
28年度平均 10秒61
男子 100m 県記録 10秒23 29年度平均 10秒57
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 佐川　オタビオ 順大 10秒40 +0.6 8月6日 順大 順大競技会
2 齋藤　郁磨 東学大 10秒43 -0.5 8月19日 熊谷 関東選手権
3 大石　浩貴 群大TF 10秒49 +1.3 5月7日 日大 日大競技会
3 鈴木　宏明 登利平AC 10秒49 +1.8 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
5 高橋　雄樹 大東大 10秒59 +1.8 9月16日 相模原 関東学生新人
5 依田　尚彌 上武大 10秒59 +1.1 7月17日 山梨中銀 国体予選山梨選考会
7 熊田　凌 東京理大 10秒60 0.0 7月15日 正田醤油 国体予選
8 田中　宏季 大東大 10秒63 +1.8 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
9 石川　直人 伊勢崎ク 10秒72 +1.3 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
10 恩田  颯人(2) 農大二高 10秒73 +0.8 10月22日 瑞穂 U18日本選手権

28年度平均 21秒59
男子 200m 県記録 20秒41 29年度平均 21秒45
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 齋藤　郁磨 東学大 20秒77 +2.0 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
2 寺田　優志 登利平AC 21秒09 +2.0 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
3 田中　宏季 大東大 21秒40 +2.0 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
4 佐川　オタビオ 順大 21秒43 +2.0 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
5 石川　直人 伊勢崎ク 21秒54 +2.0 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
6 鈴木　祥貴 城西大 21秒57 +2.0 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
6 青柳　明日翔 東農大 21秒63 +0.7 10月1日 日体大 日体大競技会
8 小渕　瑞樹 東海大 21秒66 -0.4 7月16日 筑波大 六大学対校
9 細井　ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3) 前橋育英高 21秒71 +0.7 5月20日 正田醤油 高校総体
9 清水　僚太(3) 前橋育英高 21秒71 +0.1 9月10日 正田醤油 学校対抗

28年度平均 48秒26
男子 400m 県記録 45秒95 29年度平均 47秒87
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 小渕　瑞樹 東海大 45秒95 県新 6月23日 長居 日本選手権
2 細井　ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3) 前橋育英高 47秒06 10月10日 愛媛 国民体育大会
3 白尾　悠祐(3) 農大二高 47秒35 5月18日 正田醤油 高校総体
3 山﨑　謙吾 ヤマダ電機 47秒40 9月24日 長居 全日本実業団対抗
5 鈴木　夢人 群馬大 48秒10 9月30日 上尾 北関東５大学対校
6 金子　涼 城西大 48秒11 7月30日 上尾 上尾市選手権
7 北爪　啓太 群馬大 48秒52 8月23日 千葉 関東甲信越大学体育大会

8 齋藤　郁磨 東学大 48秒72 6月17日 鴻巣 東京地区国公立大学対校

9 鈴木　祥貴 城西大 48秒75 4月29日 日体大 日体大競技会
10 塚本　義貴 日体大 48秒77 8月5日 日体大 NSSUｵｰﾌﾟﾝ競技会

28年度平均 1分52秒70
男子 800m 県記録 1分48秒95 29年度平均 1分52秒24
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 神戸　航輝 大東大 1分49秒28 7月9日 北見 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ
2 中條　龍 城西大 1分49秒76 10月1日 日体大 日体大競技会
3 登坂　健志 筑波大 1分50秒35 7月16日 筑波大 六大学対校
4 丸山　脩太(3) 前橋育英高 1分51秒09 8月1日 山形 全国高校総体
5 安藤　秀行 明大 1分51秒23 4月8日 慶大 東京六大学対校
6 塩田　哲平 順大 1分52秒88 4月8日 順大 順大競技会
7 大類　康靖(2) 樹徳高 1分53秒65 5月20日 正田醤油 高校総体
8 加藤　慶一郎 大東大 1分54秒25 4月16日 熊谷 岩壁杯対校
9 一場　開成(3) 中之条高 1分54秒97 5月7日 国士大 国士大競技会
9 羽田野　哲史 筑波大 1分54秒97 4月15日 筑波大 筑波大競技会

