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第51回　群馬県民体育大会秋季大会　陸上競技
決勝一覧表

伊勢崎市陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
市男子中学生 １００ｍ 大野  聖悟 11.14 竹澤    陸 11.29 高橋　優作 11.42 久保塚高志 11.64 青島  雄哉 12.07 根岸　明人 12.11 戸塚　　諒 12.26 横手　　駿 12.29

太田 +0.3 伊勢崎 +0.3 高崎 +0.3 みどり +0.3 前橋 -0.2 桐生 -0.2 藤岡 +0.3 渋川 -0.2 
市男子中学生 １５００ｍ 森下  舜也  4:12.86 福田　　翼  4:13.47 根井　勇哉  4:14.14 荒牧  里駆  4:16.32 西牧　仁貴  4:17.66 星野　元気  4:22.87 森田  瑛介  4:23.46 栗原　泉弥  4:24.78

太田 高崎 渋川 伊勢崎 桐生 沼田 前橋 館林

市男子中学生 走幅跳 矢羽健一郎 6m16 千吉良一輝 6m14 榊原  里弥 5m79 五十嵐亮太 5m69 鹿嶋　奎太 5m62 楯岡　友広 5m61 藤生ｾｽ亘輝 5m56 高草木友哉 5m52
太田 +1.1 伊勢崎 +1.1 富岡 +2.0 館林 +0.9 高崎 -0.1 藤岡 +0.5 桐生 +1.6 みどり +0.6 

市男子29歳以下 ２００ｍ 岩野  康平 22.61 澤田　悠貴 22.66 矢内    寿 22.78 鹿山  瑞樹 22.79 金子　　涼 23.19 羽田野哲史 23.25 清水　祐輝 23.34 堀越　優弥 23.99
みどり +0.4 桐生 +0.2 伊勢崎 +0.2 太田 +0.4 渋川 +0.4 前橋 +0.2 館林 +0.2 藤岡 +0.2 

市男子29歳以下 １５００ｍ 鎌田  晃輔  4:00.90 清水　歓太  4:01.15 斎藤    槙  4:04.25 小松原?介  4:06.87 岩崎  洋太  4:10.80 大塚　　凌  4:11.41 橋本　　隼  4:16.21 清水　涼雅  4:20.23
前橋 高崎 伊勢崎 館林 太田 桐生 藤岡 沼田

市男子29歳以下 走高跳 神沢  貴典 2m00 星野　邦仁 1m85 中島  大輔 1m80 佐藤  日彦 1m80 富澤　竜伎 1m80 木村　貴勇 1m75 別宮  拓実 1m75
伊勢崎 高崎 みどり 太田 桐生 館林 前橋

市男子29歳以下 砲丸投 石崎    暁  15m91 須田　　光  15m27 阿久澤奨平  14m67 本木  一成  13m46 宮入　紳豪  12m54 梅山  陽介  12m02 安藤  貞信  11m86 木村　　悟   9m39
(5.443kg) 太田 桐生 伊勢崎 みどり 高崎 前橋 安中 藤岡

市男子30歳代 １００ｍ 密照　　樹 11.99 木田  光亮 12.64 山岸  正範 12.68 天沼　慎二 13.40 茂木  康志 13.65
高崎 +0.8 伊勢崎 +0.7 前橋 +0.7 桐生 +0.8 太田 +0.8 

市男子30歳代 １５００ｍ 佐藤　丈志  4:21.22 新藤  典之  4:22.17 中村　文彦  4:22.51 大島  英晃  4:44.94 齊藤　恒美  4:47.57 矢島    学  4:48.82
高崎 太田 沼田 前橋 館林 富岡

市男子30歳代 走幅跳 阿佐美守彦 6m27 浦野  洋平 6m27 桜井  華樹 5m42 木暮　　忍 5m21 足立　　晋 5m13 山籐　　暢 5m03 正田  久倫 4m89 坂井　　悟 4m59
伊勢崎 +0.8 安中 +0.6 富岡 +0.3 渋川 +0.0 藤岡 -0.6 高崎 +1.2 太田 +0.3 館林 +1.5 

