
                           富山県記録一覧   男子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１００ｍ 10.33 井上　　悟 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ     95/09/30 全日本実業団陸上  富山総合 +1.2
２００ｍ 21.05 井上　　悟 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ     95/10/01 全日本実業団陸上  富山総合 +0.2
３００ｍ 34.45 貝沢　諒太 富　山　大 3 14/07/06 小松市記録会 末広 ﾀｲﾑﾚｰｽ
４００ｍ 46.03 大森　盛一    日  本  大 2 92/06/14    日本選手権     国立
８００ｍ 1.47.82 村島　　匠 順 天 堂 大 3 16/10/02 順大記録会 順大

１５００ｍ 3.41.99 柴田　清成 県総体センター 00/05/13  国際グランプリ   長居
３０００ｍ 8.08.82 村刺　厚介 Ｙ　Ｋ　Ｋ     10/06/17 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 深川
５０００ｍ 13.46.25 西村　哲生 Ｙ　Ｋ　Ｋ     05/05/21 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか 西階

１００００ｍ 28.16.10 山田　直弘 Ｙ　Ｋ　Ｋ 14/07/06 ホクレンディスタンス 網走 決勝
１１０ｍＨ 14.18 宮下　秀太郎 Ｙ  Ｋ  Ｋ     94/11/02  わかしゃち国体   瑞穂 予選
４００ｍＨ 50.70 中山　雄大 陸　想　会 15/07/11 第83回大阪選手権 ﾔﾝﾏｰS長居 予選

３０００ｍＳＣ 8.33.51 泉　　　亘 Ｙ  Ｋ  Ｋ     96/06/08  日本選手権  長居
４×１００ｍＲ 40.30 富　山　大                 14/05/24 北信越学生対校 富山総合

                         樋口　克治 富　山　大 1
                         西村　顕志 富　山　大 1
                         池岡　直哉 富　山　大 2
                         貝沢　諒太 富　山　大 3
４×２００ｍＲ(混) 1.26.30 富　山　大                 14/07/06 小松市記録会 末広
                         西村　顕志 富　山　大 1
                         貝沢　諒太 富　山　大 3
                         樋口　克治 富　山　大 1
                         岡田　　創 富　山　大
１００ｍ＋２００ｍ＋ 1.58.31 富山商業高                 01/11/03 小松市記録会 小松
３００ｍ＋４００ｍＲ           村木　毅行 1
                         大島　正靖             2
                         松岡　純平 2
                         石丸　純一             2
４×４００ｍＲ 3.12.44 富　山　大             12/08/26 北陸選手権 富山総合 決勝

                         有澤  　徹 M2
                         松井  　悠 5
                         杉下  康裕 2
                         今井  達朗 4
４×８００ｍＲ 8.03.61 高　岡　高 11/07/24 小松市記録会 小松

水越  彗太 2
荻野　陽平 2
川田　千尋 2
岡本  華人 3

４×１５００ｍＲ    16.40.9 高岡向陵高                     85年度     富山ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ   五福
                         茂住　安孝 3
                         小森  　亮 3
                         安田　昌則
                         上山　晃生 3

５０００ｍＷ 19.35.79 山崎　勇喜 富山商高 3 01/09/23 県高校新人 五福 ｵｰﾌﾟﾝ
１００００ｍＷ 39.30.15 山下　優嘉 東　洋　大 2 15/12/12 国士舘大長距離 国士舘大
２００００ｍＷ 1:32.31.02 横山　淳治 山梨学院大 1  91年度

走高跳 2.28 君野　貴弘 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ      99/06/12   全日本実業団    長良川
棒高跳 5.05 村野　裕一 福井工大 3 05/08/20 県民体育大会 富山総合
走幅跳 8.13 森長　正樹 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ     97/05/17   東アジア大会      釜山  +1.1
三段跳 16.36 林　　雅則 東　海　大 4 83/08/28  北陸地域選手権     三国  +2.0
砲丸投 16.08 田中　伸宣 総合体育ｾﾝﾀ  ー   99/10/02    日本選手権     草薙
円盤投 50.76 田中　伸宣 東　海　大 3 95/05/07   水戸国際陸上    水戸

ハンマー投 64.02 岩田　信浩 日　本　大 4 90/05/25   日本学生対抗    平塚
やり投 77.97 佐道　隼矢 東　海　大 2 16/06/06 アジアジュニア選手権ホーチミン 決勝

