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平成27年度　第17回高崎長距離記録会 2015年5月23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 佐藤	 	 仁瑛(6) 	 3:09.81 中野	 	 	 	 匠(6) 	 3:10.10 同順：杉森	 	 星彦(6) 	 3:10.10 新井虎次郎(5) 	 3:10.78 小此木琳大郎(6) 	 3:12.24 井口	 	 裕斗(6) 	 3:13.31 関	 	 	 	 駿斗(5) 	 3:13.53 石川	 	 瑞樹(5) 	 3:13.70

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ２位 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 境町陸上クラブ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

男子一般 ８００ｍ 柴原	 	 	 	 涼(3) 	 2:03.68 植西	 	 柳太(3) 	 2:05.26 大塚	 	 	 	 凪(3) 	 2:07.19 鈴木飛雄馬 	 2:08.36 石原	 	 淳平(3) 	 2:08.89 小林	 	 龍太(3) 	 2:10.08 星野	 	 元希(2) 	 2:11.23 渡辺	 	 鈴大(3) 	 2:12.11

高経大 榛名 玉村南 TEAMK 高南 矢中 中央中等 群馬南

男子一般 １５００ｍ 藤本	 	 	 	 巧(3) 	 4:10.39 渡辺	 	 喬介(2) 	 4:13.92 大塚	 	 	 	 凪(3) 	 4:18.86 秋本	 	 理貴(2) 	 4:20.23 齋藤	 	 迅斗(3) 	 4:20.48 渡邉	 	 竣介(2) 	 4:25.38 根岸	 	 	 	 賢(2) 	 4:25.50 関	 	 	 	 勇翔(2) 	 4:26.38

藤岡北 藤岡北 玉村南 熊谷東中 熊谷東中 前橋東 おおたSA 古巻

男子一般 ３０００ｍ 西川	 	 魁星(3) 	 8:53.75 新井	 	 大貴(3) 	 8:56.01 大類	 	 康靖(3) 	 9:02.15 関	 	 	 	 蒼人(3) 	 9:03.98 小林	 	 龍太(3) 	 9:05.30 小暮	 	 	 	 輝(3) 	 9:06.49 伊井	 	 修司(2) 	 9:10.67 山本	 	 	 	 直 	 9:32.57

太田市立太田中 富士見 新里 太田市立太田中 矢中 おおたSA 富士見 おおたSA

男子一般 ５０００ｍ 椎名	 	 敦也(2) 15:53.93 今村	 	 	 	 新(2) 15:58.89 細田	 	 達也(1) 16:03.32 高木　孝亮 16:20.60 小森	 	 勇志(2) 16:48.73 柴原	 	 	 	 涼(3) 17:13.60 飯塚　大輔 18:19.78 白石	 	 秀明 18:29.27

高経大 高経大 高経大 ｺﾄﾋﾗ工業 高経大 高経大 深谷市役所 碓氷クラブ

女子小学生 ８００ｍ 中嶋千紗都(6) 	 2:26.27 野口	 	 未優(6) 	 2:27.69 清水	 	 華帆(6) 	 2:31.26 山下	 	 真奈(6) 	 2:32.62 堀越	 	 優光(6) 	 2:35.00 齋藤	 	 佳音(6) 	 2:37.06 堤	 	 	 	 七香(6) 	 2:37.67 長谷川菜奈(5) 	 2:37.83

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 おおたSA おおたSA ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

女子一般 ８００ｍ 宮坂	 	 恵実(3) 	 2:21.50 谷山	 	 優衣(2) 	 2:24.35 里見紀世来(3) 	 2:25.51 神久	 	 莉子(3) 	 2:25.89 不破聖衣来(1) 	 2:26.39 木村	 	 玲菜(3) 	 2:26.54 三田	 	 怜奈(3) 	 2:26.65 本保	 	 朱理(2) 	 2:26.82

熊谷東中 中央中等 吉井中央 高崎新町 大類 おおたSA おおたSA 中尾

女子一般 １５００ｍ 石田	 	 里菜(1) 	 4:44.44 林	 	 	 	 亜美(2) 	 4:54.70 髙木	 	 夏希(3) 	 4:54.75 夏目	 	 	 	 彩(2) 	 4:56.20 本保	 	 朱理(2) 	 5:01.26 堀口	 	 琴葉(2) 	 5:04.59 岡村美桜暖(1) 	 5:04.91 矢野	 	 芽唯(2) 	 5:06.70

吉井西 富岡西 新里 熊谷東中 中尾 熊谷東中 伊勢崎第三 元総社

女子一般 ３０００ｍ 飯野　亜美(2) 	 9:53.19 石田	 	 里菜(1) 10:25.37

常盤高 吉井西

審　　判　　長：廣木　憲治 	 5月23日	 	 9:00	 晴れ	 	 21.5℃	 	 	 50％	 西南西	 0.8m/s

記　録　主　任：中山　　均 	 5月23日	 10:00	 晴れ	 	 24.5℃	 	 	 50％	 南南東	 0.6m/s

	 5月23日	 11:00	 晴れ	 	 25.5℃	 	 	 57％	 西　　	 0.7m/s

	 5月23日	 12:00	 曇り	 	 26.5℃	 	 	 59％	 北西　	 1.1m/s

	 5月23日	 13:00	 晴れ	 	 28.0℃	 	 	 46％	 西	 　　1.8m/s