市男子40歳代 １００ｍ 小林　辰夫 11.67 臼田  真樹 12.65 須田  純一 12.69 中島  伸夫 12.75 岩崎　明生 13.10 太田    徹 13.11 北爪　俊彦 13.34 江原  和郷 13.53
渋川 +0.8 富岡 -0.4 太田 -0.4 前橋 -0.4 館林 +0.8 伊勢崎 -0.4 桐生 +0.8 藤岡 +0.8 

市男子40歳代 １５００ｍ 佐藤  慎也  4:34.37 富田  好孝  4:39.96 大澤　芳明  4:41.52 相馬  正巳  4:45.53 片野  弘之  4:46.07 甲斐　俊輔  4:53.01 今泉　博明  4:53.54 大川　宣晃  4:54.00
太田 伊勢崎 藤岡 富岡 前橋 高崎 渋川 桐生

市男子30･40歳代 砲丸投 高見  達也  12m02 天笠彰三郎  11m37 西川    純  10m68 成田　圭介  10m18 吉澤　雅志   9m97 須藤  孝浩   9m74 飯野  定男   9m23 小井土泰之   8m23
(5.443kg) みどり 太田 安中 高崎 沼田 伊勢崎 富岡 藤岡

市男子50歳以上 １５００ｍ 富岡  紀夫  4:49.48 加藤　隆志  4:52.55 霜下　　猛  4:56.95 関口    亨  4:58.21 岸本  秀雄  5:01.07 諸田　重雄  5:27.60 小林  司朗  5:29.32 赤石  彦三  5:46.15
富岡 高崎 沼田 前橋 太田 渋川 伊勢崎 みどり

市男子50歳以上 砲丸投 倉林　輝生  11m30 境野  常司  10m16 深代    勉   9m43 鹿山  高市   9m22 高田　明彦   8m69 涌井  敏光   8m67 瀧川  仲男   7m42 加藤　利一   7m29
(5.443kg) 高崎 伊勢崎 みどり 太田 藤岡 前橋 安中 渋川

市男子共通 ４×１００ｍ 高崎市 45.07 太田市 46.08 館林市 46.47 前橋市 47.04 桐生市 47.72 藤岡市 48.12 沼田市 56.49
  高橋　優作   大野  聖悟   木村　鴻基   内田  圭人   根岸　明人   清水　大地   小材　力也
  小林　拳斗   鹿山  瑞樹   清水　祐輝   泉    風麻   澤田　悠貴   嶋垣　武留   中條　雄斗
  加藤　隆志   須田  純一   岩崎　明生   中島  伸夫   北爪　俊彦   温井　　剛   富田　豊治
  密生　　樹   正田  久倫   饗庭　大輔   山岸  正範   正田　浩之   平尾　大輔   阿部　亮太

得点 太田 高崎 伊勢崎 前橋 桐生 富岡 みどり 館林
１２６．０点 １１７．０点 １１０．０点 ８１．０点 ６５．０点 ５９．０点 ５８．０点 ５１．０点
トラック審判長：樫崎　龍一 11月10日 10:00 曇り  13.5℃   72％ 南東   0.2m/s
記　録　主　任：中山　　均 11月10日 11:00 曇り  12.5℃   77％ 北     0.0m/s

11月10日 12:00 曇り  14.0℃   83％ 北     0.4m/s
11月10日 13:00 曇り  14.5℃   73％ 北北東 1.2m/s
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伊勢崎市陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
郡男子中学生 １００ｍ 石山　　諒 11.95 田村　瞭治 12.17 根岸　滋人 12.55 矢尻　達也 12.58 木村　　駿 12.66 土屋  涼人 13.26