十種競技 7485 金　　尚竜 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ     97/04/27   群馬ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ   敷島
               100m 10.94 (+0.9) 110mH 15.48 (-1.4)

               L.J 7.25 (+0.3) D.T 37.20

               S.P 13.24 P.V 4.50

               H.J 2.04 J.T 46.46
               400m 48.91 1500m 4.44.33

                           富山県記録（道路）        男子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

　１０ｋｍ 29.16. 及川　佑太 Ｙ　Ｋ　Ｋ 16/02/14 全日本実業団ハーフ 山口 途中計時
　１５ｋｍ 44.03. 山田　直弘 Ｙ　Ｋ　Ｋ 14/02/02 丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀 途中計時
  １０マイル   46.48. 西村　哲生 Ｙ　Ｋ　Ｋ     05/02/11 姫路城ロード 姫路
   ２０Ｋｍ    59.01. 西村　哲生 Ｙ　Ｋ　Ｋ 06/03/12 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 途中計時
　ハーフマラソン 1:01.42. 西川　哲生  Ｙ　Ｋ　Ｋ 01/03/11 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口
   ２５ｋｍ 1:16.02. 西川　哲生  Ｙ　Ｋ　Ｋ 11/03/06 びわ湖毎日マラソン びわ湖 途中計時
   ３０Ｋｍ    1:31.21. 山田　直弘 Ｙ　Ｋ　Ｋ 14/03/02 びわ湖毎日マラソン びわ湖 途中計時
   ３５Ｋｍ    1:47.44. 間野　敏男 八番麺屋 04/02/08 東京国際マラソン 東京 途中計時
   マラソン    2:11.28. 倉林　俊彰    Ｙ　Ｋ　Ｋ     94/12/04  福岡国際マラソン  福岡
 １０Ｋｍ競歩  39.56. 松崎　鷹樹 東　洋　大 3+ 14/02/16 日本選手権 六甲アイランド 途中計時
 １５Ｋｍ競歩  1:00.29. 谷井　孝行 日　本　大 4 05/01/30 日本選手権 神戸 途中計時
 ２０Ｋｍ競歩  1:20.38. 山崎　勇喜 順天堂大 1 03/01/26 日本選手権 神戸
 ３０Ｋｍ競歩  2:16.53. 山崎　勇喜 順天堂大 4 05/08/12 世界選手権 ヘルシンキ 途中計時
 ５０Ｋｍ競歩  3:47.54. 谷井　孝行 日　本　大 3 03/11/02 全日本競歩 高畠



                           富山県記録一覧        女子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１００ｍ 11.84 宮澤  有紀 富 山 大 2 12/10/13 北信越学生選手権 富山総合 +0.9 決勝
２００ｍ 24.22 宮澤  有紀 富 山 大 2 12/09/12 日本学生対校 国立 +0.3 決勝
４００ｍ 54.56 佐々木　麗奈  龍谷富山高 3 97/08/03 全国高校総体 西京極
８００ｍ 2.05.00 佐々木　麗奈  中 京 大 3 00/05/07 水戸国際 水戸

１５００ｍ 4.25.03 須河　沙央理 富山商高 1 08/10/04 おおいた国体 大分総合
３０００ｍ 9.23.11 福居  紗希 富山商高 2 12/06/17 北信越高校 西部 決勝
５０００ｍ 15.54.62 山田　美紀 城 西 大 2 10/12/05日体大長距離競技会日体大健志台

１００００ｍ 32.38.29 福居　紗希 城西大 3 16/11/26関東学生記録挑戦会 慶応大
１００ｍＨ 13.79 中田　えみ香  日本体育大 4 97/09/13 日本学生 国立
４００ｍＨ 58.59 佐々木　麗奈 県総体ｾﾝﾀｰ 04/09/25 全日本実業団 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ

３０００ｍＳＣ 11.23.92 東海　ひかる 津田塾大 4 15/05/16 関東学生対校 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝
４×１００ｍＲ 46.56 富　山　県                 14/10/20 国体 諫早 予選
                         杉本　有希 富山高専 5
                         上口　有帆 呉 羽 高 3
                         堂腰莉衣奈 富 山 大 2
                         朝野　夏海 水 橋 高 1
４×４００ｍＲ 3.52.48 水　橋  高                 03/08/31 北陸選手権 福井

                         宮田　　萌 3
                         早川　由真             2
                         須郷　未希 3
                         高島　綾乃             3

