
一般女子

 県記録 11.43 市川 華菜 (中京大/ミズノ)   2011/17/18

 本年平均 12.068 昨年平均 11.877

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 11.77 -0.1* 吉田 紗弓 ＡＣ一宮 一般 第2回尾張陸協記録会 愛知 一宮 8/22

2 11.86 +0.9* 蔵重 みう 中京大中京高 1 高校 名南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

3 12.03 0.0* 市川 華菜 ミズノ 一般 日本選手権 新潟 新潟 10/1

4 12.05 -0.9* 佐藤 俐有 田原東部中 2 中学 愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂 8/30

5 12.06 +1.5* 倉橋 美穂 中京大中京高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

6 12.12 -0.1* 高須 鮎香 山梨学大 1 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

7 12.19 +2.0* 沖 美月 岡崎城西高 2 高校 デカスロンin愛知 愛知 瑞穂北 11/7

8 12.20 +0.9* 前田 紗希 中京大中京高 1 高校 名南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

8 12.20 -0.8* 佐野 文香 愛知教大 3 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/3

8 12.20 +1.0* 岸本 優花 中京大中京高 3 高校 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

100m

 県記録 23.39 市川 華菜 (ミズノ) 2017

 本年平均 24.832 昨年平均 24.390

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 24.03 -0.7* 吉田 紗弓 ＡＣ一宮 97 一般 富士北麓ワールドトライアル 山梨 富士北麓 9/6

2 24.55 +1.1* 蔵重 みう 中京大中京高 1 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

3 24.65 +0.3* 倉橋 美穂 中京大中京高 2 高校 デカスロンin愛知 愛知 瑞穂北 11/7

4 24.74 +0.6* 市川 華菜 ミズノ 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

5 24.95 +0.4* 沢井 萌奈 山梨学大 3 大学 山梨グランプリ 山梨 富士北麓 8/30

6 25.02 +0.3* 佐野 文香 愛知教大 3 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/17

7 25.07 -1.4* 岸本 優花 中京大中京高 3 高校 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

8 25.08 +0.9* 須崎 心優 中京大中京高 2 高校 私学祭競技会 愛知 瑞穂 9/19

9 25.11 +0.3* 小松 このみ 安城学園高 1 高校 デカスロンin愛知 愛知 瑞穂北 11/7

10 25.12 +0.9* 飯田 真衣 安城学園高 2 高校 私学祭競技会 愛知 瑞穂 9/19

200m

 県記録 38.41 吉田 紗弓 (ＡＣ一宮) 2020

 本年平均 41.640 昨年平均 41.184

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

◎1 38.41 * 吉田 紗弓 ＡＣ一宮 97 一般 田島記念競技会 山口 維新百年記念 10/18

2 40.61 * 中野 知咲 中京大中京高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

3 41.08 * 北村 はる 日本福祉大附高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

4 41.53 * 和佐田 真広 中京大中京高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

5 41.60 * 上野 愛恩 瑞陵高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

6 42.27 * 吉川 せな 愛工大名電高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

7 42.60 * 吉竹 琴音 名城大附高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

8 42.73 * 鈴木 美咲 愛工大名電高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

9 42.76 * 松山 明里咲 瑞陵高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

10 42.81 * 久保田 月楠 瑞陵高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

300m

−32−



 県記録 53.76 樫山 楓 (至学館大) 2016

 本年平均 56.961 昨年平均 56.164

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 54.24 * 吉田 紗弓 ＡＣ一宮 97 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

2 56.50 * 近藤 七海 至学館大 3 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

3 56.79 * 木下 慶乃 ＡＣ一宮 一般 第3回尾張記録会 愛知 一宮 9/20

4 56.83 * 片山 栞里 甲南大 3 大学 日本学生対校選手権 新潟 新潟 9/11

5 56.92 * 川島 実桜 豊橋南高 3 高校 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

6 56.97 * 小山 愛結 安城学園高 2 高校 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/24

7 57.27 * 三輪 ダリヤ 中大 4 大学 第2回中央大学記録会 東京 中央大多摩 8/1

8 57.46 * 飯田 真衣 安城学園高 2 高校 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/24

9 57.79 * 北村 はる 日本福祉大附高 1 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

10 57.90 * 小沢 紗央 豊川高 2 高校 県高校2・3年競技会 愛知 瑞穂 7/5

10 57.90 * 政野 志歩 中京大中京高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

400m

 県記録 1.30.40 細井 衿菜 （中京大中京高） 2018

 本年平均 1.42.547 昨年平均 1.41.452

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.33.65 * 青山 理奈 中京大中京高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

2 1.35.02 * 萩原 さや 中京大中京高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

3 1.37.60 * 山田 晴華 中京大中京高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

4 1.42.13 * 小島 向日希 中京大中京高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

5 1.43.74 * 加藤 千晶 旭丘高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

6 1.45.43 * 松田 華 中部大一高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

7 1.45.60 * 孝谷 夏実 旭丘高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

8 1.45.94 * 猪熊 紗伎 中京大中京高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

9 1.48.02 * 市川 聖莉奈 中部大一高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

10 1.48.34 * 岩堀 珠希 豊橋東高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

600m

 県記録 2.03.21 松島 朋子 （東海銀行） 2001

 本年平均 2.11.195 昨年平均 2.10.285

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2.08.09 * 川島 実桜 豊橋南高 3 高校 セイコーゴールデングランプリ 東京 国立 8/23

2 2.08.53 * 青山 理奈 中京大中京高 2 高校 日本選手権 新潟 新潟 10/2

3 2.08.74 * 細井 衿菜 慶大 2 大学 東京陸協ミドルディスタンス 東京 駒沢 10/27

4 2.09.30 * 小山 愛結 安城学園高 2 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/24

5 2.10.39 * 萩原 さや 中京大中京高 2 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

6 2.11.42 * 壁谷 衿奈 竜海中 3 中学 愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂 8/30

7 2.12.57 * 森 千莉 豊田浄水中 3 中学 愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂 8/30

