
平成21年度群馬県陸上競技選手権大会
兼第82回関東陸上競技選手権大会群馬県予選会 決勝記録一覧表
県民体育大会第2部大会 陸上競技の部第64回国民体育大会陸上競技群馬県第二次予選会
主　催：群馬陸上競技協会　群馬県  群馬県教育委員会　(財)群馬県体育協会　　
後　援：前橋市教育委員会　前橋市体育協会

競技場：群馬県立敷島公園陸上競技場 期日:平成21年6月6日(土)6月7日(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 06日 川畑　伸吾 10秒72 安部　文隆 10秒80 石川  直人(3) 10秒87 上原  稔広 11秒00 小林　靖典(3) 11秒00 寺田  優志(3) 11秒06 田代　拓也 11秒08 木田　光亮 11秒11
風-0 .1 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 群馬大 桐生南高 東洋大 高経大附高 藤岡中央高 登利平AC 群大ＴＦ

男 ト 200m 07日 和田　俊介 21秒34 小林　靖典(3) 21秒68 安部　文隆 21秒68 川畑　伸吾 21秒80 寺田  優志(3) 22秒10 木田　光亮 22秒32 中島　宥人(2) 22秒33
ラ 風+4 .5 上武大 高経大附高 群馬大 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 藤岡中央高 群大ＴＦ 前橋育英高

子 ッ 400m 06日 加藤　雅俊 48秒85 青木　優也 49秒62 平形　直人 50秒45 八木原　俊道 50秒88 谷田　彪 53秒21 佐藤　恒一 2分12秒32
ク 上武大 上武大 東洋大 東洋大 群馬大 群馬大
800m 07日 神藤　直樹 1分56秒78 金子    礁(3) 1分58秒01 小林　弘樹 1分58秒14 平形　直人 1分58秒28 石関  淳一(2) 1分58秒68 古市　真也(2) 1分59秒22 石原　義貴(2) 2分00秒99 鵜生川  督人(1) 2分01秒60

東洋大 桐生高 群馬大 東洋大 桐生南高 高崎高 前橋育英高 桐生高
1500m 06日 原田　祐輝(3) 3分57秒94 中山  陽右 4分03秒69 須永　喬諒(3) 4分04秒40 関口　頌悟(2) 4分04秒93 星野　慎也 4分06秒57 矢吹　隆介 4分07秒03 星野　和昭 4分11秒40 渡辺　湧理(1) 4分13秒33

前橋育英高 安中市陸協 前橋育英高 高崎高 群馬大 上武大 利根ク 上武大
5000m 07日 関口　頌悟(2) 15分27秒84 櫻井　一樹(2) 15分33秒69 長澤　孝 15分47秒11 福嶋　洋輔 15分51秒82 飯島　聡 16分00秒59 星野　和昭 16分06秒44 中山  陽右 16分07秒17 原田　祐輝(3) 16分24秒92

高崎高 前橋育英高 上武大 上武大 上武大 利根ク 安中市陸協 前橋育英高
10000m 06日 地下　翔太 32分33秒45 三浦　航兵 32分53秒89 大竹　良徳 36分31秒47

上武大 上武大 群馬大
110mH(1.067)06日 森田　俊一 14秒32 武井　隼児 14秒92 高木  寿悦仁(3) 15秒02 久留　飛遊寿(3) 15秒41 中島　宏典(2) 15秒47 鎌田  裕 15秒66 松本  健吾(3) 16秒09 関口　雅洋(3) 16秒21
風+1 .5 順天堂大 群馬大 桐生南高 高崎高 前橋高 東京経済大学 渋川高 伊勢崎高
400mH(0.914)07日 遠藤　瑞貴(2) 53秒93 矢沢　幸隆 54秒26 武井　隼児 54秒69 佐々木  孝史 55秒01 南雲　優也 55秒51 清水　尭之 55秒89 相川　優也 56秒77

