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一般 県記録 54m00 27年度平均 30m97
子 ハ マ (4.000 ) 県高校記録 40m37 28年度平均 39m88

順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 木 　 国士舘大 47m75 10月30日 日大 本 男記 競技会
2 野中　 佳(3) 前橋東高 40m37 県高新 5月20日 正田醤油 高校総体
3 田　 (2) 藤岡中 高 39m80 10月22日 熊 関東選 新人
4 小林　秋 (2) 前橋東高 38m51 10月22日 熊 関東選 新人
5 高山　 子 群馬大 38m31 6月19日 正田醤油 国 大学対抗競技会
6 大島　有 (2) 名高 34m61 10月16日 正田醤油 高校強化
7 山崎　 子(1) 中之 高 32m79 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
8 林　 (2) 市 前橋高 31m41 9月25日 正田醤油 高校新人
9 高野　星 (3) 高崎 高 29m47 9月10日 正田醤油 学校対抗
10 新井　 (1) 林 高 29m38 9月25日 正田醤油 高校新人

一般 県記録 52m44 27年度平均 42m94
子 県高校記録 51m21 28年度平均 42m85

順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 平石　風 東学大 48m02 9月20日 平塚 国 26大学対抗競技会
2 野中　 大 46m78 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
3 田 　 (2) 岡東高 46m10 5月19日 正田醤油 高校総体
4 田中　 夏(3) 前橋育英高 44m81 4月23日 伊勢崎 群馬 ル
5 石川　 子 東学大 42m77 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
6 原　 (3) 太田 高 42m48 6月17日 駒沢 関東高校
7 中島　千 (3) 桐生西高 41m71 6月17日 駒沢 関東高校
8 高沢　 夏(3) 桐生 高 39m13 5月19日 正田醤油 高校総体
9 坂本　 (2) 太田 高 38m53 9月10日 正田醤油 学校対抗
10 川　 (3) 桐生 高 38m14 8月20日 千葉 関東選手権

一般 県記録 5537 27年度平均 4181
子 競技 県高校記録 4799 28年度平均 4023

順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 波田野　優佳(3) 伊勢崎清明高 4533 6月20日 駒沢 関東高校
2 月田　 優子 東 体大 4264 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
3 石川　 子 東学大 4217 4月2日 国士舘大 国士舘大学競技会
4 木 　 順大 4109 10月29日 筑波大 筑波大学競技会
5 澤　 千葉大 4101 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
6 田　 (3) 太田 高 4044 11月13日 桐生 高校
7 星野　 (3) 桐生 高 3780 6月20日 駒沢 関東高校
8 高柳　理 (3) 太田 高 3760 5月22日 正田醤油 高校総体
9 橋　 (1) 太田 高 3719 11月13日 桐生 高校
10 原　 (3) 太田 高 3703 5月22日 正田醤油 高校総体

一般 27年度平均
子 ハ マラ 県記録 1 10分09秒 28年度平均 1 11分32秒

順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 石井　 マ 1 10分09秒 県新 2月14日 山 市 全日本 ハ マラ
2 高田　 マ 1 13分05秒 9月18日 タ ア ウ ネハ マラ

一般 27年度平均
子 マラ 県記録 2 24分54秒 28年度平均 2 28分23秒

順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 竹地　志 マ 2 25分29秒 3月13日 名古屋 名古屋ウ マラ
2 高田　 マ 2 31分17秒 3月13日 名古屋 名古屋ウ マラ

県記録 10秒23 27年度平均 10秒87
男子 100m 県高校記録 10秒27 28年度平均 10秒87
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 高橋  優作(3) 高崎高 10秒57 0.8 5月20日 正田醤油 高校総体
2 田中　宏季(3) 前橋育英高 10秒64 0.9 6月21日 駒沢 関東高校
3 竹澤  陸(3) 高崎高 10秒81 0.8 5月20日 正田醤油 高校総体
4 大野  (3) 太田高 10秒83 -0.6 6月21日 駒沢 関東高校
4 清水　 太(2) 前橋育英高 10秒85 0.5 10月23日 熊 関東新人
6 戸塚  (1) 農大二高 10秒87 0.5 7月4日 正田醤油 群馬県選手権
7 木  裕(3) 桐生一高 10秒93 -0.1 7月17日 正田醤油 国体予選
8 久保塚  高志(2) 農大二高 10秒99 0.8 5月20日 正田醤油 高校総体
9 木  (3) 高崎 高 11秒07 0.8 5月20日 正田醤油 高校総体
9 木  理 (3) 明 県 高 11秒09 0.8 5月20日 正田醤油 高校総体

県記録 20秒41 27年度平均 22秒13
男子 200m 県高校記録 20秒91 28年度平均 21秒97
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 久保塚  高志(2) 農大二高 21秒71 -0.2 9月25日 正田醤油 高校新人
2 竹澤  陸(3) 高崎高 21秒77 0.7 9月11日 正田醤油 学校対抗
3 細井　ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 前橋育英高 21秒86 -0.2 9月25日 正田醤油 高校新人
4 田中　宏季(3) 前橋育英高 21秒91 0.7 9月11日 正田醤油 学校対抗
5 古屋  佳之(3) 勢多農林高 21秒93 0.7 9月11日 正田醤油 学校対抗
6 寺崎　一輝(2) 樹 高 22秒01 -0.2 9月25日 正田醤油 高校新人
7 大野  (3) 太田高 22秒06 1.5 4月17日 桐生 春季記録会
7 高橋  優作(3) 高崎高 22秒06 0.0 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会
9 高橋  (3) 農大二高 22秒11 0.8 5月21日 正田醤油 高校総体
10 清水　 太(2) 前橋育英高 22秒27 -0.2 9月25日 正田醤油 高校新人

県記録 46秒43 27年度平均 49秒24
男子 400m 県高校記録 46秒94 28年度平均 48秒77
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 古屋  佳之(3) 勢多農林高 48秒17 7月18日 正田醤油 国体予選
1 細井　ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 前橋育英高 48秒17 6月21日 駒沢 関東高校
3 白尾　悠祐(2) 農大二高 48秒27 5月19日 正田醤油 高校総体
4 瀧　達仁(3) 健大高崎 48秒58 6月21日 駒沢 関東高校
5 有阪  朋貴(2) 新島学園高 48秒71 5月19日 正田醤油 高校総体
6 佐藤　 也(2) 高 大 高 48秒89 7月18日 正田醤油 国体予選
7 野　 太郎(3) 前橋育英高 49秒07 7月18日 正田醤油 国体予選
8 佐 木  (3) 前橋 高 49秒16 7月18日 正田醤油 国体予選
9 田中  (3) 農大二高 49秒26 9月11日 正田醤油 学校対抗
10 木   魁人(3) 桐生 高 49秒41 7月18日 正田醤油 国体予選