邑楽 -0.5 甘楽 -0.5 北群馬 -0.5 佐波 -0.5 利根 -0.5 吾妻 -0.5 

郡男子中学生 １５００ｍ 清水　崚太  4:20.44 大塚　　凪  4:40.72 湯本　尚希  4:48.90 荒井　慶介  4:50.65 星名　信幸  4:56.54 青木　大也  4:57.04
吾妻 佐波 利根 邑楽 北群馬 甘楽

郡男子中学生 走幅跳 黒岩　　穰 5m58 金澤　昇汰 5m52 下　　　真 5m18 横尾　　淳 4m57 山後　北斗 4m39
吾妻 +0.6 北群馬 +2.0 甘楽 +1.5 佐波 +0.7 利根 +0.0 

郡男子29歳以下 ２００ｍ 磯井　圭太 22.45 渡邉　涼太 23.23 萩原　健吾 23.48 三澤　大智 23.74
吾妻 +0.9 北群馬 +0.9 利根 +0.9 邑楽 +0.9 

郡男子29歳以下 １５００ｍ 小林　　誠  4:06.52 峯村　　光  4:18.32 照内　裕貴  4:20.76 新嶋　大輝  4:38.48 武藤　　隼  4:40.84
吾妻 佐波 邑楽 甘楽 北群馬

郡男子29歳以下 走高跳 中村　　魁 1m80 武藤　郁弥 1m65
邑楽 北群馬

郡男子29歳以下 砲丸投 山崎　慎也  10m67 五味　正統  10m11 星野　充士   9m10 三浦　和輝   9m08 斉藤　公輔   8m59
(5.443kg) 吾妻 佐波 利根 北群馬 邑楽

郡男子30歳代 １００ｍ 星野　元春 12.65 小山　昌市 12.83 山田　誉勝 13.62 黒岩　慎也 14.22
利根 -0.1 邑楽 -0.1 甘楽 -0.1 吾妻 -0.1 

郡男子30歳代 １５００ｍ 清水　　誠  4:18.85 高橋　卓也  4:40.97 佐藤　潤治  5:00.15
邑楽 利根 吾妻

郡男子30歳代 走幅跳 瀬山　　亮 5m44 林　　康弘 4m17 柳沢　　弘 3m32
邑楽 +0.7 利根 +0.3 吾妻 +0.0 

郡男子40歳代 １００ｍ 斉藤　克己 12.70 星野　一忠 12.73 綿貫　　毅 13.23 高橋　義信 13.68 秋山　健二 14.51
邑楽 -0.4 利根 -0.4 吾妻 -0.4 甘楽 -0.4 佐波 -0.4 

郡男子40歳代 １５００ｍ 原　　邦彦  4:48.22 小林　　修  4:53.17 都丸　真和  4:55.02 亀田　晃一  4:59.80 香山　　哲  5:22.75
利根 吾妻 北群馬 佐波 邑楽

郡男子30･40歳代 砲丸投 小川　智之  10m60 松井　延夫   8m99 渡　　一浩   8m25 小野　和利   7m22
(5.443kg) 北群馬 甘楽 吾妻 利根

郡男子50歳以上 １５００ｍ 唐澤二三男  4:55.79 青木　永次  5:32.62 田中島　務  5:49.87
吾妻 利根 佐波

郡男子50歳以上 砲丸投 金子　健司  10m35 井野口博人   8m70 鈴木　長善   7m78 小林　　稔   7m53
(5.443kg) 吾妻 甘楽 利根 邑楽

郡男子共通 ４×１００ｍ 利根郡 47.64 吾妻郡 50.90
  木村　　駿   黒岩    穰
  萩原　健吾   磯井　圭太
  星野　元春   黒岩　慎也
  星野　一忠   平形  賢一

得点 吾妻 利根 邑楽 北群馬 佐波 甘楽
１３４．０点 １１７．０点 １００．０点 ８０．０点 ６２．０点 ５６．０点
トラック審判長：樫崎　龍一 11月10日 10:00 曇り  13.5℃   72％ 南東   0.2m/s
記　録　主　任：中山　　均 11月10日 11:00 曇り  12.5℃   77％ 北     0.0m/s

