
平成28年9月24日（土）

種　　　　目 １　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位

荒井　聖也（東吾妻・２） 加邉　直哉（中之条・１） 小池　悠人（長西・２） 宮﨑　大和（嬬恋・１） 中村　亮生（嬬恋・２） 塩野谷　颯（長東・２）
12''0 12''2 12''3 12''5 13''0 13''1

霞　 朔 矢（東吾妻・２） 山 田　 豪（高山・１） 野上　椋太（高山・２) 鈴木　陽治（長西・１） 今井　柊蔵（東吾妻・１） 山 本　 尊（長東・２）
13''4 13''5 13''7 14''1 14''2 14''3

荒井　聖也（東吾妻・２） 松 橋 　 岳（嬬恋・２） 小渕　凌真（高山・２) 櫻井　遥世（長東・２） 横山　千畝（草津・２） 霞 　朔 矢（東吾妻・２）
25''0 25''2 26''3 27''4 27''5 28''0

黒岩　樹生（嬬恋・２） 橋 詰　 岳（嬬恋・２） 塩野谷　颯（長東・２） 關　 空 翔（東吾妻・１） 中島　快翔（東吾妻・１） 竹渕　隼大（高山・２)
60''0 60''0 60''8 63''4 66''7 67''0

鳥山　透吾（東吾妻・２） 黒岩　靖永（嬬恋・２） 橋 詰 　岳（嬬恋・２） 田邊　麗真（中之条・２） 西形　友希（高山・２) 塚越　侑斗（中之条・１）
2'12''6 2'20''7 2'23''3 2'23''7 2'28''0 2'30''9

塩原　 匠（中之条・１） 山口　達也（六合・２） 鳥山　透吾（東吾妻・２） 冨沢　哲生（中之条・２） 市村　柊人（長東・２） 中澤　拓哉（草津・１）
4'32''2 4'33''6 4'38''0 4'38''2 4'52''7 5'03''8

塩原　 匠（中之条・１） 冨沢　哲生（中中・２） 黒岩　旭陽（嬬恋・２） 黒岩　靖永（嬬恋・２） 田村　彪向（高山・２) 永 田　 柊（東吾妻・１）
9'32''7 9'34''1 10'25''7 10'42''8 10'43''9 10'46''9

山﨑　智也（嬬恋・３） 町田　成夢（東吾妻・３） 黒岩　希一（長西・３） 野口 新太郎（長東・３） 新井　健将（東吾妻・３） 山 田　 司（中之条・３）
9'42''7 9'43''2 9'46''8 9'47''8 9'51''7 9'54''2

中村　亮生（嬬恋・２） 加邉　直哉（中之条・１） 川 鍋　 歩（長西・２） 矢嶋　克槻（東吾妻・１） 黒岩　明人（長西・２） 清水　一希（高山・１）
17''7 19''5 19''6 20''4 20''5 20''7

中村(2)　宮﨑(1)　黒岩(2)　松橋(2)　嬬恋 滝澤(1)　霞(2)　矢嶋(1)　荒井(2)　東吾妻 小林(1)　櫻井(2)　関(2)　塩野谷(2)　長東 小野(1)　野上(2)　佐久田(2)　小渕(2)　高山 湯本(2)　清水(2)　豊田(2)　小池(2)　長西 小池(2)　田邊(2)　木暮(2)　加邉(1)　中之条

48''8 50''0 50''4 50''6 50''6 53''1
松 橋 　岳（嬬恋・２） 新島　朋希（高山・２) 櫻井　遥世（長東・２） 星野　興紀（長西・２）

1m80 【大会新】 1m45 1m45 1m40
小池　広大（中中・２）

2m30
清水　陸哉（長西・２） 黒岩　樹生（嬬恋・２） 篠原　敬太（長東・１） 小林　央人（長東・１） 深石　優飛（高山・１） 滝澤　伸介（東吾妻・１）

5m14 5m11 4m94 4m86 4m81 4m68
山 岸　 耀（高山・１） 倉林　亮輔（高山・１） 宮﨑　遼太（嬬恋・２） 山本　将則（六合・１） 本多　優輝（六合・１）

4m02 3m88 3m85 3m38 2m92
関 　伊 織（長東・２） 黒岩　裕也（長西・２） 清水　裕喜（嬬恋・２） 小 林　 翔（高山・２) 山 本　 礼（草津・１） 今井　柊蔵（東吾妻・１）

8m04 7m37 6m95 6m91 6m65 5m80
嶋村　美咲（東吾妻・２） 藤岡 なつみ（東吾妻・２） 安済　まゆ（嬬恋・２） 黒岩　望乃（嬬恋・１） 西牧　愛麻（草津・１） 都筑　汐里（高山・２）

