
21年度平均 11"33

【100m】 県中学記録 22年度平均 11"50

順位 　　氏　　名　 所　　属 記　　録 風 期　日 場　所 競技会名

1 鈴木未知也(3) 豊岡 11''38 -0.3 7/3 敷島 通信

2 鵜生川耀皓(3) 殖蓮 11''45 -0.6 7/3 敷島 通信

3 鈴木  宏明(3)＋ 片岡 11''47 -0.4 3/28 敷島 第28回混成記録会

4 澤田  尚吾(3) 桐生中央 11''49 0.5 7/29 敷島 総体

5 磯井  圭太(3) 東吾妻東 11''50 0.5 7/29 敷島 総体

5 長岡  義樹(3) 新島学園 11''50 0.5 7/29 敷島 総体

7 藤本  真吾(3) 前橋第五 11''52 0.3 7/29 敷島 総体

8 齋藤  郁磨(3)+ 佐野 11''53 -0.4 3/28 敷島 第28回混成記録会

9 室田  拡夢(3) 富士見 11''56 0.3 7/29 敷島 総体

10 飯塚  紀貴(3) 東吾妻東 11''61 1.0 7/29 敷島 総体

21年度平均 23"14

【２００ｍ】 県中学記録 22年度平均 23"43

順位 　　氏　　名　 所　　属 記　　録 風 期　日 場　所 競技会名

1 久新陽一郎(3) 清流 22''67 -1.7 7/30 敷島 総体

2 鵜生川耀皓(3) 殖蓮 23''01 -0.6 7/4 敷島 通信

3 澤田  尚吾(3) 桐生中央 23''43 0.0 7/30 敷島 総体

4 塚本  弘樹(3) 木瀬 23''47 -1.3 7/4 敷島 通信

5 磯井  圭太(3) 東吾妻東 23''52 -0.6 7/4 敷島 通信

6 伊藤  琢真(3) 長野郷 23''55 -0.1 7/30 敷島 総体

7 阿部  一樹(3) 前橋第一 23''60 0.0 7/30 敷島 総体

8 須藤  勇樹(3) 古巻 23''66 -0.6 7/4 敷島 通信

9 飯塚  紀貴(3) 東吾妻東 23''68 0.9 7/30 敷島 総体

10 後藤  飛翔(3) 中央中等 23''73 -0.5 7/30 敷島 総体

21年度平均 51"81

【４００ｍ】 県中学記録 22年度平均 52"59

順位 　　氏　　名　 所　　属 期　日 場　所 競技会名

1 久新陽一郎(3) 清流 7/3 敷島 通信

2 根岸  志典(3) あずま 7/3 敷島 通信

3 松井  良太(3) 高山 7/29 敷島 総体

4 安達耀一郎(3) 伊勢崎第一 7/3 敷島 通信

5 鈴木  祥貴(3) 大胡 7/3 敷島 通信

6 山口    淳(3) あずま 7/29 敷島 総体

7 須藤  勇樹(3) 古巻 9/18 敷島 県新人

8 武藤  勇太(3) 榛名 7/29 敷島 総体

9 須藤  由智(3) 安中第一 6/12 浜川 県中学春季

10 安藤  秀行(3) 殖蓮 7/29 敷島 総体53''41
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21年度平均 2'03"88