8 2.13.08 * 山田 晴華 中京大中京高 3 高校 Denka Athletics Challenge Cup 新潟 新潟 11/3

9 2.14.14 * 星川 茉鈴 至学館高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

10 2.15.69 * 萩原 さら 中京大中京高 2 高校 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

800m

−33−



 県記録 2.45.13 松島 朋子 （東海銀行） 2002

 本年平均 3.05.461 昨年平均 3.04.143

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2.53.39 * 青山 理奈 中京大中京高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

2 2.54.99 * 萩原 さや 中京大中京高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

3 3.00.46 * 小島 向日希 中京大中京高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

4 3.01.13 * 山田 小雪 津島高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

5 3.01.21 * 山田 晴華 中京大中京高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

6 3.06.39 * 萩原 さら 中京大中京高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

7 3.10.98 * 猪熊 紗伎 中京大中京高 1+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

8 3.14.11 * 山本 萌恵子 愛知陸協 一般 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

9 3.15.39 * 市川 聖莉奈 中部大一高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

10 3.16.56 * 岩堀 珠希 豊橋東高 2+ 高校 第8回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

1000m

 県記録 4.14.28 川島 亜希子 （東海銀行） 1997

 本年平均 4.28.616 昨年平均 4.26.566

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 4.22.53 * 福田 有以 豊田自動織機 一般 日本選手権 新潟 新潟 10/2

2 4.26.31 * 小嶋 聖来 岡崎六ツ美北中 3 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

3 4.28.25 * 柴田 桃花 弥富中 3 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

4 4.28.48 * 林 彩夢 西尾鶴中 2 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

5 4.28.95 * 磯部 早良 安城学園高 2 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/23

6 4.29.33 * 壁谷 衿奈 竜海中 3 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

7 4.30.06 * 中馬 蘭奈 逢妻中 3 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/18

8 4.30.20 * 下山田 絢香 椙山女学園大 3 大学 日本学生対校選手権 新潟 新潟 9/11

9 4.30.91 * 吉田 莉帆 豊川高 1 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

10 4.31.14 * 林 那優 豊川高 1 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

- 4.10.00 * Ｌ・Ｈ・エカラレ 豊田自動織機 一般 ホクレンディスタンス士別 北海道 士別 7/4

1500m

 県記録 4.37.22 川島 亜希子 （東海銀行） 1997

 本年平均 5.15.481 昨年平均 -

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 5.06.48 * 田島 愛梨 愛知陸協 2+ 中学 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

2 5.09.61 * 沢田 理紗 愛知陸協 2+ 中学 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

3 5.11.02 * 森 乙葉 愛知高 1+ 高校 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

4 5.11.84 * 池尾 優衣 聖霊高 2+ 高校 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

5 5.13.55 * 川崎 慶子 千種高 2+ 高校 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

6 5.16.79 * 中川 美晴 横須賀高 2+ 高校 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

7 5.17.96 * 森山 美空 愛知高 2+ 高校 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

8 5.21.23 * 二村 菜津乃 ＴＳＭ 2+ 中学 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

9 5.22.79 * 猪飼 真莉子 愛知高 2+ 高校 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

10 5.23.54 * 野平 鈴恩 阿久比高 1+ 高校 名古屋プレシーズン 愛知 瑞穂 3/21

1マイル(1609.344m:トラック)

−34−



 県記録 9.00.89 鷲見 梓沙 （豊川高） 2014

 本年平均 9.30.317 昨年平均 9.16.997

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 9.07.77 * 川口 桃佳 豊田自動織機 98 一般 ホクレンディスタンス士別 北海道 士別 7/4

2 9.13.20 * 薮下 明音 豊田自動織機 91 一般 ホクレンディスタンス士別 北海道 士別 7/4

3 9.23.70 * 森 彩純 豊川高 1 高校 日体大⾧距離 神奈川 日体大健志台 12/6

4 9.27.38 * 磯部 早良 安城学園高 2 高校 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

5 9.34.27 * 城所 日和 豊田自動織機 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/18

6 9.37.33 * 下山田 絢香 椙山女学園大 3 大学 第2回駅伝強化 愛知 知多 11/7

7 9.38.23 * 江口 春姫 愛知学院愛知高 3 高校 東海大種目別 神奈川 秦野 9/27

8 9.39.19 * 丹羽 琴音 中部大一高 2 高校 東海大種目別競技会 神奈川 秦野 10/17

9 9.40.48 * 井上 葉南 名城大 3 大学 ホクレンディスタンス網走 北海道 網走 7/15

10 9.41.62 * 吉田 莉帆 豊川高 1 高校 日体大⾧距離 神奈川 日体大健志台 12/6

- 8.43.33 * Ｌ・Ｈ・エカラレ 豊田自動織機 一般 ホクレンディスタンス深川 北海道 深川 7/8

3000m

 県記録 15.18.11 横江 里沙 （豊田自動織機） 2016

 本年平均 16.00.092 昨年平均 15.50.915

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 15.24.24 * 川口 桃佳 豊田自動織機 98 一般 日本選手権・⾧距離 大阪 ⾧居 12/4

2 15.38.08 * 小笠原 安香音 豊田自動織機 一般 日本実業団女子⾧距離 山口 維新百年記念 12/5

3 15.42.24 * 薮下 明音 豊田自動織機 91 一般 ホクレンディスタンス網走 北海道 網走 7/15

4 15.47.27 * 山本 菜緒 豊田自動織機 96 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/20

