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第２回高崎経済大学長距離記録会 2019年11月30日(土)
決勝一覧表

正田醤油スタジアム群馬

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
11/30 １５００ｍ 宮城  綺羅(2)  4:20.83 大楢  龍輝  4:24.05 石澤  由祐  4:24.25 森山    輝  4:25.56 田崎健太郎  4:28.11 石井 浩哉  4:30.16 柳田  尚樹  4:32.16 田村    亮  4:34.56

明和県央 健大高崎 高経大 健大高崎 高経大 高経大 桐生市陸協 上州アスリート

11/30 ５０００ｍ 小森  勇志 15:12.23 若松  貴秀 15:12.40 渋川  裕二 15:30.73 佐藤  国光 16:12.56 黒崎  堅太 16:16.47 大塚    蒼 16:16.58 出淵  文也 16:20.24 樋口  達郎 16:20.92
長野市陸協 碓氷陸上競技ｸﾗﾌﾞ 群馬県陸協 安中市陸協 健大高崎 健大高崎 高経大 千葉大ｸﾗﾌﾞ

11/30 １００００ｍ 田村    亮 33:12.84 長谷川将万(2) 33:27.29 渡邉  建太 33:38.66 伊藤  俊太 33:39.64 田崎健太郎 33:39.94 丸山  達広 33:42.25 石塚  一大 33:43.17 石澤  由祐 33:43.38
上州アスリート 群馬大学 高経大 高経大 高経大 高経大 高経大 高経大

11/30 １５００ｍ 大久保　綾(2)  4:27.36 山﨑  翔矢(2)  4:42.50 鈴木  翔瑛(2)  4:45.37 平松りょう(1)  4:45.98同順：荒木  孝彦(2) 4:45.98 新井  天凱(2)  4:49.57 栗田  昂汰(3)  4:58.95 荻原  康生(2)  5:00.11
塚沢 中央中等 富岡東 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 矢中 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 新里中 殖蓮中

11/30 ３０００ｍ 三井田陸音(2)  9:59.26 平松りょう(1) 10:02.10 関根  瑞基(1) 10:04.01 山上  優作(3) 10:14.01 下谷  太悟(1) 10:45.46 小池  広平(1) 10:55.72 橋爪  奎人(2) 10:57.70 梶山  龍司(2) 11:01.24
殖蓮中 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 殖蓮中 新里中 殖蓮中 中央中等 高南 殖蓮中

11/30 １０００ｍ 大竹  実吹(6)  3:01.67 相蘇  耀介(5)  3:12.22 渡邊  頌仁(6)  3:16.53 勅使川原海斗(6)  3:21.77 狩野  夢翔(4)  3:22.61 中村  鞠太(6)  3:24.46 桜井    遼(3)  3:24.48 小林  絃人(5)  3:30.29
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ よしいＡＣ 高崎Winds 高崎Winds ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 金古ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 上州アスリート

11/30 １５００ｍ 武田  菜月(1)  5:12.27 峯岸  咲希(2)  5:16.50 町田  結香(1)  5:19.66 柳澤  優果(1)  5:24.97 星野ひかる(1)  5:33.00 青木  花琳  5:37.15 石原  綾乃(1)  6:07.24
健大高崎 健大高崎 健大高崎 健大高崎 健大高崎 高経大 太田工業

11/30 ３０００ｍ 古郡  聖蘭(2) 10:03.51 山脇きらら(3) 10:48.88 唐澤    舞(2) 11:06.48 樋口  紗菜(1) 11:08.21 上原妃蘭莉(2) 11:08.88 鈴木  歌菫 11:17.39 原    汐李(1) 11:18.74 齋藤みなみ(2) 11:35.69
常磐高校 常磐高校 渋川女子高 常磐高校 健大高崎 高経大 渋川女子高 渋川女子高

11/30 １５００ｍ 中村  愛花(1)  4:51.22 井坂  美天(1)  5:24.57 長谷川留花(2)  5:28.32 高野  菜摘(2)  5:29.14 松岡  愛優(3)  5:29.75 谷口  和以(1)  5:40.86 中村  空詩(2)  5:44.54 尾崎    海(1)  5:48.27
中央中等 高崎第一 殖蓮中 高崎第一 ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎第一 殖蓮中 矢中

11/30 ３０００ｍ 金子美乃莉(3) 10:43.09 小暮  菜衣(2) 11:10.40 柳原  優来(2) 11:31.16 中村  七海(2) 11:50.81 小林  穂音(2) 12:20.47
白沢中 殖蓮中 新里中 殖蓮中 新里中

11/30 ８００ｍ 大林  美桜(6)  2:40.58 高橋  由奈(6)  2:45.73 田代莉奈子(6)  2:47.84 谷口  心美(6)  2:49.20 羽山  琴音(6)  2:50.71 金子希来莉  2:50.79 古井戸苺花(4)  2:51.29 舘野  眞子(6)  2:53.90
ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 高崎Winds ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ 白沢小 よしいＡＣ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

11月30日 10:00 晴れ    10℃   54％ 南西 1.9m/s 総　　　　　務：
11月30日 11:00 晴れ    10℃   54％ 西 0.4m/s トラック審判長：永井　正樹
11月30日 12:00 晴れ    10℃   54％ 南西 3.1m/s 記　録　主　任：生方　利樹
11月30日 13:00 晴れ    11℃   46％ 南西 2.5m/s
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