
種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 1019(0.4) 長田　拓也 法政大 日本学生個人選手権 平塚 2015.06.14

200ｍ 20.57(-0.6) 長田　拓也 法政大 日本学生対校 長居 2015.09.13

300ｍ 33.22 富田　大智 中京大中京高 全国高校選抜 長居第二 2019.09.01

400ｍ 45.62 中野　弘幸 愛知教育大 静岡国際 小笠山 2012.05.03

800ｍ 1.48.34 粟津　良介 明治大 スピッツエン競技会 スイス 2009.07.16

1000ｍ 2.25.83 梅津　富浩 愛知製鋼 スーパー陸上 国立 1998.09.09

1500ｍ 3.35.42 河村　一輝 トーエネック ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 千歳 2021.07.17

1マイル 4.00.25 梅津　富浩 愛知製鋼 グランプリ大阪 長居第二 1996.05.11

2000ｍ 5.19.49 角田　達彦 トーエネック 三重桑員記録会 東員町 2006.04.16

3000ｍ 7.53.09 竹内　大地 トーエネック ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 士別 2020.07.04

5000ｍ 13.22.72 田中　秀幸 トヨタ自動車 Night of Athletics ベルギー 2019.07.20

10000ｍ 27.33.13 太田　智樹 トヨタ自動車 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 八王子 2021.11.27

10Km 28.46 服部　勇馬 トヨタ自動車 ウスティハーフ チェコ 2018.09.15

10マイル 45.57 藤本　拓 トヨタ自動車 甲佐１０マイル 孝佐 2018.12.02

20Km 56.52 藤本　拓 トヨタ自動車 丸亀国際ハーフ(途中) 丸亀 2020.02.02

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1.00.06 藤本　拓 トヨタ自動車 丸亀国際ハーフ 丸亀 2020.02.02

30Km 1.29.31 藤本　拓 トヨタ自動車 福岡国際マラソン(途中) 福岡 2020.12.06

マラソン 2.07.26 聞谷　賢人 トヨタ紡織 びわ湖毎日 大津 2021.02.28

100Km 6.09.14 風見　尚 愛三工業 サロマ湖ウルトラ 北見 2018.06.24

110mＨ

(106.7cm

400ｍＨ 49.38 中村　明彦 中京大 日本選手権 長居 2012.06.09

2000ｍＳＣ 5.32.32 山口　浩勢 愛三工業 ①ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 網走 2018.07.04

3000ｍＳＣ 8.18.93 岩水　嘉孝 トヨタ自動車 世界選手権パリ フランス 2003.08.23

5000ｍＷ 18.34.88 山西　利和 愛知製鋼 全日本実業団対抗 埼玉 2020.09.19

10000mＷ 38.57.37 山西　利和 愛知製鋼 中部実業団対抗 長良川 2021.05.16

5KmＷ 19.18 山西　利和 愛知製鋼 全日本競歩能美(途中) 能美 3019.03.19

10KmＷ 38.27 山西　利和 愛知製鋼 全日本競歩能美(途中) 能美 3019.03.19

20KmＷ 1.17.15 山西　利和 愛知製鋼 全日本競歩能美 能美 3019.03.19

30KmＷ 2.09.15 丸尾　知司 愛知製鋼 全日本50Km競歩(途中) 輪島 2021.04.11

50KmＷ 3.37.39 丸尾　知司 愛知製鋼 全日本50Km競歩(途中) 高畠 2019.10.27

西垣　佳哉

寺田　建人

中澤　悠哉

近藤　昂

中川　恵輔

森　喜勧

服部　辰也

田口　博嵩

中村　明彦

屋貝　博文

安井　一樹

田村　朋彦

間部　克敏

冨成　仁

高柳　竜一

粟野　俊行

走高跳 2.30 阪本　孝男 東海スポーツ スポニチ国際 国立 1984.05.06

棒高跳 5.75 山本　聖途 中京大 日本学生個人選手権 平塚 2013.06.23

走幅跳 7.93(0.8) 南　晋太郎 中京大クラブ 梅村学園競技会 中京大 2019.04.13

三段跳 16.34(0.0) 村木　征人 東京教育大 実業団対学生対抗 小田原 1967.07.16

メドレーＲ 1.52.86 名古屋市 五大都市対抗 三ツ沢 1996.07.13

4×400ｍＲ 3.06.14 中京大 日本学生対校 国立 2012.09.12

〃 （単)  39.71 中京大 西日本学生対校 博多の森 2010.07.03

2007.05.10

4×100ｍＲ 39.43 愛知 国民体育大会 長崎 2014.10.20

愛      知      県      記      録
2021年(令和3)12月31日現在

　一 般 男 子

13.43(1.7) 内藤　真人 ミズノ 東日本実業団 熊谷



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

砲丸投

（7.260Kg）

円盤投

（2.000Kg）

ハンマー投 84.86

（7.260Kg） 日本記録

やり投

（800ｇ）

7719 石沢　雅俊 小島プレス 日本選抜混成 国立 2004.05.02

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 11.43(2.0) 市川　華菜 中京大 織田幹雄記念国際 広島広域 2011.04.29

　〃　(1.1) 市川　華菜 ミズノ 布勢スプリント 布勢 217.06.04

　〃　(1.8) 市川　華菜 ミズノ 布勢スプリント 布勢 2018.06.03

200ｍ 23.39(-0.2) 市川　華菜 ミズノ 日本選手権 長居 2017.06.24

300ｍ 37.74 吉田　紗弓 愛知高教ＡＣ 出雲陸上 浜山 2021.04.11

400ｍ 53.76 樫山　楓 至学館大 日本選手権 瑞穂 2016.06.25

800ｍ 2.03.21 松島　朋子 東海銀行 日本選手権 国立 2001.06.09

1000ｍ 2.45.13 松島　朋子 ＵＦＪ銀行 ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 日体大 2002.06.19

1500ｍ 4.14.28 川島　亜希子 東海銀行 日本選手権 国立 1997.10.05

1マイル 4.37.22 川島　亜希子 ＵＦＪ銀行 ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 尼崎 2002.06.15

3000ｍ 9.00.89 鷲見　梓沙 豊川高 静岡長距離強化 小笠山 2014.10.11

5000ｍ 15.1811 横江　里沙 豊田自動織機 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ③ 網走 2016.07.11

10000ｍ 31.35.18 大南　博美 トヨタ車体 日本選手権 国立 2005.06.02

5Km 16.10 大南　博美 トヨタ車体 シカゴマラソン(途中) シカゴ 2006.10.22

10Km 32.09 大南　敬美 東海銀行 神戸女子ロード 神戸 1998.12.13

32.09 福田　有以 豊田自動織機 全日本実業団ﾊｰﾌ 山口 2018.02.11

10ﾏｲﾙ 53.51 大南　博美 トヨタ車体 2007.09.16

20Km 1.05.17 大南　博美 ＵＦＪ銀行 札幌国際ハーフ(途中) 札幌 2004.07.04

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1.08.45 大南　博美 ＵＦＪ銀行 札幌国際ハーフ 札幌 2004.07.04

