
大会名 第５３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

２０１８年５月２６日（土）実施 会  場 ： 高崎市浜川陸上競技場

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 中川京也 渋工４ １１”５ 信澤　秀樹 太フ２ 12”2 今　優斗 太フ１ 12”3 井上　篤 沼田３ 13”2 山田　篤 高崎3 13”5 井上　瑞樹 渋工１ 13”5

200m 中川京也 渋工４ 24”0 遠藤　友貴彦 清陵３ 24”7 今　優斗 太フ１ 25”1 工藤　秀一 太フ２ 26”3 岸　浩之 前工３ 26”8 片山　祥宏 高工１ 28”6

400m 遠藤　友貴彦 清陵３ 55”5 工藤　秀一 太フ２ 1’02”2 片山　祥宏 高工１ 1’07”8 小林　翼 渋工１ 1’19”4

800m 松本　光貴 高工４ 2’38”2 黒田　瑛貴 清陵３ 2’41”4

1500m 峯　晃生 前工４ 5’02”8 羽切　拓巳 高工２ 5’12”6 若林　倖匠 太フ１ 5’47”0 黒田　瑛貴 清陵３ 5’48”0 山田　篤 高崎３ 6’42”0

5000m 峯　晃生 前工４ 25’28”8

400mH 吉田　碧波 高工２ 1’34”6

3000mSC

4*100mR 前工 52”8 渋工 53”4 高工 56”6

4*400mR 前工 4’45”2 高工 5’59”5

走高跳 井上　篤 沼田３ １ｍ４５ 若林　倖匠 太フ１ １ｍ４０ 吉田　碧波 高工２ １ｍ４０

走幅跳 髙瀬　翼 前工２ ５ｍ２３ 梅山　陸登 渋工２ ４ｍ５６

三段跳

砲丸投 中村　政太 桐工４ １１ｍ７４ 信澤　秀樹 太フ２ ９ｍ０６ 岸　浩之 前工３ ８ｍ０７ 関口　聖人 高工１ ６ｍ４０ 篠原　利一 高工２ ６ｍ３３

円盤投 中村　政太 桐工４ ２８ｍ４４ 篠原　利一 高工２ １６ｍ９１ 関口　聖人 高工１ １６ｍ１１

100m 伊藤　なつみ 清陵３ 14”8 木村　愛美 太フ１ 16”7

200m 金子　彩奈 前工４ 38”0 小林　優海 前工２ 38”4

400m 渡邉　安曇 太フ２ 1’１０”7

800m 渡邉　安曇 太フ２ 2’49”9

3000m 大串　恵里佳 清陵２ 14’35”4

100mH 三浦　朝瑞沙 太フ３ 21”6

4*100mR

走高跳 髙柳　明夢 沼田３ １ｍ２０ 三浦　朝瑞沙 太フ３ １ｍ１５

走幅跳 大武　花鈴 清陵２ ４ｍ１３ 髙柳　明夢 沼田３ ３ｍ８２ 金子　彩奈 前工４ ３ｍ３４ 伊藤　なつみ 清陵３ ３ｍ０７

砲丸投 大見山　愛梨 太フ２ ５ｍ５２

円盤投 大見山　愛梨 太フ２ １７ｍ１８

男子砲丸投げ　中村政太(桐工４) １１ｍ７４　大会新

得  点 得  点 得  点 得  点 得  点 得  点

男   子 49 36 35 26 19 12

女   子 40 21 15 11

　＊大会記録等

　＊名前の後ろのOPはオープン参加を表す

四          位 五          位順位 一          位 二          位 三          位

六       位
種別
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成績

学   校   名

高崎工業

太田フレックス

前橋工業

学   校   名

前橋清陵

学   校   名

太田フレックス

学   校   名

桐生工業

前橋工業

学   校   名

渋川工業

沼田

前橋清陵

学   校   名