一般男子



28年度平均 3分50秒73
男子 1500m 県記録 3分41秒6 29年度平均 3分52秒42
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 齋藤　槙 帝京大 3分49秒72 5月6日 法大 法大競技会
2 西川　魁星(2) 市太田高 3分51秒45 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
3 西山　和弥 東洋大 3分51秒59 4月8日 鴻巣 関東私学六大学対校
4 塩川　香弥 上武大 3分51秒98 4月8日 鴻巣 関東私学六大学対校
5 小林　光二 SUBARU 3分52秒84 5月20日 秋田 東日本実業団対抗
6 強矢　涼太 法大 3分53秒02 7月16日 法大 法大対明大定期競技会
7 茂木　洋晃 東農大 3分53秒06 9月8日 福井 日本学生対校
8 蓮沼　直希(3) 健大高崎高 3分53秒24 5月18日 正田醤油 高校総体
9 千明　龍之佑(3) 農大二高 3分53秒48 4月30日 熊谷 ﾁｬﾚﾝｼﾞ・ﾐｰﾄｩinくまがや
10 丸山　脩太(3) 前橋育英高 3分53秒82 6月16日 千葉 関東高校

男子 3000m 県記録 7分54秒0 29年度平均 8分21秒57
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 西山　和弥 東洋大 8分06秒92 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
2 千明　龍之佑(3) 農大二高 8分08秒90 県高新 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
3 栗原  啓吾(3) 農大二高 8分10秒90 県高新 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
4 齋藤　槙 帝京大 8分17秒46 4月8日 世田谷 世田谷競技会
5 北村 光(1) 樹徳高 8分23秒85 10月9日 愛媛 国民体育大会
6 塩川　香弥 上武大 8分24秒04 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
7 小林　淳輝 上武大 8分26秒27 4月8日 鴻巣 関東私学六大学対校
8 寺嶌　渓一(3) 前橋育英高 8分31秒43 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
9 高田　俊太 上武大 8分32秒67 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
10 伊井　修司(1) 農大二高 8分33秒25 9月23日 浜川 高崎長距離記録会

28年度平均 14分03秒56
男子 5000m 県記録 13分33秒14 29年度平均 14分03秒03
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 塩尻　和也 順大 13分33秒14 県新 4月1日 熊本 金栗杯選抜長距離大会
2 阿久津　圭司 SUBARU 13分48秒41 5月6日 宮崎 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑinのべおか
3 西山　和弥 東洋大 13分51秒58 4月23日 日体大 日体大長距離競技会
4 新井　翔理 中央学院大 13分57秒08 4月23日 日体大 日体大長距離競技会
5 千明　龍之佑(3) 農大二高 14分03秒27 8月1日 山形 全国高校総体
6 栗原  啓吾(3) 農大二高 14分05秒45 11月12日 日体大 日体大長距離競技会
7 高橋　光晃 東京国際大 14分15秒24 11月5日 伊勢崎 ﾄﾗｲｱﾙin伊勢崎
8 強矢　涼太 法大 14分17秒65 9月24日 日体大 日体大長距離競技会
9 塩谷　桂大 SUBARU 14分18秒39 7月9日 北見 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ(北見)

10 清水　歓太 早大 14分20秒09 5月6日 法大 法大競技会

28年度平均 29分17秒58
男子 10000m 県記録 27分47秒87 29年度平均 28分51秒84
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 塩尻　和也 順大 27分47秒87 県新 11月25日 法大 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ
2 阿久津　圭司 SUBARU 28分23秒14 11月25日 法大 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ
3 横川　巧 中央学院大 28分29秒12 9月23日 日体大 日体大長距離競技会
4 廣田　雄希 SUBARU 28分36秒03 11月25日 法大 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ
5 西山　和弥 東洋大 28分44秒88 9月8日 福井 日本学生対校
6 牧　良輔 SUBARU 29分10秒87 9月23日 日体大 日体大長距離競技会
7 塩谷　桂大 SUBARU 29分15秒14 9月23日 日体大 日体大長距離競技会
8 小山　司 SUBARU 29分19秒03 4月22日 日体大 日体大長距離競技会
9 清水　歓太 早大 29分24秒33 4月22日 日体大 日体大長距離競技会
10 山﨑　敦史 SUBARU 29分28秒00 10月21日 鴻巣 平国大長距離競技会



