
平成16年度第39回群馬県高等学校総合体育大会 陸上競技 決勝記録一覧表
及平成16年度第57回群馬県高等学校陸上競技選手権大会
兼平成16年度第57回関東高等学校陸上競技大会県予選会
主　催：群馬県高等学校体育連盟　群馬県教育委員会　群馬陸上競技協会
後　援：前橋市陸上競技協会

競技場：群馬県立敷島公園陸上競技場 期日:平成16年５月23日(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 21日 田代  拓也(3) 10秒49 宮沢  大吾(2) 10秒81 深津  智弘(3) 10秒82 樫山  知拓(3) 10秒83 高木  大貴(3) 10秒89 御堂  耕平(3) 10秒97 川島  達也(2) 10秒99 阿部  昴弘(2) 11秒02
風+4.1 農大二 前橋育英 高崎工 農大二 桐生南 前橋 太田市商 利根商

男 ト 200m 22日 田代  拓也(3) 21秒69 金子  かおる(3) 22秒10 高木  大貴(3) 22秒19 宮沢  大吾(2) 22秒45 深津  智弘(3) 22秒53 青木  陽平(3) 22秒60 土屋  吉史(2) 22秒71 御堂  耕平(3) 22秒95
ラ 風-0.5 農大二 前橋西 桐生南 前橋育英 高崎工 高経大附 農大二 前橋

子 ッ 400m 20日 金子  かおる(3) 49秒00 青木  陽平(3) 49秒21 清水  夏樹(2) 49秒96 神倉  誠志(3) 49秒97 田塚  公士(2) 50秒35 島田  泰弘(3) 50秒49 沼尻  勇人(2) 50秒63 藤川  隆文(3) 51秒16
ク 前橋西 高経大附 新島学園 農大二 農大二 農大二 前橋西 前橋
800m 23日 篠村  匡宏(3) 1分53秒61 木村  哲也(2) 1分53秒70 清水  夏樹(2) 1分53秒93 島田  泰弘(3) 1分54秒57 清水  寅一(3) 1分54秒73 中粉  寛和(1) 1分55秒24 齋藤  健太(3) 1分55秒45 小杉    健(3) 1分58秒34

太田 前橋育英 新島学園 農大二 中央 樹徳 桐生市商 高崎
1500m 20日 阿久津  圭司(3) 3分56秒33 小野  裕幸(3) 3分56秒87 山崎  敦史(3) 3分57秒00 篠村  匡宏(3) 3分58秒46 木村  哲也(2) 3分58秒48 深津  卓也(2) 3分58秒54 北爪  弘樹(3) 3分58秒59 小杉    健(3) 4分00秒12

農大二 前橋育英 富岡 太田 前橋育英 農大二 農大二 高崎
5000m 22日 小野  裕幸(3) 14分22秒21 山崎  敦史(3) 14分25秒23 姜山  佑樹(3) 14分31秒41 深津  卓也(2) 14分36秒46 片野  聖章(3) 15分03秒14 三浦    琢(3) 15分09秒93 黒岩  優大(1) 15分16秒69 大澤  良介(3) 15分16秒96

前橋育英 NGR 富岡 NGR 農大二 NGR 農大二 沼田 常磐 中之条 桐生
110mH 23日 吉田  周平(2) 15秒56 是木  滝彦(2) 15秒57 山崎  健太(2) 15秒76 笹島  岳人(3) 15秒80 後藤  力良(3) 15秒86 吉原    渉(3) 15秒93 高橋  友輝(2) 16秒00 田村  晃一(2) 16秒09
風-0.6 前橋 前橋育英 前橋 桐生第一 前橋 桐生南 高経大附 明和県央
400mH 22日 町田  和毅(3) 53秒66 田塚  公士(2) 54秒07 黒岩  桂一(3) 54秒94 宮脇  昇平(3) 55秒93 岩木  佑太(2) 56秒23 鳩山  和弘(3) 56秒28 後藤  力良(3) 56秒34 金子  祐太(2) 56秒65