13''3 13''6 14''0 14''2 14''3 14''3
名児耶 明音（東吾妻・１） 黒 岩　 咲（草津・１） 唐澤 ひかり（東吾妻・１） 篠原　果林（六合・２）

14''5 15''3 15''5 15''8
藤岡 なつみ（東吾妻・２） 安濟　まゆ（嬬恋・２） 都筑　汐里（高山・２） 石井　夏葵（嬬恋・１） 名児耶 明音（東吾妻・１） 小 池　 栞（中之条・２）

27''7 29''2 29''6 30''0 30''2 30''5
市村  さくら（長東・１） 黒崎　慶奈（中之条・２） 神田　玲佳（草津・２） 加部　桃香（東吾妻・２） 青木　森音（中之条・２） 黒岩　真優（嬬恋・１）

2'28''7 2'30''9 2'32''1 2'33''3 2'37''8 2'41''1
中 澤　 恋（中之条・２） 黒崎　慶奈（中之条・２） 神田　玲佳（草津・２） 黒岩　真優（嬬恋・１） 唐 澤 　舞（東吾妻・２） 篠 原 　愛（長東・２）

5'04''4 5'05''5 5'06''2 5'17''6 5'18''9 5'19''2
寺島　帆乃（中之条・３） 中 澤　 恋（中之条・２） 小 山　 葵（中之条・１） 青木　森音（中之条・２） 丸橋 ひなた（東吾妻・２） 町田　莉菜（長東・３）

7'03''5 7'04''0 7'06''0 7'09''0 7'17''0 7'27''9
 干川　美空（嬬恋・２） 嶋村　美咲（東吾妻・２） 本多　来依（草津・１） 加 邉 　葵（中之条・２） 本多　留依（草津・１）

16''5 17''0 18''2 18''4 21''7
名児耶(1)　藤岡(2)　飯塚(2)　嶋村(2)　東吾妻 山﨑(2)　黒岩(1)　安済(2)　干川(2)　嬬恋 黒木(1)　本多(1)　黒岩(1)　西牧(1)　草津 木村(2)　山本(2)　市村(1)　篠原(2)　長東 田中(1)　加邉(2)　湯本(1)　小池(2)　中之条 冨沢(1)　出納(1)　山田(1)　篠原(2)　六合

54''3 54''3 57''0 57''4 57''9 61''9
干川　美空（嬬恋・2） 山﨑　愛莉（嬬恋・２） 木村 真依菜（長東・２） 小 池　 栞（中之条・２） 佐藤ひなた（草津・１） 山本　華子（長東・２）

1m40 1m30 1m25 1m25 1m20 1m15
山﨑　愛莉（嬬恋・２） 西牧　愛麻（草津・１） 飯塚　琴羽（東吾妻・２） 田中　優衣（中之条・１） 山本　梓穂（長東・２） 土屋　麻美（嬬恋・１）

4m29 4m29 4m12 4m11 4m05 3m93
黒木　汐莉（草津・１）

3m41
林　紗恵理（高山・２) 佐藤　真耶（東吾妻・１） 林 　亜 唯（高山・２） 中島あゆみ（草津・２） 松田 真里音（六合・１） 木暮　萌衣（中之条・１）

9m11 8m66 8m19 7m20 6m84 6m68

順  　　位 優　　勝 準優勝 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位

男子総合 嬬恋　　６４点 中之条　４１点 東吾妻　３９点 長東　３４点 高山　２５点 長西　２４点

女子総合 嬬恋　　４８点 東吾妻　４４点 中之条　３１点 草津　３０点 長東　１７点 高山　１５点

男女総合 嬬恋　１１２点 東吾妻　８３点 中之条　７２点 長東　５１点 高山　４０点 草津　３５点

1m55
篠原　敬太（長東・１）　・　小渕　凌真（高山・２)

共通８００ｍ

共通１５００ｍ

共通１００ｍＨ

共通４×１００ｍR

オープン２０００ｍ
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共通走り幅跳び

共通１１０ｍＨ

オープン走り幅跳び

オープン３０００ｍ

共通１００ｍ

共通走り高跳び

男
　
　
　
　
　
子

女
　
　
　
　
　
子

共通１００ｍ

共通２００ｍ

共通４００ｍ

共通８００ｍ

共通１５００ｍ

共通３０００ｍ

オープン１００ｍ

共通砲丸投げ

共通２００ｍ

共通走り幅跳び

共通砲丸投げ

共通４×１００ｍR

共通走り高跳び

共通棒高跳び

オープン１００ｍ

オープン走り幅跳び

中島あゆみ（草津・２）　・　佐藤　真耶（東吾妻・１）
15''7