30Km 1.40.39 大南　博美 ＵＦＪ銀行 ベルリンマラソン(途中) ベルリン 2004.09.26

マラソン 2.23.26 大南　博美 ＵＦＪ銀行 ベルリンマラソン ベルリン 2004.09.26

100Km 7.47.06 兼松　藍子 Run up サロマ湖ウルトラ 北見 2016.06.26

100ｍＨ

(83.8cm

400ｍＨ 58.92 廣　真友子 市邨学園高 日本選手権 国立 1994.06.12

3000ｍＳＣ 10.00.40 向井　智香 名城大 日本選抜和歌山 紀三井寺 2016.05.01

3000ｍＷ 13.13.99 石塚　侑子 惟信高 全国高校総体 笠松 2002.08.03

5000ｍＷ 22.31.94 矢来　舞香 中京大 国民体育大会 茨木 2019.10.07

10000ｍＷ 46.11.22 矢来　舞香 中京大 ひろしま県央競歩 呉総合 2019.11.23

5KmＷ 22.34 前川　知美 三菱自岡崎 全日本競歩輪島(途中) 輪島 2013.04.20

10KmＷ 45.54 前川　知美 三菱自岡崎 全日本競歩輪島 輪島 2013.04.20

20KmＷ 1.35.18 占部　麻美 三菱自岡崎 元旦競歩 絵画館 2015.01.01

前田　沙希

倉橋　美穂

須崎　心優

蔵重　みう

前田　沙希

倉橋　美穂

須崎　心優

蔵重　みう

〃 （単)  45.29 中京大中京高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 小笠山 2021.11.03

2017.06.24

4×100ｍＲ 45.29 中京大中京高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 小笠山 2021.11.03

2016.04.29

十種競技
［10.98(0.4)-7m07(2.7)-12m44-1m94-48.35：14.63（0.8)-38m20-4m60-57m66-4.31.63］

一 般 女 子

13.45(0.3) 小林　沙矢香 愛知教育大 日本選手権 長居

室伏　広治 ミズノ プラハ国際 ﾁｪｺ･ﾌﾟﾗﾊ 2003.06.29

79.59 ディーン　元気 ミズノ 織田幹雄記念国際 広島広域

62.16 湯上　剛輝 トヨタ自動車 日本選手権 山口 2018.06.24

17.85 山元　隼 中京大クラブ アジア選手権 中国･武漢 2015.06.03



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

柴山　沙也香

時久　彩音

柴山　亜沙美

向井　智香

磯部　まみ

柴山　沙也香

柴山　亜沙美

時久　彩音

走高跳 1.96 今井　美希 ミズノ スーパー陸上 横浜国際 2001.09.15

棒高跳 4.10 前田　朋子 中京大クラブ 三重桑員記録会 東員町 2007.10.07

走幅跳 6.30(1.7) 中田　有紀 日本保育サービス 日本選手権混成 等々力 2010.06.13

三段跳 13.13(1.9) 安田　紀子 中京大 実業団対学生対抗 平塚 1995.07.23

砲丸投

（4.000Kg）

円盤投

（1.000Kg）

ハンマー投 67.77

（4.000Kg） 日本記録

やり投

（600ｇ）

5962 中田　有紀 さかえクリニック 日本選手権 布勢 2004.06.04

　

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

井上　享吾

村木　未澪

浜山　瑞希

山並　星南

　その年(1月1日～12月31日)に20歳の誕生日を迎えない競技者をいう。（記録を出した時に19歳

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 1036(　) 近藤　晃3 愛工大名電高 全国高校総体 小瀬 2014.07.31

200ｍ 20.99(　) 丹羽　勇揮 中京大 西日本学生対校 鳴門 2013.07.07

400ｍ 46.64 冨田　大智3 中京大中京高 U20日本選手権 広島広域 2019.10.16

800ｍ 1.48.73 岩崎　万知 中京大 日本学生対校 国立 4996.09.07

深谷　弘 早稲田大 アジアジュニア ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1988.09.10

柳本　匡哉 豊川高 全国高校総体 沖縄 2019.08.05

3000ｍ 8.12.52 田中　秀幸 豊川高 静岡長距離強化 小笠山 2008.06.26

5000ｍ 13.44.31 近藤　幸太朗 青山学院大 国士舘大長距離 国士舘大 2020.10.03

10000ｍ 28.21.00 宮脇　千博 トヨタ自動車 静岡長距離強化 小笠山 2010.10.16

10Km 29.42 神野　大地 中京大中京高 読売犬山ﾊｰﾌ･10Km 犬山 2011.02.27

10マイル 48.10 神野　大地3+ 青山学院大 甲佐10ﾏｲﾙ 甲佐 2012.12.02

20Km 1.00.53 野宮　章弘 大東文化大 京都ｼﾃｨﾊｰﾌ(途中) 京都 2003.03.09

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1.03.13 鷲見　知彦 日本体育大 犬山ﾊｰﾌ 犬山 2004.02.29

110ｍＪＨ

(99.1cm)
2021.10.22

2019.04.21

Ｕ２０ 男 子

　であってももその年の12月31日までに20歳になる場合はU20の記録として認められない。

1500ｍ 3.46.23

13.41(-0.5) 西　徹朗 名古屋高 U18日本選手権 愛媛

七種競技
［13.97(-0.2)-1m75-11m74-25.02(0.9)：6ｍ41(2.9)-43m16-2.19.67］

4×400ｍＲ 3.33.40 安城学園高 国体選手選考春季選抜 瑞穂

一般男女混合リレー

室伏　由佳 ミズノ ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟin山梨 冨士北麓 2004.08.01

61.15 三宅　貴子 ミキハウス 水戸国際 水戸 2001.05.06

メドレーＲ 2.12.72 至学館高 愛知レディース 瑞穂 2015.07.12

58.62 室伏　由佳 ミズノ 中部実業団対抗 長良川 2007.05.13

14.96 今村　絹代 名女大 東海学生対校 瑞穂 1959.04.24

4×400ｍＲ 3.41.84 至学館高 日本選手権リレー 横浜国際 2015.10.24



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

110ｍＨ

(106.7cm)

400ｍＨ 50.65 髙橋　遼将 中京大中京高 名古屋地区夏季 瑞穂北 2021.06.13

3000ｍＳＣ 8.47.94 山口　浩勢 城西大 関東学生対校 国立 2010.05.27

5000ｍＷ 19.53.7 沓名　貴輝 東洋大 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾐｰﾄ熊谷 熊谷 2013.04.20

