
28年度平均 10秒87
男子 100m 県高校記録 10秒27 29年度平均 10秒93
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 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
2 師田　誠也(2) 樹徳高 10秒80 +1.5 9月23日 正田醤油 高校新人
3 清水　僚太(3) 前橋育英高 10秒83 +0.3 10月14日 正田醤油 高校強化
4 近江　清能(1) 太田東高 10秒93 +1.9 6月19日 千葉 関東高校
5 久保塚  高志(3) 農大二高 10秒94 -0.5 5月19日 正田醤油 高校総体
6 寺崎　一輝(3) 樹徳高 10秒95 +0.9 9月9日 正田醤油 学校対抗
7 齊藤  陽斗(2) 前橋工高 10秒96 +1.5 9月23日 正田醤油 高校新人
8 戸塚  諒(2) 農大二高 10秒97 -0.5 5月19日 正田醤油 高校総体
9 鈴木　宥翔(1) 共愛学園高 11秒06 +1.0 7月16日 正田醤油 国体予選
10 内藤  宇樹(2) 農大二高 11秒08 +1.5 9月23日 正田醤油 高校新人

28年度平均 21秒97
男子 200m 県高校記録 20秒91 29年度平均 22秒02
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 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
1 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
3 久保塚  高志(3) 農大二高 21秒72 +0.1 9月10日 正田醤油 学校対抗
4 恩田  颯人(2) 農大二高 21秒85 +2.0 9月24日 正田醤油 高校新人
5 内藤  宇樹(2) 農大二高 22秒01 +0.7 5月20日 正田醤油 高校総体
6 佐藤　聖也(3) 高経大附高 22秒04 +0.7 5月20日 正田醤油 高校総体
7 師田　誠也(2) 樹徳高 22秒12 +2.0 9月24日 正田醤油 高校新人
8 長澤　知憲(3) 桐生南高 22秒20 +0.7 5月20日 正田醤油 高校総体
9 上村  赳之(3) 高崎高 22秒21 -0.9 4月29日 伊勢崎 高校総体地区予選会
10 石川  裕斗(2) 桐生高 22秒30 +2.0 9月24日 正田醤油 高校新人
10 近江 清能(1) 太田東高 22秒30 +1.8 5月20日 正田醤油 高校総体

28年度平均 48秒77
男子 400m 県高校記録 46秒94 29年度平均 49秒05
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 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
2 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 佐藤　聖也(3) 高経大附高 48秒81 7月16日 正田醤油 国体予選
4 田村  健(3) 農大二高 48秒98 6月16日 千葉 関東高校
5 清水　僚太(3) 前橋育英高 49秒42 7月16日 正田醤油 国体予選
6 曽田  伊吹(2) 桐生高 49秒50 9月23日 正田醤油 高校新人
7 飯塚　育(2) 渋川高 49秒63 10月15日 正田醤油 高校強化
8 田代  大智(2) 西邑楽高 49秒88 4月29日 桐生 高校総体地区予選会
9 武藤　崇(2) 農大二高 49秒89 10月14日 正田醤油 高校強化
10 青島　雄哉(3) 勢多農林高 49秒93 5月18日 正田醤油 高校総体

28年度平均 1分55秒29
男子 800m 県高校記録 1分49秒97 29年度平均 1分54秒83
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 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
2 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
3 一場　開成(3) 中之条高 1分54秒97 5月7日 国士大 国士舘大競技会
4 山﨑  涼人(3) 中之条高 1分55秒21 5月7日 国士大 国士舘大競技会
5 堀越　圭悟(3) 太田東高 1分55秒24 4月15日 桐生 春季記録会
6 大塚　凪(2) 健大高崎高 1分55秒49 5月21日 正田醤油 高校総体
7 曽田  伊吹(2) 桐生高 1分55秒57 4月15日 桐生 春季記録会
8 荒牧　里駆(3) 桐生工高 1分55秒64 5月21日 正田醤油 高校総体
9 三宅  悠生(3) 桐生南高 1分55秒68 5月20日 正田醤油 高校総体
10 生方  利樹(3) 明和県央高 1分55秒75 5月20日 正田醤油 高校総体