県記録 1分48秒95 27年度平均 1分55秒58
男子 800m 県高校記録 1分49秒97 28年度平均 1分55秒29
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 塩田　哲平(3) 太田東高 1分50秒12 8月2日 岡山 全国高校総体
2 丸山　脩太(2) 前橋育英高 1分52秒81 6月21日 駒沢 関東高校
3 西川　魁星(1) 市太田高 1分55秒57 4月29日 桐生 高校総体地区予選会
4 士  (3) 高崎高 1分55秒94 9月11日 正田醤油 学校対抗
5 大 　 (1) 樹 高 1分55秒99 5月22日 正田醤油 高校総体
6 春日  一 (3) 明 県 高 1分56秒05 10月16日 正田醤油 高校強化
7   悠生(2) 桐生 高 1分56秒18 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会
8   勇貴(3) 農大二高 1分56秒70 9月11日 正田醤油 学校対抗
9 岡   (3) 伊勢崎 高 1分56秒71 6月25日 平国大 平国大長 競技会
10 生   利樹(2) 明 県 高 1分56秒86 7月4日 正田醤油 群馬県選手権

高校男子高校男子
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県記録 3分41秒6 27年度平均 3分56秒13
男子 1500m 県高校記録 3分47秒19 28年度平均 3分54秒10
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 中山　大樹(3) 樹 高 3分50秒65 6月17日 駒沢 関東高校
2 千明　龍之 (2) 農大二高 3分50秒78 7月29日 岡山 全国高校総体
3 原　 (3) 農大二高 3分51秒28 5月19日 正田醤油 高校総体
4 西山　 (3) 農大二高 3分52秒76 6月17日 駒沢 関東高校
5 　直 (2) 健大高崎 3分52秒88 5月19日 正田醤油 高校総体
6 塩田　哲平(3) 太田東高 3分53秒57 5月19日 正田醤油 高校総体
7 田　 介(2) 前橋育英高 3分55秒40 5月19日 正田醤油 高校総体
8 竹 　 人(3) 伊勢崎 3分56秒44 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
9 西川　魁星(1) 市太田高 3分58秒00 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 ｲ ｰ記録会
10 島   大(2) 中之 3分59秒28 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会

県記録 13分33秒7 27年度平均 14分31秒91
男子 5000m 県高校記録 13分54秒16 28年度平均 14分27秒74
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 西山　 (3) 農大二高 13分55秒84 12月4日 日体大 日体大長 競技会
2 千明　龍之 (2) 農大二高 14分07秒42 12月4日 日体大 日体大長 競技会
3 橋　 晃(3) 藤岡中 高 14分15秒24 11月5日 伊勢崎 伊勢崎 ﾝ ｰ競技会
4 原  啓 (2) 農大二高 14分22秒23 12月4日 日体大 日体大長 競技会
5 日野原　 也(3) 伊勢崎 高 14分28秒35 11月13日 日体大 日体大長 競技会
6 中山　大樹(3) 樹 高 14分39秒13 5月21日 正田醤油 高校総体
7 山　 (3) 樹 高 14分39秒22 5月21日 正田醤油 高校総体
8 田　 介(2) 前橋育英高 14分42秒08 11月5日 伊勢崎 伊勢崎 ﾝ ｰ競技会
9 田   陸 (3) 農大二高 14分42秒77 12月4日 日体大 日体大長 競技会
10 西川　魁星(1) 市太田高 14分45秒14 12月18日 平国大 平国大長 競技会

県記録 13秒58 27年度平均 15秒31
男子 110m 県高校記録 14秒34 28年度平均 15秒26
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1   (3) 高崎高 14秒66 0.6 8月2日 岡山 全国高校総体
2 関   大輝(2) 桐生高 14秒96 0.6 8月2日 岡山 全国高校総体
3 尾  祐 (3) 太田高 15秒00 0.6 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
4 有阪  朋貴(2) 新島学園高 15秒21 -0.3 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会
5 馬上　凌(2) 中 中 高 15秒23 0.3 9月24日 正田醤油 高校新人
5 清水  (3) 桐生 高 15秒34 -1.6 5月23日 正田醤油 高校総体
7 田崎  貴一(3) 農大二高 15秒42 -1.6 5月23日 正田醤油 高校総体
8 　凌大(2) 樹 高 15秒44 0.3 9月24日 正田醤油 高校新人
9 本田　 (2) 健大高崎高 15秒55 -1.0 5月22日 正田醤油 高校総体
10 白尾  悠祐(2) 農大二高 15秒76 0.8 11月13日 桐生 高校強化

県記録 48秒58 27年度平均 54秒55
男子 400m 県高校記録 51秒35 28年度平均 53秒93
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 白尾  悠祐(2) 農大二高 51秒35 県高新 5月21日 正田醤油 高校総体
2 有阪  朋貴(2) 新島学園 51秒43 県高新 5月21日 正田醤油 高校総体
3 田   平(3) 桐生高 53秒59 6月18日 駒沢 関東高校
4 野　 太郎(3) 前橋育英高 53秒72 6月18日 駒沢 関東高校
5 田   (2) 農大二高 53秒79 5月21日 正田醤油 高校総体
6 田   (3) 井高 54秒06 5月20日 正田醤油 高校総体
7 細井　哲平(3) 前橋育英高 54秒52 9月11日 正田醤油 学校対抗
8 大関　健(3) 伊勢崎 高 55秒25 9月11日 正田醤油 学校対抗
9 田　 人(2) 前橋育英高 55秒75 9月11日 正田醤油 学校対抗
10 波  (2) 桐生 高 55秒88 9月11日 正田醤油 学校対抗