28年度平均 14秒98
男子 110mH 県記録 13秒40 29年度平均 14秒58
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 増野　元太 ヤマダ電機 13秒40 0.0  県新 6月24日 長居 日本選手権
2 札塲　大輝 ヤマダ電機 13秒94 +0.5 6月24日 長居 日本選手権
3 熊田　凌 東京理大 14秒14 +1.3 6月25日 上柚木 13大学対校
4 馬上　凌(3) 中央中等高 14秒50 +1.9 6月19日 千葉 関東高校
5 関口  大輝(3) 桐生高 14秒58 +1.9 6月19日 千葉 関東高校
6 上原　誠也 東農大 15秒01 -1.6 5月25日 日産(神奈川) 関東学生対校
7 三輪　凌大(3) 樹徳高 15秒02 +1.2 6月19日 千葉 関東高校
8 中村  奏斗(1) 西邑楽高 15秒04 +1.2 6月19日 千葉 関東高校
8 松尾　祐哉 群馬大 15秒04 +0.2 9月16日 正田醤油 国公立26大学対校
10 田代　健人 東海大 15秒11 -0.2 4月1日 日産(神奈川) 東海大種目別競技会

28年度平均 52秒17
男子 400mH 県記録 48秒58 29年度平均 52秒33
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 白尾  悠祐(3) 農大二高 50秒36 県高新 6月17日 千葉 関東高校
2 上野　晃平 同大 50秒91 5月13日 長居 関西学生対校
3 鈴木　夢人 群馬大 51秒05 7月1日 大井ふ頭 国立四大学対校
4 有阪  朋貴(3) 新島学園 51秒88 7月31日 山形 全国高校総体
5 須藤　健 群馬大 52秒40 5月27日 日産(神奈川) 関東学生対校
6 田村  隆典(3) 農大二高 52秒90 6月17日 千葉 関東高校
7 岩野　康平 群大TF 52秒95 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
8 熊田　凌 東京理大 53秒23 9月17日 鴻巣 関東理工系学生対校
9 内田　圭人(3) 前橋育英高 53秒56 5月20日 正田醤油 高校総体
10 高橋　一心 上武大 54秒05 7月9日 山形 山形県選手権

28年度平均 9分12秒26
男子 3000mSC 県記録 8分31秒89 29年度平均 9分15秒36
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 塩尻　和也 順大 8分34秒80 9月10日 福井 日本学生対校
2 萩原　璃来 中大 8分59秒02 5月26日 日産(神奈川) 関東学生対校
3 福島　有一 国士大 9分05秒99 5月6日 法大 法大競技会
4 宮下　璃久(3) 農大二高 9分13秒33 6月19日 千葉 関東高校
5 鈴木　寛英 上武大 9分19秒55 4月22日 鴻巣 平国大長距離競技会
6 池田　卓矢 日体大 9分20秒22 4月15日 相模原 四大学対校
7 渡辺　大智 上武大 9分28秒22 4月22日 鴻巣 平国大長距離競技会
8 鵜之沢　敦志 横国大 9分29秒93 9月16日 正田醤油 国公立26大学対校
9 柿沼　祐亮(3) 樹徳 9分30秒72 9月10日 正田醤油 学校対抗
10 三浦  瞭太郎(3) 農大二 9分31秒81 6月18日 千葉 関東高校

28年度平均 23分29秒56
男子 5000mW 県記録 20分45秒59 29年度平均 22分44秒43
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 武井　大樹 城西大 22分00秒63 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
2 神澤　俊史 日大 22分06秒95 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
3 近藤  友紀(2) 大間々高 22分07秒13 10月21日 駒澤 関東高校選抜
4 石川  太一(3) 太田高 22分18秒88 5月18日 正田醤油 高校総体
5 田村　友希 群馬大 22分55秒53 7月1日 大井ふ頭 国立四大学対校
6 小林　建一 たちばなRC 22分57秒31 4月2日 桐生 群大競技会
7 永井  大生(3) 渋川高 23分06秒22 6月18日 千葉 関東高校
8 松坂　胆宥(3) 農大二高 23分12秒59 7月15日 正田醤油 国体予選
9 吉田  風太(3) 高崎工高 23分15秒83 5月18日 正田醤油 高校総体
10 栗田　悠飛(2) 渋川高 23分23秒18 9月23日 正田醤油 高校新人