前橋高 筑波大 群馬大 大体大 東京農業大学 群馬大 東京農業大学
3000mSC 06日 湯田　和樹 9分34秒88 三澤　秀匡 9分41秒64 安田　大成(2) 9分43秒91 土屋　貴弘 9分50秒04 星野　和昭 9分55秒55 畔上　翔平(3) 9分58秒34 小林  信(3) 10分09秒80 宮崎　敬太(3) 10分11秒55

上武大 群馬大 前橋高 東京理科大 利根ク 前橋育英高 桐生一高 前橋育英高
5000mW 06日 森下 慎仁 22分51秒00 下田　聖典 22分55秒53 町田 和樹 23分11秒37 割田  仁志(3) 23分36秒39 大小原　俊(3) 24分19秒08 堀　幹人(2) 24分23秒77 押江  慶介(3) 25分28秒53

城西大 群馬大 城西大 中之条高 高崎高 前橋高 中之条高
4×100mR 06日 群馬大 41秒26 上武大 41秒34 前橋育英高 42秒03 桐生南高 42秒28 前橋高 42秒77 高崎高 42秒83 渋川高 42秒93 東洋大 43秒54

岩崎　将大 NGR 木村　俊貴 NGR 中島　宥人(2) 宮内　智成(1) 大石　浩貴(2) 瀬下　幸彦(3) 金井  浩二(3) 神藤　直樹
安部　文隆 永井　雄馬 原　佑介(2) 石川  直人(3) 遠藤　瑞貴(2) 久留　飛遊寿(3) 霜触  智紀(2) 上原  稔広
佐藤　恒一 和田　俊介 古屋　敦司(2) 稲川  聖(2) 中島　宏典(2) 馬場　章人(3) 細谷  亮太(1) 八木原　俊道
福田　雄介 長谷川　優輝 小林　優仁(3) 高木  寿悦仁(3) 登坂　聡介(3) 田代　和也(1) 内藤  亮(1) 平形　直人

4×400mR 07日 前橋育英高 3分19秒63 上武大 3分20秒04 群馬大 3分24秒41 前橋高 3分24秒98 高崎高 3分25秒26 渋川高 3分25秒69 中之条高 3分26秒10 館林高 3分29秒81
古屋　敦司(2) 加藤　雅俊 安部　文隆 廣　大輔(1) 馬場　章人(3) 狩野  亘(3) 小池  大貴(2) 福田  真志(3)
有本  暁(3) 青木　優也 清水　尭之 登坂　聡介(3) 田代　和也(1) 横坂  隆弥(1) 大岡  久訓(3) 大野  淳一(3)
原　佑介(2) 江口　勝也 降籏　啓丞 山下　琢磨(3) 長壁　拓郎(1) 深井  慎一(2) 橋爪  伸悟(3) 川島  健裕(3)
小林　優仁(3) 佐藤　圭介 岩崎　将大 姫松　裕志(3) 古市　真也(2) 今泉  俊輝(2) 唐澤  陽平(3) 鴇崎  大樹(2)

走高跳 野本  有希央 2m05 大山  健 2m05 高山  豊 2m00 菅  正嘉 3位   2m00 中島  大輔 2m00 根岸  祐弥 2m00 丸山  智也 1m90 田村  延大 1m90
上武大 しきしま 中之条 国士舘大 前橋育英 登利平AC 国士舘大 上武大

フ 棒高跳 07日 田口　大隆 5m00 石川  将大(3) 4m60 田中  亘(1) 4m60 唐沢　昂平(3) 4m50 稲垣　圭吾 4m50 荻野  利春(3) 4m40 堤  亮太(2) 4m40 関　侑介 4m40
ィ 鹿屋体育大 樹徳高 樹徳高 前橋育英高 しきしま 桐生南高 樹徳高 東京福祉大学
｜ 走幅跳 07日 菅井　洋平 8m08 戸谷  隼人 7m53 岩崎　将大 7m34 野本　有希央 7m15 福田　雄介 7m04 松原  聖一 7m01 高瀨  敏哉(2) 7m00 谷　洋武 6m93
ル ﾐｽﾞﾉ W6.5 法政大 W3.9 群馬大 W4.0 上武大 W3.8 群馬大 W6.7 法政大 W5.1 農大二高 W5.7 国士舘大 W5.3
ド 三段跳 06日 藤林　献明 16m31 NGR 藤塚　雅大 15m81 根岸　祐弥 14m72 相前　有哉 14m61 戸谷  隼人 14m57 大西　遼 14m31 大澤 浩史(3) 14m14 小池  大貴 13m45