10000ｍＷ 40.05.84 及川　文隆1 東洋大 国士舘大長距離 国士舘大 2014.12.13

5KmＷ 20.22 及川　文隆1 東洋大 全日本競歩10Km(途中) 輪島 2014.04.19

10KmＷ 40.55 及川　文隆1 東洋大 全日本競歩(途中) 高畠 2014.10.26

20KmＷ 1.22.06 及川　文隆1 東洋大 全日本競歩 高畠 2014.10.26

竹内　大和3

富田　大智3

神谷　翔矢3

河田　航典2

柱木　大和2

鈴木　大河3

髙橋　遼将2

稲川　慧亮3

走高跳 2.20 水谷　來 中京大 日本ジュニア選手権 瑞穂 2016.10.23

棒高跳 5.35 山本　聖途 中京大 中京大土曜競技会 中京大 2011.09.24

走幅跳 7.73(　) 西　航司1 日本大 日本学生対校 国立 2008.09.13

三段跳 15.73(　) 村上　智史 名古屋大谷耕 全国高校総体 千葉 2005.06.05

砲丸投

（6.000Kg）

円盤投

（1.750Kg）

円盤投

（2.000Kg）

ハンマー投

（6.000Kg）

ハンマー投

（7.260Kg）

やり投

（800ｇ）

ジュニア 6517 中村　明彦 岡崎城西高 日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 敷島 2008.10.12

十種競技

7058 中村　明彦 中京大 東海混成 瑞穂 2009.07.05

　その年(1月1日～12月31日)に20歳の誕生日を迎えない競技者をいう。（記録を出した時に19歳

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 11.58(1.7) 蔵重　みう 中京大中京高 名古屋地区選手権 瑞穂北 2021.10.02

200ｍ 23.73(　) 市川　華菜 中京大 日本学生個人選手権 平塚 2010.06.19

400ｍ 54.15 市川　華菜 中京大 国民体育大会 千葉 2010.10.04

800ｍ 2.0568 細井　衿菜 中京大中京高 日本選手権 山口 2018.06.23

1500ｍ 4.16.74 向井　智香 至学館高 全国高校総体 紀三井寺 2015.07.30

3000ｍ 9.00.89 鷲見　梓沙 豊川高 静岡長距離強化 小笠山 2014.10.11

5000ｍ 15.33.72 安藤　友香 チームミズノ 日体大長距離 日体大 2012.1201

10000ｍ 32.42.96 菅口　華都紀 豊田自動織機 全日本実業団対抗 熊谷 2013.09.20

5000ｍ 17.26 杉浦　明子 愛知淑徳高 女子駅伝県予選 知多 1985.11.17

10Km 32.37 安藤　友香 チームミズノ 人見絹枝杯10Km 岡山 2012.12.23

20Km 1.26.15 林　由里子 中京女大附高 名古屋ロード 名古屋 1988.11.23

［10.91(2.2)-7m73(3.3)-9m96-2m02-51.35：15.28（2.0)-25m02-2m90-41m58-4.20.98］

十種競技
［10.84(1.1)-6m74(0.2)-9m56-2m02-48.03：14.82(2.0)-25m18-4m10-39m70-4.08.24］

Ｕ２０ 女 子

　であってももその年の12月31日までに20歳になる場合はU20の記録として認められない。

70.35 大島　知之 筑波大 日本学生対校 国立 2008.09.13

63.95 墨　訓煕 中京大 愛知選手権 瑞穂 2013.07.21

68.99 墨　訓煕 中京大 日本ジュニア選手権 瑞穂 2012.10.20

49.76 越　寛将 中京大 東海選手権 伊勢 2012.08.26

52.40 越　寛将 中京大 日本ジュニア選手権 瑞穂 2012.10.20

16.58 白藤　聖陽 安城学園高 全国高校総体 岡山 2016.07.31

4×400ｍＲ 3.08.85 中京大中京高 全国高校競技会リレー 横浜国際 2020.10.18

4×100ｍＲ 39.79 中京大中京高 名古屋南北高校ｼﾞｭﾆｱ 瑞穂 2019.07.24

13.69(1.4) 西　徹朗 名古屋高 全国高校総体 福井 2021.08.01



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1.12.29 川口　仁美 名城大 札幌国際ハーフ 札幌 2007.07.07

マラソン 2.59.14 伊藤　亜美 小島プレス 長野 長野 2005.04.17

100ｍＨ

(83.8cm

400ｍＨ 58.92 廣　真友子 市邨学園高 日本選手権 国立 1994.06.12

3000ｍＳＣ 10.00.40 向井　智香 名城大 日本選抜和歌山 紀三井寺 2016.05.01

3000ｍＷ 13.13.99 石塚　侑子 惟信高 全国高校総体 笠松 2002.08.03

5000ｍＷ 22.56.80 福田　美穂 豊川工高 国民体育大会 熊谷 2004.10.24

10000ｍＷ 50.13.87 石塚　侑子 惟信高 日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 博多の森 2002.06.29

3KmＷ 14.36 岡田　麻由実 惟信高 日本ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲 2003.01.26

5KmＷ 22.54 石塚　侑子 惟信高 全日本競歩 根上 2002.09.15

10KmＷ 50.53 山田　絵梨奈 中京大 全日本競歩輪島 高畠 2006.04.16

20KmＷ 1.47.56 岩田　奈央 同志社大 全日本競歩高畠 高畠 2017.10.22

前田　沙希

倉橋　美穂

須崎　心優

蔵重　みう

柴山　沙也香

時久　彩音

柴山　亜沙美

向井　智香

走高跳 1.87 今井　美希 中京女大 国民体育大会 瑞穂 194.11.02

棒高跳 3.90 塩崎　泉 至学館高 東海選手権 草薙 2018.08.25

走幅跳 6.19(　) 安田　紀子 市邨学園高 全国高校総体 宇都宮 1993.08.04

三段跳 12.95(　) 安田　紀子 中京大 国民体育大会 瑞穂 194.11.02

砲丸投

（4.000Kg）

円盤投

（1.000Kg）

ハンマー投

（4.000Kg）

やり投

（600ｇ）

5346 田中　友梨3 至学館高 全国高校総体 沖縄 2019.08.07

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 1036(　) 近藤　晃 愛工大名電 全国高校総体 小瀬 2014.07.31

200ｍ 21.15(　) 鈴木　大介 名古屋大谷 愛知選手権 瑞穂 2008.07.19

300ｍ 33.22 富田　大智 中京大中京 全国高校選抜 長居第二 2019.09.01

400ｍ 46.64 富田　大智 中京大中京 Ｕ２０日本選手権 広島広域 2019.10.18

600ｍ 1.19.86 菅沼　玲央 豊橋東 中京大土曜競技会 中京大 2020.02.15

800ｍ 1.49.89 岩崎　万知 中京大中京 三重桑員記録会 東員町 1995.10.10

1000ｍ 2.29.47 馬場　勇一郎 中京大中京 中京大土曜競技会 中京大 2019.02.16

1500ｍ 3.46.23 柳本　匡哉 豊川 全国高校総体 沖縄 2019.08.05

3000ｍ 8.12.52 田中　秀幸 豊川 静岡長距離強化 小笠山 2008.06.28

5000ｍ 13.53.90 吉村　聡介 豊川 東海大長距離 秦野市 2021.10.24

10000ｍ 29.10.05 糟谷　悟 中京大中京 ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙin長崎 諫早 2001.12.01

10Km 29.42 神野　大地 中京大中京 犬山ﾊｰﾌ･10Km 犬山 2.11.02.27

110ｍＨ

(106.7cm)