5 15.50.60 * 山本 有真 名城大 2 大学 第4回ナイター記録会 ⾧崎 ⾧崎 10/11

6 16.06.21 * 山本 彩乃 小島プレス 一般 全日本実業団 埼玉 熊谷 9/20

7 16.17.19 * 井上 葉南 名城大 3 大学 ホクレンディスタンス千歳 北海道 千歳 7/18

8 16.19.35 * 沼田 未知 豊田自動織機 一般 日本実業団女子⾧距離 山口 維新百年記念 12/5

9 16.24.90 * 下山田 絢香 椙山女学園大 3 大学 日体大⾧距離 神奈川 日体大健志台 11/14

10 16.30.84 * 城所 日和 豊田自動織機 一般 Denka Athletics Challenge Cup 新潟 新潟 11/3

- 15.03.09 * Ｌ・Ｈ・エカラレ 豊田自動織機 一般 ホクレンディスタンス網走 北海道 網走 7/15

5000m

 県記録 31.35.18 大南 博美 （トヨタ車体） 2005

 本年平均 32.57.978 昨年平均 34.27.609

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 31.36.04 * 萩原 歩美 豊田自動織機 一般 日本グランプリ神戸 兵庫 ユニバー記念 4/21

2 32.15.88 * 林田 みさき 豊田自動織機 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ網走 北海道 網走 7/22

3 32.31.37 * 川口 桃佳 豊田自動織機 一般 全日本実業団対抗 大阪 ⾧居 9/20

4 32.47.17 * 沼田 未知 豊田自動織機 一般 実業団女子⾧距離記録会 山口 維新百年記念 12/7

5 35.39.43 * 岡本 奈々依 大阪学院大 4 大学 大阪学生対校 大阪 ⾧居第二 4/5

10000m

−35−



 県記録 16.10 大南 博美 （トヨタ車体） 2006

 本年平均 17.21.7 昨年平均 18.10.2

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 16.46 * 萩原 歩美 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

2 16.47 * 山本 菜緒 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

3 16.52 * 薮下 明音 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

4 17.18 * 藤田 愛子 愛知電機 一般 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

5 17.32 * 後藤 梨奈 中京大 4 大学 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

6 17.35 * 川口 桃佳 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

7 17.36 * 前田 梨乃 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

8 17.36 * 小笠原 安香音 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

9 17.37 * 中村 瑠花 小島プレス 一般 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

10 17.58 * 木下 真由香 中京大 4 大学 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

5km

 県記録 32.09 大南 敬美 （東海銀行） 1998

福田 有以 （豊田自動織機） 2018

 本年平均 34.46.8 昨年平均 34.02.8

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 33.09 * 萩原 歩美 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

1 33.09 * 山本 菜緒 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

3 33.18 * 川口 桃佳 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

4 34.03 * 薮下 明音 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

5 34.11 * 前田 梨乃 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

6 34.46 * 小笠原 安香音 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

7 35.36 * 中村 瑠花 小島プレス 一般 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

8 36.08 * 安井 佳苗 京産大 3+ 大学 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

9 36.34 * 木下 真由香 中京大 4 大学 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

10 36.54 * 幾野 由里亜 小島プレス 一般 大阪ハーフ 大阪 大阪ハーフ 1/26

10km

 県記録 1.05.17 大南 博美 （UFJ銀行） 2004

 本年平均 1.12.31.3 昨年平均 1.12.40.2

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.06.16 * 山本 菜緒 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

2 1.07.52 * 萩原 歩美 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

3 1.09.18 * 薮下 明音 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

4 1.10.36 * 杉浦 穂乃加 中京大 4+ 大学 丸亀国際ハーフ 香川 丸亀ハーフ 2/2

5 1.12.13 * 中村 瑠花 小島プレス 一般 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

6 1.13.02 * 安井 佳苗 京産大 20+ 大学 大阪ハーフマラソン 大阪 大阪 1/26

7 1.15.07 * 幾野 由里亜 小島プレス 26+ 一般 大阪ハーフマラソン 大阪 大阪 1/26

8 1.15.35 * 河村 英理香 敷島製パンＰａｓｃｏ 一般 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

9 1.16.47 * 米谷 利佳 庄内ＲＴ 一般 東京マラソン 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 3/1

10 1.18.27 * 木下 真由香 中京大 4 大学 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

20km

−36−



 県記録 1.08.45 大南 博美 （東海銀行） 2004

 本年平均 1.16.55.3 昨年平均 1.16.40.6

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.10.04 * 山本 菜緒 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

2 1.12.01 * 萩原 歩美 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

3 1.13.06 * 薮下 明音 豊田自動織機 一般 全日本実業団ハーフ 山口 山口循環 2/9

4 1.14.39 * 杉浦 穂乃加 中京大 4+ 大学 丸亀国際ハーフ 香川 丸亀ハーフ 2/2

5 1.16.03 * 中村 瑠花 小島プレス 一般 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

6 1.17.01 * 安井 佳苗 京産大 2+ 大学 大阪ハーフマラソン 大阪 大阪 1/26

7 1.19.07 * 幾野 由里亜 小島プレス 一般 大阪ハーフマラソン 大阪 大阪 1/26

8 1.19.41 * 河村 英理香 敷島製パンＰａｓｃｏ 一般 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

9 1.23.45 * 木下 真由香 中京大 4 大学 山陽女子ロード 岡山 山陽女子ハーフ 12/20

10 1.23.46 * 松野 真帆 安城快足ＡＣ 一般 丸亀国際ハーフ 香川 丸亀ハーフ 2/2

ハーフマラソン（21.0975km）

 県記録 1.40.39 大南 博美 （UFJ銀行） 2004

 本年平均 2.01.38.8 昨年平均 1.56.27.5

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.53.47 * 中村 瑠花 小島プレス 一般 名古屋ウィメンズ 愛知 名古屋ウィメンズ 3/8

2 1.58.38 * 幾野 由里亜 小島プレス 一般 名古屋ウィメンズ 愛知 名古屋ウィメンズ 3/8

3 2.00.08 * 河村 奈津紀 トヨタＳＣ 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

4 2.01.18 * 北谷 友梨佳 愛知陸協 一般 名古屋ウィメンズ 愛知 名古屋ウィメンズ 3/8

5 2.01.57 * 浅野 ひろみ 庄内ＲＴ 一般 大阪ロードレース 大阪 ⾧居付設⾧距離競走(歩)路 12/5

6 2.03.04 * 田辺 ひとみ 庄内ＲＴ 一般 大阪ロードレース 大阪 ⾧居付設⾧距離競走(歩)路 12/5

7 2.03.17 * 坂川 真由美 ＡＣ一宮 一般 名古屋ウィメンズ 愛知 名古屋ウィメンズ 3/8

8 2.04.09 * 佐橋 京子 庄内ＲＴ 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

9 2.04.59 * 堀木 なお子 クラブＲ２中日本 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