高校男子



28年度平均 3分54秒10
男子 1500m 県高校記録 3分47秒19 29年度平均 3分55秒08
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 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
2 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
3 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
4 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
5 腰塚　遥人(3) 桐生工高 3分54秒87 5月18日 正田醤油 高校総体
6 大類　康靖(2) 樹徳高 3分55秒86 5月18日 正田醤油 高校総体
7 北村 光(1) 樹徳高 3分56秒27 5月18日 正田醤油 高校総体
8 島村  広大(3) 中之条高 3分56秒68 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
9 森田　瑛介(3) 前橋育英高 3分57秒45 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
10 寺嶌　渓一(3) 前橋育英高 3分57秒69 9月9日 正田醤油 学校対抗

28年度平均 14分27秒74
男子 5000m 県高校記録 13分54秒16 29年度平均 14分26秒54
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 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
2 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
3 大澤　佑介(2) 樹徳高 14分22秒32 9月30日 世田谷 世田谷競技会
4 伊井　修司(1) 農大二高 14分29秒30 11月12日 日体大 日体大長距離競技会
5 新井　大貴(2) 前橋育英高 14分29秒37 9月30日 順大 順大記録会
6 寺嶌　渓一(3) 前橋育英高 14分32秒56 12月2日 順大 順大長距離競技会
7 森田　瑛介(3) 前橋育英高 14分32秒90 12月2日 順大 順大長距離競技会
8 島﨑　慎愛(3) 藤岡中央高 14分33秒19 9月30日 世田谷 世田谷競技会
9 新井　颯人(1) 前橋育英高 14分37秒77 12月2日 順大 順大長距離競技会
10 宮下　璃久(3) 農大二高 14分39秒30 12月3日 日体大 日体大長距離競技会

28年度平均 15秒26
男子 110mH 県高校記録 14秒34 29年度平均 15秒18
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 馬上　凌(3) 中央中等高 14秒50 +1.9 6月19日 千葉 関東高校
2 関口  大輝(3) 桐生高 14秒58 +1.9 6月19日 千葉 関東高校
3 三輪　凌大(3) 樹徳高 15秒02 +1.2 6月19日 千葉 関東高校
4 中村  奏斗(1) 西邑楽高 15秒04 +1.2 6月19日 千葉 関東高校
5 東  唯斗(2) 農大二高 15秒23 +2.0 10月22日 駒澤 関東高校選抜
6 大橋　涼真(2) 前橋育英高 15秒26 +1.6 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
7 角田　龍一(2) 市前橋高 15秒48 -0.1 9月23日 正田醤油 高校新人
8 小板橋  良太(3) 農大二高 15秒51 +2.0 5月21日 正田醤油 高校総体
9 三阪　頼毅(2) 明和県央高 15秒58 +0.8 4月16日 正田醤油 春季記録会
10 有阪  朋貴(3) 新島学園高 15秒62 +1.9 11月12日 正田醤油 高校強化混成

28年度平均 53秒93
男子 400mH 県高校記録 50秒36 29年度平均 54秒11
順位 氏名 所属 記録 風 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 有阪  朋貴(3) 新島学園 51秒88 7月31日 山形 全国高校総体
3 田村  隆典(3) 農大二高 52秒90 6月17日 千葉 関東高校
4 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
5 新井  汰征(2) 新田暁高 54秒37 9月24日 正田醤油 高校新人
6 小島  海空人(2) 高崎商高 54秒63 5月20日 正田醤油 高校総体
7 松波  俊哉(3) 桐生南高 54秒88 5月19日 正田醤油 高校総体
8 町田　春樹(2) 中央中等高 55秒42 9月24日 正田醤油 高校新人
9 澤入  敏生(2) 高崎工高 56秒26 10月15日 正田醤油 高校強化
10 笠原  猛(1) 桐生高 56秒80 9月10日 正田醤油 学校対抗