群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 1.6 東洋大 1.1 登利平AC 1.1 国士舘大 0.9 法政大 1.8 上武大 1.0 太田工高 1.4 中之条高 0.2
砲丸投 07日 畑瀬　聡 17m61 相京　優也 14m95 石崎  暁(3) 13m97 岩谷  将司 13m81 轟    優介 13m28 岡田　雄太 13m07 蔵野　優輝 12m14 久保田　拓也 12m10
(7.260Kg) 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 吾妻榛嶺ク 常磐高 国際武道大学 高崎市陸協 上武大 上武大 上武大
円盤投 06日 町田  慎 49m70 石崎  暁(3) 39m69 石井　崇寛(3) 38m42 須田    光(3) 33m63 轟    優介 32m78 斉藤　陸(3) 32m42 山口 準也(3) 31m83
(2.000Kg) 国際武道大学 常磐高 前橋育英高 桐生高 高崎市陸協 前橋育英高 太田工高
ﾊﾝﾏｰ投 07日 野口　裕史 65m54 高木  靖正 52m06 石井　崇寛(3) 48m37 久保田　拓也 44m56 岡部　淳 42m26 今野  涼人(2) 41m12 岡本　元 39m12 宮城　妥明 38m64
(7.260Kg) 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 国際武道大学 前橋育英高 上武大 東海大 藤岡中央高 上武大 東京福祉大学
やり投 06日 関根　拓也 69m81 阿部　祥久 62m01 蔵野　優輝 61m67 岩脇　正和 61m60 高田　裕弥 61m56 越後谷　昴 61m13 若狭  友弥 58m84 齋藤  駿介 58m60
(0.800Kg) 上武大 国士舘大 上武大 しきしま 筑波大 上武大 伊勢崎ク 高崎経済大

混 十種競技 06日 矢内　寿 6979点 塩塚  敬太 6458点 是木　滝彦 6404点 津久井　亮介 5646点
成 平成国際大 日本大 平成国際大 順天堂大

(NPR/県新:NGH/県高新:NGR/大会新:EGR大会ﾀｲ：W/追風参考)



平成21年度群馬県記録会 決勝記録一覧表
主　催：群馬陸上競技協会
後　援：前橋市教育委員会　前橋市体育協会

競技場：群馬県立敷島公園陸上競技場 期日:平成21年6月6日(土)6月7日(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

記 男 100m 06日 中澤  隼人 11秒29 山口  貴之(3) 11秒37 大西  遼 11秒38 谷川  鈴扇(3) 11秒39 宮内  智成(1) 11秒46 稲川  聖(2) 11秒47 杉本  元気(2) 11秒49 -0.7 吉井高
録 子 風 群大TF 秒 桐生市商高 秒 上武大 邑楽中 秒 桐生南高 秒 桐生南高 -秒1 鶴淵  優 11秒49 0.4 城西大
会 200m 07日 小木曽  亮太 21秒33 恩田  健人 21秒71 登坂　聡介(3) 21秒98 内藤  強 22秒35 田中  雄太 22秒41 霜触  智紀(2) 22秒48 宮内　智成(1) 22秒56 細谷  亮太(1) 22秒60
の 風 東洋大 0.4 東洋大 0.4 前橋高 0.4 東洋大 0.4 東京経済大学 0.9 渋川高 0.4 桐生南高 0.3 渋川高 0.4
部 800m 07日 三澤　秀匡 2分01秒61 小川　真琴 2分03秒14 一木　悠太(2) 2分03秒16 足利  雄一郎(2) 2分03秒28 山口　聡久(3) 2分03秒37 樋口  達郎(3) 2分03秒60 田山  俊希 2分03秒68 増田 裕(3) 2分04秒46