県記録 8分43秒21 27年度平均 9分24秒33
男子 3000m C 県高校記録 8分45秒66 28年度平均 9分25秒57
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 原　 (3) 農大二高 9分06秒53 8月2日 岡山 全国高校総体
2 山　 (3) 樹 高 9分11秒51 9月11日 正田醤油 学校対抗
3 野  翔(3) 中之 高 9分13秒12 9月11日 正田醤油 学校対抗
4 子  哲佳(3) 高崎高 9分25秒51 9月11日 正田醤油 学校対抗
5 　祐 (2) 樹 9分25秒77 10月22日 熊 関東新人
6 新井　 平(2) 前橋育英高 9分30秒84 5月22日 正田醤油 高校総体
7   太郎(2) 農大二 9分31秒19 5月22日 正田醤油 高校総体
8 高野　 (2) 太田東高 9分32秒79 10月22日 熊 関東新人
9 橋本　勇 (3) 勢多農林高 9分35秒18 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
10 清水  (3) 中之 高 9分43秒27 5月22日 正田醤油 高校総体

県記録 20分45秒59 27年度平均 23分59秒30
男子 5000m 県高校記録 21分05秒37 28年度平均 24分44秒61
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 石川  太一(2) 太田高 23分25秒78 10月22日 熊 関東新人
2 田村  友希(3) 太田高 23分44秒59 6月19日 駒沢 関東高校
3 永井  大生(2) 川高 23分45秒51 10月22日 熊 関東新人
4 吉田  風太(2) 高崎 高 24分11秒35 10月22日 熊 関東新人
5 関口  真斗(3) 桐生市商高 24分29秒65 9月10日 正田醤油 学校対抗
6 矢野  泰生(3) 高崎高 24分32秒92 9月10日 正田醤油 学校対抗
7 井　 (3) 勢多農林高 24分52秒93 4月24日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
8 田  (3) 高崎高 25分37秒44 9月10日 正田醤油 学校対抗
9 田　 (3) 伊勢崎 高 26分12秒26 4月24日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
10 　 (2) 岡高 26分33秒69 10月15日 正田醤油 高校強化

県記録 40秒26 27年度平均 41秒80
男子 4 100m 県高校記録 40秒74 28年度平均 41秒52
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 高崎高 41秒08 7月29日 岡山 全国高校総体
2 前橋育英高 41秒13 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
3 前橋育英高 41秒39 6月18日 駒沢 関東高校
4 前橋育英高 41秒46 9月10日 正田醤油 学校対抗
5 農大二高 41秒47 9月10日 正田醤油 学校対抗
6 高崎高 41秒63 6月17日 駒沢 関東高校
7 農大二高 41秒66 9月24日 正田醤油 高校新人
8 前橋育英高 41秒71 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
9 農大二高 41秒74 6月17日 駒沢 関東高校
10 農大二高 41秒97 5月19日 正田醤油 高校総体

県記録 3分12秒42 27年度平均 3分17秒51
男子 4 400m 県高校記録 3分12秒42 28年度平均 3分16秒23
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 農大二高 3分13秒16 8月2日 岡山 全国高校総体
2 前橋育英高 3分14秒11 8月1日 岡山 全国高校総体
3 農大二高 3分15秒47 5月22日 正田醤油 高校総体
4 農大二高 3分15秒73 6月20日 駒沢 関東高校
5 農大二高 3分15秒90 9月11日 正田醤油 学校対抗
6 前橋育英高 3分16秒79 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
7 桐生高 3分17秒03 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
8 前橋育英高 3分17秒61 9月11日 正田醤油 学校対抗
9 農大二高 3分18秒17 9月25日 正田醤油 高校新人
10 農大二高 3分18秒29 7月3日 正田醤油 群馬県選手権

野 太郎(3) 翔太(3) 細井哲平(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2)

白尾悠祐(2) 田中 (3) 久保塚高志(2) 田 健(2)

田 平(3) 井 (3) 伊藤 (3) 山 (3)

白尾悠祐(2) 田中 (3) 久保塚高志(2) 橋 (3)

田中 (3) 橋 (3) 小林 平(2) 白尾悠祐(2)

清水 太(2) 翔太(3) 細井哲平(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2)

清水 太(2) 野 太郎(3) 翔太(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2)

田中 (3) 田 健(2) 久保塚高志(2) 白尾悠祐(2)

中島健一(2) 久保塚高志(2) 田 健(2) 白尾悠祐(2)

田中 (3) 橋 (3) 田 健(2) 白尾悠祐(2)

氏名

氏名
上 之(2) 高橋優作(3) 竹澤陸(3) 井 人(2)

上 之(2) 高橋優作(3) 竹澤陸(3) 安達 郎(2)

小 澤 翔(1) 藤 樹(1) 久保塚高志(2) 戸塚 (1)

一 海 (3) 戸塚 (1) 久保塚高志(2) 高橋 (3)

翔太(3) 田中宏季(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 清水 太(2)

田 人(1) 戸塚 (1) 久保塚高志(2) 高橋 (3)

清水 (2) 田中宏季(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 清水 太(2)

清水 太(2) 田中宏季(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 清水 (2)

藤 樹(1) 戸塚 (1) 久保塚高志(2) 白尾悠祐(2)

清水 (2) 清水 太(2) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 関 優太郎(2)



－　287　－

県記録 3分41秒6 27年度平均 3分56秒13
男子 1500m 県高校記録 3分47秒19 28年度平均 3分54秒10
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 中山　大樹(3) 樹 高 3分50秒65 6月17日 駒沢 関東高校
2 千明　龍之 (2) 農大二高 3分50秒78 7月29日 岡山 全国高校総体
3 原　 (3) 農大二高 3分51秒28 5月19日 正田醤油 高校総体
4 西山　 (3) 農大二高 3分52秒76 6月17日 駒沢 関東高校
5 　直 (2) 健大高崎 3分52秒88 5月19日 正田醤油 高校総体
6 塩田　哲平(3) 太田東高 3分53秒57 5月19日 正田醤油 高校総体
7 田　 介(2) 前橋育英高 3分55秒40 5月19日 正田醤油 高校総体
8 竹 　 人(3) 伊勢崎 3分56秒44 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
9 西川　魁星(1) 市太田高 3分58秒00 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 ｲ ｰ記録会
10 島   大(2) 中之 3分59秒28 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会