110ｍＪＨ

(99.1cm)
13.41(-0.5) 西　徹朗3 名古屋 日本Ｕ１８陸上 愛媛 2021.10.22

七種競技
［14.58(2.1)-1m59-10m96-26.12(2.0)：5ｍ38(0.5)-50m92-2.21.57］

高 校 男 子

13.69(1.4) 西　徹朗3 名古屋 全国高校総体 福井 2021.08.01

53.74 森　凪紗 慶応大 日本学生対校 長居 2015.09.12

53.13 大久保　祥子 長久手高 全国高校選抜 長居第二 2014.08.30

54.12 室伏　由佳 中京大 日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 新潟 1996.09.21

14.38 石田　桂 大阪体育大 関西学連学年別 服部 1996.10.25

4×400ｍＲ 3.41.84 至学館高 日本選手権リレー 横浜国際 2015.10.24

1996.08.02

4×100ｍＲ 45.29 中京大中京高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 小笠山 2021.11.03

13.60(　) 加藤　友里 安城東高 全国高校総体 小瀬



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

300ｍＨ

(91.4cm)

400ｍＨ

(91.4cm)

3000ｍＳＣ

(91.4cm)

3000ｍＷ 12.31.27 小林　貫太 丹羽 知多尾張ジュニア 知多 2017.07.23

5000ｍＷ 20.27.41 井上　雄太郎 千種 駅伝強化長距離競歩 瑞穂北 2017.11.11

10000ｍＷ 42.14.40 山田　康太 愛知 ひろしま県央競歩 東広島 2012.11.25

5KmＷ 20.39 鈴木　智大 明和 日本ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲 2016.02.21

10KmＷ 41.15 山田　康太 愛知 日本ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲 2013.02.17

竹内　大和

富田　大智

神谷　翔矢

河田　航典

柱木　大和

鈴木　大河

髙橋　遼将

稲川　慧亮

棒高跳 5.10 有木　健人 岡崎城西 国民体育大会 熊本 1999.10.24

〃 〃 鈴木　康太 岡崎城西 中京大土曜競技会 中京大 2013.07.15

〃 〃 榊原　圭悟 岡崎城西 愛知選手権 瑞穂 2018.07.15

走幅跳 7.69(　) 三浦　滝夫 名商大附 東海選手権 瑞穂 1966.08.20

三段跳 15.73(　) 村上　智史 名古屋大谷 全国高校総体 千葉 2005.08.05

砲丸投

（6.000Kg）

円盤投

（1.750Kg）

ハンマー投

（6.000Kg）

やり投

（800ｇ）

5900 中村　明彦 岡崎城西 全国高校総体 熊谷 2008.07.30

5895 中村　明彦 岡崎城西 ｴﾌﾞﾘﾊﾞﾃﾞｨﾃﾞｶｽﾛﾝin愛知 知多 2007.11.11

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 11.58(1.7) 蔵重　みう2 中京大中京 名古屋地区選手権 瑞穂北 2021.10.02

200ｍ 23.76(　) 鈴木　智実 市邨学園高 日本選手権 国立 1997.10.05

300ｍ 38.98 倉橋　美穂 中京大中京 国体選手選考 瑞穂北 2021.07.04

400ｍ 54.30 片山　みつ子 愛知淑徳 国民体育大会 横浜国際 1998.10.02

600ｍ 1.30.40 細井　衿菜 中京大中京 ①ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 網走 2018.07.04

800ｍ 2.05.68 細井　衿菜 中京大中京 日本選手権 山口 2018.06.23

1000ｍ 2.47.86 森　千莉 豊田大谷 日本Ｕ１８陸上 愛媛 2021.10.22

1500ｍ 4.16.76 向井　智香 至学館 東海高校総体 紀三井寺 2015.07.30

3000ｍ 9.00.89 鷲見　梓沙 豊川 静岡長距離強化 小笠山 2014.10.11

5000ｍ 15.45.10 二宮　悠希乃 豊川 日体大長距離 日体大 2008.09.26

10Km 34.00 大嵜　由美 愛知淑徳 元旦ロード 瑞穂付設 1991.01.01

100ｍＨ

(83.8cm
1996.08.02

八種競技
［11.08(0.2)-6.74(-0.2)-10m55-49.25：15.30（0.8)-43m09-2m01-4.18.47］

十種競技
［11.28(0.0)-6ｍ59(-0.3)-7ｍ51-2ｍ00-50.14：15.50(0.4)-18ｍ80-2ｍ80-31ｍ88-4.28.43］

高 校 女 子

13.60(　) 加藤　友里 安城東 全国高校総体 小瀬

69.16 堤　洸太郎 瑞陵 東海高校総体 小笠山 2019.06.23

66.38 墨　訓煕 起工 日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 瑞穂 2011.10.23

50.12 山中　敏道 名古屋 日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 敷島 2003.06.26

16.58 白藤　聖陽 安城学園 全国高校総体 岡山 2016.07.31

4×400ｍＲ 3.08.85 中京大中京 全国高校競技会リレー 横浜国際 2020.10.18

4×100ｍＲ 39.79 中京大中京 名古屋南北高校ｼﾞｭﾆｱ 瑞穂 2019.07.24

8.55.35 岩水　嘉孝 豊川 全国高校総体 西京極 1997.08.05

50.65 髙橋　遼将3 中京大中京 名古屋地区夏季 瑞穂北 2021.06.13

36.30 髙橋　遼将3 中京大中京 国体選手選考 瑞穂北 2021.07.03



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍＹＨ

(76.2cm/8.5

300ｍＨ 43.00 神田　彩名 名城大附 Ｕ１８日本選手権 広島広域 2019.10.20

400ｍＨ 58.92 廣　真友子 市邨学園高 日本選手権 国立 1994.06.12

2000ｍＳＣ

(76.2cm)

3000ｍＳＣ

(76.2cm)

3000ｍＷ 13.13.99 石塚　侑子 惟信 全国高校総体 笠松 2002.08.03

5000ｍＷ 22.56.80 福田　美穂 豊川工 国民体育大会 熊谷 2004.10.24

10000ｍＷ 50.13.87 石塚　侑子 惟信 日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 博多の森 2002.06.29

3KmＷ 14.36 岡田　麻由実 惟信 日本ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 神戸 2003.01.26

5KmＷ 22.54 石塚　侑子 惟信 全日本競歩 根上 2002.09.15

10KmＷ 51.16 光田　理子 津島北 全日本競歩輪島 輪島 2008.04.12

前田　沙希

倉橋　美穂

須崎　心優

蔵重　みう

磯部　まみ

柴山　沙也香

柴山　亜沙美

時久　彩音

柴山　沙也香

時久　彩音

柴山　亜沙美

向井　智香

今井　美希 瑞陵 国民体育大会 鳴門 1993.10.25

浅井　さくら 岡崎城西 全国高校総体 岡山 2016.07.03

棒高跳 3.90 塩崎　泉 至学館 東海選手権 草薙 2018.08.25

走幅跳 6.19 安田　紀子 市邨学園 日本選手権混成 等々力 2010.06.13

三段跳 12.72(1.7) 小寺　波音 安城学園 国民体育大会 笠松 2019.10.06

砲丸投

（4.000Kg）

円盤投

（1.000Kg）

ハンマー投

（4.000Kg）

やり投

（600ｇ）

やり投

（500ｇ）

5346 田中　友梨 至学館 全国高校総体 沖縄 2019.08.07

七種競技 5088 伊藤　桃子 中京大中京 アジアユース選手権 香港 2019.03.16

(ユース)