新島学園 農大二 中之条 伊勢崎工 前橋育英 桐生 前橋 桐生第一
3000mSC 23日 阿久津  圭司(3) 8分54秒37 北爪  弘樹(3) 9分21秒86 三澤  秀匡(3) 9分26秒15 中村  怜史(3) 9分27秒35 高原  拓也(2) 9分32秒47 小堀  健太(3) 9分32秒62 冨岡  亮太(2) 9分32秒89 小島  康彰(3) 9分42秒41

農大二 農大二 前橋育英 前橋育英 前橋育英 常磐 農大二 館林
5000mW 20日 長幡    樹(3) 22分16秒83 清水  貴亮(3) 22分22秒43 安部  秀行(3) 22分23秒59 松本  和彦(3) 23分11秒80 篠原  直哉(2) 24分30秒16 金井  威文(2) 24分32秒82 飯塚  啓太(2) 24分39秒81 山口  裕毅(3) 24分42秒46

高崎 NGR 農大二 NGR 常磐 NGR 中之条 中之条 前橋育英 農大二 高崎
4×100mR 21日 農大二 42秒18 前橋育英 42秒76 桐生南 43秒21 太田工 43秒29 桐生 43秒56 高崎工 43秒62

土屋  吉史(2) 谷口  慎也(3) 中島  海人(1) 小曽根  竜也(3) 岩崎  将大(3) 佐藤    充(3)
樫山  知拓(3) 宮沢  大吾(2) 太田    功(3) 小倉  脩平(3) 佐瀬  景祐(3) 藤塚  雅大(3)
加藤  和樹(3) 児玉  大樹(2) 岡田    平(3) 飯塚    堅(3) 貝淵  文博(2) 山崎  優介(2)
田代  拓也(3) 武石  史也(3) 高木  大貴(3) 山田  英貴(3) 大川  祥功(3) 深津  智弘(3)

4×400mR 23日 農大二 3分19秒51 前橋育英 3分19秒79 前橋 3分19秒87 前橋西 3分21秒29 太田市商 3分21秒38 太田 3分24秒80 西邑楽 3分25秒69 高経大附 3分27秒47
神倉  誠志(3) 宮沢  大吾(2) 藤川  隆文(3) 野本  有希央(2) 平野  章三(3) 前原  和紀(2) 小林  健太(3) 萩原    守(2)
島田  泰弘(3) 児玉  大樹(2) 御堂  耕平(3) 金子  かおる(3) 海老澤  信吾(2) 篠村  匡宏(3) 柿沼  厚吏(3) 高橋  友輝(2)
樫山  知拓(3) 岩木  佑太(2) 橋本    賢(3) 小鮒    勝(2) 赤石  雅晃(2) 江原  彰宏(3) 上山  俊典(3) 神宮  照彦(3)
田塚  公士(2) 武石  史也(3) 奈良  貴嶺(3) 沼尻  勇人(2) 川島  達也(2) 大賀  清訓(3) 柿沼  美貴夫(3) 青木  陽平(3)

走高跳 22日 吉田  周平(2) 1m95 野本  有希央(2) 1m90 阿部  亮太(2) 1m85 栗原    旭(3) 1m85 丸山  智也(2) 1m80 富岡  直弥(2) 1m80 福島  竜也(2) 1m75 常磐
前橋 前橋西 農大二 高崎工 富岡実業 吉井 萩原  康太(2) 1m75 渋川

フ 棒高跳 21日 高橋  友輝(2) 4m80 奥木    卓(3) 4m70 塚田  伸哉(3) 4m70 斎藤  彦毅(1) 4m20 齋藤  雅仁(2) 4m20 林    敬之(2) 4m20 槙    大翔(2) 4m20 佐藤  秀憲(1) 4m10
ィ 高経大附 前橋育英 農大二 前橋育英 前橋西 高経大附 前橋 高崎工
｜ 青木  秀憲(3) 4m10
ル 太田
ド 走幅跳 20日 岩崎  将大(3) 6m91 笹島  岳人(3) 6m88 内山  直哉(3) 6m65 是木  滝彦(2) 6m65 落合  敬太(2) 6m62 吉田  俊彦(3) 6m58 田村    唯(3) 6m54 藤川  雄樹(3) 6m47