県記録 13分33秒7 27年度平均 14分31秒91
男子 5000m 県高校記録 13分54秒16 28年度平均 14分27秒74
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 西山　 (3) 農大二高 13分55秒84 12月4日 日体大 日体大長 競技会
2 千明　龍之 (2) 農大二高 14分07秒42 12月4日 日体大 日体大長 競技会
3 橋　 晃(3) 藤岡中 高 14分15秒24 11月5日 伊勢崎 伊勢崎 ﾝ ｰ競技会
4 原  啓 (2) 農大二高 14分22秒23 12月4日 日体大 日体大長 競技会
5 日野原　 也(3) 伊勢崎 高 14分28秒35 11月13日 日体大 日体大長 競技会
6 中山　大樹(3) 樹 高 14分39秒13 5月21日 正田醤油 高校総体
7 山　 (3) 樹 高 14分39秒22 5月21日 正田醤油 高校総体
8 田　 介(2) 前橋育英高 14分42秒08 11月5日 伊勢崎 伊勢崎 ﾝ ｰ競技会
9 田   陸 (3) 農大二高 14分42秒77 12月4日 日体大 日体大長 競技会
10 西川　魁星(1) 市太田高 14分45秒14 12月18日 平国大 平国大長 競技会

県記録 13秒58 27年度平均 15秒31
男子 110m 県高校記録 14秒34 28年度平均 15秒26
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1   (3) 高崎高 14秒66 0.6 8月2日 岡山 全国高校総体
2 関   大輝(2) 桐生高 14秒96 0.6 8月2日 岡山 全国高校総体
3 尾  祐 (3) 太田高 15秒00 0.6 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
4 有阪  朋貴(2) 新島学園高 15秒21 -0.3 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会
5 馬上　凌(2) 中 中 高 15秒23 0.3 9月24日 正田醤油 高校新人
5 清水  (3) 桐生 高 15秒34 -1.6 5月23日 正田醤油 高校総体
7 田崎  貴一(3) 農大二高 15秒42 -1.6 5月23日 正田醤油 高校総体
8 　凌大(2) 樹 高 15秒44 0.3 9月24日 正田醤油 高校新人
9 本田　 (2) 健大高崎高 15秒55 -1.0 5月22日 正田醤油 高校総体
10 白尾  悠祐(2) 農大二高 15秒76 0.8 11月13日 桐生 高校強化

県記録 48秒58 27年度平均 54秒55
男子 400m 県高校記録 51秒35 28年度平均 53秒93
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 白尾  悠祐(2) 農大二高 51秒35 県高新 5月21日 正田醤油 高校総体
2 有阪  朋貴(2) 新島学園 51秒43 県高新 5月21日 正田醤油 高校総体
3 田   平(3) 桐生高 53秒59 6月18日 駒沢 関東高校
4 野　 太郎(3) 前橋育英高 53秒72 6月18日 駒沢 関東高校
5 田   (2) 農大二高 53秒79 5月21日 正田醤油 高校総体
6 田   (3) 井高 54秒06 5月20日 正田醤油 高校総体
7 細井　哲平(3) 前橋育英高 54秒52 9月11日 正田醤油 学校対抗
8 大関　健(3) 伊勢崎 高 55秒25 9月11日 正田醤油 学校対抗
9 田　 人(2) 前橋育英高 55秒75 9月11日 正田醤油 学校対抗
10 波  (2) 桐生 高 55秒88 9月11日 正田醤油 学校対抗

県記録 8分43秒21 27年度平均 9分24秒33
男子 3000m C 県高校記録 8分45秒66 28年度平均 9分25秒57
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 原　 (3) 農大二高 9分06秒53 8月2日 岡山 全国高校総体
2 山　 (3) 樹 高 9分11秒51 9月11日 正田醤油 学校対抗
3 野  翔(3) 中之 高 9分13秒12 9月11日 正田醤油 学校対抗
4 子  哲佳(3) 高崎高 9分25秒51 9月11日 正田醤油 学校対抗
5 　祐 (2) 樹 9分25秒77 10月22日 熊 関東新人
6 新井　 平(2) 前橋育英高 9分30秒84 5月22日 正田醤油 高校総体
7   太郎(2) 農大二 9分31秒19 5月22日 正田醤油 高校総体
8 高野　 (2) 太田東高 9分32秒79 10月22日 熊 関東新人
9 橋本　勇 (3) 勢多農林高 9分35秒18 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
10 清水  (3) 中之 高 9分43秒27 5月22日 正田醤油 高校総体

県記録 20分45秒59 27年度平均 23分59秒30
男子 5000m 県高校記録 21分05秒37 28年度平均 24分44秒61
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 石川  太一(2) 太田高 23分25秒78 10月22日 熊 関東新人
2 田村  友希(3) 太田高 23分44秒59 6月19日 駒沢 関東高校
3 永井  大生(2) 川高 23分45秒51 10月22日 熊 関東新人
4 吉田  風太(2) 高崎 高 24分11秒35 10月22日 熊 関東新人
5 関口  真斗(3) 桐生市商高 24分29秒65 9月10日 正田醤油 学校対抗
6 矢野  泰生(3) 高崎高 24分32秒92 9月10日 正田醤油 学校対抗
7 井　 (3) 勢多農林高 24分52秒93 4月24日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
8 田  (3) 高崎高 25分37秒44 9月10日 正田醤油 学校対抗
9 田　 (3) 伊勢崎 高 26分12秒26 4月24日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
10 　 (2) 岡高 26分33秒69 10月15日 正田醤油 高校強化

県記録 40秒26 27年度平均 41秒80
男子 4 100m 県高校記録 40秒74 28年度平均 41秒52
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 高崎高 41秒08 7月29日 岡山 全国高校総体
2 前橋育英高 41秒13 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
3 前橋育英高 41秒39 6月18日 駒沢 関東高校
4 前橋育英高 41秒46 9月10日 正田醤油 学校対抗
5 農大二高 41秒47 9月10日 正田醤油 学校対抗
6 高崎高 41秒63 6月17日 駒沢 関東高校
7 農大二高 41秒66 9月24日 正田醤油 高校新人
8 前橋育英高 41秒71 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
9 農大二高 41秒74 6月17日 駒沢 関東高校
10 農大二高 41秒97 5月19日 正田醤油 高校総体

県記録 3分12秒42 27年度平均 3分17秒51
男子 4 400m 県高校記録 3分12秒42 28年度平均 3分16秒23
順位 所属 記録 期日 場所 大会名