　高校男女混合リレー

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

井上　享吾

村木　未澪

浜山　瑞希

山並　星南

2019.04.21

七種競技
［14.58(2.1)-1m59-10m96-26.12(2.0)：5ｍ38(0.5)-50m92-2.21.57］

［14.92(-1.4)-1m65-10m95-26.63(-0.4)：5ｍ60(0.6)-41m15-2.28.93］

4×400ｍＲ 3.33.40 安城学園 国体選手選考春季選抜 瑞穂

52.27 森　凪紗 名城大附 ユースオリンピック 南京 2014.08.25

52.77 辻　萌々子 名古屋大谷 東海ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｹﾞｰﾑｽﾞ 伊勢 2021.10.17

53.13 大久保　祥子 長久手 全国高校選抜 長居第二 2014.08.30

鈴鹿 1965.06.19

47.48 室伏　由佳 市邨学園 東海五県対校 長良川 2007.05.13

走高跳 1.81

13.85 今村　絹代 名女院 東海高校総体

4×400ｍＲ 3.41.84 至学館 日本選手権リレー 横浜国際 2015.10.24

メドレーＲ 2.12.72 至学館 愛知レディース 瑞穂 2015.07.12

4×100ｍＲ 45.29 中京大中京高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 小笠山 2021.11.03

10.39.05 後藤　梨奈 岡崎城西 愛知レディース 瑞穂 2016.07.02

6.51.95 後藤　梨奈 岡崎城西 全国高校選抜 長居第二 2016.08.27

13.46(1.3) 安藤　愛未 至学館 全国高校選抜 長居第二 2019.09.01



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 1080(　) 浦野　凱瑛 豊岡 東三河中学総体 豊川 2017.07.15

145m 16.20(1.1) 浅井　央真 萩山 愛知ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 瑞穂北 2021.09.04

150m 16.47(1.7) 足立　光太郎 小坂井 日本Ｕ１６陸上 愛媛 2021.10.23

200ｍ 21.37(　) 河室　裕貴 弥富 全日本中学選手権 大分 2009.08.22

300ｍ 36.73 池田　駿大2+ 春日井中部 名古屋プレシーズン 瑞穂 2019.03.21

400ｍ 48.47 西畑　匡 竜南 全日本中学選手権 鳴門 1990.08.19

800ｍ 1.52.43 馬場　勇一郎 上郷 愛知中学総体 瑞穂 2016.07.27

1000ｍ 2.33.24 佐々木　哲 ＴＳＭ 日本Ｕ１６陸上 愛媛 2021.10.22

1500ｍ 3.54.49 服部　凱杏 千種 全日本中学選手権 松本 2016.08.24

3000ｍ 8.2564 服部　凱杏 千種 静岡長距離強化 小笠山 2016.10.15

110ｍＹＨ

(91.4cm)

110ｍＪＨ

(99.1cm)

猪上　詞穏2

香山　勇輝3

伊藤　大翔2

中山　に千翔2

西垣　拓音

小島　秀斗

鈴木　大河

吉田　壮一郎

吉田　壮一郎

鈴木　大河

水野　絢心

西垣　拓音

前橋　竣朗

髙橋　舞羽

中谷　竜麻

鳥山　由真

走高跳 2.01 遠藤　永治 東郷 ジュニアオリンピック 国立 1995.10.29

棒高跳 4.50 松永　乃樹 御幸山 東海中学総体 瑞穂 2013.08.10

走幅跳 7.15(　) 鈴木　久嗣 竜北 ジュニアオリンピック 国立 1985.11.02

三段跳 12.90 中村　光希 萩山 日本Ｕ１６陸上 愛媛 2021.10.22

砲丸投

（5.000Kg）

砲丸投

（4.000Kg）

2693 加藤　善大 冨士 全日本中学選手権 敷島 2004.08.23
四種競技

［15.55(2.3)-13m96-1m65-53.05］

17.90 平岩　大明 守山 中京大土曜競技会 中京大 1983.10.15

15.00 白藤　聖陽 矢作 ジュニアオリンピック 横浜国際 2013.10.27

4×400ｍＲ (単) 3.29.65 扇台 名古屋地区新人 知多 2017.09.24

4×400ｍＲ 3.23.75 東三河選抜 東三河選手権ＯＰ 豊橋 2014.10.11

4×100ｍＲ (単)　42.78 扇台 全日本中学選手権 熊本 2017.08.22

4×100ｍＲ 42.29 愛知選抜 名古屋小中秋季OP 知多 2019.10.05

14.58 髙橋　遼将 柏原 ジュニアオリンピック 横浜国際 2018.10.14

中 学 男 子

13.96 髙橋　遼将 柏原 東海中学総体 長良川 2018.08.09



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 11.86(1.2) 佐藤　俐有 田原東部 東海中学 草薙 2021.08.07

145ｍ 18.33(-2.2) 眞田　あこ 章南 愛知ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 瑞穂北 2021.09.04

150ｍ 18.93(1.5) 眞田　あこ 章南 日本Ｕ１６陸上 愛媛 2021.10.23

200ｍ 24.84(　) 掛川　栞 豊明・栄 ジュニアオリンピック 横浜国際 2013.10.26

300ｍ 41.64 青山　理奈3+ 御幸山 名古屋プレシーズン 瑞穂 2019.03.21

400ｍ 57.80 掛川　栞 豊明・栄 ﾃﾞｶｽﾛﾝin愛知(ｼｮｰﾄ) 知多 2013.11.10

800ｍ 2.08.68 鈴木　亜由子 豊橋陸上ｸ 愛知選手権 瑞穂 2006.07.15

1000ｍ 2.50.38 林　采夢 鶴城 愛知ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 瑞穂北 2021.09.04

