
平成22年度群馬県高等学校総合体育大会(陸上競技)中北毛地区予選会 決勝記録一覧表

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

競技場：正田醤油スタジアム群馬 期日:平成22年４月29日(木)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 29日 中島　宥人(3) 11秒07 中島　宏典(3) 11秒11 内藤  亮(2) 11秒14 南  拓也(2) 11秒22 磯井　翔太(2) 11秒23 霜触  智紀(3) 11秒30 関　祐太(2) 11秒31 加藤  大祐(3) 11秒33
前橋育英 -1.1 前橋 -1.1 渋川 -1.1 渋川 -1.1 中之条 0.9 渋川 -1.1 前橋育英 0.9 前橋南 0.9

男 ト 200m 29日 内藤  亮(2) 22秒20 磯井　翔太(2) 22秒39 南  拓也(2) 22秒65 廣　大輔(2) 22秒71 細谷  亮太(2) 23秒02 矢尻  貴大(3) 23秒08 原　佑介(3) 23秒13 佐藤　隆世(2) 23秒16
ラ 渋川 W5.0 中之条 W5.0 渋川 W5.0 前橋 W5.0 渋川 W5.0 前橋南 W5.0 前橋育英 W5.0 清明 -0.9

子 ッ 400m 29日 遠藤　瑞貴(3) 49秒50 廣　大輔(2) 50秒42 磯井　翔太(2) 50秒66 中之条 佐藤　隆世(2) 51秒32 矢尻  貴大(3) 51秒65 市川秦之輔(2) 51秒73 今泉  俊輝(3) 51秒93
ク 前橋 前橋 深井  慎一(3) 50秒66 渋川 清明 前橋南 中之条 渋川
800m 29日 石原　義貴(3) 1分59秒24 久保田　叡(2) 1分59秒81 野口　陽介(2) 2分00秒49 池原　唯(2) 2分00秒76 足利  雄一郎(3) 2分00秒92 細渕　大雅(1) 2分05秒20 杉本　和也(2) 2分07秒46 筒井　裕弥(1) 2分07秒56

前橋育英 前橋 中之条 前橋育英 伊勢崎商 前橋育英 沼田 伊勢崎商
1500m 29日 齋藤　航(2) 4分06秒62 齋藤　恒平(3) 4分08秒48 篠原　和也(3) 4分11秒05 町田　遼太(1) 4分17秒96 近藤  秀康(3) 4分18秒56 林　智裕(1) 4分19秒04 篠原  正樹(1) 4分21秒60 倉股  佑真(3) 4分22秒97

前橋育英 中之条 中之条 前橋育英 前橋南 前橋育英 渋川 伊勢崎商
5000m 29日 市川  　隼(2) 15分12秒18 山﨑　巳譲(2) 15分27秒88 三好　慎平(2) 15分55秒76 生方　卓弥(2) 15分55秒98 櫻井　一樹(3) 16分05秒59 田中  大地(3) 16分39秒14 田村　遼司(3) 16分56秒42 近藤  秀康(3) 17分01秒42

中之条 中之条 前橋育英 前橋育英 前橋育英 伊勢崎商 前橋東 前橋南
110mH(1.067m) 29日 中島　宏典(3) 15秒24 斎木　誉史(3) 15秒80 狩野　佑輔(3) 15秒88 村山　真之(3) 15秒99 関口  紘樹(2) 16秒36 德永　拓野(2) 17秒18 小澤　孝樹(3) 17秒18 深井  慎一(3) 17秒69

前橋 1.1 伊勢崎 1.1 前橋育英 1.1 前橋 1.1 渋川 1.1 前橋 1.1 伊勢崎 1.1 渋川 0.0
400mH 29日 遠藤　瑞貴(3) 53秒52 古屋　敦司(3) 54秒72 今泉  俊輝(3) 59秒27 市川秦之輔(2) 59秒81 須藤　弘樹(3) 1分00秒11 德永　拓野(2) 1分00秒77 樋田　朋大(3) 1分02秒11 田子  航平(2) 1分03秒08
(0.914m) 前橋 前橋育英 渋川 中之条 伊勢崎 前橋 中之条 前橋西
3000mSC 29日 安田　大成(3) 9分44秒19 加邉　貴之(3) 9分47秒73 天沼　諒真(3) 10分15秒60 吉野　大和(1) 10分17秒56 茂木　孝太(2) 10分25秒13 新井 悠太(3) 10分25秒21 井田　英誉(2) 10分25秒24 大竹  卓哉(3) 10分36秒81

前橋 中之条 中之条 前橋育英 中之条 前橋商 前橋育英 伊勢崎商
5000mW 29日 関　　章弘(3) 26分46秒62 小林　修一(2) 28分13秒37 神庭　宏尋(2) 29分46秒55 杵渕　修二(3) 30分36秒57

中之条 中之条 前橋 中之条
4×100mR 29日 渋川 42秒70 前橋 42秒75 前橋育英 42秒84 前橋南 43秒88 中之条 44秒18 伊勢崎 44秒42 前橋西 45秒42 伊勢崎商 46秒75

南  拓也(2) 中島　宏典(3) 中島　宥人(3) 矢尻  貴大(3) 市川秦之輔(2) 山田　英樹(2) 田子  航平(2) 野田頭  涼太(2)
細谷  亮太(2) 遠藤　瑞貴(3) 原　佑介(3) 青山  典央(3) 磯井　翔太(2) 大島　史寛(2) 堀込  慧(3) 塚越  峻一朗(2)
霜触  智紀(3) 古市　隼人(1) 古屋　敦司(3) 堀内  遼(2) 小池　大貴(3) 斎木　誉史(3) 高橋  凌(3) 松下  将吾(2)
内藤  亮(2) 廣　大輔(2) 鈴木　宏明(1) 加藤  大祐(3) 樋田　朋大(3) 小澤　孝樹(3) 櫻井  悟茂(3) 鈴木　和偉(1)