５０００ｍＷ 22.20.36 高山　瑞佳 新潟医福大 2 16/10/10 国体 北上 決勝
１００００ｍＷ 46.30.15 高山　瑞佳 新潟医福大 1 15/10/05 国体 紀三井寺 決勝

走高跳 1.84 若林　和美    富 山 大     86/09/28
棒高跳 3.50 角田　美菜 高岡工芸高 3 16/05/21 県高校総体 富山総合 決勝
走幅跳 6.10 平沢　美樹    筑 波 大 4 86/06/08 日本学生選手権
三段跳 12.55 柴垣　　香 東女体大 4 95/06/09 日本選手権 国立
砲丸投 14.02 中西　美代子  ミキハウス     02/02/02 ﾄﾞｲﾂ冬季投てき競技会 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｰｸ

円盤投 55.28 中西　美代子  ミキハウス     01/05/23 東アジア大会 長居
ハンマー投 60.77 大橋　千里 SP-HOPE 05/11/01 東アジア競技会 マカオ

やり投 52.43 田中　麻友 中 京 大 3 16/05/21 中京大土曜競技会 中京大
七種競技 5403 吉田　恵美 富 山 大 M1 11/09/10 日本学生対校 熊本

               100mH 14.87 (-0.8)         

               H.J 1m63

               S.P 10m66

               200m 25.53 (+0.8)         

               L.J 5m99 (+2.1)

               J.T 44m12

               800m 2.24.12

                           富山県記録（道路）        女子 2014年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１０Ｋｍ 33.31. 野尻　あずさ ヒラツカリース 13/02/24 東京マラソン 東京 途中計時
１５ｋｍ 50.21. 野尻　あずさ ヒラツカリース 13/02/24 東京マラソン 東京 途中計時
２０Ｋｍ 1:08.05. 野尻　あずさ ヒラツカリース 14/11/16 横浜国際女子マラソン 横浜 途中計時

ハーフマラソン 1:11.56. 野尻　あずさ ヒラツカリース 14/11/16 横浜国際女子マラソン 横浜 途中計時
２５ｋｍ 1:26.14. 野尻　あずさ ヒラツカリース 13/02/24 東京マラソン 東京 途中計時
３０Ｋｍ 1:43.57. 野尻　あずさ ヒラツカリース 13/02/24 東京マラソン 東京 途中計時
マラソン 2:28.47. 野尻　あずさ ヒラツカリース 13/02/24 東京マラソン 東京 途中計時

１００ｋｍ 8:18.55. 小沢　真理子 富山陸協 07/09/08 IAU100kmﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ ｳｨﾝｼｮｰﾃﾝ
５ｋｍ競歩 23.58. 小川　麻里子  富山商高 3 93/09/19    全日本競歩     根上

１０ｋｍ競歩 48.03. 高山　瑞佳 新潟医福大 2 16/10/23 全日本競歩高畠 高畠 途中計時
１５ｋｍ競歩 1.12.30 高山　瑞佳 新潟医福大 2 16/10/23 全日本競歩高畠 高畠 途中計時
２０ｋｍ競歩 1.37.14 高山　瑞佳 新潟医福大 2 16/10/23 全日本競歩高畠 高畠

                           富山県最高記録        男子 2013年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

６００ｍ 1.22.27 山本　哲嗣 富山大 3 10/07/04 小松市記録会 小松

                           富山県最高記録       女子 2015年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１５００ｍＳＣ 5.51.62 有島　みなみ 高岡高 1 11/07/24 小松市記録会 小松
野口  巴留奈 3
山口  恵梨 1
山口  千晴 2
三﨑  早英子 3

１００ｍ＋２００ｍ
＋３００ｍ＋４００

ｍＲ
2.21.92 富山商高 10/06/05 七尾七尾市城山記録会



     　　                 富山県高校記録　 　　男子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１００ｍ 10.57 福島　　聖 富 山 商 2 16/05/29 県高校総体 富山総合 +1.2 決勝
２００ｍ 21.33 福島　　聖 富 山 商 2 16/09/24 県高校新人 富山総合 +0.8 決勝
４００ｍ 46.90 大森　盛一    伏    木 3 90/10/25 とびうめ国体 博多の森
８００ｍ 1.52.24 河上　雄哉 富山商高 3 16/06/19 北信越高校 西部 決勝

１５００ｍ 3.47.54 村島　　匠 富 山 商 3 13/07/31 全国高校総体 大銀ドーム 決勝
５０００ｍ 14.11.89 村島　　匠 富 山 商 3 13/11/23 中長記録会 五福