【８００ｍ】 県中学記録 22年度平均 2'01"92

順位 　　氏　　名　 所　　属 期　日 場　所 競技会名

1 佐野  正明(3) 箕郷 8/21 布施 全日本中学

2 栗原  勇貴(3) 長野郷 7/4 敷島 通信

3 根岸  志典(3) あずま 9/18 伊勢崎 県新人

4 安達耀一郎(3) 伊勢崎第一 7/4 敷島 通信

5 西方  博夢(3) 新里 7/4 敷島 通信

6 柄澤  拓也(3) 古巻 6/6 敷島 群馬県記録会

7 石川  郁人(3) 笠懸 7/4 敷島 通信

8 山口    淳(3) あずま 6/12 敷島 県中学春季

9 安藤  秀行(3) 殖蓮 7/30 敷島 総体

10 古沢    翔(3) 前橋第一 7/30 敷島 総体

21年度平均 4'11"61

【１５００m】 県中学記録 22年度平均 4'09"68

順位 　　氏　　名　 所　　属 期　日 場　所 競技会名

1 柄澤  拓也(3) 古巻 7/3 敷島 通信

2 小池  悠介(3) 中之条 7/3 敷島 通信

3 関    樹道(3) 古巻 7/3 敷島 通信

4 佐野  正明(3) 箕郷 7/3 敷島 通信

5 池田  卓矢(3) 高南 7/3 敷島 通信

6 新井  翔理(3) 宮郷 7/3 敷島 通信

7 奈良  航佑(3) 富士見 7/3 敷島 通信

8 小板橋俊成(3) 入野 7/29 敷島 総体

9 荒木  優麻(3) 吉岡 6/12 浜川 県中学春季

10 小池  裕太(3) 榛名 7/29 敷島 総体

21年度平均 9'07"91

【３０００ｍ】 県中学記録 22年度平均 9'05"15

順位 　　氏　　名　 所　　属 期　日 場　所 競技会名

1 小池  悠介(3) 中之条 10/24 横浜国際 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

2 柄澤  拓也(3) 古巻 7/4 敷島 通信

3 新井  翔理(3) 宮郷 8/9 千葉 関東中学

4 池田  卓矢(3) 高南 7/4 敷島 通信

5 関    樹道(3) 古巻 7/4 敷島 通信

6 奈良  航佑(3) 富士見 7/30 敷島 総体

7 飯野  汰一(3) 北橘 9/4 敷島 ｼﾞｭﾆｱ予選会

8 清水  歓太(2) 中央中等 10/30 敷島 第29回混成記録会

9 鎌田  晃輔(2) 南橘 10/30 敷島 第29回混成記録会

10 秋間  正輝(1)＋ 赤堀 3/28 敷島 第28回混成記録会

21年度平均 15"48

【１１０ｍYH】 県中学記録 22年度平均 16"01

順位 　　氏　　名　 所　　属 記　　録 風 期　日 場　所 競技会名

1 田代  健人(3) 中尾 14''95 1.7 7/4 敷島 通信

2 市川響太郎(3)＋ 高南 15''10 -0.7 3/28 敷島 第28回混成記録会

3 松原  和哉(3) あずま 15''86 0.3 7/30 敷島 総体

3 金子    聖(3) 生品 15''86 0.4 7/30 敷島 総体

5 太田  智之(3) 前橋第一 15''92 0.3 7/30 敷島 総体

6 清水  拓実(2) 前橋第七 15''96 0.5 10/30 敷島 第29回混成記録会

7 堀内  悠人(3) 川内 16''30 1.7 7/4 敷島 通信

8 加藤  秀樹(3) 前橋第一 16''35 1.7 7/4 敷島 通信

9 上野  晃平(3)＋ 新島学園 16''37 -0.7 3/28 敷島 第28回混成記録会

10 澤田  尚吾(3) 桐生中央 16''73 -1.9 6/12 敷島 県中学春季

10 高津  翔太(2) 小野 16''73 0.4 7/30 敷島 総体
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21年度平均 1m80

【走高跳】 県中学記録 22年度平均 1m75

順位 　　氏　　名　 所　　属 期　日 場　所 競技会名

1 久保田征孝(3) 寺尾 9/4 敷島 ｼﾞｭﾆｱ予選会

2 高橋  欣臣(3) 矢中 7/30 敷島 総体

2 岡田  大樹(3) 富岡西 7/30 敷島 総体

4 栁    雄大(3) 桐生中央 7/3 敷島 通信

4 呉    鴻睿(3) 高松 7/30 敷島 総体

4 石本  凌雅(3) 大胡 9/18 敷島 県新人

7 新井  大介(2) 矢中 3/28 敷島 第28回混成記録会

7 佐藤    崇(3) 前橋東 6/12 敷島 県中学春季

7 須藤  克也(3) 木瀬 7/30 敷島 総体

7 星名  哲弥(3) 吉岡 7/30 敷島 総体

7 市川響太郎(3)＋ 高南 3/28 敷島 第28回混成記録会

7 上野  晃平(3)＋ 新島学園 3/28 敷島 第28回混成記録会

21年度平均 4m21

【棒高跳】 県中学記録 22年度平均 4m32

順位 　　氏　　名　 所　　属 期　日 場　所 競技会名

1 唐澤  拓弥(3) 中之条 8/10 千葉 関東中学

1 唐澤  拓弥(3) 中之条 7/18 吉岡 群馬県室内棒高跳記録会(第15回)

1 田中    成(3) 吉岡 9/19 吉岡 群馬県室内棒高跳記録会(第23回)

1 市川響太郎(3)＋ 高南 2/7 吉岡 群馬県室内棒高跳記録会(第39回)

5 田中    成(3) 吉岡 8/22 布施 全国中学

6 武者　大樹(3)＋ 群馬中央 1/24 吉岡 群馬県室内棒高跳記録会(第37回)

6 南雲　由則(3)＋ 前橋第一 3/30 吉岡 群馬県室内棒高跳記録会(第46回)

8 高木    亮(3) 前橋第一 7/4 敷島 通信

8 石関  崇人(3) 吉岡 10/3 吉岡 群馬県室内棒高跳記録会(第25回)

8 石関  崇人(3) 吉岡 7/4 敷島 通信

11 下  龍之介(3) 前橋第一 8/15 吉岡 群馬県室内棒高跳記録会(第19回)

11 松本  幸生(3) 大胡 10/31 吉岡 群馬県室内棒高跳記録会(第29回)