1500ｍ 4.24.74 鈴木　亜由子 豊城 全日本中学選手権 丸亀 2006.08.21

3000ｍ 9.10.71 鈴木　亜由子 豊橋陸上ｸ 駅伝強化豊橋 豊橋 2006.09.23

100ｍＪＨ

(76.2cm/8.0ｍ

100ｍＹＨ

(76.2cm/8.5ｍ

100ｍＨ

(83.8cm/8.5ｍ

田島　七里香

飯田　真衣

沖　美月

倉橋　美穂

曽我　日葵

久野　香奈

沖　美月

倉橋　美穂

高嵜　桃花

澤　美羽

中西　百萌佳

大井　サラ

江頭　亜美

鈴木　朱音

山口　真知

柴崎　五月

走高跳 1.73 今泉　美紀 三谷 全日本中学選手権 鳴門 1990.08.18

〃 〃 今井　美希 平針 全日本中学選手権 鳴門 1990.08.18

棒高跳 3.21 岡部　陽奈 逢妻 西三河中学新人OP 刈谷 2021.10.09

走幅跳 5.99(1.6) 松村　琴都 ＴＳＭ 名古屋地区ｼﾞｭﾆｱ記録会 瑞穂 2020.11.08

三段跳 10.81 岩田　祐香 平坂 西三河中学夏季 岡崎 2021.08.01

砲丸投

（2.721Kg）

3233 林　美希 岡崎翔南 全国中学陸上 神奈川 2020.10.11

円盤投

（1.000Kg）

　中学男女混合リレー
種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

中西　楓夏

柱木　大和

神田　彩名

上村　勇輝

椋尾　三太郎

須崎　心優

青山　理奈

2018.11.04

4×400ｍＲ (単) 3.46.92 御幸山 名古屋地区通信ＯＰ 瑞穂 2018.06.17

4×400ｍＲ 3.42.71 ＴＳＭ 名古屋市小中競技会OP 瑞穂

四種競技
［13.76(-1.3)-1m64-11m19-25.64(-0.9)］

37.11 伊藤　圭菜3 ＴＳＭ 名古屋地区選手権 瑞穂 2019.10.06

15.94 山田　真央 御幸山 名古屋地区ｼﾞｭﾆｱ記録会 瑞穂 2020.12.13

4×400ｍＲ (単) 4.01.79 大高 名古屋地区中学新人 知多 2014.09.23

4×400ｍＲ 3.53.97 ＴＳＭ 名古屋地区選手権 瑞穂 2017.10.08

4×100ｍＲ (単)　47.65 上郷 U18日本選手権招待 瑞穂 2018.10.21

4×100ｍＲ 46.72 愛知選抜 ジュニアオリンピック 横浜国際 2018.10.14

14.73 岩脇　真奈美 矢作 ジュニアオリンピック 横浜国際 2002.10.27

13.80 松本　佳音彩 上社 国民体育大会 福井 2018.10.07

中 学 女 子

13.76(-1.3) 林　美希 岡崎翔南 全国中学生競技会 横浜国際 2020.10.16



桐山　真二郎

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

1500ｍ 3.37.09 Ｍ・ムルギ トヨタ自動車 スーパー陸上 横浜国際 2005.09.19

5000ｍ 13.05.05 Ｍ・ムルギ トヨタ自動車 日本選手権 国立 2005.06.03

10000ｍ 26.55.36 Ｒ.Ｃ・ケモイ 愛三工業 第17回世界選手権 ドーハ 2019.10.06

10Km 27.52 Ｒ.Ｃ・ケモイ 愛三工業 Gz Tilburg 10ﾏｲﾙ オランダ 2018.09.02

10マイル 45.20 Ｊ・マイナ アラコ 甲佐10ﾏｲﾙ 甲佐 2002.12.08

マラソン 2.07.04 Ｓ・ドゥング 愛知製鋼 びわ湖毎日 大津 2012.03.05

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

1500ｍ 4.06.36 Ａ・カリンジ 豊田自動織機 ゴールデングランプリ 等々力 2015.05.10

3000ｍ 8.43.33 Ｌ･Ｈ･エカラレ 豊田自動織機 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 深川 2020.07.08

5000ｍ 15.01.14 Ｌ･Ｈ･エカラレ 豊田自動織機 全日本実業団対抗 長居 2021.09.26

20Km 1.05.1 王　秀　婷 東海銀行 宮崎女子ロード 宮崎 1993.01.06

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

3000ｍ 8.11.40 Ｋ・Ｊ・ズク 豊川 駅伝強化豊橋 豊橋 2010.09.23

5000ｍ 13.36.09 Ｋ・Ｊ・ズク 豊川 静岡長距離強化 小笠山 2012.06.23

10000ｍ 28.38.52 Ｋ・Ｊ・ズク 豊川 県選東三河予選 豊橋 2012.06.03

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

3000ｍ 8.58.77 Ｗ・ワイリム 豊川 日体大長距離 日体大 2008.06.01

5000ｍ 15.18.46 Ｗ・ワイリム 豊川 日体大長距離 日体大 2007.09.23

10000ｍ 32.00.28 Ｗ・ワイリム 豊川 静岡長距離強化 小笠山 2008.10.18

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

1500ｍ 3.35.42 河村　一樹 トーエネック ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 千歳 2021.07.17

20Km 56.52 藤本　拓 トヨタ自動車 丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（途中 丸亀 2020.02.02

5Km 2.52.24 風見　尚 愛三工業 神宮外苑ｳﾙﾄﾗ 東京 2018.11.10

100Km 6.09.14 風見　尚 愛三工業 ｻﾛﾏ湖ｳﾙﾄﾗ100Km 北見 2018.06.24

30KmＷ 2.09.17 丸尾　知司 愛知製鋼 全日本競歩50Km（途中 高畠 2019.10.27

室 内
50ｍ(手) 5.7 山本　久義 トヨタ自動車 室内陸上 名古屋 1984.03.03

55ｍＨ 7.39 内藤　真人 ミズノ コスビー室内 レノ 2004.02.14

棒高跳 5.77 山本　聖途 トヨタ自動車 Pole Vauit Summit USA/ﾘﾉ 2016.01.16

日 本 記 録（室内を含む）
一 般 男 子

　　　　　県最高・外国人

 男 子

女 子

　　　県高校最高・外国人

 男 子

女 子

4×400ｍＲ (単) 3.46.92 御幸山 名古屋地区通信ＯＰ 瑞穂 2018.06.17



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

走高跳 1ｍ96 今井　美希 ミズノ スーパー陸上 横浜国際 2001.09.15

ハンマー投 67.77 室伏　由佳 ミズノ ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾁｬﾚﾝｼﾞ 冨士北麗 2004.08.01

室 内
50ｍ(手) 6.4 谷口　深樹 中京大 室内陸上 名古屋 1984.03.03

5000ｍ 15.54.18 小林　祐梨子 豊田自動織機 UW Final Qualifier シアトル 2013.03.01

走高跳 1.91 今井　美希 中京女大 日中対抗室内 天津 1998.02.25

〃 〃 〃 ミズノ ｸﾞﾛｰﾍﾞﾝｶﾗﾝ室内 ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ 2001.02.15

〃 〃 〃 〃 ﾄﾞﾙﾄﾑﾝﾄ国際室内 ﾄﾞﾙﾄﾑﾝﾄ 2003.02.05

4073 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ ﾄﾞｲﾂ室内混成選手権 ｶﾙﾊﾞｯﾊ 2007.01.28

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

1500ｍ 3.35.42 河村　一輝 トーエネック ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 千歳 7.17

マラソン 2.07.26 聞谷　賢人 トヨタ紡織 びわ湖毎日 大津 2.28

30KｍＷ 2.09.15 丸尾　知司 愛知製鋼 日本選手権50Km(途中) 輪島 4.11

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

300ｍ 37.74 吉田　紗弓 愛知高教ＡＣ 出雲陸上 浜山 4.11

前田　沙希

倉橋　美穂

須崎　心優

蔵重　みう

前田　沙希

倉橋　美穂

須崎　心優

蔵重　みう

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

5000ｍ 13.53.90 吉村　聡介 豊川 東海大長距離 秦野市 10.24

110ｍＨ 13.69 西　徹朗 名古屋 全国高校総体 福井 8.01

110ｍＪＨ 13.41 西　徹朗 名古屋 日本Ｕ１８陸上 愛媛 10.22

300ｍＨ 36.30 髙橋　遼将 中京大中京 国体選手選考 瑞穂北 7.03

400ｍＨ 50.65 髙橋　遼将 中京大中京 名古屋地区夏季 瑞穂北 6.13

砲丸投(5.0K 15.80 兵頭　拓郎 名古屋大谷 東海ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｹﾞｰﾑｽﾞ 伊勢 10.17

