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平成24年度　第１２回高崎長距離記録会
決勝一覧表

高崎市浜川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子小学生 9/22 １０００ｍ 石川    遼(6)  3:13.94 岡田  拓巳(6)  3:14.92 村田  遼河(6)  3:16.99 上原  秀喜(6)  3:19.42 小池  翔太(6)  3:20.29 武藤    崇(6)  3:21.36 柄澤  智哉(4)  3:23.96 臼田  伊吹(6)  3:26.28

高崎Winds 高崎Winds ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 碓氷ク ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎Winds ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 境町ク

男子一般 9/22 ２０００ｍ 並木  啓汰(2)  6:17.83 中島  捷人(1)  6:33.61 渡邉  凱地(1)  6:33.99 福士  舜人(2)  6:35.16 加藤  智也(1)  6:38.57 福井  一真(1)  6:49.66 板橋  将史(2)  6:53.22 大屋  久翔(2)  6:53.29
高崎高 健大高崎 健大高崎 おおたＳ．Ａ． 佐野中学校 おおたＳ．Ａ． おおたＳ．Ａ． 佐野中学校

男子一般 9/22 ３０００ｍ 佐野  正明(2)  8:43.00 栗原  勇貴(2)  8:43.79 新井  翔理(2)  8:46.08 新井  孝希(3)  8:46.24 野中  大志(2)  8:47.31 生方  敦也(3)  8:48.65 阿部  有希(1)  8:54.40 親松  功己(1)  8:54.91
農大二高 高崎高 農大二高 健大高崎 農大二高 おおたＳ．Ａ． 農大二高 農大二高

男子一般 9/22 ５０００ｍ 増田  幸将(3) 15:08.00 奈良  航佑(2) 15:14.11 関上    丈(2) 15:17.59 鈴木  俊貴(3) 15:18.76 河村  洋之(2) 15:26.53 根岸    力(2) 15:27.93 山田  京平(2) 15:35.72 関    樹道(2) 15:37.73
農大二高 高崎高 農大二高 農大二高 藤岡中央高 農大二高 健大高崎 農大二高

女子小学生 9/22 ８００ｍ 阿部  萌生(6)  2:37.00 谷山  優衣(5)  2:38.10 小田切由茄(5)  2:40.88 金井こころ(6)  2:43.46 藤吉由佳子(6)  2:43.87 本郷亜里紗(6)  2:45.97 岩田  真由(6)  2:47.90 峯岸  咲希(4)  2:48.38
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 碓氷ク ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

女子一般 9/22 ２０００ｍ 金子  美聡(1)  6:29.66 武藤  悠加(2)  6:52.47 西尾  星那(1)  6:52.95 唐沢未菜実(3)  6:57.98 山内    空(3)  6:59.66 関口由莉亜(2)  7:02.79 山田みづき(2)  7:06.16 原田  実咲(2)  7:11.49
富士見中学校 佐野中学校 吉井中央中学校 大類中学校 熊谷東中 健大高崎 吉井西中学校 高南中学校

女子一般 9/22 ３０００ｍ 林    英麻(1) 10:02.65 小管  倖子(3) 10:16.14 不破亜莉珠(1) 10:24.53 永井  玲奈(2) 10:28.64 宮坂  朋実(2) 10:29.59 新井可奈子(2) 10:38.31 八田ももか(1) 10:38.39 鎌田  里咲(2) 10:39.64
富士見中学校 熊谷東中 大類中学校 中之条中学校 熊谷東中 中之条中学校 吉井中央中学校 中之条中学校

9/22 ３０００ｍ 唐澤  優奈(3)  9:37.83 樺沢和佳奈(2)  9:39.15 舘  あさひ(3)  9:39.38 篠﨑  玲奈(2)  9:42.69 飯野  亜美(2)  9:43.10 萩原  百萌(3)  9:50.29 小室日香莉(3)  9:57.69 橋本  美咲(2) 10:15.35
中之条中学校 富士見中学校 中之条中学校 大類中学校 北橘中学校 富士見中学校 中之条中学校 吉井中央中学校

審判長　：廣木　憲治  9月22日  9:00 晴れ    23℃   69％ 北東  3m/s  9月22日 12:00 晴れ    26℃   60％ 東南東  0m/s
記録主任：中山　　均  9月22日 10:00 晴れ    25℃   65％ 北東  0m/s  9月22日 13:00 晴れ    26℃   60％ 東南東  0m/s

 9月22日 11:00 晴れ    26℃   63％ 東  0m/s  9月22日 14:00 晴れ    26℃   58％ 東  0m/s

女子東日本
女子駅伝選考