28年度平均 43分16秒06
男子 10000mW 県記録 41分41秒70 29年度平均 47分04秒10
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 武井　大樹 城西大 45分43秒63 5月6日 国士大 国士大競技会
2 田村　友希 群馬大 47分18秒55 9月16日 正田醤油 国公立26大学対校
3 石川  太一(3) 太田高 48分10秒11 7月8日 東学大 東学大ﾅｲﾀｰ競技会



28年度平均 41秒18
男子 4×100mR 県記録 40秒04 29年度平均 41秒13
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 群馬選抜 40秒04 10月9日 愛媛 国民体育大会
2 農大二高 40秒80 6月16日 千葉 関東高校
3 大東大 41秒02 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
4 上武大 41秒07 5月26日 日産(神奈川) 関東学生対校
5 上武大 41秒20 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
5 群馬大 41秒20 9月15日 正田醤油 国公立26大学対校
7 農大二高 41秒23 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
8 群大TF 41秒48 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
9 上武大 41秒63 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
10 農大二高 41秒66 5月19日 正田醤油 高校総体

28年度平均 3分15秒20
男子 4×400mR 県記録 3分12秒42 29年度平均 3分14秒39
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 農大二高 3分12秒72 8月2日 山形 全国高校総体
2 農大二高 3分13秒17 6月19日 千葉 関東高校
3 前橋育英高 3分13秒92 8月1日 山形 全国高校総体
4 群馬大 3分13秒95 7月1日 大井ふ頭 国立四大学対校
5 農大二高 3分13秒97 8月1日 山形 全国高校総体
6 群馬大 3分14秒45 9月17日 正田醤油 国公立26大学対校
6 群馬大 3分15秒31 9月30日 上尾 北関東五大学対校
8 前橋育英高 3分15秒36 6月19日 千葉 関東高校
9 群馬大 3分15秒54 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
10 東学大 3分15秒54 7月2日 正田醤油 群馬県選手権

28年度平均 8分19秒49
男子 4×800mR 県記録 7分42秒88 29年度平均 8分09秒17
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 中之条高 7分56秒84 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
2 農大二高 7分58秒90 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
3 前橋育英高 8分02秒92 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
4 桐生南高 8分04秒36 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
5 高崎高 8分07秒82 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
6 渋川高 8分09秒00 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
7 太田東高 8分11秒00 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
8 桐生高 8分13秒29 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
9 前橋育英高B 8分22秒42 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
10 健大高崎高 8分25秒19 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ

氏名
飯塚那智(3) 山﨑涼人(3) 一場開成(3) 島村広大(3)

飯田澪(3) 堀越圭悟(3) 石崎尚哉(3) 三坂凱(3)

須藤健 澤田悠貴 北爪啓太 鈴木夢人

北爪啓太 丸橋祐希 澤田悠貴 鈴木夢人
北爪啓太 丸橋祐希　須藤健 鈴木夢人

白尾悠祐(3) 田村隆典(3) 久保塚高志(3) 田村健(3)

田村健(3) 久保塚高志(3) 田村隆典(3) 白尾悠祐(3)

須藤健 北爪啓太 中村亮太 鈴木夢人
狩野遼太郎 齋藤郁磨 竹澤陸 荒井友太

清水僚太(3) 菊池悠仁(2) 渡邉彰太(1) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3)

田村健(3) 田村隆典(3) 久保塚高志(3) 白尾悠祐(3)

氏名
鈴木 宏明 齋藤郁磨 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3) 鈴木宥翔(1)

桒原瑞季(3) 曽田伊吹(2) 横堀凌也(3) 守谷陸(3)

新井大貴(2) 新井颯人(1) 新井健将(1) 新井遼平(3)

新井今生人(1) 赤石佳斗(2) 玉井綾(2) 大塚凪(2)

岡田拓巳(2) 根岸賢(1) 関雄翔(1) 松本光太郎(3)

寺嶌渓一(3) 森田瑛介(3) 江口歩夢(1) 丸山脩太(3)

福島一夏(3) 村岡蒼馬(2) 北村悠(3) 三宅悠生(3)

西巻仁貴(3) 藤本巧(2) 戸塚有輝(3) 植西柳太(2)

高橋壱成(2) 渋谷唯人(3) 牧涼介(1) 渡邉竣介(1)