１００００ｍ 30.05.17 井幡　政等      高岡向陵  3 90/10/23 とびうめ国体 博多の森
１１０ｍＨ(電) 14.59 福本　吉勝    富 山 商 3 92/10/05 やまがた国体 天童 決勝
                   　〃    角丸　映至    魚    津 3 95/10/18 ふくしま国体 あずま 決勝

    　〃    加野　　顕 富山商船高専 2 01/10/20 北信越高校新人 西部 +1.7
　　　　　(手) 14.5 福本　吉勝    富 山 商 3 92/07/26 県体１部 魚津

４００ｍＨ 52.04 角丸　映至    魚    津 3 95/10/15 ふくしま国体 あずま
３０００ｍＳＣ 8.56.22 森村　　哲    富山中部 3 98/10/26 神奈川国体 横浜国際
５０００ｍＷ 19.35.79 山崎　勇喜    富 山 商 3 01/09/16 県高校新人 五福 ｵｰﾌﾟﾝ

富永　悠太 3
福島　　聖 2
飛山　大河 2
吉田　貴一朗 2
村山　　翔 2
利川　瑛博 2
倉川　鷹斗 3
川原　水葵 2

走高跳 2.16 中澤　　優 富 山 商 3 14/05/04 富山カップ 富山総合 決勝
棒高跳 5.00 淺井　　悟 高岡工芸 3 98/09/30日本ジュニア選手権 熊本
走幅跳 7.46 谷内　　剣 富山高 3 15/05/30 県高校総体 富山総合 +1.5 決勝
三段跳 15.77 山本　邦彦    高岡工芸 3 90/10/23 とびうめ国体 博多の森 +1.3 決勝

砲丸投(6.00kg) 15.04 星場　勇介 高岡龍谷 3 08/09/20 県高校新人(OP) 五福
円盤投(1.75kg) 47.27 平田　健祐 富山高専 3 10/08/11 全国高専 富山総合

ハンマー投(6.00kg) 60.19 野原　将史 富山商船高専 3 05/06/25日本ジュニア選手権富山総合
やり投 68.00 清水　彬央 富山高専 3 14/11/01 国士舘大競技会 国士舘大

武内　勇一 砺　　波 3 11/06/17 北信越高校 福井
福島　龍二 高岡商高 3 15/06/19 北信越高校総体 ﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ

               100m 11.23／11.38 (+1.3)／(1.0) 110mH 16.84／16.85
               L.J 6.87／6.73 (+4.0)／(-0.6) J.T 52m33／55m74
               S.P 12m29／12m12 H.J 1m83／1m89
               400m 50.34／50.95 1500m 4.35.94／4.35.79

     　　                 富山県高校記録 　　　女子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１００ｍ(電) 11.91 上口  有帆 呉　　羽 3 14/06/21 北信越高校 松本 -0.1 決勝
 　　　 (手) 11.8 林　　愛弓 富 山 商 2 89/06/04 県高校総体 五福

               11.8 安守　久恵 富 山 商 2 91/08/17 クラブ対抗 五福
２００ｍ(電) 24.53 中尾　美和    高 岡 南 2 89/08/26 北陸選手権 五福
 　　　 (手) 24.5 安守　久恵    富 山 商 2 91/08/18 クラブ対抗 五福

               24.5 中田  えみ香 富 山 商 3 93/06/07 県高校総体 五福
４００ｍ 54.56 佐々木　麗奈 龍谷富山 3 97/08/03 全国高校総体 西京極
８００ｍ 2.05.92 佐々木　麗奈 龍谷富山 3 97/10/29 なみはや国体 長居

１５００ｍ 4.25.03 須河　沙央理 富 山 商 1 08/10/04 おおいた国体 大分総合
３０００ｍ 9.23.11 福居  紗希 富 山 商 2 12/06/17 北信越高校 西部 決勝
５０００ｍ 16.40.9 山岸　万里恵 富 山 商 3 03/11/08 中長距離記録会 富山総合
１００ｍＨ 13.89 中田  えみ香 富 山 商 3 93/10/15 東四国国体 鳴門
４００ｍＨ 59.00 笹川　　泉 泊 3 98/10/26 神奈川国体 横浜国際 決勝

５０００ｍＷ 23.29.57 高山  瑞佳 富 山 商 3 14/07/31 全国高校総体 中銀ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝
若野　明日香 3
朝野　夏海 3
馬渕　唯奈 3
出町　桃子 2
宮田　　萌 3
早川　由真 2
須郷　未希 3
高島　綾乃 3