桐生 1.0 桐生第一 1.6 農大二 0.9 前橋育英 1.8 農大二 1.5 前橋南 1.4 新田暁 1.1 明和県央 1.2
三段跳 23日 藤塚  雅大(3) 14m60 栗原    旭(3) 14m29 岩崎  将大(3) 13m85 諏訪  将人(3) 13m83 吉田  周平(2) 13m82 内原  賢太郎(2) 13m79 月田  健太郎(3) 13m59 吉田  俊彦(3) 13m58

高崎工 0.7 高崎工 1.0 桐生 1.3 伊勢崎東 1.4 前橋 1.1 伊勢崎東 1.2 前橋 1.6 前橋南 0.5
砲丸投 20日 丸橋  理人(2) 16m02 福田  敬太(2) 14m57 町田    慎(3) 14m30 勅使河原一雅(3) 13m71 押江  和也(2) 13m18 市川  進也(2) 12m86 高澤    健(3) 12m79 小堀  純人(2) 12m72

桐生第一 中之条 樹徳 富岡 前橋育英 桐生第一 常磐 大間々
円盤投 23日 勅使河原一雅(3) 48m04 窪田  和久(3) 45m01 町田    慎(3) 42m68 丸橋  理人(2) 40m70 飯島  紀之(2) 39m00 福田  敬太(2) 37m91 高橋  和之(3) 36m22 志賀  厚美(2) 35m81

富岡 農大二 樹徳 桐生第一 富岡 中之条 常磐 前橋育英
ﾊﾝﾏｰ投 21日 川村  泰邦(3) 47m21 福田  敬太(2) 46m50 熊川  亮介(3) 45m54 杉山  弘樹(3) 44m75 篠﨑  佑介(3) 44m58 蓮沼    健(3) 43m72 北原  祐之介(3) 40m56 荻原  崇人(3) 40m08

大間々 中之条 中之条 関学大附 大間々 伊勢崎商 伊勢崎東 桐生南
やり投 22日 金子  智洋(3) 54m58 佐川  太一(2) 54m36 市川  進也(2) 53m50 中澤  圭寿(3) 53m47 須藤  聡一(3) 53m44 小西  龍太(3) 53m19 勅使河原一雅(3) 50m87 半澤    圭(2) 47m74

前橋育英 新島学園 桐生第一 農大二 榛名 農大二 富岡 農大二
混 八種競技 21日 是木  滝彦(2) 5036点 中澤  圭寿(3) 4885点 有間  桂一郎(1) 4790点 矢内    寿(2) 4361点 清水  尭之(1) 4026点
成 前橋育英 農大二 前橋育英 伊勢崎東 前橋育英

総合得点 23日 農大二 99点 前橋育英 84点 前橋 25点 中之条 24点 桐生第一 22点 前橋西 21点 高崎工 21点 富岡 20点

W=追風参考 NGR=大会新



平成16年度第39回群馬県高等学校総合体育大会 陸上競技 決勝記録一覧表
及平成16年度第57回群馬県高等学校陸上競技選手権大会
兼平成16年度第57回関東高等学校陸上競技大会県予選会
主　催：群馬県高等学校体育連盟　群馬県教育委員会　群馬陸上競技協会
後　援：前橋市陸上競技協会

競技場：群馬県立敷島公園陸上競技場 期日:平成16年５月23日(日)
種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

100m 21日 押江  美乃里(2) 12秒21 清水  加奈(3) 12秒24 高野  真美(2) 12秒33 石川  史織(2) 12秒39 鈴木  美紀(2) 12秒53 池田    梓(1) 12秒67 中村  祐子(3) 12秒73 天野  恵里(3) 12秒78
風+4.2 共愛学園 高崎女 伊勢崎女 農大二 農大二 前橋商 農大二 西邑楽

女 ト 200m 22日 清水  加奈(3) 25秒72 石川  史織(2) 26秒09 高野  真美(2) 26秒57 稲村  英利香(2) 26秒67 倉林  さえ(3) 26秒68 中村  祐子(3) 26秒69 佐藤  恵理香(3) 26秒83 田中  友梨(3) 26秒98
ラ 風-0.4 高崎女 農大二 伊勢崎女 桐生第一 高崎女 農大二 前橋西 前橋育英