高 校 男 子 一部U20更新を含む

11.03

4×100ｍＲ 単　45.29 中京大中京高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 小笠山 11.03

2021年に更新された愛知県記録

一 般 男 子

一 般 女 子

4×100ｍＲ 45.29 中京大中京高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 小笠山

一 般 女 子

五種競技
［8.67-1.69-11.58-5.88-2.21.34］



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 11.58(1.7) 蔵重　みう 中京大中京 名古屋地区選手権 瑞穂北 10.02

300ｍ 38.98 倉橋　美穂 中京大中京 国体選手選考 瑞穂北 7.04

1000ｍ 2.47.86 森　千莉 豊田大谷 日本Ｕ１８陸上 愛媛 10.22

前田　沙希

倉橋　美穂

須崎　心優

蔵重　みう

前田　沙希

倉橋　美穂

須崎　心優

蔵重　みう

やり投 52.77 辻　萌々子 名古屋大谷 東海ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｹﾞｰﾑｽﾞ 伊勢 10.17

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

145ｍ 16.20(1.1) 浅井　央真 萩山 愛知ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 瑞穂北 9.04

150ｍ 16.47 足立　光太郎 小坂井 日本Ｕ１６陸上 愛媛 10.23

1000ｍ 2.33.24 佐々木　哲 ＴＳＭ 日本Ｕ１６陸上 愛媛 10.22

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

100ｍ 11.86 佐藤　俐有 田原東部 愛知ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 瑞穂北 9.04

145ｍ 18.33(-2.2) 眞田　あこ 章南 愛知ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 瑞穂北 9.04

150ｍ 18.93 眞田　あこ 章南 日本Ｕ１６陸上 愛媛 10.23

1000ｍ 2.50.38 林　采夢 鶴城 愛知ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 瑞穂北 9.04

〃 2.54.57 内田　詩乃 矢作北 愛知ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 瑞穂北 9.04

〃 2.55.26 都築　優衣華 吉良 西三河中学記録会 岡崎 6.12

〃 2.56.56 杉浦　華夏 西端 西三河中学記録会 岡崎 6.12

棒高跳 3ｍ21 岡部　陽奈 逢妻 西三河中学新人OP 刈谷 10.09

砲丸投

（4.000Kg）

3069 杉藤　葵 ＡＣ一宮 ﾃﾞｶｽﾛﾝin愛知 瑞穂北 11.14

瑞穂北 3.28

七種競技
［16.03(0.8)-1ｍ25-5m75-27.92(0.7)：4ｍ33(1.9)-15ｍ32-2.44.76］

中 学 男 子

中 学 女 子

12.32 山田　奈央 御幸山 名古屋地区ｼﾞｭﾆｱ

小笠山 11.03

4×100ｍＲ 単　45.29 中京大中京高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 小笠山 11.03

高 校 女 子 一部U20更新を含む

4×100ｍＲ 45.29 中京大中京高 ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

４年　50ｍ 7.31(1.7) 二村　奏颯 あつみクラブ 県小学生選手権 瑞穂北 2021.11.03

5年100ｍ 12.51 松岡　瑠以 十四山体育 全国小学生交流 国立 1997.08.30

6年100ｍ 12.01(0.8) 中島　悠太 ＴＳＭ 全国小学生交流 横浜国際 2019.08.10

４年 1000ｍ 3.08.82 前川　心響 田原陸上ク 全三河小学生秋季 白谷海浜 2017.09.24

５年 1000ｍ 3.07.69 水野　賢仁 なごや陸上ク 名古屋地区競技会 知多 2018.10.08

1000ｍ 2.49.91 吉居　駿恭 田原陸上ｸ ﾁｬﾚﾝｼﾞ記録会茅野 茅野 2016.03.13

５年 1500ｍ 4.50.52 伊藤　礼人 蒲郡クラブ 県小学生長距離 刈谷 2010.12.18

1500ｍ 4.35.82 吉居　駿恭 田原陸上ｸ 県小学生長距離 豊川 2015.10.25

4年80ｍＨ

60cm/7.0ｍ

5年80ｍＨ

70cm/7.0ｍ

6年80ｍＨ

70cm/7.0ｍ

朝倉　拓海

松下　隆之介

戸田　健太

ﾀﾞﾆｴﾙ　河内

4年走高跳 1.20 石井　佑莫 布袋陸上 県小学生選手権 瑞穂 2019.11.04

5年走高跳 1.40 川口　遙己 ＪＡＣ武豊 名古屋地区春季 半田 2015.05.23

6年走高跳 1.55 鵜飼　広輔 豊橋陸上ク 県小学生選手権 瑞穂 1994.11.20

〃 〃 川口　遙己 ＪＡＣ武豊 県小学生選手権 知多 2016.11.03

4年走幅跳 4.47 中野　裕仁 ＪＡＣ武豊 県小学生選手権 瑞穂 2010.11.03

５年走幅跳 4.92 久我　清哉 安城中部 県小学生選手権 瑞穂 1990.11.03

6年走幅跳 5.66 掛川　真 ＪＡＣ大府 県小学生選手権 瑞穂 2007.11.03

4年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 50.44 鈴木　琥太郎 ＴＳＭ 県小学生選手権 知多 2016.11.03

5年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 55.49 鬼頭　孝征 ＪＡＣあつみ 全三河小学生秋季 白谷海浜 2017.09.24

6年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 61.85 渡辺　陸 ＪＡＣ武豊 県小学生リレー 瑞穂 2017.06.24

