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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 7/23 小野寺駿也(6) 15.03/

伊勢崎クラブ

山本  京介(5) 15.45/

伊勢崎クラブ

大和  利成(5) 15.81/

伊勢崎クラブ

松本  明也(5) 16.10/

伊勢崎クラブ

重田　吉貴(5) 16.15/

境クラブ

１０００ｍ 7/23 荒木　朋也(6)  3:21.79

名和小

福田  光基(5)  3:29.50

伊勢崎クラブ

齋藤  詳太(5)  3:37.06

伊勢崎クラブ

石原　快都(4)  3:46.88

境クラブ

岩丸  祐大(5)  3:49.78

伊勢崎クラブ

尾藤    巧(5)  3:59.61

伊勢崎クラブ

男子小学
生共通

１００ｍ 7/23 小沼    皓(3) 11.89/

伊勢崎第一

小倉  幸人(3) 12.04/

伊勢崎第一

浅賀  勇作(2) 12.28/

境西

小泉    俊(2) 12.33/

あずま

高橋  健太(3) 12.39/

境西

齊籐  武志(3) 12.53/

境西

小澤  祐介(2) 12.64/

境西

池田  勝風(3) あずま 12.66/

新井  裕貴(3) 赤堀

１５００ｍ 7/23 長谷川　裕介  3:50.09

S&B

原田　祐輝(2)  3:50.50

上武大

楠岡  佳一(2)  4:00.11

和歌山北高校

大谷  尚平(3)  4:00.71

和歌山北高校

太田　裕之(4)  4:03.97

立教大学

永澤　翔世(2)  4:05.88

上武大

上野　泰暢(3)  4:08.51

臼田高等学校

松島　大翔(3)  4:09.11

上武大

３０００ｍ 7/23 大迫　傑(2)  8:05.70

早稲田大学

市川　孝徳(3)  8:11.41

東洋大学

宇野　博之(4)  8:11.53

東洋大学

志方　文典(2)  8:13.09

早稲田大学

設楽　啓太(2)  8:14.65

東洋大学

山岸　宏貴(2)  8:15.27

上武大

今井　憲久(1)  8:15.74

東洋大学

定方　俊樹(2)  8:16.86

東洋大学

男子共通

１００ｍ 7/23 蓮沼  凌加(3) 13.10/

伊勢崎第一

佐藤  優名(3) 13.86/

あずま

笹沼  美玲(2) 13.87/

あずま

坂東  多絵(2) 14.09/

四ツ葉学園

島田梨香子(2) 14.17/

伊勢崎第一

國安花菜子(3) 14.18/

伊勢崎第一

加藤  菜々(1) 14.25/

赤堀

木村  莉子(3) 14.26/

あずま

女子共通

１００ｍ 7/23 田村    藍(6) 14.16/

伊勢崎クラブ

塩原    聖(6) 15.16/

伊勢崎クラブ

８００ｍ 7/23 金子  紗依(5)  2:53.70

伊勢崎クラブ

荒木　清か(4)  3:00.90

名和小

女子小学
生共通

１５００ｍ 7/23 三浦　紗央里(1)  4:46.92

常磐高校

平田　梨紗(3)  4:49.00

高崎商高

中島　瑞穂(1)  4:50.74

常磐高校

松本綺らら(1)  4:52.47

高崎商高

宮内　美咲  4:53.79

柏日体高校

時澤　　緑(2)  4:54.40

高崎商高

松本　眞紀  5:00.95

柏日体高校

田中　杏樹(1)  5:01.23

高崎商高

３０００ｍ 7/23 中村　萌乃(4)  9:35.43

城西国際大

三浦　舞子(2)  9:51.01

城西国際大

林　千冬(1) 10:00.71

城西国際大

花田　菜美子(3) 10:03.38

城西国際大

星野　純子(4) 10:10.23

城西国際大

飯田　花織(1) 10:12.37

城西国際大

板垣　季恵(3) 10:13.92

前橋育英高校

與川　未奈(1) 10:15.74

城西国際大

女子共通

審  判  長 ：大谷   創

記 録 主 任：亀井  誠一

 7月23日 16:00 曇り  30.0℃   53％ 南1.2m/s

 7月23日 17:00 曇り  29.0℃   58％ 南東1.7m/s

 7月23日 18:00 曇り  28.0℃   64％ 南東2.4m/s

 7月23日 19:00 曇り  27.0℃   70％ 南1.2m/s

 7月23日 20:00 曇り  27.0℃   70％ 南東1.0m/s


