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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
１００ｍ 7/2 黛    佑晟(6) 13.96/

伊勢崎クラブ

新井  宏征(6) 14.18/

伊勢崎クラブ

井野    舜(6) 14.93/

伊勢崎クラブ

清水  太陽(4) 15.31/

伊勢崎クラブ

長谷川莉久(5) 15.49/

小学生

渡辺    健(6) 15.55/

伊勢崎クラブ

對比地  俊(5) 15.77/

伊勢崎クラブ

岡田  悠生(6) 15.80/

伊勢崎クラブ

１０００ｍ 7/2 黛    佑晟(6)  3:21.37

伊勢崎クラブ

大平  翔琉(6)  3:32.63

伊勢崎クラブ

河端  斗亜(6)  3:32.75

境陸上クラブ

岡本  理都(4)  3:35.27

境陸上クラブ

荻原    湊(4)  3:35.53

伊勢崎クラブ

須田    悠(6)  3:37.58

境陸上クラブ

長谷川莉久(5)  3:37.65

小学生

岡田  悠生(6)  3:39.28

伊勢崎クラブ

男子小
学生共
通

１００ｍ 7/2 横山純ノ佑(3) 11.95/

赤堀

大野    嵐(3) 12.25/

赤堀

木暮　真洋(2) 12.40/

あずま

山田  旬祐(3) 12.68/

境陸上クラブ

竹中    出(2) 12.79/

第一

伯耆田  翼(3) 12.81/

赤堀

山口  優真(3) 12.93/

赤堀

重田　大河(2) 13.15/

あずま

１５００ｍ 7/2 白井 勇佑(2)  3:50.29

東京国際

村上 航大(4)  3:54.18

上武大

正真 拳斗(1)  3:56.66

上武大

眞柄　幸季  3:57.60

FREERUN

海村   蓮(2)  3:59.36

上武大

関本 敬太(1)  4:01.21

上武大

諏訪 大樹(3)  4:02.63

上武大

相澤 駿輝(2)  4:06.18

上武大

３０００ｍ 7/2 RICHARD ETIR  7:46.73

CHIMAJAPANAC

AMOS BETT  7:51.00

CHIMAJAPANAC

VICENT KIMA  7:58.60

CHIMAJAPANAC

甲木 康博(2)  8:02.08

東洋大

エリウッドカヒガ(1)  8:04.14

仙台育英

及川 瑠音(4)  8:04.64

東洋大

丹所　健(4)  8:05.56

東京国際

田中    純(3)  8:05.85

城西高

男子共
通

１００ｍ 7/2 大橋  彩那(5) 14.40/

伊勢崎クラブ

増田  乃音(4) 14.98/

伊勢崎クラブ

町田  小雪(6) 15.30/

境陸上クラブ

奥山  仁菜(4) 15.45/

伊勢崎クラブ

鈴木  晴美(6) 15.60/

伊勢崎クラブ

岡本  理玖(6) 15.86/

境陸上クラブ

西田  紗空(4) 境陸上クラブ 15.89/

南澤  咲良(6) 境陸上クラブ

８００ｍ 7/2 町田  小雪(6)  2:37.91

境陸上クラブ

岡本  理玖(6)  2:43.85

境陸上クラブ

南澤  咲良(6)  2:44.25

境陸上クラブ

寺井  柚乃(5)  2:49.46

境陸上クラブ

西田  紗空(4)  2:49.48

境陸上クラブ

小林  蕾桜(5)  2:52.72

伊勢崎クラブ

近藤  沙耶(4)  2:55.31

境陸上クラブ

大塚  愛梨(5)  2:58.26

境陸上クラブ

女子小
学生共
通

１００ｍ 7/2 森田　美結(2) 13.74/

あずま

千吉良紗姫(2) 14.13/

第一

髙岸  夕愛(1) 14.30/

境陸上クラブ

吉田　愛夢(1) 14.53/

第一

峯岸　愛菜(3) 14.63/

あずま

本多  碧波(1) 14.77/

赤堀

新井  希空(1) 14.89/

赤堀

髙橋    茜(1) 14.91/

赤堀

１５００ｍ 7/2 宮島  涼浬(2)  4:49.02

本一

小林  凜花(1)  4:56.01

本一

箱田　莉奈(2)  5:04.40

桐生工

田嶋  柚良(1)  5:07.48

本一

北村　夏渚(2)  5:12.13

宮郷

岡田  姫奈(1)  5:13.30

本一

髙岸  千愛(3)  5:14.20

境陸上クラブ

金子明日莉(1)  5:15.74

前橋育英

３０００ｍ 7/2 萩原    結(2)  9:38.28

東洋大

中才  茉子(1)  9:38.72

東洋大

江口  春姫(2)  9:41.78

東洋大

佐竹  結衣(4)  9:44.59

東洋大

杉本  雛菊(3)  9:52.71

東洋大

渋谷  菜絵(1)  9:53.48

東洋大

松田  有加(2)  9:54.35

本一

立迫  望美(3)  9:55.58

東洋大

女子共
通

トラック審判長：大谷　　創

記　録　主　任：月田　和彦

 7月 2日 15:00 晴れ  37.0℃   40％ 東 2.9m/s

 7月 2日 16:00 晴れ  37.0℃   42％ 南東 1.8m/s

 7月 2日 17:00 晴れ  36.5℃   48％ 南東 1.5m/s

 7月 2日 18:00 晴れ  35.0℃   50％ 南東 1.2m/s

 7月 2日 19:00 晴れ  34.0℃   56％ 東 0.9m/s

 7月 2日 20:00 晴れ  32.5℃   58％ 東 0.7m/s


