
種　目 記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場　所

100ｍ 10”22 栁　田　大　輝 東農大二 2021.06.24 日本選手権 長　居

200ｍ 20”91 宮　田　英　明 東農大二 1990.05.20 高校総体 伊勢崎

300ｍ 33”25 原　田　真　聡 東農大第二高 2022.07.17 国体予選 前　橋

400ｍ 46”94 森　田　行　雄 前橋育英 2001.10.17 宮城国体 仙　台

800ｍ 1’49”97 星　野　　　有 中 之 条 1983.10.17 群馬国体 前　橋

1500ｍ 3’47”19 横　川　　　巧 中 之 条 2015.09.05 学校対抗 前　橋

3000ｍ 8’08”81 北　村　　　光 樹　　徳 2019.07.06 伊勢崎ナイター 伊勢崎

5000ｍ 13’34”74 石　田　洸　介 東農大二 2020.09.27 東海大種目別競技会 秦　野

10000ｍ 28’37”50 石　田　洸　介 東農大二 2020.10.31 高校駅伝 伊勢崎

5000ｍＷ 21’05”37 神　澤　俊　史 桐　　生 2014.10.21 長崎国体 諌　早

10ｋｍＷ 43’57”　 近　藤　友　紀 大間々 2019.02.17 第30回U20選抜競歩 神　戸

110ｍＨ 14”34 森　田　俊　一 太田市商 2007.08.06 全国高校総体 佐　賀

400ｍＨ 50”36 白　尾　悠　祐 東農大二 2017.06.17 関東高校 千　葉

1500ｍSC 4’14”1 新　井　広　幸 前 橋 工 1982.08.05 全国高校総体 鹿児島

3000ｍSC 8’45”66 塩　尻　和　也 清　　明 2014.07.27 世界ジュニア選手権 ユージーン
金　井　太　陽
渡　邉　雄　宇
三　留　伊　織
栁　田　大　輝
栁　田　聖　人
中　村　大　空
福　島　　　空

原　田　真　聡

走　高　跳 2ｍ13 髙　山　　　豊 中 之 条 2009.05.23 高校総体 前　橋

棒　高　跳 5ｍ51 古　澤　一　生 前橋育英 2020.08.08 高校体育大会 前　橋

走　幅　跳 7ｍ66 菅　井　洋　平 太 田 工 2003.10.27 静岡国体 静　岡

三　段　跳 15ｍ56 今　井　　　睦 前  　橋 1994.08.04 全国高校総体 富　山

5.443kg 17ｍ13 丸　橋　理　人 桐生第一 2004.10.17 関東選抜新人 笠　松

丸　橋　理　人 桐生第一 2005.10.26 岡山国体 岡　山

石  崎      暁 常    磐 2009.10.17 日本ジュニア 小　瀬

1.500kg 54ｍ13 井　上　喜　貴 前橋育英 2002.10.23 高知国体 高　知

1.750kg 47ｍ81 吉　野　順　也 前橋育英 2011.04.29 高校総体地区予選 前　橋

2.000kg 43ｍ58 井　上　喜　貴 前橋育英 2003.10.26 秋季記録会 前　橋

5.443kg 62ｍ88 岡　部　正　彦 桐  　生 1980.10.14 滋賀国体 大　津

6.000kg 60ｍ60 石　井　崇　寛 前橋育英 2009.06.20 関東高校 宇都宮

6.351kg 59ｍ82 堀　口　　　真 前橋育英 2003.08.03 全国高校総体 笠　松

7.260kg 54ｍ04 堀　口　　　真 前橋育英 2003.06.29 群馬県選手権 前　橋

や　り　投 68ｍ32 佐　藤　俊　介 富 　 岡 2013.08.02 全国高校総体 大　分

齋　藤　嘉　彦 富  　岡 1989.9.2-3 全国高校混成

栁　田　聖　人 東農大二 2022.11.12-13 高校強化・混成競技会

石　田　洸　介

永　島　陽　介

小　林　政　澄

伊　井　修　司

内　山　喜　宝

宗　像　直　輝

北　村　勇　貴

110ｍＪＨ 14”14 中　村　奏　斗 西邑楽 2019.07.14 国体予選 前　橋

高　山　重　之 太田市商 1982.9.4-5 全国高校混成

萩　原　正　道 中 之 条 1984.7.14-15 高校混成
五種競技

3383点
(110ｍＨ)

浜　川
11"2･10m40･15"9･1m70･50"3

浜　松
11"28･6m52･10m45･48"51･15"16･43m40･1m93･4'36"34

5834点
砲丸投6.000kg

前　橋
11"04(+1.0)･6m69･11m88･49"64･14"64(+1.6)･45m82･1m70･4'18"26

駅　伝 2ﾟ03’00” 東農大二 2019.12.22 全国高校駅伝

五種競技
3712点

(110ｍJH)

八種競技

5665点
砲丸投5.450kg

岐　阜
11"1･11m01･15"0･1m97･52"0

京　都

徳　島

砲　丸　投
6.000kg 16ｍ13

円　盤　投

ハンマー投

4×400ｍＲ 3’11”95 東農大第二高 2022.08.07 全国高校

群 馬 県 記 録
高 校 男 子

4×100ｍＲ 40”11 東農大二 2019.08.06 全国高校総体 沖　縄


