
第５１回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会  群馬県予選会
会  場 ： 伊勢崎市営陸上競技場

期　日：平成２８年５月２９日（日）

順   位

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

100m 五十嵐亮太 高崎３ １１”６ 永野夕斗 清陵２ １１”６ 小松崎宇宙 太フ３ １１”６ 中川京也 渋工２ １１”８ 野村尚杜 太フ３ １２’１ 山下八雲 藤中４ １２”６

200m 中川京也 渋工２ ２４”８ 野村尚杜 太フ３ ２５”８ 佐藤一樹 高工４ ２６”６ 永野夕斗 清陵２ ２７”２ 工藤守弘 前工４ ２７”６ 山下八雲 藤中４ ２７”８

400m 今坂大貴 太フ３ ５９”６ 小松崎宇宙 太フ３ １’００”２ 松本光貴 高工２ １’０１”５ 狩野愛気 渋工４ １’０３”１ 廣岡優光 太フ３ １’０４”７ 関口結隆 桐商２ １’１７”０

800m オニヤ ジャン 太フ４ ２’３０”７ 今坂大貴 太フ３ ２’３２”８ 松本光貴 高工２ ２’３７”０ 羽切拓巳 高工１ ２’４８”９ 関口結隆 桐商２ ３’１９”６

1500m オニヤ ジャン 太フ４ ４’５７”６ 矢野雅人 清陵２ ５’０２”３ 星野由希也 高工４ ５’３７”５ 羽切拓巳 高工１ ５’４５”１ 加藤聖人 清陵２ ６’００”７

5000m 矢野雅人 清陵２ ２０’２６”７ 星野由希也 高工４ ２１’１８”４

400mH 落合鴻輝 藤中４ １’１８”７

3000mSC

4*100mR 藤　中 ４９”８ 太フレ ５０”３ 高　工 ５６”５

4*400mR 藤　中 ４’３８”７ 高　工 ５’４２”８

走高跳 三ツ村龍人 太フ３ １ｍ６０

走幅跳 五十嵐亮太 高崎３ ５ｍ９６ 串淵亮 前工４ ５ｍ４９ 高井聖太 前工３ ５ｍ４５ 平野拓也 藤中３ ４ｍ８５ 大森純 高崎３ ４ｍ３０ 菊地将也 藤中４ ３ｍ４４

三段跳 菊地将也 藤中４ ８ｍ６１

砲丸投 中村政太 桐工２ １０ｍ２９ 内海慎允 高工４ ８ｍ３２ 富岡晋也 藤中３ ８ｍ０１ 上地カオル 前工４ ７ｍ70

円盤投 森田晴喜 桐商４ ２６ｍ７８ 中村政太 桐工２ ２５ｍ３２ 内海慎允 高工４ ２３ｍ０５ 富岡晋也 藤中３ ２０ｍ２１ 近藤雄大 藤中２ １３ｍ７９

100m 伊藤なつみ 清陵２ １４”７ 丸茂涼 沼田２ １５”５ 佐藤幸奈 桐工１ １６”５ 藤田真子 太フ１ １７”１ 新井小雪 藤中４ １８”４

200m 佐藤幸奈 桐工１ ３６”２

400m 三浦朝瑞沙 太フ１ １’２２”３

800m 加藤美沙季 清陵４ ３’０２”５

3000m 加藤美沙季 清陵４ １４’１８”３

100mH 三浦朝瑞沙 太フ１ ２３”５

4*100mR

走高跳 高柳明夢 沼田１ １ｍ１０ 藤田真子 太フ１ １ｍ１０

走幅跳 丸茂涼 沼田２ ３ｍ６７ 高柳明夢 沼田１ ３ｍ２１ 新井小雪 藤中４ ２ｍ４３

砲丸投

円盤投

＊名前の後ろのOPはオープン参加を表す

得  点 得  点 得  点 得  点 得  点 得  点

男   子 52 45 38 21 14 14

女   子 22 20 18 10 6

学   校   名

前橋工業

前橋清陵

学   校   名

前橋清陵

桐生工業

高崎

学   校   名

藤岡中央

六          位

総合
成績 学   校   名

太田フレックス

沼田

高崎工業

学   校   名

太田フレックス

学   校   名

藤岡中央

六       位
種別

男子

女子

二       位 三       位 四       位 五       位一        位

四          位 五          位順位 一          位 二          位 三          位