11月10日 12:00 曇り  14.0℃   83％ 北     0.4m/s
11月10日 13:00 曇り  14.5℃   73％ 北北東 1.2m/s
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種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
市女子中学生 １００ｍ 中澤　姫花 13.04 奥村　ユリ 13.18 日比  梨恵 13.21 鹿山  鼓文 13.46 戸塚みな美 13.52 丹波真奈美 13.64 齋藤  碧彩 13.71 新井　花歩 13.72

渋川 +1.1 高崎 +1.1 伊勢崎 +0.4 太田 +0.4 前橋 +0.4 桐生 +1.1 みどり +0.4 藤岡 +1.1 
市女子中学生 ８００ｍ 篠崎　玲奈  2:20.78 森尻　美優  2:25.02 山同るみな  2:25.05 関口  美都  2:27.14 青木  未来  2:28.10 髙橋　美優  2:28.31 金子　あみ  2:29.73 石川  結貴  2:32.39

高崎 藤岡 桐生 前橋 太田 館林 渋川 伊勢崎

市女子中学生 走幅跳 白田　春佳 5m16 河合奈央子 4m83 田村  沙恵 4m52 相川  友紀 4m50 都丸  未奈 4m49 小林　奈津 4m41 岩野  真歩 4m31 橋本さくら 4m29
高崎 +0.0 太田 +0.2 富岡 -0.2 伊勢崎 +0.3 前橋 -0.0 渋川 +0.6 みどり +0.2 藤岡 +1.0 

市女子29歳以下 ２００ｍ 岩田　優奈 25.78 蓮沼  凌加 26.51 佐藤  麻優 26.69 片海万優子 26.75 須藤  萌衣 27.16 小黒　紗揶 27.33 木村  珠海 27.95 小宮　羽舞 29.13
高崎 +0.5 伊勢崎 +0.6 前橋 +0.6 太田 +0.6 富岡 +0.6 桐生 +0.5 館林 +0.5 渋川 +0.5 

市女子29歳以下 走高跳 佐藤  真帆 1m60 五十嵐彩可 1m50 若杉  彩加 1m45 田畑　愛奈 1m40 清水　萌々 1m35 同順：浜名    愛 1m35 松島　朱音 1m35 鈴木あかね 1m30
富岡 伊勢崎 太田 高崎 藤岡 前橋 桐生 みどり

市女子29歳以下 砲丸投 平石  風歩  10m97 津金　恵美  10m86 松崎    鈴  10m81 樋口  真奈  10m31 高田  茉希  10m10 下田　麻由   9m73 髙田えりこ   9m42 山本　裕香   8m61
(4.000kg) みどり 館林 太田 前橋 伊勢崎 桐生 高崎 沼田

市女子30歳以上 １００ｍ 石川　　恵 14.21 澤田　マヤ 14.32 鶴谷    泉 14.61 村田　香織 15.80 江積  結花 15.93 矢代　初代 16.64 下山  佐知代 17.64 北爪  悦子 18.90
渋川 +0.0 桐生 -0.2 太田 -0.2 館林 +0.0 高崎 +0.0 沼田 +0.0 藤岡 -0.2 前橋 +0.0 

市女子30歳以上 砲丸投 高橋みゆき   9m75 下田まゆみ   8m78 佐俣由香里   8m24 正田  久美   7m78 松本由香里   6m95 山藤　宏美   6m36 三浦　祐加   5m09 萩原　恵美   3m80
(4.000kg) 伊勢崎 沼田 富岡 太田 桐生 高崎 藤岡 渋川

市女子高校生以上 １５００ｍ 八木沙耶香  4:51.59 鈴木　利衣  4:55.06 小川  夕希  4:57.53 岸    果穂  5:00.26 齊藤  あや  5:02.59 倉澤　　南  5:05.28 佐俣久美子  5:05.90
高崎 館林 伊勢崎 太田 前橋 藤岡 富岡