菊池悠仁(2) 清水僚太(3) 内田圭人(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3)

藤田大輔(1) 内藤宇樹(2) 久保塚高志(3) 恩田颯人(2)

丸橋祐希 北爪啓太 鈴木夢人 澤田悠貴
岩田稜平 稲葉修平 豊島泰生 石川綜師

恩田颯人(2) 戸塚諒(2) 久保塚高志(3) 内藤宇樹(2)

加部伶 豊島泰生 稲葉修平 依田尚彌
橋本章吾 大石浩貴 岩野康平 小倉篤人

加部伶 依田尚彌 稲葉修平 石川綜師
清水祐輝 田中宏季 古屋佳之 高橋雄樹

内藤宇樹(2) 戸塚諒(2) 久保塚高志(3) 恩田颯人(2)

氏名



28年度平均 2m01
男子 走高跳 県記録 2m27 29年度平均 2m04
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 髙山　豊 しきしま倶楽部 2m21 7月15日 正田醤油 国体予選
2 久保田　征孝 上武大 2m13 4月22日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
3 丸山　智也 富岡市陸協 2m05 8月20日 熊谷 関東選手権
3 渡辺　健太 上武大 2m05 7月15日 正田醤油 国体予選
5 佐藤　日彦 群馬大 2m01 9月30日 上尾 北関東５大学対校
6 大平  海史(1) 高崎高 2m00 9月23日 正田醤油 高校新人
6 根岸　佑弥 育英クラブ 2m00 4月15日 桐生 春季記録会
6 林　和樹 関東学園大 2m00 6月4日 正田醤油 群馬県記録会
6 中村　魁 芝浦工大 2m00 10月1日 日体大 日体大競技会
6 石橋　実学 新潟大 2m00 7月2日 とうほう(福島) 北日本学生対校
6 舘野　文裕 上武大 2m00 4月15日 桐生 春季記録会

28年度平均 4m90
男子 棒高跳 県記録 5m40 29年度平均 4m92
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 田中　充 群大TF荒牧 5m10 4月2日 越谷 藤間杯棒高跳記録会
1 唐澤　拓弥 鹿屋体大 5m10 5月13日 長崎 九州学生対校
3 古澤　一生(3) 新町中 5m05 日本中学新 2月3日 大阪 U20日本室内
4 髙橋　友輝 ベルジャパンAC 5m00 4月16日 正田醤油 春季記録会
4 上原　響 関東学園大 5m00 9月8日 福井 日本学生対校
4 田中　成 日体大 5m00 4月15日 相模原 四大学対校
7 三輪　凌大(3) 樹徳高 4m90 7月30日 山形 全国高校総体
8 小池　祐馬 ベルジャパンAC 4m80 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
8 田中　亘 ベルジャパンAC 4m80 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
8 髙橋　奎太(3) 樹徳高 4m80 7月30日 山形 全国高校総体
8 石川　翔太 国武大 4m80 4月29日 国武大 国武大競技会
8 石関　崇人 国士大 4m80 8月26日 上柚木 はちおうじT&Fトライアル

28年度平均 7m38
男子 走幅跳 県記録 8m18 29年度平均 7m42
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 川島　鶴槙 順大 7m92 +1.7 9月9日 福井 日本学生対校
2 菅井　洋平 ミズノ 7m65 +1.0 6月24日 長居 日本選手権
3 齋藤　郁磨 東学大 7m60 +0.1 6月17日 鴻巣 東京地区国公立大学対校

4 水嶋　悠太 東学大 7m49 +0.5 5月26日 日産(神奈川) 関東学生対校
5 津藤  広夢(2) 農大二高 7m44 -0.1 10月22日 瑞穂 U18日本選手権
6 千吉良　一輝 日体大 7m37 -0.4 9月30日 日体大 日体大競技会
7 萩原　拓也 法大 7m23 +1.5 7月16日 法大 法大対明大定期競技会
8 別宮　拓実 同志社大 7m22 +0.5 7月2日 正田醤油 群馬県選選手権
9 谷　洋武 伊勢崎ク 7m21 +0.5 7月2日 正田醤油 群馬県選選手権
10 高瀬　光(2) 太田東高 7m11 +1.5 9月3日 正田醤油 夏季強化