28年度平均 9分25秒57
男子 3000mSC 県高校記録 8分45秒66 29年度平均 9分31秒52
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 宮下　璃久(3) 農大二高 9分13秒33 6月19日 千葉 関東高校
2 柿沼　祐亮(3) 樹徳高 9分30秒72 9月10日 正田醤油 学校対抗
3 三浦  瞭太郎(3) 農大二高 9分31秒81 6月18日 千葉 関東高校
4 新井　颯人(1) 前橋育英高 9分32秒54 9月10日 正田醤油 学校対抗
5 後閑　将太(2) 健大高崎高 9分32秒96 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
6 堀口　賢志(3) 前橋育英高 9分33秒17 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
7 木榑  杏祐(3) 沼田高 9分34秒16 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
8 新井　遼平(3) 前橋育英高 9分34秒51 5月21日 正田醤油 高校総体
9 高野　桂他(3) 太田東高 9分35秒36 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
10 川島　仁(2) 太田工高 9分36秒59 5月21日 正田醤油 高校総体

28年度平均 24分44秒61
男子 5000mW 県高校記録 21分05秒37 29年度平均 23分32秒87
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 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
2 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
3 永井  大生(3) 渋川高 23分06秒22 6月18日 千葉 関東高校
4 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
5 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
6 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
7 金井　栄樹(2) 勢多農林高 23分38秒09 9月9日 正田醤油 学校対抗
8 原名  拓海(2) 太田高 24分25秒64 10月21日 駒澤 関東高校選抜
9 萩原  魁斗(3) 万場高 24分53秒68 4月29日 伊勢崎 高校総体地区予選会
10 佐々木　竜海(3) 勢多農林高 25分07秒50 4月30日 正田醤油 高校総体地区予選会

28年度平均 41秒52
男子 4×100mR 県高校記録 40秒74 29年度平均 41秒97
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 農大二高 40秒80 6月16日 千葉 関東高校
2 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
3 農大二高 41秒66 5月19日 正田醤油 高校総体
4 前橋育英高 41秒68 9月9日 正田醤油 学校対抗
5 農大二高 42秒08 9月23日 正田醤油 高校新人
6 桐生高 42秒35 5月19日 正田醤油 高校総体
7 農大二高 42秒42 8月18日 熊谷 関東選手権
8 桐生高 42秒45 6月16日 千葉 関東高校
9 伊勢崎商高 42秒49 5月19日 正田醤油 高校総体
10 樹徳高 42秒53 9月9日 正田醤油 学校対抗

28年度平均 3分16秒23
男子 4×400mR 県高校記録 3分12秒42 29年度平均 3分15秒87
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 農大二高 3分13秒97 8月1日 山形 全国高校総体
5 前橋育英高 3分15秒16 9月10日 正田醤油 学校対抗
6 農大二高 3分16秒20 5月21日 正田醤油 高校総体
7 前橋育英高 3分16秒85 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
8 桐生高 3分18秒22 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
9 桐生高 3分19秒03 5月21日 正田醤油 高校総体
10 桐生南高 3分19秒46 5月21日 正田醤油 高校総体

氏名

恩田颯人(2) 戸塚諒(2) 久保塚高志(3) 内藤宇樹(2)

茂木依吹(2) 石川裕斗(2) 木村敦也(3) 関口大輝(3)

恩田 颯人(2) 戸塚諒(2) 内藤 宇樹(2) 津藤 広夢(2)

青木理人(3) 小川智也(1) 星野諒馬(3) 小林大起(3)

清水来希(3) 清水僚太(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3) 関口優太郎(3)

髙橋奎太(3) 師田誠也(2) 三輪凌大(3) 寺崎一輝(3)

内藤宇樹(2) 戸塚諒(2) 久保塚高志(3) 恩田颯人(2)

藤田大輔(1) 内藤宇樹(2) 久保塚高志(3) 恩田颯人(2)

金井 太陽(1) 恩田 颯人(2) 内藤 宇樹(2) 津藤 広夢(2)

茂木依吹(2) 藤澤諒(1) 木村敦也(3) 関口大輝(3)

田村健(3) 久保塚高志(3) 田村隆典(3) 白尾悠祐(3)