子 ッ 400m 20日 清水  加奈(3) 57秒71 二瓶    恵(3) 58秒54 倉林  さえ(3) 58秒68 田村  比呂美(3) 59秒43 板橋  沙紀(2) 59秒72 高尾  美帆(3) 60秒39 加藤  絵梨子(3) 61秒24 石橋  裕子(3) 61秒55
ク 高崎女 高崎女 高崎女 桐生女 共愛学園 館林女 伊勢崎女 沼田女
800m 22日 石橋  裕子(3) 2分21秒12 清水  みどり(1) 2分21秒32 外山  美鈴(2) 2分21秒33 堀越  愛未(2) 2分22秒71 中川原  光(3) 2分22秒78 田島  香織(1) 2分22秒92 清水  美花(3) 2分23秒07 乙山  くるみ(1) 2分28秒20

沼田女 農大二 伊勢崎女 常磐 中央 高崎女 高崎女 健大高崎
1500m 21日 鈴木  悠里(2) 4分42秒95 清水  みどり(1) 4分43秒27 外山  美鈴(2) 4分43秒29 堀越  愛未(2) 4分43秒93 小田  香澄(3) 4分43秒96 角田  梨絵(2) 4分43秒99 宮崎  真奈美(3) 4分44秒10 長岡  恵梨(3) 4分46秒11

常磐 農大二 伊勢崎女 常磐 高崎女 健大高崎 常磐 市立前橋
3000m 23日 鈴木  悠里(2) 9分34秒54 長岡  恵梨(3) 9分45秒05 高橋  千都(3) 9分45秒16 角田  梨絵(2) 9分45秒50 吉田  彩香(3) 9分46秒44 小田  香澄(3) 9分49秒97 浅貝    愛(3) 10分00秒38 中里  麗美(1) 10分06秒94

常磐 NGR 市立前橋 市立前橋 健大高崎 常磐 高崎女 健大高崎 太田市商
100mH 23日 鎌田    優(3) 15秒15 青木    梓(2) 15秒73 福田  舞子(3) 15秒88 小林    歩(3) 16秒09 嘉藤  景子(2) 16秒25 飯塚  美穂(3) 16秒30 北島  望帆(2) 16秒35 山口  あすか(2) 17秒04
風-0.5 新島学園 高経大附 新島学園 前橋西 伊勢崎女 利根商 農大二 勢多農林
400mH 22日 田村  比呂美(3) 64秒59 二瓶    恵(3) 64秒80 渡辺    愛(3) 66秒89 木内  英里子(2) 66秒95 北島  望帆(2) 67秒03 小畑  美佳子(2) 67秒03 馬場    薫(2) 67秒96 小林    歩(3) 73秒00

桐生女 高崎女 伊勢崎女 共愛学園 農大二 新島学園 藤岡女 前橋西
3000mW 20日 浅岡  友美(3) 14分26秒26 中村  千紘(3) 15分04秒09 久保  綾香(2) 15分07秒54 太田  絵美(3) 16分03秒33 亀田  協子(3) 16分04秒25 横尾  なつき(3) 16分10秒66 奥    綾香(2) 16分23秒64 堀口  恵美(3) 17分24秒41

新島学園 高崎女 高崎女 館林女 伊勢崎女 藤岡女 藤岡女 藤岡女
4×100mR 21日 前橋西 50秒10 共愛学園 50秒29 高崎女 50秒45 伊勢崎女 50秒67 太田市商 50秒70 渋川女 51秒00 新島学園 51秒37 高経大附 51秒47

福島  茉未(3) 高橋  李奈(1) 倉林  さえ(3) 横塚  久美(1) 盛田  由香(2) 吉田  あい(2) 福田  舞子(3) 菊地  由美子(3)
佐藤  恵理香(3) 板橋  沙紀(2) 原    祐奈(1) 高野  真美(2) 大石  花織(2) 黒岩    愛(2) 鎌田    優(3) 島方  彩乃(2)
小林    歩(3) 押江  美乃里(2) 二瓶    恵(3) 嘉藤  景子(2) 山田  祐実(2) 渡邊  愛美(2) 中島  絵美里(1) 山田  慶子(3)
山口  愛美(3) 木内  英里子(2) 清水  加奈(3) 池田  奈津紀(1) 吉田  莉奈(2) 萩原  麻莉恵(3) 井埜  結実(3) 青木    梓(2)