走高跳 1.82 平沢　美樹  富 山 商 2 81/06/08 県高校総体 五福
棒高跳 3.50 角田　美菜 高岡工芸 3 16/05/21 県高校総体 富山総合 決勝
走幅跳 5.93 浅田　真美  龍谷富山 3 99/10/26 くまもと未来国体 熊本 +0.5
三段跳 12.03 浅田　真美 龍谷富山 2 97/10/12 全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 国立
砲丸投 13.42 田村　千尋 富山商船高専 2 04/07/17 富山県選手権 富山総合 決勝
円盤投 45.74 東海　茉莉花 高岡工芸 3 05/05/03 富山カップ 富山総合 決勝

ハンマー投 46.57 亀沢　亜衣 富　　山 2 16/10/21北信越高校新人(op)富山総合 決勝
やり投 49.77 田中　麻友 高 岡 南 3 13/05/24 県高校総体 富山総合 決勝

七種競技 4422 吉田　恵美 富 山 商 2 05/09/25 県高校新人 五福
               100mH 16.79 (+0.8)         
               H.J 1.44
               S.P 10.56
               200m 26.77 (+3.1)         
               L.J 5.26 (+1.5)
               J.T 42.00
               800m 2.36.57

八種競技

水　　橋

水　　橋

16/06/18

03/08/31

龍谷富山

 ４×１００ｍＲ 47.16

富 山 商40.70４×１００ｍＲ

 ４×４００ｍＲ 3.52.48

14/08/02４×４００ｍＲ 3.15.04

5639

富山総合

北信越高校

(+0.2)／(-0.6)

16/05/29

決勝

決勝

決勝

予選

県高校総体

中銀ｽﾀｼﾞｱﾑ

西部

北陸選手権 福井

全国高校総体



     　　                 富山県高校最高記録    男子 2015年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１１０ｍＪＨ 13.99 堀井　直樹 富山高専 2 14/10/03 日本ユース 瑞穂 0.3 決勝
３０００ｍ 8.20.86 河上  雄哉 富 山 商 1 14/10/22 国体 諫早 決勝

林　　秀憲 3
地子　光夫 2
生宗　克仁 3
大森　盛一 2
村木　毅行 1
大島　正靖 2
松岡　純平 2
石丸　純一 2
茂住　安孝
小森　　亮
安田　政則
上山　晃生

３０００ｍＷ 12.37.4 小久米　秀昭 高岡向陵 3 92/04/12     県記録会      五福
１００００ｍＷ 42.05.34 山崎　勇喜 富 山 商 3 01/06/30日本ジュニア選手権 松本
２００００ｍＷ 1:33.17.6 小久米　秀昭 高岡向陵 3 92/11/22     尼崎競歩      尼崎
砲丸投(7.26kg) 13.40 星場　勇介 高岡龍谷 3 08/08/31   北陸選手権   新潟スタジアム

砲丸投(6.36kg) 15.30 笹原　堅太郎 魚 　 津 2 97/10/29   なみはや国体    長居
砲丸投(5.45kg) 16.27 笹原　堅太郎 魚    津 3 97/08/04 全国高校総体  西京極
円盤投(2.0kg) 44.08 田中　伸宜 伏    木 3 92/09/15   北陸三県対抗    五福

ハンマー投(7.26kg) 55.70 岩田　信浩 富 山 商 3 87/03/27
ハンマー投(5.45kg) 61.34 岩田　信浩 富 山 商 3 86/06/21  北信越高校総体   新潟

十種競技 6938 加野　　顕 富山商船高専 3 02/06/30日本ジュニア選手権 博多の森
               100m 10.97 (+2.2) 110mH 15.21 (-1.9)

               L.J 6.95 (+0.9) D.T 30.41

               S.P 10.13 P.V 3.90

               H.J 1.94 J.T 49.82

               400m 49.10 1500m 4.37.36

   八種競技(旧) 6054 加野　　顕 富山商船高専 3 02/05/25 県高校総体 五福
               100m 10.94 (+2.4) 110mH 15.44 (+0.0)

               L.J 7.08 (-0.2) J.T 52.11

               S.P 12.76 H.J 1.91

               400m 49.73 1500m 4.32.73

                ロード競技 2015年12月31日現在

１０Ｋｍ 29.56. 井幡　政等    高岡向陵 3 90年度
マラソン 2:28.39. 勝岡　卓哉    富 山 商 3 94/02/11   勝田マラソン    勝田