群馬大 獨協大 高崎高 伊勢崎商高 高崎高 農大二高 群馬大 太田工高
1500m 06日 笹川  藤太 4分05秒25 桶本  龍之介 4分06秒60 須田　仁幸 4分07秒11 小川　真琴 4分07秒31 渡邊  真明 4分09秒17 米沢  彰元(3) 4分09秒25 江原  優(3) 4分09秒49 金田  杏哉(3) 4分09秒57

上武大 上武大 創造学園大 獨協大 上武大 農大二高 吉井高 榛名中
110mH(1.067)06日 小林　竜馬(3) 16秒32 南雲  省吾(3) 16秒59 奥村  泰朗(3) 16秒63 関口  紘樹(1) 16秒72 宇田  有佑(3) 16秒82 茂木  隆敏(1) 17秒23 佐竹　孝光(1) 17秒99 小林  航(1) 18秒26
風-0.6 高崎高 -0.8 前橋西高 -0.8 共愛学園高 -0.8 渋川高 -0.8 桐生市商高 -0.8 農大二高 -0.8 桐生南高 -0.9 太田高 -0.9
110mH(0.914m06日 熊田    凌(3) 17秒26 小埜  耕平(3) 17秒71 須永  直弥(3) 19秒12 登坂  健志(3) 19秒29 為谷  直哉(3) 19秒48 平石  悠太(3) 19秒81 佐久間龍司(2) 20秒27 飯田  出(1) 22秒26
風-0.6 玉村中 0.0 共愛学園中 0.0 藤岡東中 0.5 古巻中 0.5 北橘中 0.5 境西中 0.5 古巻中 0.5 北橘中 0.5
400mH(0.914)07日 増岡  弘昭 52秒11 鈴木　矩征(3) 58秒32 奥村  泰朗(3) 59秒42 宮澤　友貴(3) 100秒15 今井  貴弘(1) 100秒20 磯田  晃司(3) 100秒43 萩原　雅人　(2) 100秒94 佐竹　孝光(1) 102秒40

東洋大 前橋育英高 共愛学園高 前橋育英高 桐生一高 農大二高 富岡実業高 桐生南高
5000mW 06日 鷹觜　大輔(3) 23分57秒32 塚越　渉(3) 25分54秒58 猪瀨　舞貴(3) 25分59秒50 須田　貴士(2) 26分41秒60 諸田　重雄 27分49秒47

前橋高 前橋工高 高崎高 高崎高 たちばなRC
走高跳 06日 渋澤  慶隼(2) 1m80 石原　有眞(1) 1m75 高橋  一歩(3) 1m75 桑原　達也(1) 1m70 高経大附高 石井　雅敏(1) 1m70 阿佐見峻哉(3) 1m65 久保  秀高(1) 1m65

桐生南高 前橋高 北橘中 茂木  隆敏(1) 1m70 農大二高 高崎高 赤堀中 藤岡中央高
砲丸投 07日 福田  翼(3) 11m86 小暮  一輝(3) 11m70 唐澤  悠(1) 11m53 阿久澤　奨平(1) 11m25 田村　成広(2) 11m10 栗林　瑛一(1) 11m02 櫻井　奏人(1) 10m90 飯村　雅哉(1) 10m37
(6.000Kg) 中之条高 中之条高 渋川高 伊勢崎高 富岡実業高 前橋育英高 高崎高 桐生南高
砲丸投 07日 鈴木  章汰(3) 11m36 岡田  宙希(2) 10m44 柳井  優一(3) 8m46 宮入　紳豪(2) 8m28 新井  駿也(2) 7m51 藤井  竜希(2) 7m02 斉藤  拓巳(2) 6m50 柳沢　弘明(2) 6m44
(5.000Kg) 榛名中 赤堀中 北橘中 中尾中 あづま中 赤堀中 北橘中 藤岡東中