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＡ 2005

80ｍＨ-走高跳 13.20(1.9)-1.20

6年ｺﾝﾊﾞｲﾝＡ 2366

80ｍＨ-走高跳 12.64(-0.7)-1.43

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 1829

走幅跳－ｼﾞｬﾍﾞ 3.96(0.7)-43.64

6年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 2174

走幅跳－ｼﾞｬﾍﾞ 4.49(1.0)-53.28

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

４年　50ｍ 7.36 森　佑紀那 なごや陸上ｸ 県小学生選手権 瑞穂 2004.11.03

5年100ｍ 13.18 土居　幸愛 岡崎ＪＡＣ 県小学生選手権 瑞穂 2015.11.03

6年100ｍ 12.68 佐藤　俐有 田原陸上ｸ 県小学生選手権 瑞穂 2018.10.27

４年 1000ｍ 3.20.34 前川　紡 田原陸上ク 東三河小学生秋季 白谷海浜 2019.09.16

５年 1000ｍ 3.18.03 坂田　朋花 蒲郡クラブ 東三河小中合同 豊橋 2016.05.22

1000ｍ 3.04.64 前川　紡 田原陸上ク 東三河小学生春季 白谷海浜 2021.05.23

５年 1500ｍ 5.04.13 前川　紡 田原陸上ク 東三河小学生選手権 白谷海浜 2020.09.27

1500ｍ 4.49.91 鷲見　梓沙 JACとよあけ 県小学生長距離 豊橋 2008.12.14

4年80ｍＨ

60cm/7.0ｍ
2019.11.04

 女 子 の 部

13.69(2.0) 榊原　東子 ＪＡＣ武豊 県小学生選手権 瑞穂

社本　悠一郎 ＡＣ一宮K 県小学生リレー 瑞穂北 2021.06.26

川合　来門 田原陸上ク 県小学生リレー 瑞穂北 2021.06.26

髙橋　叶真 成岩SC陸上 名古屋地区小学生春季 半田 2021.05.16

坂井　大一 ＴＳＭ 全国小学生交流 横浜国際 2019.08.10

4×100ｍＲ 48.87 安城ｼﾞｭﾆｱ 日本ﾕｰｽ選手権招待 瑞穂 2012.10.20

12.01 蔵田　源貴 なごや陸上ｸ 県小学生選手権 瑞穂 2012.11.03

12.78(2.0) 髙橋　叶真 成岩SC陸上 県小学生選手権 瑞穂北 2021.11.03

小学生の部

 男 子 の 部

13.11(2.0) 髙橋　叶真 成岩SC陸上 県小学生選手権 瑞穂 2020.11.03



種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

5年80ｍＨ

70cm/7.0ｍ

6年80ｍＨ

70cm/7.0ｍ

藤井　鈴奈

土居　心愛

藤江　美空

北田　野々花

4年走高跳 1.20 波田野　早映 ＡＣ一宮Ｋ 県小学生選手権 瑞穂 2019.11.04

〃 〃 中馬　聡美 ＴＳＭ 県小学生選手権 瑞穂 2019.11.04

5年走高跳 1.33 脇田 ﾗｲﾌ 瑠梨果 ＴＳＭ 県小学生選手権 瑞穂 2014.11.03

6年走高跳 1.48 新海　多恵子 ＪＡＣなごや 県小学生選手権 瑞穂 1995.11.05

4年走幅跳 4.14 石川　加奈子 半田jrＴＣ 知多愛日夏季 半田 2005.08.02

５年走幅跳 4.60 武井　葉夏 なごや陸上ｸ 県小学生選手権 知多 2016.11.03

6年走幅跳 5.23(1.1) 渡辺　実優花 ＡＣ一宮 県小学生選手権 瑞穂 2.17.11.03

4年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 38.49 中村　文香 ＴＳＭ 県小学生選手権 知多 2016.11.03

5年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 48.91 中村　文香 ＴＳＭ 名古屋地区小学生 知多 2017.08.05

6年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 51.00 堤　陽菜 東郷ＡＣ 東海小学生 瑞穂 2016.08.26

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＡ 1877

80ｍＨ-走高跳 14.60(-1.6)-1.25

6年ｺﾝﾊﾞｲﾝＡ 2207

80ｍＨ-走高跳 12.35(-0.1)-1.25

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 1825

走幅跳－ｼﾞｬﾍﾞ 4.03(1.3)-42.46

6年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 1993

走幅跳－ｼﾞｬﾍﾞ 4.50(0.3)-44.30

　４ 年男女混合リレー

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

細井　杏菜

神谷　朱里

鳥居　快叶

小野　真大

　５ 年男女混合リレー

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

川岸　未來

神谷　朱里

服部　仁弥

小野　真大

　６ 年男女混合リレー

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

神谷　朱里

岡村 ﾏﾘｱ ミコ

小野　真大
4×100ｍＲ 50.15 安城ジュニア 全三河sy峰学生秋季 白谷海浜

2017.11.03

4×100ｍＲ 53.47 安城ｼﾞｭﾆｱ 県小学生選手権 瑞穂 2018.10.27

2019.09.29

4×100ｍＲ 57.16 安城ＪＡＣ 県小学生選手権 瑞穂

新屋　美貴 大須ＡＣ 県小学生リレー 瑞穂北 2021.06.26

伊藤　優亜 愛知つばさTC 名古屋地区小学生 知多 2019.05.18

蜷川　真奈 成岩ＳＣ陸上 東海小学生 伊勢 2019.08.24

村田　愛奈 ＴＳＭ 全国小学生交流 横浜国際 2019.08.10

4×100ｍＲ 50.53 岡崎ＪＡＣ 日本ﾕｰｽ選手権招待 瑞穂 2016.10.22

12.20 田島　七里香 ＴＳＭ 全国小学生交流 横浜国際 2017.08.19

12.76(1.8) 酒井　波 成岩ＳＣ陸上 名古屋地区小春季(C･A 半田 2021.05.30



山内　達平

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

4年 50m 7.31(1.7) 二村　奏颯 あつみクラブ 県小学生選手権 瑞穂北 11.03
5年80ｍＨ 12.78(2.0) 髙橋　叶眞 成岩SC陸上 県小学生選手権 瑞穂北 11.03

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＡ 2005 髙橋　叶眞 成岩SC陸上 名古屋地区小学生春季 半田 5.16

［80mH 13.20(1.9)-走高跳 1m20］

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 1829 社本　悠一郎 ＡＣ一宮 県小学生リレー 瑞穂北 6.26

［走幅跳 3ｍ96(0.7)-ｼﾞｬﾍﾞﾘｲｸｽﾛｰ 43ｍ64］

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 1795 小山　拓久 大須ＡＣ 県小学生リレー 瑞穂北 6.26

［走幅跳 3ｍ81(0.0)-ｼﾞｬﾍﾞﾘｲｸｽﾛｰ 44ｍ03］

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 1794 阿野　射己 トライルＡＣ 名古屋地区小学生春季 半田 5.16

［走幅跳 3ｍ87(-1.2)-ｼﾞｬﾍﾞﾘｲｸｽﾛｰ 43ｍ17］

6年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 2174 川合　来門 田原陸上ク 県小学生リレー 瑞穂北 6.26

［走幅跳 4ｍ49(1.0)-ｼﾞｬﾍﾞﾘｲｸｽﾛｰ 53ｍ28］

種　目 記　録  競　技　者 所　　属 大　会　名 競 技 場    年.月.日

6年1000ｍ 3.04.64 前川　紡 田原陸上ク 東三河小学生春季 白谷海浜 5.23

5年80ｍＨ 12.76(1.8) 酒井　波 成岩SC陸上 名古屋地区小学生春季(CA 半田 5.3

5年ｺﾝﾊﾞｲﾝＢ 1825 新屋　美貴 大須ＡＣ 県小学生リレー 瑞穂北 6.26

［走幅跳 4ｍ03(1.3)-ｼﾞｬﾍﾞﾘｲｸｽﾛｰ 42ｍ46］

2021年に更新された記録

小 学 男 子

小 学 女 子

4×100ｍＲ 50.15 安城ジュニア 全三河sy峰学生秋季 白谷海浜 2019.09.29