１０Ｋｍ競歩 40.20. 山崎　勇喜 富 山 商 3 02/01/01 元旦競歩 絵画館
２０Ｋｍ競歩 1:20.43. 山崎　勇喜 富 山 商 3 02/01/27    日本選手権     神戸

     　　                 富山県高校最高記録    女子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

３００ｍ 42.29 唐島田ほたる 新　　川 3 10/09/05 七尾市城山記録会 七尾
１００ｍＹＨ 14.08 馬渕  唯奈 水橋高 1 14/10/20 国体 諫早 -0.8 準決
１００００ｍ 37.14.2 平野　真愉子 富 山 商 3 94/12/11                   亀岡
３０００ｍＷ 13.40.25 西野　ゆかり 高岡向陵 3 95/10/16   ふくしま国体    あずま

                ロード競技 2016年12月31日現在

５Ｋｍ 16.59. 平野　真愉子 富 山 商 3  94年度
１０Ｋｍ 34.22. 平野　真愉子 富 山 商 3  94年度
２０Ｋｍ 1:15.23. 平野　真愉子 富 山 商 3  94年度
５ｋｍＷ 23.58. 小川　麻里子 富 山 商 3 93/09/19 全日本競歩 根上

１０ｋｍＷ 48.32. 高山　瑞佳 富山商高 3 15/02/15 日本選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 途中計時
１５ｋｍＷ 1:14.09. 高山　瑞佳 富山商高 3 15/02/15 日本選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 途中計時
２０ｋｍＷ 1:41.29. 高山　瑞佳 富山商高 3 15/02/15 日本選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ

     　　                 富山県高校国際記録　　女子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

三段跳 13.10 王　　　迪 富 山 商 3 01/08/18    富山カップ     富山総合 +0.7
砲丸投 13.79 任　　　嵐 富 山 商 1 02/10/22 高知国体 春野

富 山 商1.58.31
１００ｍ＋２００ｍ
＋３００ｍ＋４００

ｍＲ

４×１５００ｍＲ 16.40.9

４×２００ｍＲ 伏　　木

01/11/03

1.29.4

85年度    富山ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ   高岡向陵 五福

小松市記録会

五福89年度    富山ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ   

小松



     　　                 富山県中学記録        男子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１００ｍ 10.81 飛山　大河 高 志 野 3 14/07/06 県中学選手権 富山総合 2.0 決勝
２００ｍ 21.85 福島　　聖 堀　　川 3 14/10/31 全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ -0.3 決勝
４００ｍ 49.97 大森　盛一 志 貴 野 3 87/08/23 全日本中学選手権 伊勢
８００ｍ 1'57"83 北尾　崇郎 入　　善 3 12/08/20 全日本中学選手権 千葉総合

１５００ｍ 4.03.99 森村　　哲 高 志 野 3 95/08/20 全日本中学選手権 小瀬
３０００ｍ 8.38.02 森村　　哲 高 志 野 3 95/10/17 国民体育大会 あずま
１１０ｍＨ 14.43 堀井　直樹 新　　庄 3 12/08/07 北信越中学 松本 0.6 予選

４×１００ｍＲ 南保　陸駆 3
（学校単独） 西川　　樹 3

               川口　陽南太 3
               五十嵐　晴紀 3

（選抜） 五十嵐　晴紀 富山北部 1
               福島　　聖 堀　　川 2
               井上　　隼 速　　星 3
               小泉　佑真 速　　星 3
４×２００ｍＲ 松倉　弥宜 2
（学校単独） 森　　仁志 3

               大島　正靖 3
               小前　泰彰 3

走高跳 1.96 金井　昭宏 朝    日 3 91/08/21 全日本中学 宮崎
棒高跳 4.51 峠　　篤史 福　　光 3 93/08/04 北信越中学 西部
走幅跳 7.00 利川　瑛博 吉　　江 3 12/08/07 北信越中学 松本 -0.3

砲丸投(5Kg) 14.79 舘田　瑛史 小　　杉 3 15/10/25 ジュニアオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

四種競技 2557 中澤　　優 大 沢 野 3 11/07/23 通信富山 五福
１１０ｍＨ 15.19 (+0.4)

