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第4回高崎経済大学長距離記録会 2021年12月4日(土)
決勝一覧表

正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
12/4 １０００ｍ 掛川  武雅  3:18.03 吉澤    旺  3:19.10 溝口  大和  3:19.29 小林  奏詠  3:23.48 石井    潤  3:25.65 細沼  圭吾  3:26.00 秋山結以斗  3:26.14 城田  宇太  3:26.81

金古ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 沼田クラブ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 金古ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 碓東小 金古ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

12/4 ８００ｍ 林    奏斗  2:04.89 小池  広平  2:06.54 中澤    琉  2:12.49 佐藤  秀磨  2:15.25 岡田  睦輝  2:20.58 相馬  悠大  2:23.12 酒井  祐太  2:31.60 齊藤  直希  2:34.47
沼田南 中央中等 中央中等 中央中等 榛名 長野郷 中央中等 矢中

12/4 １５００ｍ 生方  利樹  4:13.14 阿久津隼司  4:13.52 丸橋  世尚  4:14.06 坂上  慶樹  4:14.78 萩原  康介  4:15.30 島田  淳志  4:18.70 澁谷優寿朗  4:19.83 小池  広平  4:36.58
高経大 吾妻中央 吾妻中央 高経大 高崎 高経大 草津中 中央中等

12/4 ３０００ｍ 室井  颯人  9:18.90 中村  学翔  9:25.31 小林  弘門  9:27.07 大須賀悠樹  9:28.12 須田    颯  9:28.45 箕田  英治  9:28.96 大塚    煌  9:29.95 横山  穂羽  9:34.82
群馬大 沼田南 前橋育英 箕郷 伊勢崎第一中 スバルRC 玉村南中 高崎

12/4 ５０００ｍ 石澤  由祐 15:02.67 唐澤  剣也 15:03.01 廣木  大地 15:03.11 松島  康太 15:10.89 清水  琢馬 15:15.34 岡本  優星 15:18.42 宮田謙太朗 15:23.45 髙橋  幸佑 15:32.55
須坂市陸協 群馬パラ陸上 NNR 緑走クラブ 吾妻中央 上州アスリート 育英大 育英大 高崎

12/4 １００００ｍ 植村  勇太 31:20.74 堀口  花道 31:22.72 小森  勇志 31:27.64 中村  孝樹 31:41.80 笠井  大輝 31:43.02 永田    柊 32:01.18 島田  淳志 33:06.89 高橋  理久 33:33.30
群馬大 高崎 長野市陸協 長野市陸協 高経大 吾妻中央 高経大 高経大

12/4 ３０００ｍ 髙橋  雛乃 10:21.23 杉森  由萌 10:32.87 山本璃莉香 10:33.62 矢野  愛依 10:44.32 長谷川菜奈 10:44.82ガフードあゆみ10:45.29 木村  優花 10:50.48 髙橋  優菜 10:50.55
富岡 中央中等 埼玉大学 健大高崎 富岡 常磐 群馬大 片品

12/4 ８００ｍ 金嶋ゆうか  2:27.24 爲谷  柚姫  2:32.24 反町  瑠夏  2:34.43 川野  梓季  2:34.93 髙橋  朋香  2:36.63 今泉  優奈  2:36.87 小林    椛  2:38.77 笠原  心桜  2:40.20
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 金古ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 片品 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 東ﾗﾝﾗﾝ 片品

12/4 ８００ｍ 吉田  萌華  2:19.84 白倉  愛梨  2:24.33 星野  愛華  2:30.28 齋藤  礼奈  2:33.36 中澤  心海  2:37.48 後閑妃愛花  2:37.65 笠原悠唯珂  2:40.20 尾谷  千穂  2:40.99
沼田 沼田 殖蓮 矢中 伊勢崎第一中 榛名 矢中 殖蓮

12/4 １５００ｍ 渡邉あすか  5:03.40 北向    泉  5:16.67 板垣  優依  5:17.14 伴場  瑠奈  5:18.50 石田  美緒  5:19.13 箱田  莉奈  5:19.80 鈴木  歌菫  5:20.49 秀島ひなた  5:22.03
川場 新里 矢中 新里 健大高崎 桐生工業 NINETOCHIGITC 健大高崎

12月 4日  8:00 晴れ    11℃   56％ 北 1.1m/s 12月 4日 12:00 快晴    14℃   51％ 北西 2.3m/s 審判長　：永井　正樹
12月 4日  9:00 晴れ    10℃   56％ 北 1.1m/s 12月 4日 13:00 快晴    13℃   49％ 北北西 2.9m/s 記録主任：植木　将太
12月 4日 10:00 晴れ    12℃   57％ 北西 1.1m/s 12月 4日 14:00 晴れ    13℃   49％ 北 2.5m/s
12月 4日 11:00 晴れ    12℃   57％ 北 0.8m/s 12月 4日 15:00 晴れ    13℃   49％ 北北東 3.9m/s
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