10 2.05.11 * 伊藤 由香 中馬塾 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

30km

 県記録 2.23.26 大南 博美 （UFJ銀行） 2004

 本年平均 2.57.13.7 昨年平均 2.50.57.3

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2.44.44 * 中村 瑠花 小島プレス 26+ 一般 名古屋ウィメンズ 愛知 名古屋ウィメンズ 3/8

2 2.49.57 * 幾野 由里亜 小島プレス 26+ 一般 愛媛マラソン 愛媛 松山コース 2/9

3 2.51.08 * 米谷 利佳 庄内ＲＴ 一般 東京マラソン 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 3/1

4 2.52.44 * 河村 奈津紀 トヨタＳＣ 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

5 2.54.19 * 北谷 友梨佳 愛知陸協 22+ 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

6 2.56.27 * 堀木 なお子 クラブＲ２中日本 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

7 2.56.47 * 田辺 ひとみ 庄内ＲＴ 47+ 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

8 2.57.04 * 野田 ひろみ 庄内ＲＴ 32+ 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

9 2.57.35 * 伊藤 由香 中馬塾 一般 大阪国際女子 大阪 大阪国際女子 1/26

10 2.57.41 * 坂川 真由美 ＡＣ一宮 一般 名古屋ウィメンズ 愛知 名古屋ウィメンズ 3/8

マラソン

−37−



 県記録 13.45 小林 紗矢香 （愛知教育大） 2015

 本年平均 14.209 昨年平均 13.946

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 13.77 +1.5* 大松 由季 愛知陸協 一般 田島記念 山口 維新百年記念 10/18

2 13.82 +1.9* 古橋 佳奈 山梨学大 3 大学 インカレ標準記録突破挑戦 埼玉 熊谷 8/12

3 13.84 +0.6* 安藤 愛未 至学館高 3+ 高校 北和記録会 奈良 鴻ノ池 3/30

4 14.24 +1.4* 西川 知沙 日体大 1 大学 日体大選手権 神奈川 日体大健志台 10/31

5 14.32 +1.3* 松本 佳音彩 中京大附中京高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

6 14.33 -0.2* 伊藤 瑠莉彩 中京大 3 大学 日本選手権 新潟 新潟 10/2

7 14.40 +1.1* 服部 明日風 中京大附中京高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

8 14.42 +1.3* 坂井 寿々 至学館高 1 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

9 14.45 +1.4* 木村 加乃 至学館大 1 大学 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

10 14.50 +0.8* 成田 乙葉 中京大附中京高 3 高校 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

100mH(83.8cm_8.5m)

 県記録

 本年平均 45.907 昨年平均

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 44.50 * 服部 明日風 中京大附中京高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

2 44.85 * 高嵜 桃花 中京大附中京高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

3 45.10 * 神田 彩名 名城大附高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

4 45.11 * 成田 乙葉 中京大附中京高 3 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

5 45.95 * 沢 美羽 至学館高 3 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

6 45.99 * 辻 和佳奈 旭野高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

7 46.49 * 前田 明日香 瑞陵高 3 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

8 46.85 * 都 百花 旭丘高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

9 46.86 * 森 美波 愛工大名電高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

10 47.37 * 村松 芽依 愛工大名電高 2 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

300mH(76.2cm_35.0m)

 県記録 58.92 廣 真友子 （市邨学園高） 1994

 本年平均 1.02.497 昨年平均 1.00.849

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 0.58.93 * 九⿁ 友梨恵 加藤建設 一般 関西実業団 大阪 ⾧居 9/26

2 1.01.35 * 真鍋 綾菜 愛知教大 1 大学 U20全国競技会 広島 広島 10/25

3 1.02.19 * 神田 彩名 名城大附高 2 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

4 1.02.43 * 沢 美羽 至学館高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

5 1.02.46 * 服部 明日風 中京大附中京高 2 高校 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/24

6 1.02.96 * 夏目 紗彩 豊川高 1 高校 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

7 1.03.26 * 西川 知沙 日体大 1 大学 日体大選手権 神奈川 日体大健志台 11/1

8 1.03.36 * 遠山 奈月 至学館大 2 大学 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

9 1.04.00 * 高嵜 桃花 中京大附中京高 2 高校 高校新人名南北支部予選 愛知 瑞穂 9/12

10 1.04.03 * 辻 和佳奈 旭野高 2 高校 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

400mH(76.2cm_35.0m)

−38−



 県記録 10.00.40 向井 智香 （名城大） 2016

 本年平均 11.15.096 昨年平均 11.05.785

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 10.19.02 * 後藤 梨奈 中京大 3 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 6/29

2 10.54.12 * 原 舞奈 東京学芸大 2 大学 日本学生個人 神奈川 平塚 6/9

3 10.59.16 * 森崎 綾乃 関西外語大 1 大学 西日本学生 京都 西京極 6/23

4 11.56.98 * 小林 未来 安城学園高 3 高校 東海選手権 三重 三重総合 8/25

5 12.06.20 * 向井 智香 名城大 4 大学 西日本学生 京都 西京極 6/23

3000mSC(76.2cm)

 県記録 13.13.99 石塚 侑子 （惟信高） 2002

 本年平均 16.15.988 昨年平均 −

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 14.43.98 * 片原 未紗音 豊明高 2 高校 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

2 14.47.92 * 岸 七海 西春高 2 高校 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

3 15.27.51 * 多久 なづな 安城高 2+ 高校 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