4×400mR 29日 中之条 3分26秒93 前橋育英 3分28秒97 渋川 3分30秒04 前橋 3分32秒49 前橋南 3分35秒55 伊勢崎 3分38秒56 沼田 3分39秒59 伊勢崎商 3分42秒46
小池 大貴(3) 関 祐太(2) 今泉 俊輝(3) 勅使河原 優(3) 矢尻 貴大(3) 山田 英樹(2) 田村 知也(2) 野田頭 涼太(2)小池　大貴(3) 関　祐太(2) 今泉  俊輝(3) 勅使河原　優(3) 矢尻  貴大(3) 山田　英樹(2) 田村　知也(2) 野田頭  涼太(2)
磯井　翔太(2) 古屋　敦司(3) 細谷  亮太(2) 古市　隼人(1) 青山  典央(3) 斎木　誉史(3) 齋藤　誠(2) 足利  雄一郎(3)
市川秦之輔(2) 中島　宥人(3) 霜触  智紀(3) 安田　大成(3) 堀内  遼(2) 須藤　弘樹(3) 中嶋　友敬(2) 塚越  峻一朗(2)
野口　陽介(2) 石原　義貴(3) 深井  慎一(3) 久保田　叡(2) 加藤  大祐(3) 小澤　孝樹(3) 杉本　和也(2) 松下  将吾(2)

走高跳 29日 斎木　誉史(3) 2m00 狩野　佑輔(3) 1m90 新井　洋介(1) 1m75 前橋育英 堀口　将徳(3) 1m75 高橋　一歩(1) 1m70 新井  俊哉(1) 1m70 諸田  朋和(2) 1m65
伊勢崎 前橋育英 小池　大貴(3) 1m75 中之条 前橋育英 勢多農林 前橋南 前橋西

フ 棒高跳 29日 高橋　祐介(2) 4m70 中澤　勇人(2) 4m20 南雲　由則(1) 4m20 大橋 勇紀(2) 4m00 里見  研悟(1) 3m70 関　　泰史(1) 2m90
ィ 前橋育英 中之条 前橋育英 前橋 渋川 中之条
｜ 走幅跳 29日 小池　大貴(3) 6m41 飯塚　寛祐紀(3) 6m35 深井  慎一(3) 6m21 深澤  豊武(2) 6m21 関口  紘樹(2) 6m18 山口　雄介(2) 6m14 南澤  慶(1) 6m13 木暮　俊輝(2) 5m97
ル 中之条 0.7 前橋工 0.6 渋川 0.5 市伊勢崎 1.3 渋川 W3.7 前橋工 1.0 渋川 1.1 中之条 -1.3
ド 三段跳 29日 小池　大貴(3) 14m15 狩野　佑輔(3) 13m37 飯塚　寛祐紀(3) 13m09 多賀谷  司(2) 12m77 堀口　将徳(3) 12m17 堀込  慧(3) 12m17

中之条 -0.6 前橋育英 0.4 前橋工 -2.0 市伊勢崎 -0.6 前橋育英 -1.0 前橋西 -1.2
砲丸投 29日 栗林　瑛一(2) 13m18 唐澤  悠(2) 12m55 阿久澤　奨平(2) 12m02 樋口　雄介(1) 11m81 唐澤　　慶(3) 11m62 篠原　真史(1) 11m44 唐澤　喜光(3) 11m13 有我　優(3) 10m97
(6.000㎏) 前橋育英 渋川 伊勢崎 中之条 中之条 中之条 嬬恋 前橋育英
円盤投 29日 吉野　順也(2) 42m99 阿久澤　奨平(2) 36m37 樋口　雄介(1) 36m21 生須　柾義(2) 30m17 唐澤　　慶(3) 28m03 曽根　隆寛(2) 27m07 布川　拓未(3) 26m61 塩澤  大地(3) 25m60
(1.500㎏) 前橋育英 伊勢崎 中之条 前橋東 中之条 前橋 前橋 渋川
ﾊﾝﾏｰ投 29日 栗林　瑛一(2) 51m40 山本　真吾(3) 49m80 吉野　順也(2) 47m55 小林　賢司(2) 44m77 有我　優(3) 41m50 西村　佳祐(2) 40m65 布川　拓未(3) 38m75 高野  凌佑(3) 38m06
(6.000㎏) 前橋育英 中之条 前橋育英 中之条 前橋育英 前橋工 前橋 渋川
やり投 29日 高橋　輝(2) 59m20 須田 浩太(3) 53m90 吉野  紘司(3) 49m54 関口  紘樹(2) 47m04 小澤　孝樹(3) 45m88 斉藤　拓人(2) 45m88 櫻井  洸太(3) 43m59 小林　尚樹(1) 39m92
(0.800㎏) 前橋育英 前橋商 利根商 渋川 伊勢崎 勢多農林 渋川 前橋育英

総合得点 前橋育英 177.5 中之条 175 前橋 99 渋川 97.5 伊勢崎 44 前橋南 23 前橋工 19 伊勢崎商 12

W=追風参考 NGR=大会新　KHR=県高校新

審判長 水野利夫 記録主任 武藤 顕