村岡蒼馬(2) 松波俊哉(3 )福島一夏(3) 長澤知憲(3)

清水僚太(3) 渡邉彰太(1) 菊池悠仁(2) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3)

白尾悠祐(3) 田村隆典(3) 久保塚高志(3) 田村健(3)

清水僚太(3) 菊池悠仁(2) 渡邉彰太(1) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3)

金子開星(3) 曽田伊吹(2) 木村敦也(3) 関口大輝(3)

石坂風芽(3) 田村健(3) 三堀大翔(1) 白尾悠祐(3)

菊池悠仁(2) 清水僚太(3) 内田圭人(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(3)

金子開星(3) 曽田伊吹(2) 星野佑太(3) 関口大輝(3)

田村健(3) 田村隆典(3) 久保塚高志(3) 白尾悠祐(3)



28年度平均 1m90
男子 走高跳 県高校記録 2m13 29年度平均 1m90
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 大平  海史(1) 高崎高 2m00 9月23日 正田醤油 高校新人
2 持田　優太(1) 前橋南高 1m98 5月20日 正田醤油 高校総体
3 竹内　優斗(2) 明和県央高 1m95 5月20日 正田醤油 高校総体
3 三阪　頼毅(2) 明和県央高 1m95 5月20日 正田醤油 高校総体
5 進藤  龍之介(3) 桐生一高 1m90 5月20日 正田醤油 高校総体
5 北村　晃汰(2) 桐生一高 1m90 9月23日 正田醤油 高校新人
5 奥野  哲平(2) 桐生一高 1m90 9月23日 正田醤油 高校新人
5 山田  勇二(1) 明和県央高 1m90 9月23日 正田醤油 高校新人
9 青木　智宏(3) 前橋育英高 1m85 9月9日 正田醤油 学校対抗
9 根岸　琉冴(2) 中央中等高 1m85 5月20日 正田醤油 高校総体
9 五十嵐　悠斗(1) 前橋育英高 1m85 5月20日 正田醤油 高校総体
9 松本　大輝(3) 市太田高 1m85 5月20日 正田醤油 高校総体
9 丸山　長輝(1) 桐生一高 1m85 7月15日 正田醤油 国体予選

28年度平均 4m44
男子 棒高跳 県高校記録 5m21 29年度平均 4m42
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 三輪　凌大(3) 樹徳高 4m90 7月30日 山形 全国高校総体
2 髙橋　奎太(3) 樹徳高 4m80 7月30日 山形 全国高校総体
3 小林　拓己(1) 市前橋高 4m60 10月14日 正田醤油 高校強化
4 西野　圭祐(3) 前橋育英高 4m50 5月19日 正田醤油 高校総体
5 小野里  馨斗(2) 市前橋高 4m40 5月19日 正田醤油 高校総体
5 山本  竜也(1) 中之条高 4m40 4月30日 正田醤油 高校総体地区予選会
7 萩原　悠策(3) 前橋育英高 4m30 4月30日 正田醤油 高校総体地区予選会
8 髙橋  凌晟(2) 市前橋高 4m20 9月23日 正田醤油 高校新人
9 浅見　拓也(2) 渋川高 4m10 9月23日 正田醤油 高校新人
10 手島　悠一郎(1) 前橋育英高 4m00 10月14日 正田醤油 高校強化

28年度平均 6m93
男子 走幅跳 県高校記録 7m66 29年度平均 6m97
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 津藤  広夢(2) 農大二高 7m44 -0.1 10月22日 瑞穂 U18日本選手権
2 高瀬　光(2) 太田東高 7m11 +1.5 9月3日 正田醤油 夏季強化記録会
3 星野　諒馬(3) 伊勢崎商 7m09 +1.0 4月30日 正田醤油 高校総体地区予選会
4 藤生　ｾｽ亘輝(3) 共愛学園高 6m98 +2.0 5月18日 正田醤油 高校総体
5 中島　陽輝(1) 市太田高 6m96 +0.4 5月18日 正田醤油 高校総体
6 小倉　凌斗(3) 勢多農林高 6m90 +0.5 7月15日 正田醤油 国体予選
7 外所　晴貴(2) 前橋育英高 6m89 +2.0 9月23日 正田醤油 高校新人
8 佐藤　亘(2) 前橋育英高 6m85 +0.5 5月18日 正田醤油 高校総体
9 小林　涼介(1) 市太田高 6m76 -0.7 10月15日 正田醤油 高校強化
10 青木　智宏(3) 前橋育英高 6m75 +1.4 7月15日 正田醤油 国体予選