4 16.49.78 * 三浦 萌乃果 旭野高 2 高校 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

5 17.48.80 * 西本 凪沙 一宮西高 2 高校 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

6 17.57.94 * 柏原 明以 安城高 1+ 高校 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

3000mW

 県記録 22.31.94 矢来 舞香 （中京大） 2019

 本年平均 25.13.991 昨年平均 25.08.113

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 22.35.93 * 中川 晴子 名古屋大 5 大学 第3回強化中・⾧距離記録会 奈良 橿原 11/28

2 23.04.92 * 矢来 舞香 中京大 4 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

3 23.24.46 * 上森 佳代 中京大 2 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

4 25.03.22 * 片原 未紗音 豊明高 2 高校 駅伝強化 愛知 知多 11/7

5 25.35.96 * 岸 七海 西春高 1+ 高校 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

6 26.00.24 * 岩田 華侑 一宮高 2+ 高校 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

7 26.10.50 * 柴田 葵 至学館大 2 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

8 26.27.24 * 深水 梨保 至学館クラブ 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

9 26.34.14 * 則武 桃佳 中部学院大 1 大学 尾張選手権 愛知 一宮 10/18

10 27.23.30 * 松本 怜香 一宮高 2+ 高校 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

5000mW

 県記録 46.11.22 矢来 舞香 （中京大） 2019

 本年平均 52.42.373 昨年平均 52.43.161

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 47.09.59 * 矢来 舞香 中京大 3 大学 ひろしま県央競歩 広島 呉市総合 11/23

2 48.19.00 * 矢島 風香 中京大 3 大学 東海学生春季大会 愛知 知多 4/7

3 49.06.70 * 岩田 奈央 同志社大 3 大学 関西学生対校 奈良 鴻ノ池 5/19

4 51.35.71 * 柴田 葵 至学館大 1 大学 ひろしま県央競歩 広島 呉市総合 11/23

5 56.27.42 * 五藤 怜奈 ティラド 一般 中部実業団対抗 岐阜 ⾧良川 5/12

6 1.03.35.82 * 上森 佳代 中京大 1 大学 中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 12/14

10000mW

−39−



 県記録 22.34 前川 知美 （三菱自岡崎） 2013

 本年平均 26.15.0 昨年平均 25.16.0

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 24.05 * 矢来 舞香 中京大 3+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

2 24.20 * 五藤 怜奈 ティラドリク 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

3 25.11 * 岩田 奈央 同志社大 3+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

4 25.27 * 多久 なづな 安城高 2+ 高校 元旦競歩 愛知 知多 1/1

5 25.36 * 片原 未紗音 豊明高 1+ 高校 元旦競歩 愛知 知多 1/1

6 25.43 * 岩田 華侑 一宮高 2+ 高校 U20選抜競歩 兵庫 六甲 2/16

7 26.37 * 岸 七海 西春高 1+ 高校 元旦競歩 愛知 知多 1/1

8 26.59 * 中川 晴子 名古屋大 4+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

9 32.17 * 後藤 新奈 西春高 2+ 高校 元旦競歩 愛知 知多 1/1

5kmW

 県記録 45.54 前川 知美 （三菱自岡崎） 2013

 本年平均 51.06.6 昨年平均 50.45.6

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 48.48 * 五藤 怜奈 ティラドリク 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

2 49.12 * 矢来 舞香 中京大 3+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

3 50.41 * 岩田 奈央 同志社大 3+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

4 52.19 * 上森 佳代 中京大 1+ 大学 元旦競歩 東京 神宮外苑 1/1

5 54.33 * 中川 晴子 名古屋大 4+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

10kmW

 県記録 1.35.18 占部 磨美 （三菱自岡崎） 2015

 本年平均 1.44.50.3 昨年平均 −

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.40.42 * 五藤 怜奈 ティラドリク 一般 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

2 1.42.52 * 矢来 舞香 中京大 3+ 大学 全日本競歩能 石川 能美 3/15

3 1.44.18 * 岩田 奈央 同志社大 3+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

4 1.51.29 * 中川 晴子 名古屋大 4+ 大学 日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 六甲 2/16

20kmW

−40−



県記録 45.40 2019

本年平均 47.196 昨年平均 46.818

順位 記録 チーム メンバー 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 45.46 中京大中京高
岸本優花(3)⇒倉橋美穂(2)

⇒須崎心優(2)⇒蔵重みう(1)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

2 46.29 中京大中京高
須崎心優(2)⇒倉橋美穂(2)

⇒前田紗希(1)⇒蔵重みう(1)
高校 高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/5

3 46.43 中京大中京高
蔵重みう(1)⇒倉橋美穂(2)

⇒岸本優花(3)⇒前田紗希(1)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

4 46.87 安城学園高
小松このみ(1)⇒手島美咲(2)

⇒中根葵(2)⇒飯田真衣(2)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

5 47.51 至学館高
大城莉夢(2)⇒小幡胡実(2)

⇒坂井寿々(1)⇒中西楓夏(2)
高校 日本選手権リレー 神奈川 横浜 10/16

6 47.65 安城学園高
石原美空(2)⇒手島美咲(2)

⇒中根葵(2)⇒飯田真衣(2)
高校 高校新人西三河予選 愛知 刈谷 9/5

7 47.72 至学館大
安藤愛未(1)⇒大城珠莉(1)

⇒中山愛理(1)⇒都築美音(2)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

8 47.90 中京大
柴崎五月(3)⇒伊藤瑠莉彩(3)

⇒外園愛梨(1)⇒明星光(4)
大学 第2回中京大土曜競技会 愛知 中京大 8/2

9 47.94 愛知教大
加藤麻由(2)⇒吉村月乃(3)

⇒小泉満菜(2)⇒佐野文香(3)
大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/11

10 48.19 安城学園高
山口さくら(3)⇒手島美咲(2)

⇒中根葵(2)⇒飯田真衣(2)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

10 48.19 安城学園高
石原美空(2)⇒手島美咲(2)

