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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１０００ｍ 0/0 大類 康靖(6) 2:58.23

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

石川 遼(6) 3:16.61

高崎Winds

村田 遼河(6) 3:16.68

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

小池 翔太(6) 3:16.72

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

岡田 拓巳(6) 3:17.85

高崎Winds

外山 生羅(5) 3:18.56

高崎Winds

刈部 将吾(5) 3:19.78

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

武藤 崇(6) 3:21.36

高崎Winds

男子小
学生

８００ｍ 0/0 鵜生川大貴(3) 2:04.73

殖蓮中

木村 龍吉(1) 2:05.85

健大高崎高

浦野 夏(2) 2:07.33

高崎高

伏島 和輝(3) 2:07.63

伊勢崎一中

弦間 淳太(3) 2:08.55

古巻中

関口 裕太(3) 2:09.57

箕郷中

宮川 智安(3) 2:10.98

豊岡中

岩井 宏大(3) 2:13.05

富岡西中

１５００ｍ 0/0 新井 大翔(2) 4:18.34

健大高崎高

赤澤 篤(2) 4:24.71

健大高崎高

強矢 涼太(3) 4:25.30

富岡西中

庄 拓実(3) 4:28.91

熊谷東中

谷 夏樹(3) 4:30.93

群馬大

荒木 啓至(2) 4:31.14

群馬大

岩井 宏大(3) 4:31.96

富岡西中

佐野飛多希(2) 4:32.13

吉井西中

３０００ｍ 0/0 牛窪 浩平(3) 8:45.46

高崎高

栗原 勇貴(2) 8:58.07

高崎高

高橋 快(3) 9:06.10

高崎高

西山 和弥(2) 9:10.65

伊勢崎一中

岡田 泰彰(2) 9:11.69

高崎高

大谷 拓嗣(3) 9:14.32

高崎高

河村 洋之(2) 9:15.97

藤岡中央高

佐藤 有悟(3) 9:16.36

吉井中央中

５０００ｍ 0/0 奈良 航佑(2) 15:46.60

高崎高

星野 達彦 15:51.21

高経大

長谷川泰大(2) 15:55.12

健大高崎高

朝倉 将太(3) 16:02.47

健大高崎高

山田 京平(2) 16:14.94

健大高崎高

澤口 光 16:23.21

高経大

荒木 啓至(2) 16:34.14

群馬大

東迫 一樹 16:38.62

高経大

男子一
般

８００ｍ 0/0 阿部 萌生(6) 2:34.51

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

小田切由茄(5) 2:34.81

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

谷山 優衣(5) 2:38.16

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

佐々木理帆(6) 2:40.91

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

森 和佳葉(5) 2:41.58

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

金井こころ(6) 2:42.95

碓氷クラブ

三浦 朋子(6) 2:44.39

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

小森谷茉里(6) 2:45.42

ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

女子小
学生

８００ｍ 0/0 八木沙耶香(3) 2:21.64

吉井中央中

櫻井 里菜(3) 2:25.41

健大高崎高

小管 倖子(3) 2:26.08

熊谷東中

蒲田 真里(3) 2:27.12

群馬中央中

橋本 美咲(2) 2:28.49

吉井中央中

笹澤 美陽(3) 2:29.60

新町中

五十嵐美月(3) 2:31.24

伊勢崎一中

村上ひなの(2) 2:32.33

群大附中

１５００ｍ 0/0 征矢寿々菜(1) 4:42.05

常盤高

大図 智香(2) 4:42.20

常盤高

川崎 淳菜(1) 4:45.13

常盤高

大島 里穂(1) 4:52.45

常盤高

鶴谷 芽衣(1) 4:53.85

中央中等

佐々木風羽(2) 4:54.78

榛名中

宮坂 朋実(2) 4:59.11

熊谷東中

山田みづき(2) 5:00.04

吉井西中

３０００ｍ 0/0 中島 瑞穂(2) 9:51.33

常盤高

大澤由未佳(2) 9:56.90

常盤高

干川 瑛美(1) 11:11.12

健大高崎高

笹川 星菜(3) 11:28.76

あずま中

大野 萌花(3) 11:31.58

あずま中

浅見 麻衣(2) 11:54.48

健大高崎高

松村 早姫(3) 12:33.00

あずま中

女子一
般

審判長：廣木 憲治 記録主任：中山 均

5月26日 9:00 晴れ 21.0℃ 57％ 南西 1.0m/s

5月26日 10:00 晴れ 23.0℃ 44％ 南西 0.5m/s

5月26日 11:00 晴れ 24.0℃ 39％ 南南西 0.5m/s

5月26日 12:00 晴れ 24.5℃ 37％ 南西 1.5m/s

5月26日 13:00 晴れ 26.0℃ 36％ 南南西 1.5m/s