砲丸投(4.0kg) 8m86

走高跳 1m93
４００ｍ 55.65

     　　                 富山県中学記録　      女子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１００ｍ(電) 12.10 金井　菜奈 朝　　日 3 13/07/20 通信富山 五福 1.3 決勝
 　　　 (手) 12.0 飛田　幸江 鷹　　施 1 87/08/08 県体２部 空港緑地

２００ｍ 24.95 金井　菜奈 朝　　日 3 13/08/20 全日本中学 瑞穂 -0.9 準決勝
８００ｍ 2.12.43 佐々木　麗奈 福　　光 3 94/08/23 全日本中学 厚別

１５００ｍ 4.31.92 柳沢　　史 杉　　原 2 01/08/20 全日本中学
１００ｍＪＨ 14.37 高木　玲奈 富山東部 3 15/06/21 富山地区 五福 +1.0 決勝

４×１００ｍＲ 荒谷　早織 2
（学校単独） 高橋　奈々 3

               飛弾　あかり 3
               木村　涼子 3
４×１００ｍＲ 牧口　晴香 芳　　野 2

（選抜） 中島　優花 富山北部 1
朝野　夏海 鷹　　施 3
金井　菜奈 朝　　日 3

走高跳 1.73 佐伯　律子 雄　　山 3 92/10/05 国民体育大会 天童
走幅跳 5.83 浅田  真美 福　　光 3 96/08/20 全日本中学   草薙  +1.7

砲丸投(2.71Kg) 13.79 田村　千尋 石　　動 3 01/08/07 北信越中学 五福
四種競技 2734 山田　歩有子 平 3 16/08/03 北信越中学 富山総合

１００ｍＨ 15.37 (-0.2)

走高跳 1m60

砲丸投 9m78
２００ｍ 27.27 (+0.7)

富山北部 15/08/21

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

   県中学選手権    

48.53

富山市体04/06/20

13/10/27 全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

堀　　川48.98

横浜国際

1.31.71

42.87

42"99

99/05/16堀　　川

全日本中学選手権

13/10/27

五福

富山総合

準決勝

決勝

決勝

横浜国際

厚別



                      富山県中学最高記録　　　 男子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

５０００ｍ    15.26.4 森村　  哲 高 志 野 3 95/09/24 県高校新人 魚津 オープン
１１０ｍＨ 18.76 竹内　悠真 岩　　瀬 3 05/07/17 富山県選手権 富山総合 +1.4

１１０ｍＪＨ 14.91 中村　祐貴 堀　　川 3 14/11/02 全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ +0.6
４００ｍＨ 64.53 岡田　則満 岩　　瀬 3 05/07/16 富山県選手権 富山総合

 ４×４００ｍＲ 大野　雄気
 （学校単独）  池上　龍也

上西　健人
神谷　浩平

  100m+200m+   八田　栄治 3
    300m+400mR 窪田　宗弘 3
 （学校単独）  佐野　宏幸 3
               北浦　宏多郎 3
  砲丸投(4.0Kg)  16.50 大浦　宗治 速　　星 3 90/07/15   県中学選手権    五福
円盤投(1.0kg) 47.42 嵯峨　辰生 水　　橋 3 08/10/25 全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際
円盤投(1.5kg) 35.02 山本　聖音 城 山 中 3 16/10/29 全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

ジャベリックスロー 65.14 小林　ｳｨﾘｱ 城　　端 3 02/10/27 全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際
   ボール投    81.29 梶田　  悟 志 貴 野 3 82/06/20 高岡地区大会  城光寺
  三種競技Ａ   3051 船崎　　剛 藤 ノ 木 3 92/08/20 全日本中学 新潟
               100m 11.5

               SP 14.01

               HJ 1.80

  三種競技Ｂ         3063点北浦　宏多郎  五　　位 3 94/08/09    北信越中学     長岡
               SP 11.50

               LJ 6.29                                                     +1.5
               400m 51.51

                      富山県中学最高記録　　　 女子 2016年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

４００ｍＨ 75.41 吉田　恵美 舟　　橋 3 03/04/06 小松市記録会 小松
３０００ｍ     9.28.25 宝田  彩香 雄　　山 3 12/10/28 全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際

４×２００ｍＲ 青木　真衣 3
 （学校単独）  堀田　麻衣子 2
               石元　泰子 3
               馬場　由希子 3
４×４００ｍＲ 新村　美帆 3