⇒小松このみ(1)⇒飯田真衣(2)
高校 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

中京大中京高（岸本(2)⇒倉橋(1)⇒外園(3)⇒高須(3)）

4×100mR

(参考）
県記録（単独） 45.40 2019

本年平均 47.652 昨年平均 47.295

順位 記録 チーム メンバー 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 45.46 中京大中京高
岸本優花(3)⇒倉橋美穂(2)

⇒須崎心優(2)⇒蔵重みう(1)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

2 46.87 安城学園高
小松このみ(1)⇒手島美咲(2)

⇒中根葵(2)⇒飯田真衣(2)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

3 47.51 至学館高
大城莉夢(2)⇒小幡胡実(2)

⇒坂井寿々(1)⇒中西楓夏(2)
高校 日本選手権リレー 神奈川 横浜 10/16

4 47.72 至学館大
安藤愛未(1)⇒大城珠莉(1)

⇒中山愛理(1)⇒都築美音(2)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

5 47.90 中京大
柴崎五月(3)⇒伊藤瑠莉彩(3)

⇒外園愛梨(1)⇒明星光(4)
大学 第2回中京大土曜競技会 愛知 中京大梅村 8/2

6 47.94 愛知教大
加藤麻由(2)⇒吉村月乃(3)

⇒小泉満菜(2)⇒佐野文香(3)
大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/11

7 48.43 ＡＣ一宮
井貝沙彩⇒木下慶乃

⇒伊藤里帆⇒吉田紗弓(97)
一般 尾張陸協記録会 愛知 一宮 8/22

8 48.44 岡崎城西高
森下愛梨(1)⇒沖美月(2)

⇒藤井鈴奈(1)⇒田中萌葉(2)
高校 高校新人 愛知 瑞穂 9/26

9 48.60 光ケ丘女高
梅田果歩(3)⇒近藤日菜(3)

⇒浅井美和(3)⇒土居心愛(2)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

10 48.61 名城大附高
野原めぐみ(3)⇒吉田愛奈(2)

⇒川端祐奈(3)⇒斎藤みゆに(3)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

中京大中京高（岸本(2)⇒倉橋(1)⇒外園(3)⇒高須(3)）

4×100mR

−41−



県記録 3.41.84 2015

本年平均 3.53.986 昨年平均 3.47.726

順位 記録 チーム メンバー 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.49.68 中京大中京高
須崎心優(2)⇒政野志歩(2)

⇒中野知咲(1)⇒青山理奈(2)
高校 高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/13

2 3.52.24 中京大中京高
政野志歩(2)⇒中島明香(1)

⇒中野知咲(1)⇒青山理奈(2)
高校 全国高校リレー 神奈川 横浜 10/17

3 3.52.30 安城学園高
飯田真衣(2)⇒石原美空(2)

⇒中根葵(2)⇒小山愛結(2)
高校 高校新人 愛知 瑞穂 9/27

4 3.52.59 中京大中京高
和佐田真広(1)⇒山田晴華(3)

⇒萩原さや(2)⇒青山理奈(2)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

5 3.53.17 至学館大
近藤七海(3)⇒大城珠莉(1)

⇒都築美音(2)⇒坂本彩音(2)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

6 3.54.93 中京大中京高
岸本優花(3)⇒政野志歩(2)

⇒山田晴華(3)⇒須崎心優(2)
高校 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

7 3.55.60 ＴＳＭ
寺島慶(2)⇒片山心菜(3)

⇒松村琴都(3)⇒林美希(3)
中学 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

8 3.55.82 至学館高
小幡胡実(2)⇒沢美羽(3)

⇒坂井寿々(1)⇒星川茉鈴(3)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

9 3.56.45 ＡＣ一宮
井貝沙彩⇒吉田紗弓

⇒伊藤里帆⇒木下慶乃
一般 尾張陸協記録会 愛知 一宮 8/23

10 3.57.08 中京大中京高
岸本優花(3)⇒須崎心優(2)

⇒和佐田真広(1)⇒山田晴華(3)
高校 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

至学館高（柴山沙・時久・柴山亜・向井）

4×400mR

（参考）
県記録（単独） 3.41.84 2015

本年平均 3.55.698 昨年平均 3.52.611

順位 記録 チーム メンバー 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.49.68 中京大中京高
須崎心優(2)⇒政野志歩(2)

⇒中野知咲(1)⇒青山理奈(2)
高校 高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/13

2 3.52.30 安城学園高
飯田真衣(2)⇒石原美空(2)

⇒中根葵(2)⇒小山愛結(2)
高校 高校新人 愛知 瑞穂 9/27

3 3.53.17 至学館大
近藤七海(3)⇒大城珠莉(1)

⇒都築美音(2)⇒坂本彩音(2)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

4 3.55.60 ＴＳＭ
寺島慶(2)⇒片山心菜(3)

⇒松村琴都(3)⇒林美希(3)
中学 名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

5 3.55.82 至学館高
小幡胡実(2)⇒沢美羽(3)

⇒坂井寿々(1)⇒星川茉鈴(3)
高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

6 3.56.45 ＡＣ一宮
井貝沙彩⇒吉田紗弓

⇒伊藤里帆⇒木下慶乃
一般 尾張陸協記録会 愛知 一宮 8/23

7 3.57.70 東海学園大
佐藤琴美(3)⇒中内彩虹(4)

⇒山本紗也華(3)⇒畔柳幸奈(2)
大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

8 3.58.06 愛知教大
真鍋綾菜(1)⇒小泉満菜(2)

⇒永野朱音(1)⇒佐野文香(3)
大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

9 3.59.09 豊橋南高
伊藤麻帆(2)⇒富田遥加(2)

⇒土方涼菜(2)⇒鈴木捺稀(2)
高校 高校新人 愛知 瑞穂 9/27

10 3.59.11 名城大附高
吉竹琴音(1)⇒神田彩名(2)