28年度平均 14m15
男子 三段跳 県高校記録 15m56 29年度平均 14m08
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 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
2 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
3 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
4 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
5 岩崎  秀星(2) 太田高 14m26 +0.8 10月22日 駒澤 関東高校選抜
6 阿部　広彩(2) 中央中等高 13m84 +0.5 5月21日 正田醤油 高校総体
7 千木良　雅也(3) 渋川高 13m70 +0.7 5月21日 正田醤油 高校総体
8 近松  俊弥(2) 太田高 13m38 +0.6 7月16日 正田醤油 国体予選
9 樋口 匡祐(2) 榛名高 13m35 +0.1 9月24日 正田醤油 高校新人
9 小金澤　唯翔(2) 農大二高 13m35 +0.2 10月14日 正田醤油 高校強化



28年度平均 12m92
男子 砲丸投(6.000kg) 県高校記録 16m13 29年度平均 12m95
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 関  優作(2) 中之条高 13m77 6月17日 千葉 関東高校
2 佐藤  大輔(3) 中之条高 13m38 9月10日 正田醤油 学校対抗
3 久保田  亞央(1) 桐生高 13m37 7月16日 正田醤油 国体予選
4 廣田  大輔(3) 前橋南高 13m22 6月17日 千葉 関東高校
5 野中　優哉(3) 桐生一高 13m15 4月29日 桐生 高校総体地区予選会
6 神保  優一朗(3) 農大二高 12m93 5月18日 正田醤油 高校総体
7 高橋　直也(3) 富岡高 12m62 4月29日 伊勢崎 高校総体地区予選会
8 新島　幸大(2) 市太田高 12m50 7月16日 正田醤油 国体予選
9 太田  匠梧(2) 前橋東高 12m35 6月17日 千葉 関東高校
10 小倉　凌斗(3) 勢多農林高 12m19 9月10日 正田醤油 学校対抗

28年度平均 39m50
男子 円盤投(1.750kg) 県高校記録 47m81 29年度平均 38m60
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 篠﨑　亮介(3) 前橋育英高 47m28 6月19日 千葉 関東高校
2 富岡  宥登(3) 農大二高 42m20 7月16日 正田醤油 国体予選
3 野中　優哉(3) 桐生一高 41m78 6月19日 千葉 関東高校
4 柿沼  陸斗(3) 桐生南高 38m39 7月16日 正田醤油 国体予選
5 井出　凜太郎(2) 中央中等高 38m24 9月3日 正田醤油 夏季強化記録会
6 岡崎  純也(2) 桐生高 37m31 9月9日 正田醤油 学校対抗
7 岡本　龍弥(3) 勢多農林高 37m19 6月4日 正田醤油 群馬県記録会
8 羽鳥　司(3) 藤岡中央高 34m95 6月4日 正田醤油 群馬県記録会
9 寺内  健(3) 桐生高 34m46 6月4日 正田醤油 群馬県記録会
10 川岸　廉(2) 桐生南高 34m20 9月3日 正田醤油 夏季強化記録会

28年度平均 50m31
男子 ハンマー投(6.000kg) 県高校記録 60m60 29年度平均 49m90
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 佐藤  大輔(3) 中之条高 58m76 10月7日 愛媛 国民体育大会
2 篠﨑　亮介(3) 前橋育英高 55m80 6月16日 千葉 関東高校
3 岡本　龍弥(3) 勢多農林高 52m17 7月16日 正田醤油 国体予選
4 寺内  健(3) 桐生高 51m74 6月16日 千葉 関東高校
5 羽鳥　司(3) 藤岡中央高 51m54 9月10日 正田醤油 学校対抗
6 中島　大地(2) 勢多農林高 48m37 9月24日 正田醤油 高校新人
7 山﨑　未来也(2) 前橋育英高 47m38 7月16日 正田醤油 国体予選
8 黒岩  武敏(2) 中之条高 44m88 9月24日 正田醤油 高校新人
9 新島　幸大(2) 市太田高 44m72 9月24日 正田醤油 高校新人
10 大森　元耀(2) 安中総合高 43m64 5月19日 正田醤油 高校総体