1 農大二高 3分13秒16 8月2日 岡山 全国高校総体
2 前橋育英高 3分14秒11 8月1日 岡山 全国高校総体
3 農大二高 3分15秒47 5月22日 正田醤油 高校総体
4 農大二高 3分15秒73 6月20日 駒沢 関東高校
5 農大二高 3分15秒90 9月11日 正田醤油 学校対抗
6 前橋育英高 3分16秒79 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
7 桐生高 3分17秒03 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
8 前橋育英高 3分17秒61 9月11日 正田醤油 学校対抗
9 農大二高 3分18秒17 9月25日 正田醤油 高校新人
10 農大二高 3分18秒29 7月3日 正田醤油 群馬県選手権

野 太郎(3) 翔太(3) 細井哲平(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2)

白尾悠祐(2) 田中 (3) 久保塚高志(2) 田 健(2)

田 平(3) 井 (3) 伊藤 (3) 山 (3)

白尾悠祐(2) 田中 (3) 久保塚高志(2) 橋 (3)

田中 (3) 橋 (3) 小林 平(2) 白尾悠祐(2)

清水 太(2) 翔太(3) 細井哲平(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2)

清水 太(2) 野 太郎(3) 翔太(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2)

田中 (3) 田 健(2) 久保塚高志(2) 白尾悠祐(2)

中島健一(2) 久保塚高志(2) 田 健(2) 白尾悠祐(2)

田中 (3) 橋 (3) 田 健(2) 白尾悠祐(2)

氏名

氏名
上 之(2) 高橋優作(3) 竹澤陸(3) 井 人(2)

上 之(2) 高橋優作(3) 竹澤陸(3) 安達 郎(2)

小 澤 翔(1) 藤 樹(1) 久保塚高志(2) 戸塚 (1)

一 海 (3) 戸塚 (1) 久保塚高志(2) 高橋 (3)

翔太(3) 田中宏季(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 清水 太(2)

田 人(1) 戸塚 (1) 久保塚高志(2) 高橋 (3)

清水 (2) 田中宏季(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 清水 太(2)

清水 太(2) 田中宏季(3) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 清水 (2)

藤 樹(1) 戸塚 (1) 久保塚高志(2) 白尾悠祐(2)

清水 (2) 清水 太(2) 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ(2) 関 優太郎(2)



－　288　－

県記録 2m27 27年度平均 1m95
男子 高 県高校記録 2m13 28年度平均 1m90
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 山   星(3) 明 県 高 2m00 10月16日 正田醤油 高校強化
2 竹 　優 (1) 明 県 高 1m96 10月16日 正田醤油 高校強化
3 大原　 (3) 前橋高 1m95 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
4 原　大 (3) 伊勢崎 高 1m90 9月10日 正田醤油 学校対抗
4 岡田  明(3) 前橋 1m90 5月21日 正田醤油 高校総体
4 田  悠 (3) 高崎 高 1m90 9月10日 正田醤油 学校対抗
6 阪　 (1) 明 県 高 1m88 11月14日 桐生 高校強化
7 　 (1) 中 中 高 1m85 10月22日 熊 関東新人
7 井  勇 (3) 前橋 高 1m85 5月21日 正田醤油 高校総体
7 青木　 宏(2) 前橋育英 1m85 9月10日 正田醤油 学校対抗
7 白尾  悠祐(2) 農大二高 1m85 11月14日 桐生 高校強化
7 　 (1) 中 中 高 1m85 10月22日 熊 関東新人

県記録 5m40 27年度平均 4m48
男子 高 県高校記録 5m21 28年度平均 4m44
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 小 　祐馬(3) 前橋育英高 4m90 6月18日 駒沢 関東高校
2 小林　 (3) 樹 高 4m70 5月20日 正田醤油 高校総体
3 橋　 太(2) 樹 高 4m60 10月23日 熊 関東新人
4 　凌大(2) 樹 高 4m50 10月23日 熊 関東新人
4 子　 (3) 樹 高 4m50 7月17日 正田醤油 国体予選
6 澤　 馬(3) 前橋育英高 4m40 6月18日 駒沢 関東高校
7 小   千佳 (3) 太田高 4m30 6月18日 駒沢 関東高校
7 西野　 祐(2) 前橋育英高 4m30 10月23日 熊 関東新人
9 小野   (1) 市前橋高 4m10 9月24日 正田醤油 高校新人
9 橋  凌 (1) 市前橋高 4m10 10月15日 正田醤油 高校強化

県記録 8m18 27年度平均 6m94
男子 県高校記録 7m66 28年度平均 6m93
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 千 　一輝(3) 前橋育英高 7m34 1.1 5月19日 正田醤油 高校総体
2 藤  (1) 農大二高 7m21 1.5 10月16日 正田醤油 高校強化
3 星野　 馬(2) 伊勢崎 7m06 1.4 5月19日 正田醤油 高校総体
4   健一郎(3) 桐生高 6m92 2.0 5月19日 正田醤油 高校総体
5 高 　 (1) 太田東高 6m91 0.2 9月25日 正田醤油 高校新人
6 藤生　 輝(2) 学園高 6m84 1.5 5月19日 正田醤油 高校総体
6 小 　凌 (2) 勢多農林高 6m84 1.3 9月25日 正田醤油 高校新人
8  仁(3) 伊勢崎 高 6m78 1.7 9月10日 正田醤油 学校対抗
9 小 澤  翔(1) 農大二高 6m71 1.8 5月19日 正田醤油 高校総体
9 佐藤　 (1) 前橋育英高 6m71 1.7 5月19日 正田醤油 高校総体

県記録 16m49 27年度平均 13m91
男子 県高校記録 15m56 28年度平均 14m15
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1   健一郎(3) 桐生高 14m82 1.3 5月22日 正田醤油 高校総体
2   勇 (3) 桐生一高 14m56 1.1 9月11日 正田醤油 学校対抗
3 藤生　 輝(2) 学園高 14m54 1.6 7月18日 正田醤油 国体予選
4 星野　 馬(2) 伊勢崎 高 14m41 1.6 5月22日 正田醤油 高校総体
5 所　 貴(1) 前橋育英高 14m32 1.7 10月23日 熊 関東新人
6 田  (3) 高崎 高 13m90 0.8 5月22日 正田醤油 高校総体
7 千 　一輝(3) 前橋育英高 13m87 1.8 5月22日 正田醤油 高校総体
8   太(3) 高崎 高 13m79 1.6 5月22日 正田醤油 高校総体
9 原  (3) 農大二高 13m66 1.6 9月11日 正田醤油 学校対抗
10 小 　悠利(3) 岡高 13m61 1.9 5月22日 正田醤油 高校総体