⇒柴田菜那(2)⇒林杏茄(2)
高校 高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/13

至学館高（柴山沙・時久・柴山亜・向井）

4×400mR

−42−



 県記録 1.96 今井 美希 （ミズノ） 2001

 本年平均 1.675 昨年平均 1.710

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.78 * 浅井 さくら 筑波大 4 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/12

2 1.70 * 榊原 至佳子 立命大 4 大学 東大阪記録会 大阪 花園公園 8/15

2 1.70 * 小笠原 早矢楓 甲南大 2 大学 東大阪記録会 大阪 花園公園 9/21

4 1.68 * 斎藤 みゆに 名城大附高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

5 1.67 * 小寺 波音 日女体大 1 大学 東京選手権 東京 駒沢 7/26

6 1.66 * 伊藤 桃子 東京学芸大 1 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/11

6 1.66 * 宮下 優 東海学園大 4 大学 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

8 1.65 * 石田 琴巳 岡崎城西高 3 高校 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/23

9 1.64 * 加藤 愛結 光ケ丘女高 2 高校 県高校新人西三河予選 愛知 刈谷 9/5

9 1.64 * 吉岡 美音 岡崎城西高 2 高校 県高校新人西三河予選 愛知 刈谷 9/5

9 1.64 * 林 美希 岡崎翔南中 3 中学 全国中学生競技会 神奈川 横浜 10/16

走高跳

 県記録 4.10 前田 朋子 （さかえクリニック） 2006

 本年平均 3.364 昨年平均 3.520

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.70 * 塩崎 泉 筑波大 2 大学 筑波大競技会 茨城 筑波大 8/13

1 3.70 * 所 杏子 ラフィネＲＳ 一般 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 9/26

1 3.70 * 水上 真里 中大 3 大学 関東学生対校 神奈川 麻溝 10/11

4 3.60 * 渡辺 南月 日体大 1 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

4 3.60 * 浦津 ななの 慶大 1 大学 関東学生対校 神奈川 麻溝 10/11

6 3.50 * 篠崎 稔里 至学館高 3 高校 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

7 3.30 * 磯貝 茅於 岡崎城西高 2 高校 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

7 3.30 * 小野 花織 中京大 1 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

9 3.00 * 斎藤 未来 至学館高 2 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

10 2.80 * 岡部 陽奈 逢妻中 2 中学 西三河中学校夏季記録会 愛知 豊田 8/8

10 2.80 * 川本 みちる 豊川高 2 高校 県高校新人東三河予選会兼東三河高校対校新人競技会 愛知 豊橋 9/5

棒高跳

 県記録 6.30 中田 有紀 （日本保育サービス） 2010

 本年平均 5.695 昨年平均 5.766

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 5.99 +1.6* 松村 琴都 ＴＳＭ 3 中学 第2回名古屋地区ジュニア記録会 愛知 瑞穂 11/8

2 5.85 +0.2* 明星 光 中京大 4 大学 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 8/1

3 5.83 +0.3* 高橋 好波 三好高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

4 5.75 -0.5* 沢井 萌奈 山梨学大 3 大学 第9回県大学生選手権 山梨 未来の森 10/31

5 5.65 +1.3* 吉村 月乃 愛知教大 3 大学 東海学生秋季 愛知 知多 10/18

6 5.64 +0.3* 石川 凛 安城学園高 1 高校 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

7 5.60 0.0* 浅井 美和 光ケ丘女高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

8 5.57 +1.5* 伊藤 桃子 東京学芸大 1 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/12

9 5.56 +0.5* 柴田 菜那 名城大附高 2 高校 高校新人名南北支部予選 愛知 瑞穂 9/12

10 5.51 -0.2* 中尾 優里 小島プレス 一般 全日本実業団対抗 埼玉 熊谷 9/19

走幅跳

−43−



 県記録 13.13 安田 紀子 （市邨学園高） 1995

 本年平均 12.175 昨年平均 12.119

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 12.66 +0.8* 浅野 紗弥香 ＴＩＳ 一般 全日本実業団対抗 埼玉 熊谷 9/20

2 12.51 +1.8* 小寺 波音 日女体大 1 大学 関東学生対校 神奈川 麻溝 10/11

3 12.39 +1.3* 糟谷 友里 中京大 4 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/12

4 12.31 +0.3* 平松 紗季 中大 2 大学 インカレ標準記録突破挑戦 埼玉 熊谷 8/12

5 12.27 +1.3* 都築 陽奈 中京大 2 大学 順天堂大競技会 千葉 順天堂大さくら 10/25

6 12.26 +1.2* 浅井 美和 光ケ丘女高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

7 11.95 +1.1* 加藤 早紀 小島プレス 一般 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

8 11.91 +1.5* 稲熊 詩帆 広島大 4 大学 香川カーニバル 香川 丸亀 10/25

9 11.84 +0.5* 加藤 彩也 岡崎城西高 3 高校 県ジュニア記録会 愛知 瑞穂 7/11

10 11.65 -0.6* 石川 凛 安城学園高 1 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

三段跳

 県記録 14.96 今村 絹代 （名女大） 1969

 本年平均 11.689 昨年平均 12.196

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 12.64 * 近藤 沙南 中京大 3 大学 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

2 12.62 * 徳岡 沙織 ウェーブ 一般 尾張選手権 愛知 一宮 10/4

3 12.43 * 中島 彩瑛 中京大附中京高 3 高校 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

4 12.02 * 辻 萌々子 名古屋大谷高 2 高校 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

5 11.82 * 小原 恵 名古屋大谷高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

6 11.52 * 白鳥 百花 中京大附中京高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/24

7 11.23 * 岩田 やえの 中京大附中京高 2+ 高校 第8回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 2/15

8 11.03 * 宮川 萌花 修文女高 2 高校 高校新人尾張支部予選 愛知 一宮 9/5

9 10.84 * 田中 友梨 至学館大 1 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/11

10 10.74 * 伊藤 圭菜 至学館高 1 高校 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

砲丸投(4.000kg)