28年度平均 53m82
男子 やり投 県高校記録 68m32 29年度平均 55m66
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 高橋  拓光(2) 高崎工高 63m63 9月23日 正田醤油 高校新人
2 関  優作(2) 中之条高 60m20 9月23日 正田醤油 高校新人
3 佐藤  竜介(2) 太田高 58m61 5月20日 正田醤油 高校総体
4 吉田　圭佑(3) 前橋育英高 56m12 5月20日 正田醤油 高校総体
5 佐藤  大輔(3) 中之条高 54m12 9月9日 正田醤油 学校対抗
6 中村  迅(3) 吉井高 53m81 11月12日 正田醤油 高校強化混成
7 川岸　廉(2) 桐生南高 53m50 9月9日 正田醤油 学校対抗
8 猿谷　虎太郎(2) 高崎工高 52m38 7月1日 正田醤油 群馬県選手権
9 吉田  昂平(2) 前橋南高 52m17 11月12日 正田醤油 高校強化混成
10 真藤　大河(3) 前橋東高 52m07 7月15日 正田醤油 国体予選



28年度平均 4739点
男子 八種競技 県高校記録 5637点 29年度平均 4711点
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 青木　智宏(3) 前橋育英高 5289点 6月17日 千葉 関東高校
2 小倉　凌斗(3) 勢多農林高 5190点 6月17日 千葉 関東高校
3 神保　優一朗(3) 農大二高 4974点 5月19日 正田醤油 高校総体
4 今井　樹(3) 高崎高 4879点 6月17日 千葉 関東高校
5 星野　佑太(3) 桐生高 4814点 5月19日 正田醤油 高校総体
6 吉田　昂平(2) 前橋南高 4557点 5月19日 正田醤油 高校総体
7 東　唯斗(2) 農大二高 4491点 5月19日 正田醤油 高校総体
8 角田　龍一(2) 市前橋高 4418点 5月19日 正田醤油 高校総体
9 須藤　啓太(3) 高崎高 4308点 5月19日 正田醤油 高校総体
10 丸山　長輝(1) 桐生一高 4188点 5月19日 正田醤油 高校総体

男子 八種競技(追い風参考)
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 青木　智宏(3) 前橋育英高 5036点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
2 清水　僚太(3) 前橋育英高 4868点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
3 有阪 朋貴(3) 新島学園高 4842点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
4 角田　龍一(2) 市前橋高 4786点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
5 外所　晴貴(2) 前橋育英高 4561点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
6 栗田 拓実(1) 四ツ葉学園高 4535点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
7 丸山　長輝(1) 桐生一高 4528点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
8 原　龍生(1) 前橋育英高 4422点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
9 鈴木　音雄(1) 桐生一高 4395点 11月12日 正田醤油 高校強化混成
10 吉田 昂平(2) 前橋南高 4383点 11月12日 正田醤油 高校強化混成

28年度平均 8分26秒77
男子 3000m 県高校記録 8分08秒90 29年度平均 8分29秒25
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 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
2 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
3 北村 光(1) 樹徳高 8分23秒85 10月9日 愛媛 国民体育大会
4 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
5 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
6 島村  広大(3) 中之条高 8分34秒73 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
7 蓮沼　直希(3) 健大高崎高 8分34秒84 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
8 宮下　璃久(3) 農大二高 8分36秒98 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
9 森田　瑛介(3) 前橋育英高 8分38秒07 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター
10 赤石　佳斗(2) 健大高崎高 8分39秒52 7月8日 伊勢崎 伊勢崎ナイター