28年度平均 14m78
男子 三段跳 県記録 16m49 29年度平均 14m75
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 川島　鶴槙 順大 15m81 -1.4 5月28日 日産(神奈川) 関東学生対校
2 外所　晴貴(2) 前橋育英高 15m17 -0.2 9月24日 正田醤油 高校新人
3 丸橋　祐希 群馬大 15m11 -1.4 5月26日 日産(神奈川) 関東学生対校
4 藤生　ｾｽ亘輝(3) 共愛学園高 14m90 0.0 5月21日 正田醤油 高校総体
5 宿村　勇希 平国大 14m65 -1.2 5月26日 日産(神奈川) 関東学生対校
6 星野　諒馬(3) 伊勢崎商高 14m47 0.0 5月21日 正田醤油 高校総体
6 武田　七世 国士大 14m47 +1,7 8月5日 日体大 NSSUｵｰﾌﾟﾝ競技会
8 外村　直之(2) 高経大附高 14m34 +0.5 10月21日 駒澤 関東高校選抜
9 小板橋　遼太 新潟大 14m29 -0.5 7月2日 とうほう(福島) 北日本学生対校
10 矢羽　健一郎 法大 14m28 +1.6 7月2日 正田醤油 群馬県選手権



28年度平均 12m88
男子 砲丸投(7.260kg) 県記録 18m78 29年度平均 13m14
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 畑瀬　聡 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 18m52 7月22日 平塚 実業団・学生対抗
2 田代　寛治 順大 13m62 10月28日 順大 順大競技会
3 須田　光 群大TF荒牧 13m51 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
4 大久保　太智 国武大 13m42 8月6日 順大 順大競技会
5 岩井　幸暉 上武大 13m33 5月25日 日産(神奈川) 関東学生対校
6 宮入　紳豪 東学大 12m42 6月17日 鴻巣 東京地区国公立大学対校

7 野中　優哉(3) 桐生一高 12m34 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
8 廣田  大輔(3) 前橋南高 11m69 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
9 塚本　義貴 日体大 11m30 8月5日 日体大 NSSUｵｰﾌﾟﾝ競技会
10 関  優作(2) 中之条高 11m27 7月2日 正田醤油 群馬県選手権

28年度平均 42m20
男子 円盤投(2.000kg) 県記録 60m74 29年度平均 42m43
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 堤　雄司 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 60m74 日本新・県新 9月23日 長居 全日本実業団対抗
2 篠﨑　拓郎 順大 47m47 5月6日 順大 順大競技会
3 宮入　紳豪 東学大 46m28 7月2日 日大 日大競技会
4 品田　功稀 芝浦工大 40m18 6月17日 日体大 日体大競技会
5 須田　光 群大TF荒牧 40m03 4月8日 桐生 投擲チャレンジ
6 篠﨑　亮介(3) 前橋育英高 38m89 8月18日 熊谷 関東選手権
7 本木　一成 関東学園大 38m31 5月3日 熊谷 熊谷市春季記録会
8 小鹿　佑太 関東学園大 38m14 6月7日 正田醤油 群馬県記録会
9 片野　和斗 関東学園大 37m55 9月3日 正田醤油 夏季強化
10 別宮　拓実 同大 36m67 5月12日 長居 関西学生対校

28年度平均 46m83
男子 ハンマー投(7.260kg) 県記録 72m43 29年度平均 53m61
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 柏村　亮太 ヤマダ電機 71m36 6月23日 長居 日本選手権
2 保坂　雄志郎 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 67m25 6月23日 長居 日本選手権
3 梅山　陽介 順大 59m81 5月27日 日産(神奈川) 関東学生対校
4 栄野比　ホセ 上武大 55m22 6月3日 山梨中銀 山梨県選手権
5 石島　和弥 上武大 52m29 7月16日 正田醤油 国体予選
6 青栁　亮太 国武大 51m28 10月1日 国武大 国武大選手権
7 宮﨑　柊 上武大 46m06 7月16日 正田醤油 国体予選
8 岡本　龍弥(3) 勢多農林高 45m60 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
9 寺内  健(3) 桐生高 43m77 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
10 茶園　彬 群大TF 43m45 5月7日 日大 日大競技会