市女子共通 ４×１００ｍ 太田市 51.84 伊勢崎市 52.22 桐生市 52.68 高崎市 53.01 館林市 54.96 渋川市 56.59 前橋市 56.66 藤岡市 57.53
  鹿山  鼓文   小暮  純寧   丹波真奈美   塩田　美鈴   川島亜沙夏   小菅　真穂   内山  愛玲   岡本　咲紀
  片海万優子   星野  朱里   小黒　紗揶   岩田　優奈   木村  珠海   小宮　羽舞   石原  綾乃   清水　萌々
  半田  水晶   蓮沼  凌加   田中　綾乃   新井日菜乃   石黒　夏菜   深井　杏花   佐藤  麻優   柵木　優花
  鶴谷    泉   福本  洋子   澤田　マヤ   江積　結花   村田　香織   田邊　幸恵   北爪  悦子   下山 佐知代

得点 太田 高崎 伊勢崎 前橋 桐生 館林 富岡 渋川
７７．０点 ７６．０点 ６８．０点 ４９．５点 ４８．０点 ４２．０点 ４０．０点 ３８．０点

郡女子中学生 １００ｍ 三澤　千尋 13.42 中島　叶葉 13.43 下田　優衣 13.85 加藤　　雅 14.24 松井　沙樹 14.56 關　　鈴音 14.71
邑楽 +0.7 北群馬 +0.7 佐波 +0.7 利根 +0.7 甘楽 +0.7 吾妻 +0.7 

郡女子中学生 ８００ｍ 篠原　結衣  2:22.87 榎本　亜希  2:32.72 富田　　笑  2:36.51
吾妻 邑楽 甘楽

郡女子中学生 走幅跳 諸田　実咲 5m23 新井　詩乃 4m42 梅澤　　聖 4m32 大隅　真未 4m32 稲垣さくら 3m60
邑楽 -0.3 吾妻 +0.3 北群馬 +0.6 佐波 +0.9 利根 +0.4 

郡女子29歳以下 ２００ｍ 羽鳥　優花 26.91 竹ノ内野乃花 28.15 寺島　由菜 28.57
佐波 +0.5 邑楽 +0.5 吾妻 +0.5 

郡女子29歳以下 走高跳 関田　優子 1m55 鈴木　美憂 1m50 朽津　美穂 1m50
邑楽 吾妻 佐波

郡女子29歳以下 砲丸投 木暮　佳奈  12m32 細谷　英里   8m36 森田美乃莉   5m72
(4.000kg) 吾妻 利根 北群馬

郡女子30歳以上 １００ｍ 中村比呂美 15.50 鈴木千代子 17.24 小林　理惠 18.34
甘楽 +0.7 利根 +0.7 吾妻 +0.7 

郡女子30歳以上 砲丸投 渡　こずえ   6m59 高橋  理恵子   5m53
(4.000kg) 吾妻 利根

郡女子高校生以上 １５００ｍ 鉢呂　真由  5:02.53 小山  紗稀  5:04.09 小堀  三重  7:08.79
邑楽 吾妻 佐波

郡女子共通 ４×１００ｍ 佐波郡 57.13 吾妻郡 58.82
  下田　優衣   新井　詩乃
  羽鳥　優花   寺島　由菜
  朽津　美穂   玉橋　南実
  小堀  三重   小林　理惠

得点 吾妻 邑楽 佐波 利根 北群馬 甘楽
８７．０点 ５８．０点 ５１．０点 ４０．０点 ２５．０点 ２４．０点
トラック審判長：樫崎　龍一 11月10日 10:00 曇り  13.5℃   72％ 南東   0.2m/s
記　録　主　任：中山　　均 11月10日 11:00 曇り  12.5℃   77％ 北     0.0m/s

11月10日 12:00 曇り  14.0℃   83％ 北     0.4m/s
11月10日 13:00 曇り  14.5℃   73％ 北北東 1.2m/s