27年度平均 13m02
男子 丸 (6.000 ) 県高校記録 16m13 28年度平均 12m92
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 大久保  太 (3) 中之 高 13m89 9月11日 正田醤油 学校対抗
2 田中　健太郎(3) 勢多農林高 13m20 9月11日 正田醤油 学校対抗
3 野中　優 (2) 桐生一高 12m98 5月19日 正田醤油 高校総体
4 小林  (3) 桐生一高 12m95 4月24日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
5   (3) 西 高 12m90 5月19日 正田醤油 高校総体
6 田  大 (2) 前橋 高 12m81 9月11日 正田醤油 学校対抗
7 駒田　裕 (3) 桐生 高 12m75 5月19日 正田醤油 高校総体
8 石 岡  優太(3) 桐生一高 12m74 5月19日 正田醤油 高校総体
9 神保  優一 (2) 農大二高 12m66 9月24日 正田醤油 高校新人
10 太田  (1) 前橋東高 12m29 7月18日 正田醤油 国体予選

27年度平均 37m72
男子 (1.750 ) 県高校記録 47m81 28年度平均 39m50
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 田   麻人(3) 桐生一高 45m06 4月17日 桐生 春季記録会
2 　 介(2) 前橋育英高 43m68 9月25日 正田醤油 高校新人
3 岡  登(2) 農大二高 40m39 4月29日 川 高校総体地区予選会
4 丸山  裕平(3) 高崎 高 39m54 6月20日 駒沢 関東高校
5 野中　優 (2) 桐生一高 39m30 10月22日 熊 関東新人
6 青柳　 太(3) 前橋育英高 38m08 9月10日 正田醤油 学校対抗
7 石 岡  優太(3) 桐生一高 38m06 4月17日 桐生 春季記録会
8   (3) 西 高 37m73 9月10日 正田醤油 学校対抗
9 岡本　龍 (2) 勢多農林高 36m65 10月22日 熊 関東新人
10   陸 (2) 桐生 高 36m55 9月10日 正田醤油 学校対抗

27年度平均 47m65
男子 ハ マ (6.000 ) 県高校記録 60m60 28年度平均 50m31
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 田中　健太郎(3) 勢多農林高 56m94 10月8日 手 国 体育大会
2 佐藤  大 (2) 中之 高 55m74 9月25日 正田醤油 高校新人
3 田   麻人(3) 桐生一高 53m88 6月5日 正田醤油 群馬県記録会
4 青柳　 太(3) 前橋育英高 50m95 7月18日 正田醤油 国体予選
5 　 介(2) 前橋育英高 50m18 5月20日 正田醤油 高校総体
6 岡本　龍 (2) 勢多農林高 50m17 6月17日 駒沢 関東高校
7 大久保  太 (3) 中之 高 47m21 10月16日 正田醤油 高校強化
8 　 (2) 藤岡中 高 47m15 9月25日 正田醤油 高校新人
9 岡  太(3) 安中総 高 46m58 6月5日 正田醤油 群馬県記録会
10 寺   健(2) 桐生高 44m32 10月22日 熊 関東新人

県記録 74m92 27年度平均 54m66
男子 県高校記録 68m32 28年度平均 53m82
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 塚  大翔(3) 前橋 高 56m84 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
2 田　 (2) 前橋育英高 56m45 5月21日 正田醤油 高校総体
3   雄 (3) 高崎高 55m57 9月11日 正田醤油 学校対抗
4 佐藤  介(1) 太田高 54m11 10月15日 正田醤油 高校強化
5 小林  (3) 桐生一高 53m83 9月11日 正田醤油 学校対抗
6 石田  馬(3) 高崎 高 53m21 9月11日 正田醤油 学校対抗
7 関  優作(1) 中之 高 52m37 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会
8 小澤　海城(2) 伊勢崎清明高 52m34 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
9 原  佳也(2) 桐生一高 51m97 10月15日 正田醤油 高校強化
10 井  健(3) 前橋東高 51m52 5月21日 正田醤油 高校総体
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県記録 2m27 27年度平均 1m95
男子 高 県高校記録 2m13 28年度平均 1m90
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 山   星(3) 明 県 高 2m00 10月16日 正田醤油 高校強化
2 竹 　優 (1) 明 県 高 1m96 10月16日 正田醤油 高校強化
3 大原　 (3) 前橋高 1m95 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
4 原　大 (3) 伊勢崎 高 1m90 9月10日 正田醤油 学校対抗
4 岡田  明(3) 前橋 1m90 5月21日 正田醤油 高校総体
4 田  悠 (3) 高崎 高 1m90 9月10日 正田醤油 学校対抗
6 阪　 (1) 明 県 高 1m88 11月14日 桐生 高校強化
7 　 (1) 中 中 高 1m85 10月22日 熊 関東新人
7 井  勇 (3) 前橋 高 1m85 5月21日 正田醤油 高校総体
7 青木　 宏(2) 前橋育英 1m85 9月10日 正田醤油 学校対抗
7 白尾  悠祐(2) 農大二高 1m85 11月14日 桐生 高校強化
7 　 (1) 中 中 高 1m85 10月22日 熊 関東新人

県記録 5m40 27年度平均 4m48
男子 高 県高校記録 5m21 28年度平均 4m44
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 小 　祐馬(3) 前橋育英高 4m90 6月18日 駒沢 関東高校
2 小林　 (3) 樹 高 4m70 5月20日 正田醤油 高校総体
3 橋　 太(2) 樹 高 4m60 10月23日 熊 関東新人
4 　凌大(2) 樹 高 4m50 10月23日 熊 関東新人
4 子　 (3) 樹 高 4m50 7月17日 正田醤油 国体予選
6 澤　 馬(3) 前橋育英高 4m40 6月18日 駒沢 関東高校
7 小   千佳 (3) 太田高 4m30 6月18日 駒沢 関東高校
7 西野　 祐(2) 前橋育英高 4m30 10月23日 熊 関東新人
9 小野   (1) 市前橋高 4m10 9月24日 正田醤油 高校新人
9 橋  凌 (1) 市前橋高 4m10 10月15日 正田醤油 高校強化

県記録 8m18 27年度平均 6m94
男子 県高校記録 7m66 28年度平均 6m93
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 千 　一輝(3) 前橋育英高 7m34 1.1 5月19日 正田醤油 高校総体
2 藤  (1) 農大二高 7m21 1.5 10月16日 正田醤油 高校強化
3 星野　 馬(2) 伊勢崎 7m06 1.4 5月19日 正田醤油 高校総体
4   健一郎(3) 桐生高 6m92 2.0 5月19日 正田醤油 高校総体
5 高 　 (1) 太田東高 6m91 0.2 9月25日 正田醤油 高校新人
6 藤生　 輝(2) 学園高 6m84 1.5 5月19日 正田醤油 高校総体
6 小 　凌 (2) 勢多農林高 6m84 1.3 9月25日 正田醤油 高校新人
8  仁(3) 伊勢崎 高 6m78 1.7 9月10日 正田醤油 学校対抗
9 小 澤  翔(1) 農大二高 6m71 1.8 5月19日 正田醤油 高校総体
9 佐藤　 (1) 前橋育英高 6m71 1.7 5月19日 正田醤油 高校総体

県記録 16m49 27年度平均 13m91
男子 県高校記録 15m56 28年度平均 14m15
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1   健一郎(3) 桐生高 14m82 1.3 5月22日 正田醤油 高校総体
2   勇 (3) 桐生一高 14m56 1.1 9月11日 正田醤油 学校対抗
3 藤生　 輝(2) 学園高 14m54 1.6 7月18日 正田醤油 国体予選
4 星野　 馬(2) 伊勢崎 高 14m41 1.6 5月22日 正田醤油 高校総体
5 所　 貴(1) 前橋育英高 14m32 1.7 10月23日 熊 関東新人
6 田  (3) 高崎 高 13m90 0.8 5月22日 正田醤油 高校総体
7 千 　一輝(3) 前橋育英高 13m87 1.8 5月22日 正田醤油 高校総体
8   太(3) 高崎 高 13m79 1.6 5月22日 正田醤油 高校総体
9 原  (3) 農大二高 13m66 1.6 9月11日 正田醤油 学校対抗
10 小 　悠利(3) 岡高 13m61 1.9 5月22日 正田醤油 高校総体

27年度平均 13m02
男子 丸 (6.000 ) 県高校記録 16m13 28年度平均 12m92
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 大久保  太 (3) 中之 高 13m89 9月11日 正田醤油 学校対抗
2 田中　健太郎(3) 勢多農林高 13m20 9月11日 正田醤油 学校対抗
3 野中　優 (2) 桐生一高 12m98 5月19日 正田醤油 高校総体
4 小林  (3) 桐生一高 12m95 4月24日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
5   (3) 西 高 12m90 5月19日 正田醤油 高校総体
6 田  大 (2) 前橋 高 12m81 9月11日 正田醤油 学校対抗
7 駒田　裕 (3) 桐生 高 12m75 5月19日 正田醤油 高校総体
8 石 岡  優太(3) 桐生一高 12m74 5月19日 正田醤油 高校総体
9 神保  優一 (2) 農大二高 12m66 9月24日 正田醤油 高校新人
10 太田  (1) 前橋東高 12m29 7月18日 正田醤油 国体予選

27年度平均 37m72
男子 (1.750 ) 県高校記録 47m81 28年度平均 39m50
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 田   麻人(3) 桐生一高 45m06 4月17日 桐生 春季記録会
2 　 介(2) 前橋育英高 43m68 9月25日 正田醤油 高校新人
3 岡  登(2) 農大二高 40m39 4月29日 川 高校総体地区予選会
4 丸山  裕平(3) 高崎 高 39m54 6月20日 駒沢 関東高校
5 野中　優 (2) 桐生一高 39m30 10月22日 熊 関東新人
6 青柳　 太(3) 前橋育英高 38m08 9月10日 正田醤油 学校対抗
7 石 岡  優太(3) 桐生一高 38m06 4月17日 桐生 春季記録会
8   (3) 西 高 37m73 9月10日 正田醤油 学校対抗
9 岡本　龍 (2) 勢多農林高 36m65 10月22日 熊 関東新人
10   陸 (2) 桐生 高 36m55 9月10日 正田醤油 学校対抗

27年度平均 47m65
男子 ハ マ (6.000 ) 県高校記録 60m60 28年度平均 50m31
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 田中　健太郎(3) 勢多農林高 56m94 10月8日 手 国 体育大会
2 佐藤  大 (2) 中之 高 55m74 9月25日 正田醤油 高校新人
3 田   麻人(3) 桐生一高 53m88 6月5日 正田醤油 群馬県記録会
4 青柳　 太(3) 前橋育英高 50m95 7月18日 正田醤油 国体予選
5 　 介(2) 前橋育英高 50m18 5月20日 正田醤油 高校総体
6 岡本　龍 (2) 勢多農林高 50m17 6月17日 駒沢 関東高校
7 大久保  太 (3) 中之 高 47m21 10月16日 正田醤油 高校強化
8 　 (2) 藤岡中 高 47m15 9月25日 正田醤油 高校新人
9 岡  太(3) 安中総 高 46m58 6月5日 正田醤油 群馬県記録会
10 寺   健(2) 桐生高 44m32 10月22日 熊 関東新人

県記録 74m92 27年度平均 54m66
男子 県高校記録 68m32 28年度平均 53m82
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 塚  大翔(3) 前橋 高 56m84 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
2 田　 (2) 前橋育英高 56m45 5月21日 正田醤油 高校総体
3   雄 (3) 高崎高 55m57 9月11日 正田醤油 学校対抗
4 佐藤  介(1) 太田高 54m11 10月15日 正田醤油 高校強化
5 小林  (3) 桐生一高 53m83 9月11日 正田醤油 学校対抗
6 石田  馬(3) 高崎 高 53m21 9月11日 正田醤油 学校対抗
7 関  優作(1) 中之 高 52m37 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会
8 小澤　海城(2) 伊勢崎清明高 52m34 4月23日 伊勢崎 群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ
9 原  佳也(2) 桐生一高 51m97 10月15日 正田醤油 高校強化
10 井  健(3) 前橋東高 51m52 5月21日 正田醤油 高校総体
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27年度平均 4749
男子 競技 県高校記録 5637 28年度平均 4739
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 白尾　悠祐(2) 農大二高 5075 11月13日 桐生 高校強化
2 青木　 宏(2) 前橋育英高 5038 11月13日 桐生 高校強化
3 小 　凌 (2) 勢多農林高 4841 11月13日 桐生 高校強化
4 　 祐(3) 高 大 高 4840 5月20日 正田醤油 高校総体
5 神保　優一 (2) 農大二高 4818 6月18日 駒沢 関東高校
6 西山　 平(3) 高崎 高 4642 5月20日 正田醤油 高校総体
7 清水　 太(2) 前橋育英高 4608 11月13日 桐生 高校強化
8 星野　 太(2) 桐生高 4542 11月13日 桐生 高校強化
9 波　 (2) 桐生 高 4534 11月13日 桐生 高校強化
10 田   (3) 井高 4455 11月13日 桐生 高校強化