4×400mR 23日 高崎女 3分57秒26 伊勢崎女 4分00秒71 前橋西 4分00秒71 共愛学園 4分01秒10 太田市商 4分01秒98 農大二 4分05秒39 新島学園 4分10秒31 館林女 4分17秒59
倉林  さえ(3) 久保田  沙織(2) 矢島  有望(2) 後藤  悠子(3) 吉野  真由美(2) 齋藤  絵理子(3) 小畑  美佳子(2) 金井    萌(2)
二瓶    恵(3) 加藤  絵梨子(3) 佐藤  恵理香(3) 板橋  沙紀(2) 盛田  由香(2) 北島  望帆(2) 鎌田    優(3) 寺内  理紗(2)
狩野  未樹子(2) 外山  美鈴(2) 小林    歩(3) 押江  美乃里(2) 大石  花織(2) 石川  史織(2) 中島  絵美里(1) 福田  直子(3)
清水  加奈(3) 高野  真美(2) 山口  愛美(3) 木内  英里子(2) 吉田  莉奈(2) 中村  祐子(3) 井埜  結実(3) 高尾  美帆(3)

走高跳 20日 小川    優(3) 1m61 青木    梓(2) 1m58 山口  愛美(3) 1m55 原沢    恵(1) 1m50 安達  由香(2) 1m45 伊勢崎女 深澤  佳織(1) 1m45 富岡東
太田女 高経大附 前橋西 高崎女 小林    望(1) 1m45 農大二 築山  由季(2) 1m45 高崎女

フ 走幅跳 21日 山口  愛美(3) 5m93 鎌田    優(3) 5m65 髙橋  寿枝(1) 5m48 黒沢  恵美(1) 5m34 青木    梓(2) 5m34 萩原  亜優美(2) 5m16 福田  舞子(3) 5m11 笹島  みゆき(2) 5m06
ィ 前橋西 W4.2 新島学園 W3.9 前橋西 W4.6 高崎女 W3.2 高経大附 W4.3 吾妻 1.5 新島学園 W3.3 伊勢崎商 -0.6
｜ 砲丸投 23日 針谷  瑠里(3) 12m43 大和    葵(3) 12m29 鹿沼    恵(1) 11m22 田島  佳緒莉(2) 11m09 桜井  彩乃(3) 10m31 木村  有花(2) 9m96 久保  絢子(3) 9m52 内山  由理恵(3) 9m02
ル 高経大附 伊勢崎女 伊勢崎女 太田市商 高崎女 高崎女 高崎女 前橋西
ド 円盤投 21日 片山  久美(2) 38m33 大和    葵(3) 36m76 宮口  沙織(3) 34m60 伏島  佳奈(3) 34m08 久保  絢子(3) 33m67 島田  早苗(3) 32m53 村山  美和(2) 29m79 仲間  未来(2) 28m98

高崎女 伊勢崎女 富岡東 伊勢崎女 高崎女 高崎女 伊勢崎女 中之条
やり投 20日 針谷  瑠里(3) 40m85 佐口  翔子(3) 38m62 桜井  彩乃(3) 36m39 田島  佳緒莉(2) 36m04 小林  翔子(2) 33m13 岡本  真理香(3) 33m01 榎本  彩加(2) 32m44 加藤  千鶴子(3) 32m30

高経大附 太田市商 高崎女 太田市商 樹徳 高崎女 富岡東 藤岡女
混 七種競技 23日 今井  美穂(2) 3714点 福田  舞子(3) 3679点 羽鳥  陽香留(3) 3659点 笹島  みゆき(2) 3337点 町田  絢香(1) 3222点 原沢    恵(1) 2902点 町田  幸子(3) 2590点 高田  寛乃(2) 2493点
成 富岡東 新島学園 高崎女 伊勢崎商 新島学園 高崎女 藤岡女 藤岡女

総合得点 23日 高崎女 84点 伊勢崎女 50.5点 新島学園 29点 前橋西 27点 農大二 25.5点 高経大附 24点 常磐 20点 共愛学園 19点

W=追風参考 NGR=大会新


