亜美(1)  4:38.40 岸　  果穂(2)  4:38.57 伊井  笑歩(2)  4:39.57 森尻  真優(2)  4:43.72 石原  七海(2)  4:44.61 阿部  知宙(2)  4:48.86 栗原    響(3)  4:55.40 森尻　美優(1)  4:56.02
常盤高 常盤高 富士見 藤岡北 高松 富士見 吉井中央 健大高崎高

女子一般 ３０００ｍ 新井　茉奈(2)  9:50.43 鶴谷  芽衣(3) 10:02.48 齊藤茉由子(3) 10:02.98 篠原  結衣(3) 10:15.93 鈴木　菜那(2) 10:19.70 宮坂  恵実(2) 10:29.10 八田ももか(3) 10:38.41 干川  瑛美(3) 10:56.52
常盤高 中央中等 小野 長野原東 常盤高 熊谷東中 吉井中央 健大高崎高

審判長　：廣木　憲治  5月24日  9:00 晴れ  18.5℃   57％ 北　   0.8m/s
記録主任：中山　　均  5月24日 10:00 晴れ  20.0℃   56％ 北東   0.4m/s
  5月24日 11:00 晴れ  22.0℃   58％ 東 　　0.5m/s
  5月24日 12:00 晴れ  24.5℃   53％ 北東 　0.6m/s
  5月24日 13:00 晴れ  25.5℃   47％ 北東 　0.5m/s
  5月24日 14:00 晴れ  26.0℃   49％ 東 　　0.7m/s