県記録 7分54秒0 27年度平均 8分35秒93
男子 3000m 県高校記録 8分15秒96 28年度平均 8分26秒77
順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名

1 西山　 (3) 農大二高 8分15秒96 県高新 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
2 千明　龍之 (2) 農大二高 8分17秒22 県高新 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
3 中山　大樹(3) 樹 高 8分18秒57 県高新 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
4 原　 (3) 農大二高 8分25秒73 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
5 原  啓 (2) 農大二 8分26秒88 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
6 日野原　 也(3) 伊勢崎  8分28秒39 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
7 橋　 晃(3) 藤岡中 8分30秒69 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
8 田　 介(2) 前橋育英高 8分33秒18 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
9 竹 　 人(3) 伊勢崎 8分35秒41 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ
10 新井　大貴(1) 前橋育英 8分35秒59 7月9日 伊勢崎 伊勢崎 タ

27年度平均 16秒83
男子 110m 県高校記録 14秒44 28年度平均 16秒13
順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名

1 関   大輝(2) 桐生高 14秒44　県高 ｲ 1.7 10月21日 瑞 日本 ス
2 馬上　凌(2) 中 中 14秒79 1.7 10月21日 瑞 日本 ス
3 清水  (3) 桐生 高 14秒98 -5.2 7月18日 正田醤油 国体予選
4 田崎  貴一(3) 農大二高 15秒11 -5.2 7月18日 正田醤油 国体予選
5 久　 大(3) 伊勢崎 高 15秒88 -5.2 7月18日 正田醤油 国体予選
6 澤  生(1) 高崎 高 18秒22 -5.2 7月18日 正田醤油 国体予選
7 大  明(1) 高崎 高 19秒50 -5.2 7月18日 正田醤油 国体予選

高校 県記録 11秒71 27年度平均 12秒52
子 100m 県高校記録 11秒90 28年度平均 12秒52

順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名
1 　 (2) 学園高 12秒16 1.1 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
2 塩田　夏鈴(1) 学園高 12秒32 0.1 9月24日 正田醤油 高校新人
3 中 　柚季(3) 前橋 高 12秒42 1.1 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
3 澤　千 (3) 太田東高 12秒42 1.1 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
5 安野　 海(3) 農大二高 12秒55 -0.1 6月18日 駒沢 関東高校
6 　 (3) 桐生市 高 12秒58 -1.5 9月10日 正田醤油 学校対抗
7 井　 樹(1) 新島学園高 12秒63 1.1 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
8 木　佳 (2) 高崎 高 12秒66 0.0 5月18日 正田醤油 高校総体
9 田　 (3) 農大二高 12秒68 0.9 5月18日 正田醤油 高校総体
10 齋藤　 (2) 学園高 12秒69 0.8 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会記録会

高校 県記録 23秒94 27年度平均 25秒67
子 200m 県高校記録 24秒28 28年度平均 25秒52

順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名
1 　 (2) 学園高 24秒63 0.1 9月11日 正田醤油 学校対抗
2 澤　千 (3) 太田東高 24秒99 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体
3 田　樹子(3) 岡東高 25秒26 -0.8 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
4 　 (3) 桐生市 高 25秒50 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体
5 井　 樹(1) 新島学園高 25秒59 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体
6 塩田　夏鈴(1) 学園高 25秒63 -0.8 7月3日 正田醤油 群馬県選手権
7 中 　柚季(3) 前橋 高 25秒67 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体
8 田　 (3) 農大二高 25秒79 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体
9 小川　 (2) 前橋 高 26秒00 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体
10 小林　 (3) 健大高崎高 26秒10 -0.4 5月21日 正田醤油 高校総体

高校 県記録 53秒17 27年度平均 57秒95
子 400m 県高校記録 53秒17 28年度平均 58秒05

順位 氏名 所属 記録 風 期日 場所 大会名
1 　 (2) 学園高 56秒03 6月17日 駒沢 関東高校
2 田　樹子(3) 岡東高 56秒05 6月17日 駒沢 関東高校
3 小川　 (2) 前橋 高 58秒11 5月19日 正田醤油 高校総体
4 　 (3) 新島学園高 58秒24 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会
5 井　 (2) 新島学園高 58秒46 7月2日 正田醤油 群馬県選手権
6 柳澤　朋 (3) 市 前橋高 58秒52 5月19日 正田醤油 高校総体
7 井　 樹(1) 新島学園高 58秒58 5月19日 正田醤油 高校総体
8 田　 (3) 農大二高 58秒74 7月18日 正田醤油 国体予選
9 伊藤　 (2) 前橋 高 58秒80 8月28日 正田醤油 夏季強化記録会
10 高橋　 海(2) 伊勢崎清明高 58秒90 5月19日 正田醤油 高校総体

高校 県記録 2分04秒82 27年度平均 2分13秒29
子 800m 県高校記録 2分04秒82 28年度平均 2分14秒38

順位 氏名 所属 記録 期日 場所 大会名
1 齋藤　 月(3) 高崎 高 2分10秒76 7月31日 岡山 全国高校総体
2 子　 (2) 前橋育英高 2分12秒05 7月31日 岡山 全国高校総体
3 山 　千 (2) 中 中 2分13秒28 6月19日 駒沢 関東高校
4 田 　 (3) 前橋 高 2分13秒77 6月19日 駒沢 関東高校
5 井伊　 (1) 前橋育英高 2分13秒88 10月7日 北上 国 体育大会
6 　 (2) 中 中 2分14秒85 6月19日 駒沢 関東高校
7 田　 (2) 健大高崎高 2分15秒07 6月19日 駒沢 関東高校
8 　 優(1) 健大高崎高 2分15秒26 7月17日 正田醤油 国体予選
9 　海月(1) 高 2分17秒36 4月16日 桐生 春季記録会
10 原　 (2) 中之 高 2分17秒43 5月21日 正田醤油 高校総体

高校 子