28年度平均 60m82
男子 やり投 県記録 74m92 29年度平均 61m58
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 森田　祥天 順大 70m59 8月6日 順大 順大競技会
2 佐藤　俊介 順大 66m57 8月6日 順大 順大競技会
3 高橋  輝 育英クラブ 65m53 8月18日 熊谷 関東選手権
4 高橋  拓光(2) 高崎工高 63m63 9月23日 正田醤油 高校新人
5 関  優作(2) 中之条高 60m20 9月23日 正田醤油 高校新人
6 馬場　竜矢 上武大 58m83 7月15日 正田醤油 国体予選
7 佐藤  竜介(2) 太田高 58m61 5月20日 正田醤油 高校総体
8 塚田　晃魁 平国大 58m54 5月27日 日産(神奈川) 関東学生対校
9 田中　大智 上武大 57m22 9月3日 正田醤油 夏季強化
10 吉田　圭佑(3) 前橋育英高 56m12 5月20日 正田醤油 高校総体



28年度平均 5823点
男子 十種競技 県記録 7916点 29年度平均 5904点
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 別宮　拓実 同大 6924点 5月11日 長居 関西学生対校
2 塚本　義貴 日体大 6814点 8月6日 日体大 NSSUｵｰﾌﾟﾝ競技会
3 清水　陽春 日体大 6742点 5月26日 日産(神奈川) 関東学生対校
4 鈴木　祥貴 城西大 6389点 4月30日 日体大 日体大競技会
5 川端　一輝 慶大 6355点 8月18日 熊谷 関東選手権
6 白石　亮 国士大 5956点 10月1日 国士大 国士大競技会
7 五十嵐　隆皓 京大 5617点 8月5日 中京大 中京大土曜競技会
8 山田　駿也 東海大 5225点 8月18日 熊谷 関東選手権
9 角田　龍一(2) 市前橋高 4768点 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
10 鈴木　輝彦 東北大 4252点 9月16日 正田醤油 国公立26大学対校

28年度平均 1時間01分20秒
男子 20km 県記録 59分20秒 29年度平均 1時間01分51秒
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 戸部　凌佑 拓殖大 59分48秒 10月14日 立川 東京箱根間往復大学駅伝予選会

2 大森　樹 上武大 1時間00分54秒 10月14日 立川 東京箱根間往復大学駅伝予選会

2 下田　季矢 武蔵野学院大 1時間01分34秒 10月14日 立川 東京箱根間往復大学駅伝予選会

4 関　稜汰 上武大 1時間01分41秒 10月14日 立川 東京箱根間往復大学駅伝予選会

5 小林　聖 順大 1時間01分48秒 10月15日 東京 高島平・日刊ｽﾎﾟｰﾂﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

6 石井　僚 上武大 1時間01分49秒 10月14日 立川 東京箱根間往復大学駅伝予選会

7 小林　誠 帝京大 1時間01分59秒 10月15日 東京 高島平・日刊ｽﾎﾟｰﾂﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

8 清水　崚汰 拓殖大 1時間02分04秒 10月14日 立川 東京箱根間往復大学駅伝予選会

9 北脇　庄之佑 上武大 1時間02分46秒 10月14日 立川 東京箱根間往復大学駅伝予選会

10 茂木　洋晃 東農大 1時間03分31秒 10月14日 立川 東京箱根間往復大学駅伝予選会

28年度平均 1時間05分59秒
男子 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 県記録 1時間02分35秒 29年度平均 1時間05分23秒
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 清水　歓太 早大 1時間04分16秒 11月19日 上尾 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
2 塩尻　和也 順大 1時間04分24秒 7月23日 士別 ｻﾌｫｰｸﾗﾝﾄﾞ士別ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
3 吉田　憲正 SUBARU 1時間04分37秒 5月14日 宮城 仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
4 齋藤　槙 帝京大 1時間04分42秒 11月19日 上尾 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
5 滑　和也 SUBARU 1時間04分52秒 5月14日 宮城 仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
6 久保田　直生 上武大 1時間05分20秒 11月19日 上尾 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
7 野口　颯希 拓殖大 1時間05分28秒 11月19日 上尾 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
8 中　泰斗 上武大 1時間05分32秒 11月19日 上尾 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
9 茂原　大悟 國學院大 1時間05分39秒 11月19日 上尾 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
10 城田　航 中央学院大 1時間05分40秒 11月19日 上尾 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ


