
Page:1 of 1

平成28年度　第19回高崎長距離記録会 2016年5月28日(土)
決勝一覧表

高崎市浜川競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子小学生 １０００ｍ 村田  幸翼(6)  3:09.95 関　　駿斗(6)  3:10.37 新井虎次郎(6)  3:10.63 佐藤  颯真(6)  3:11.89 三井田陸音(5)  3:12.14 生駒　音織(5)  3:14.43 引田　裕太(6)  3:15.00 武田　秋人(5)  3:15.10

太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎Winds 伊勢崎殖蓮小 東ランラン ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 藤岡第二小

男子一般 ８００ｍ 天田  力暉(3)  2:03.27 江口  歩夢(3)  2:04.18 星野  元希(3)  2:04.67 菊地  圭汰(3)  2:05.70 新井今生人(3)  2:06.77 渡辺  雄斗(2)  2:09.39 三堀  大翔(3)  2:09.42 矢島  睦大(2)  2:10.30
高南 藤岡北 中央中等 佐野 玉村南 太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 榛名 吉井西

男子一般 １５００ｍ 大塚　  凪(1)  4:07.15 根岸    賢(3)  4:09.58 菊池  琢哉(2)  4:10.63 北村  勇貴(2)  4:12.11 赤石　佳斗(1)  4:13.15 秋本  理貴(3)  4:15.44 山下  航平(3)  4:15.96 渡辺  喬介(3)  4:16.82
健大高崎高 太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 高経大 太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 健大高崎高 熊谷東中 太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 藤岡北

男子一般 ３０００ｍ 関    剛志(3)  9:20.26 福島    巧(2)  9:32.30 川島    仁(1)  9:38.65 吉原    凜(3)  9:39.95 石井  大翔(2)  9:40.60 藤原    聖(1)  9:51.76 小林  祐貴(2)  9:51.97 西尾  介翔(3)  9:54.22
本庄第一 本庄第一 太田工業 長野郷 吉井西 太田工業 本庄第一 吉井西

男子一般 ５０００ｍ 笹崎  慎一 15:52.49 若松　貴秀 15:53.95 江澤　拓真 16:00.98 中島　大海 16:01.61 椎名  敦也(3) 16:04.15 野崎  智希(2) 16:04.80 小森  勇志(3) 16:10.21 湯川  友博(1) 16:54.16
佐久穂町役場 碓氷クラブ 玉村ｸﾗﾌﾞ 高崎市陸協 高経大 高経大 高経大 高経大

男子一般 ５０００ｍＷ 山中  龍徳(1) 24:22.75
高経大

女子小学生 ８００ｍ 土田　心杏(6)  2:26.03 鈴木菜奈葉(6)  2:29.66 長谷川菜奈(6)  2:32.53 和田　優那(6)  2:33.25 福島　紡希(6)  2:33.46 松岡　愛優(6)  2:38.50 荒木  桃子(6)  2:39.52 石塚　遥名(5)  2:39.71
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 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

女子一般 ８００ｍ 谷山  優衣(3)  2:20.50 中嶋千紗都(1)  2:20.88 堀越　優光(1)  2:21.45 和田沙亜耶(2)  2:23.13 井田  美香(3)  2:23.57 石田  里菜(2)  2:23.74 野口　未優(1)  2:24.20 田中きよの(3)  2:24.60
中央中等 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 城東 太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 高南 吉井西 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 矢中

女子一般 １５００ｍ 嶋田  実久(2)  4:45.52 飯嶋  優羽(1)  4:48.18 石田  里菜(2)  4:48.25 山下  真奈(1)  4:49.50 谷山  優衣(3)  4:53.05 夏目    彩(3)  4:54.35 和田沙亜耶(2)  4:54.80 佐藤  美海(2)  4:59.31
常盤高 常盤高 吉井西 太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 中央中等 熊谷東中 太田ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 高崎第一

女子一般 ３０００ｍ 江口こころ(1) 10:51.80 佐藤    悠(1) 10:52.20 栗田　花鈴(1) 11:10.29 広瀬はるか(1) 11:31.35 平岡  芽依(1) 11:32.15 青山  瑞穂(1) 11:33.24 内田あかね(1) 11:44.28 後閑  蒼空(3) 11:45.62
本庄第一 本庄第一 本庄第一 本庄第一 本庄第一 本庄第一 本庄第一 榛名

審判長　：成田　圭介  5月28日  9:00 曇り  20.5℃ 69.0％ 北北東 0.0m/s
記録主任：中山　　均  5月28日 10:00 曇り  22.0℃ 69.0％ 北東 　0.0m/s

 5月28日 11:00 曇り  23.5℃ 59.0％ 東 　　0.3m/s　
 5月28日 12:00 曇り  24.5℃ 51.0％ 南西 　1.2m/s
 5月28日 13:00 晴れ  25.0℃   54％ 東 　　1.0m/s