森元　聡美 2
才記　好絵 2
桃塚　佐弥子 3

１００ｍＹＨ 15.15 馬渕　唯奈 新　　庄 3 13/10/06 東京国体 味の素 -0.4
３０００ｍＷ 15.30.72 山村　麻希子 吉　　江 3 05/10/24 国民体育大会 岡山
５０００ｍＷ 29.02.21 山村　麻希子 吉　　江 3 05/07/16 富山県選手権 富山総合

３ｋｍＷ 15.54. 山村　麻希子 吉　　江 3 05/09/25  全日本根上競歩   根上
棒高跳      2.30 高土居　友美 福　　光 3 01/08/26 北陸選手権 富山総合

中島　望裕 福　　光 3 16/09/04 城山記録会 七尾
三段跳 10.46 吉田　恵美 舟　　橋 2 03/05/03 富山カップ 富山総合 +1.1

砲丸投(4.0kg) 11.29 田村　千尋 石　　動 3 01/10/15 みやぎ国体 利府
円盤投 33.00 笹原　夕莉奈 福 野 中 3 16/11/12能登ジュニア選手権 七尾
やり投 37.67 吉田　恵美 舟　　橋 3 03/07/20 富山県選手権 小松

ジャベリックスロー 43.20 前川　愛里 出　　町 1 16/08/26 県中体連記録会 五福
ボール投 57.80 川原　夕起    桜　　井 3 84/10/14  県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ   城光寺

三種競技Ａ 2981 守屋　良美    新　　庄 3 90/08/07    北信越中学     福井
               HJ 1.62
               100m 12.8
               SP 9.64

三種競技Ｂ 3069 飯沢  香織 藤 ノ 木 3 96/07/14 県中学選手権 富山総合
               LJ 5.71 (+2.1)
               SP 9.58
               100mH 15.13 (-0.1)

七種競技 3496 吉田　恵美 舟　　橋 3 03/08/31 北陸選手権 福井
100mH 18.44 (+1.1)

H.J 1.35

S.P 9.18

200m 28.60 (-0.3)

L.J 4.47 (+0.0)

J.T 35.63

800m 2.44.04

富山ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ94/04/24

3.49.89 高岡市長盃

五　　位

03/04/29岩　　瀬

2.04.77 富山総合

城光寺

富山総合05/07/16岩　　瀬4.28.86 富山県選手権

1.47.52 藤 ノ 木    富山ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ   富山総合94/04/24



                         富山県小学生記録　　 　男子 2015年12月31日現在

種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１００ｍ 12.16 板本  雄太 さみさと 6 05/08/27 全国小学生 国立 +1.7
１０００ｍ  2:53.93 吉倉  陽希 TEAM MANO 6 14/10/25 富山市リレー 富山総合 決勝
８０ｍＨ 12.25 南保　陸駆 針原ＡＣ 6 12/08/25 全国小学生 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 0.0 決勝

瀬川　健太郎 6
河上　寛明 6
金嶋　伸悟 6
四十物　佑介 6

走高跳 1.45 谷野  雄士 宇　　波 6 09/07/26 富山県小学生 富山総合
走幅跳 5.44 板本　雄太 さみさと 6 05/10/30 WFPｱｽﾘｰﾄ記録会 大井埠頭

ボール投 77.32 武隈  陽平 魚津ジュニア 6 11/08/27 全国小学生 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

                         富山県小学生記録　　 　女子 2015年12月31日現在
種目 記録 氏名 所属 学年  年月日  大会名 場所 風 備考

１００ｍ 12.91 金井  菜奈 さみさと 6 10/07/25 富山県小学生 富山総合
１０００ｍ 3.04.87 阿部　楓愛 婦中ｼﾞｭﾆｱAC 6 16/10/15 富山市ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 富山総合 決勝
８０ｍＨ 12.95 植田  菜々実 水橋西部AC 6 08/08/30 全国小学生 国立 +0.6

西村　実沙子 6
後田　千尋 6
原田　　優 6
松田　晴佳 6

走高跳 1.36 岡村  陽乃 城端ＡＣ 6 04/06/27 富山県小学生 富山総合
走幅跳 4.67 中川  南英 立山ﾗﾝﾗﾝ 6 14/07/27 富山県小学生 富山総合 1.1 決勝

ボール投 61.83 林  瑠里奈 金山 6 11/08/27 全国小学生 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

 ４×１００ｍＲ 53.35

 ４×１００ｍＲ 49.49 全国小学生

97/07/27 富山県小学生

98/08/29

富山総合

国立富山ＪＡＣ

富山ＪＡＣ