21年度平均 6m24

【走幅跳】 県中学記録 22年度平均 6m32

順位 　　氏　　名　 所　　属 記　　録 風 期　日 場　所 競技会名

1 水嶋　悠太(3) 相生 6m72 2.0 8/10 千葉 関東中学

2 篠﨑  拓郎(3) 前橋第六 6m52 1.3 7/4 敷島 通信

3 市村  優馬(2) 桐生中央 6m45 -0.2 7/29 敷島 総体

4 清水  拓実(2) 前橋第七 6m41 0.7 9/4 敷島 ｼﾞｭﾆｱ予選会

5 矢沢  竜星(3) 邑楽 6m38 1.9 7/4 敷島 通信

6 森岡裕次郎(3) 旭 6m22 1.7 7/29 敷島 総体

7 三浦  圭介(3) 小野 6m21 0.8 7/4 敷島 通信

8 丸橋  祐希(3) あずま 6m10 1.2 7/4 敷島 通信

9 青木  俊介(3) 新里 6m09 -0.2 7/4 敷島 通信

10 矢沢  竜星(3) 邑楽 6m08 0.0 7/4 敷島 通信
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21年度平均 11m70

【砲丸投】 県中学記録 22年度平均 12m20

順位 　　氏　　名　 所　　属 期　日 場　所 競技会名

1 樋口  雄介(3)＋ 嬬恋東 3/28 敷島 第28回混成記録会

2 笠原  開盛(3) 寺  尾 6/12 浜川 県中学春季

3 山﨑  慎也(2)＋ 嬬恋東 3/28 敷島 第28回混成記録会

4 吉田  浩人(2) 東吾妻東 7/4 敷島 通信

5 梅山  陽介(3) 前橋第六 7/30 敷島 総体

6 田代  健人(3) 中尾 6/12 浜川 県中学春季

7 岡田  宙希(3) 赤堀 6/12 敷島 県中学春季

8 工藤  秀治(2) 邑楽 7/30 敷島 総体

9 宮入  紳豪(3) 中尾 7/4 敷島 通信

10 荻野    徹(3) 粕川 7/30 敷島 総体

21年度平均 2161点

【四種競技】 県中学記録 22年度平均 2062点

順位 　　氏　　名　 所　　属 期　日 場　所 競技会名

1 市川響太郎(3)＋ 高南 3/28 敷島 第28回混成記録会

2 上野  晃平(3)＋ 新島学園 3/28 敷島 第28回混成記録会

3 田代  健人(3) 中尾 10/30 敷島 第29回混成記録会

4 清水　拓実(2) 前橋第七 10/30 敷島 第29回混成記録会

5 山本    仁(3) 休泊 7/3 敷島 通信

6 梅山  貴光(3) 群馬大附属 7/3 敷島 通信

7 小林  直貴(3) 笠懸 7/3 敷島 通信

8 荒木  優介(3) 桂萓 7/3 敷島 通信

9 影森  綾太(2)＋ 赤堀 3/28 敷島 第28回混成記録会

10 太田  智之(2)＋ 前橋第一 3/28 敷島 第28回混成記録会1822点
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県中学記録 43"67(単) 2１年度平均 44"85

【４×１００ｍR】 43"01(複) 22年度平均 45"30

順位 　　氏　　名　 所　　属 記　　録 期　日 場　所 競技会名

1 鈴木未知也(3)佐川オタビオ(2)久新陽一郎(3)髙橋  雄樹(1) 県選抜 44''40 10/24 横浜国際 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

2 新井  達也(3)谷内  健人(3)鈴木  夢人(3)上原  一輝(3) 高松 44''70 8/21 布施 全日本中学

3 森      翼(3)丸橋  祐希(3)櫻井  拓実(3)根岸  志典(3) あずま 44''93 7/3 敷島 通信

4 岡田  雄希(2)佐川オタビオ(2)林    論悟(2)坂爪  亮友(3) 玉村南 44''99 7/30 敷島 総体

5 松原  和哉(3)丸橋  祐希(3)桜井  拓実(3)根岸  志典(3) あずま 45''01 7/30 敷島 総体

6 羽鳥  修平(2)佐川オタビオ(2)林    論悟(2)岡田  雄希(2) 玉村南 45''45 9/18 伊勢崎 県新人

7 樋口  和亨(3)澤田  尚吾(3)栁    雄大(3)平山  優佑(3) 桐生中央 45''48 7/3 敷島 通信

8 橋場  進哉(3)伊藤  琢真(3)栗原  勇貴(3)松本佳一郎(3) 長野郷 45''71 6/12 浜川 県中学春季

8 鈴木  智典(3)谷田  圭祐(3)猪牧  浩輝(3)塚本  弘樹(3) 木瀬 45''71 6/12 敷島 県中学春季

10 林    邑樹(3)長岡  義樹(3)川合  　樹(3)白井  克亨(3) 新島学園 45''73 7/30 敷島 総体
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