
平成22年度第45回群馬県高等学校総合体育大会 陸上競技 決勝記録一覧表
及平成22年度第63回群馬県高等学校陸上競技選手権大会
兼平成22年度第63回関東高等学校陸上競技大会県予選会
主　催：群馬県高等学校体育連盟　群馬県教育委員会　群馬陸上競技協会
後　援：前橋市陸上競技協会

競技場：正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 期日:平成22年５月20日（木）～23日(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 21日 唐沢  大将(2) 10秒59 中島  宥人(3) 10秒69 杉山  優太(3) 10秒72 中島  宏典(3) 10秒73 内藤  亮(2) 10秒76 南    拓也(2) 10秒81 武井  翔太(3) 10秒89 稲川  聖(3) 10秒96
風+5 .1 農大二 前橋育英 藤岡中央 前橋 渋川 渋川 農大二 桐生南

男 ト 200m 22日 唐沢  大将(2) 22秒00 石坂  有章(3) 22秒32 中島  宥人(3) 22秒44 磯井  翔太(2) 22秒57 齋藤  郁磨(1) 22秒59 内藤  亮(2) 22秒65 霜触  智紀(3) 22秒70 平田  翼(3) 23秒02
ラ 風-1 .9 農大二 明和県央 前橋育英 中之条 高崎 渋川 渋川 高崎商

子 ッ 400m 20日 平田  翼(3) 48秒82 岩野  康平(2) 49秒19 宮寺  剛(3) 49秒51 北爪  啓太(1) 49秒56 廣    大輔(2) 50秒25 磯井  翔太(2) 50秒35 小幡  哲朗(3) 50秒95 古屋  敦司(3) 51秒06
ク 高崎商 桐生 農大二 桐生 前橋 中之条 中央中等 前橋育英
800m 23日 平野  智大(2) 1分54秒34 鵜生川  督人(2) 1分54秒39 古市  真也(3) 1分55秒92 石関  淳一(3) 1分57秒28 横山  洸也(3) 1分57秒41 久保田  叡(2) 1分57秒80 石原  義貴(3) 1分58秒68 南雲  悠介(3) 2分02秒46

農大二 桐生 高崎 桐生南 館林 前橋 前橋育英 高崎商
1500m 20日 戸田  雅稀(2) 4分02秒04 関口  頌悟(3) 4分02秒44 石関  淳一(3) 4分03秒20 大久保  雄矢(3) 4分03秒37 安田  大成(3) 4分04秒08 宮本  光(2) 4分04秒38 平野  智大(2) 4分04秒73 齋藤  航(2) 4分04秒77

農大二 高崎 桐生南 桐生工 前橋 桐生工 農大二 前橋育英
5000m 22日 大久保  雄矢(3) 15分17秒75 周防  俊也(2) 15分20秒10 関口  頌悟(3) 15分20秒25 市川  隼(2) 15分20秒35 山﨑  巳譲(2) 15分24秒00 櫻井  一樹(3) 15分25秒34 齋藤  航(2) 15分38秒72 戸田  雅稀(2) 15分38秒96

桐生工 農大二 高崎 中之条 中之条 前橋育英 前橋育英 農大二
110mH 23日 中島  宏典(3) 15秒10 市川  響太郎(1) 15秒51 白石  裕基(2) 15秒52 茂木  隆敏(2) 15秒74 荻原  俊彦(1) 15秒77 狩野  佑輔(3) 15秒84 村山  真之(3) 15秒89 笹尾  貴大(1) 16秒24
風+1.2 前橋 高崎 農大二 農大二 太田市商 前橋育英 前橋 農大二
400mH 22日 遠藤  瑞貴(3) 52秒40 宮寺  剛(3) 53秒71 古屋  敦司(3) 54秒02 白石  裕基(2) 55秒26 金井  貴紘(3) 55秒83 今泉  俊輝(3) 56秒25 上野  晃平(1) 56秒64 高山  健斗(2) 58秒92

前橋 NGR 農大二 前橋育英 農大二 明和県央 渋川 新島学園 太田東
3000mSC 23日 三好  慎平(2) 9分27秒51 春木  彩利(3) 9分29秒15 斎藤  賢吾(3) 9分30秒45 加邉  貴之(3) 9分34秒51 安田  大成(3) 9分35秒14 篠原  和也(3) 9分35秒33 佐野  雅治(2) 9分43秒91 金井  美海(3) 9分47秒87

前橋育英 農大二 太田市商 中之条 前橋 中之条 農大二 高崎
5000mW 20日 須田  貴士(3) 23分43秒74 高木  啓徳(3) 23分48秒39 堀    幹人(3) 25分08秒23 関    章弘(3) 25分11秒66 小林  修一(2) 27分03秒38 佐藤  誠一郎(2) 27分40秒39 神庭  宏尋(2) 28分40秒03 宮崎  大輔(3) 29分03秒99

高崎 農大二 前橋 中之条 中之条 高崎 前橋 高崎東
4×100mR 21日 農大二 42秒05 前橋 42秒56 前橋育英 42秒69 渋川 42秒73 高崎 43秒14 太田東 43秒42 明和県央 43秒45 太田市商 44秒28

高瀨  敏哉(3) 中島  宏典(3) 中島  宥人(3) 南    拓也(2) 髙橋  佑輔(2) 小林  和平(3) 木村  允彦(2) 黒田  展希(1)
唐沢  大将(2) 遠藤  瑞貴(3) 原    佑介(3) 細谷  亮太(2) 東間  央剛(1) 蓼沼  雅治(3) 金井  貴紘(3) 荻原  俊彦(1)唐沢 大将( ) 遠藤 瑞貴( ) 原 佑介( ) 細谷 亮太( ) 東間 央剛( ) 蓼沼 雅治( ) 金井 貴紘( ) 荻原 俊彦( )
武井  翔太(3) 廣    大輔(2) 古屋  敦司(3) 霜触  智紀(3) 齋藤  郁磨(1) 丸橋  健人(3) 久保  友希(3) 片海  直哉(1)
森田  賢人(2) 大石  浩貴(3) 関    祐太(2) 内藤  亮(2) 田代  和也(2) 萩原  拓也(1) 石坂  有章(3) 中島  秀彰(1)

4×400mR 23日 農大二 3分18秒89 桐生 3分19秒61 中之条 3分21秒20 高崎 3分21秒88 前橋 3分23秒27 前橋育英 3分23秒63 高崎商 3分24秒07 館林 3分25秒10
野村  渓(2) 新井  勇祐(2) 小池  大貴(3) 真鍋  圭輔(3) 楢原  潤也(2) 中島  宥人(3) 小出  拓馬(3) 江森  俊貴(3)
森田  賢人(2) 北爪  啓太(1) 市川  秦之輔(2) 長壁  拓郎(2) 廣    大輔(2) 古屋  敦司(3) 南雲  悠介(3) 松本  隼輔(3)
唐沢  大将(2) 鵜生川  督人(2) 樋田  朋大(3) 古市  真也(3) 勅使河原  優(3) 関    祐太(2) 久保田  将史(2) 鶴谷  直之(3)
宮寺  剛(3) 岩野  康平(2) 磯井  翔太(2) 田代  和也(2) 遠藤  瑞貴(3) 石原  義貴(3) 平田  翼(3) 鴇崎  大樹(3)

走高跳 22日 斎木  誉史(3) 2m04 狩野  佑輔(3) 2m01 大澤  佑太(3) 1m95 吉田  裕矢(2) 1m95 吉田  晃啓(2) 1m90 荒江  雅貴(1) 1m90 山﨑  拓也(2) 1m90 小坂  将司(3) 1m85
伊勢崎 前橋育英 高崎 榛名 桐生南 太田東 中之条 太田市商

フ 棒高跳 21日 堤    亮太(3) 4m80 市川  響太郎(1) 4m50 神沢  孔明(3) 4m50 大橋  勇紀(2) 4m30 中澤  勇人(2) 4m30 武者  大樹(1) 4m20 南雲  由則(1) 4m10 里見  研悟(1) 3m60
ィ 樹徳 高崎 桐生南 前橋 中之条 樹徳 前橋育英 渋川
｜ 走幅跳 20日 高瀨  敏哉(3) 7m10 森田  賢人(2) 6m92 久保  大雅(3) 6m77 小池  大貴(3) 6m76 飯島  寛也(3) 6m71 新井  正一(1) 6m68 髙橋  舟(3) 6m59 中島  秀彰(1) 6m47
ル 農大二 0.0 農大二 0.3 富岡 0.0 中之条 0.0 太田工 0.0 農大二 0.0 前橋 0.0 太田市商 0.4
ド 三段跳 23日 小池  大貴(3) 14m11 高瀨  敏哉(3) 13m77 狩野  佑輔(3) 13m71 飯島  寛也(3) 13m69 堤    亮太(3) 13m42 飯塚  寛祐紀(3) 13m35 多賀谷  司(2) 13m31 石関  将人(2) 13m22

中之条 -2.1 農大二 0.4 前橋育英 -0.9 太田工 0.0 樹徳 0.0 前橋工 -0.9 市伊勢崎 -0.6 農大二 -2.2
砲丸投 20日 田村  成広(3) 13m21 栗林  瑛一(2) 13m06 唐澤  悠(2) 13m06 阿久澤  奨平(2) 12m92 塚原  裕人(2) 12m78 櫻井  奏人(2) 11m93 唐澤  慶(3) 11m72 吉野  順也(2) 11m67

富岡実業 前橋育英 渋川 伊勢崎 桐生 高崎 中之条 前橋育英
円盤投 23日 吉野  順也(2) 43m65 阿久澤  奨平(2) 34m19 塚原  裕人(2) 31m92 櫻井  奏人(2) 31m80 唐澤  慶(3) 31m27 樋口  雄介(1) 30m86 唐澤  悠(2) 29m53 鳥毛  正弘(3) 29m50

前橋育英 伊勢崎 桐生 高崎 中之条 中之条 渋川 藤岡中央
ﾊﾝﾏｰ投 21日 栗林  瑛一(2) 53m50 山本  真吾(3) 50m71 今野  涼人(3) 50m06 吉野  順也(2) 49m74 加藤  大貴(3) 47m72 小林  賢司(2) 44m79 有我  優(3) 44m43 西村  佳祐(2) 40m02

前橋育英 中之条 藤岡中央 前橋育英 高崎北 中之条 前橋育英 前橋工
やり投 22日 高橋  輝(2) 60m03 須田  浩太(3) 56m67 原    義明(3) 52m96 古立  駿(3) 52m89 吉野  紘司(3) 52m81 田村  成広(3) 49m90 勅使川原悠太(3) 49m49 青木  佑(1) 48m55

前橋育英 前橋商 高崎 高崎北 利根商 富岡実業 前橋育英 前橋
混 八種競技 21日 関口  紘樹(2) 5092点 深井  慎一(3) 4943点 小澤  孝樹(3) 4866点 関口  俊介(2) 4805点 小坂  将司(3) 4699点 堀口  将徳(3) 4655点 茂木  隆敏(2) 4545点 古島  雅也(2) 4119点
成 渋川 渋川 伊勢崎 高崎 太田市商 前橋育英 農大二 高崎商
総合得点 23日 農大二 87点 前橋育英 62点 高崎 52点 中之条 42点 前橋 36点 桐生 24点 渋川 23点 伊勢崎 18点

※　男子棒高跳＝田中　亘（樹徳高）はﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ2010ｱｼﾞｱ地区予選会出場のため特例措置により北関東大会に出場。 W=追風参考 KHR=県高校新 NGR=大会新