 県記録 58.62 室伏 由佳 （中京大） 2007

 本年平均 41.978 昨年平均 41.960

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 49.56 * 川口 紅音 日体大 4 大学 東京女子体育大学競技会（特別競技会3） 東京 東京女子体育大 8/29

2 45.43 * 平野 優花 日体大 3 大学 日体大選手権 神奈川 日体大健志台 11/1

3 43.70 * 近藤 沙南 中京大 3 大学 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大梅村 8/1

4 43.59 * 小原 桃華 九州共立大 3 大学 九州共立大チャレンジ 福岡 九州共立大 7/5

5 41.03 * 近藤 未空 安城学園高 3+ 高校 京都陸協記録会投擲 京都 京都産業大 2/1

5 41.03 * 徳岡 沙織 ウェーブ 一般 尾張選手権 愛知 一宮 10/17

7 39.58 * 伊藤 圭菜 至学館高 1 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

8 39.22 * 日高 千鶴 修文女高 2 高校 高校新人尾張支部予選 愛知 一宮 9/6

9 39.18 * 田中 彩菜 筑波大 3 大学 関東学生対校 神奈川 麻溝 10/11

10 37.46 * 中嶋 日向子 修文女高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

円盤投(1.000kg)

−44−



 県記録 67.77 室伏 由佳 （ミズノ） 2004

 本年平均 48.768 昨年平均 49.784

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 51.78 * 大久保 春香 岐阜協立大 2 大学 ＧＫＵサマーナイト 岐阜 岐阜協立大 7/11

2 50.88 * 平岩 志萌 筑波大 1 大学 U20全国競技会 広島 広島 10/23

3 49.87 * 平野 栞菜 中京大 3 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

4 49.30 * 杉山 文美 岐阜協立大 1 大学 ＧＫＵサマーナイト 岐阜 岐阜協立大 8/8

5 48.47 * 竹内 佑里花 安城学園高 3 高校 日大競技会 東京 日大 8/15

6 48.45 * 金子 明奈 流通経大 3+ 大学 流通経済大投擲競技会 茨城 龍ケ崎 2/15

7 47.99 * 高孝 美咲 旭野高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

8 47.64 * 小河 遥花 名古屋大谷高 3 高校 愛知県高校2・3年競技会（ハンマー投） 愛知 瑞穂北 7/5

9 47.54 * 岡江 未莉 大府高 3 高校 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

10 45.76 * 宮川 萌花 修文女高 2 高校 尾張選手権 愛知 一宮 10/4

ハンマー投(4.000kg)

 県記録 61.15 三宅 貴子 （ミキハウス） 2001

 本年平均 44.749 昨年平均 47.814

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 50.87 * 田中 友梨 至学館大 1 大学 東海混成選手権愛知 愛知 瑞穂 7/5

2 50.65 * 辻 萌々子 名古屋大谷高 2 高校 高校新人名南北支部予選 愛知 瑞穂 9/13

3 46.03 * 榊原 梨子 至学館大 4 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/3

4 46.00 * 石垣 綾香 中京大 2 大学 U20全国競技会 広島 広島 10/24

5 45.98 * 西山 育未 ゼビオ 一般 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

6 42.96 * 堤 陽菜 名古屋大谷高 1 高校 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

7 41.94 * 山本 樹音 東海学園大 4 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/3

8 41.31 * 白鳥 百花 中京大附中京高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

9 41.03 * 杉山 そら 中京大 2 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/3

10 40.72 * 館林 都美 至学館クラブ 一般 至学館大学競技会（女子投擲） 愛知 至学館大 10/24

やり投(600g)

 県記録 5962 中田 有紀 （栄クリニック） 2004

 本年平均 4565.9 昨年平均 4737.9

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 月日

5074 * 三輪 ダリヤ 中大 4 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/12

5032 * 伊藤 桃子 東京学芸大 1 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/12

5032 * 田中 友梨 至学館大 1 大学 日本学生対校 新潟 新潟 9/12

4809 * 清水 はる 中京大 4 大学 東海学生秋季 岐阜 ⾧良川 10/4

4669 * 白鳥 百花 中京大附中京高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

4286 * 酒井 響子 東女体大 1 大学 東女体育大競技会 東京 東京女子体育大 8/1

4260 * 木村 加乃 至学館大 1 大学 東海混成選手権愛知 愛知 瑞穂 7/5

4225 * 前田 あすか 名城大附高 3 高校 全国高校競技会 広島 広島 10/25

4183 * 田中 恵子 東京学芸大 99 大学 東女体育大競技会 東京 東京女子体育大 8/1

4089 * 高嵜 桃花 中京大附中京高 2 高校 東海混成選手権愛知 愛知 瑞穂 7/5

14.68(-0.6)-1.55-10.07-25.29(-0.1)-;5.30(+2.0)-37.77-2.18.10----

14.96(-0.6)-1.66-9.83-26.65(+1.0)-;5.57(+1.5)-37.53-2.23.27----

15.74(-0.6)-1.55-10.84-26.51(+1.0)-;5.24(+1.7)-48.88-2.21.32----

15.01(-0.1)-1.45-9.92-26.13(+0.1)-;5.44(+1.2)-40.70-2.27.13----

15.14(-1.5)-1.53-11.52-27.47(-1.3)-;5.10(+1.1)-41.31-2.36.80----

15.40(+2.6)-1.50-9.02-26.58(-1.9)-;4.88(+0.5)-31.97-2.35.79----
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14.88(-0.9)-1.43-9.60-26.84(-1.7)-;4.65(+0.3)-29.94-2.30.34----

15.89(-1.5)-1.40-8.66-28.70(-1.3)-;5.02(+0.3)-39.10-2.25.45----

15.25(+0.6)-1.45-9.58-27.64(-1.7)-;4.68(-0.4)-37.02-2.40.85----

16.09(-0.1)-1.40-8.79-27.14(-1.2)-;5.06(+0.3)-28.92-2.30.14----

七種競技

1

2
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