
2016.3.31現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場　　　所

[男子]    

１００ｍ 10"31 増子  大祐 佐藤工業 1997.07.12 県選・県総体 福島・あづま

２００ｍ 20"64 田嶋　和也 東邦銀行 2013.05.03 静岡国際 静岡スタジアム

４００ｍ 45"50 佐藤  光浩 仙台大 2003.06.07 日本選手権 神奈川・横浜国際

８００ｍ 　1'48"40 佐藤  修一 順天堂大 1997.09.14 日本学生 東京・国立

１５００ｍ 3'40"59 村上　康則 順天堂大 2005.06.04 日本選手権 東京・国立

５０００ｍ 13'44"1 下重  庄三 東和中教 1984.04.22 静岡リレーカーニバル 静岡・草薙

１００００ｍ 28'03"27 撹上　宏光 駒澤大 2011.06.25 ホクレンディスタンス 北海道・深川市

１１０ｍH 13"92 菊池　徹郎 県南陸協 2013.10.27 国際武道大競技会 千葉・国際武道大

４００ｍH 49"57 記野　友晴 福岡大 2010.09.12 日本学生 東京・国立

３０００ｍＳＣ 8'42"06 菊池　敦郎 順天堂大 2008.05.24 関東学生 東京・国立

３０００ｍＷ 14'42"0 植野　　浄 白河市役所 1959.07.04 福島・信夫ヶ丘

５０００ｍW 19'57"95 管野　智文 東洋大 2013.04.20
チャレンジ･ミートゥinくまがや

埼玉・熊谷

１００００ｍW 39'36"95 松崎　彰徳 東洋大 2003.05.11 関東学生 東京・国立

４×１００ｍR 39"86 福島県 1995.10.19 国体 福島・あづま

宇賀　　悟 東海大

 増子　大祐 福島大

宮田　貴志 郡山高  

吾妻　伸弥 郡山高  

４×１００ｍR 40"82 郡山高 1997.08.02 全国高校 京都・西京極

宍戸　準矢

 宮田　貴志   

紺野　幹郎   

宮田　智史   

４×４００ｍR 3'09"76 福島選抜 2008.08.31 東北総体 ＮＤソフトスタジアム山形

田嶋　和也 白河旭高

佐藤　　朗 順天堂大

添川　隆博 順天堂大

佐藤　光浩 富士通福島

４×４００ｍR 3'12"92 会津高 2001.08.06 全国高校 熊本県民総合

小林　賢二

鈴木　義教

堀井　隆嗣   

小松　順衛  

走高跳 2m16 佐藤　庸平 東海大 2010.06.27 県選・県総体地区 福島・開成山

棒高跳 5m40 菅野  卓弥 順天堂大 1999.08.18 関東学連夏季オープン 東京・江戸川

走幅跳 7m69 雪下  良治 岩瀬農高教 1995.10.18 国体 福島・あづま

三段跳 16m79 山下  訓史 福島商高教 1995.06.11 日本選手権 東京・国立

砲丸投(7.26kg) 17m26 大橋　忠司 国士舘大 2005.07.02 日本学生 東京・国立

砲丸投(6.00kg) 17m71 大橋　忠司 国士舘大 2002.10.28 アジアジュニア タイ・バンコク

円盤投(2.0kg) 51m60 吉田　　惇 東海大 2015.10.25 東海大競技会 神奈川･東海大湘南

円盤投(1.75kg) 51m54 吉田　　惇 東海大 2014.10.04 日本ジュニア 愛知・瑞穂

ﾊﾝﾏｰ投(7.26kg) 62m78 山本　　聡 福島県都市公園協会 1994.08.27 南部記念 北海道・厚別

やり投('86-) 75m90 土屋　忠之 慶應義塾大 1994.06.26 日本学生 神奈川・平塚

やり投(-'85) 71m56 山野辺　優 郡山養護教 1979.10.28 東京・国立

十種競技 7058点 小林　知之 筑波大 大学対抗混成 神奈川・日体大健志台

1998.10.24

1998.10.25

福　　島　　県　　記　　録

[ 10"6 -7m20-9m93-1m89-49"4 

-14"8 -31m10-4m00-54m20-4'40"3 ]
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2016.3.31現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場　　　所

福　　島　　県　　記　　録

[女子]    

６０ｍ 7"36 渡辺　真弓 東邦銀行 2012.10.20 ふくしまリレーズ 福島・あづま

１００ｍ 11"36 二瓶　秀子 福島大 2001.07.14 東北学生 岩手・北上

２００ｍ 23"35 渡辺　真弓 東邦銀行 2013.05.03 静岡国際 静岡スタジアム

４００ｍ 51"75 丹野　麻美 ナチュリル 2008.05.03 静岡国際 静岡スタジアム

８００ｍ 2'02"64 丹野　麻美 ナチュリル 2009.10.04 国体 新潟・ビッグスワン

１５００ｍ 4'16"70 田邉　美咲 田村高 2013.07.31 全国高校 大分・大分銀行ドーム

５０００ｍ 15'39"38 髙橋ゆかり しまむら 2005.10.23 国体 岡山県

１００００ｍ 33'03"03 小枝　理奈 大東文化大 2015.04.25 日体大長距離 神奈川・日体大健志台

１００ｍH 13"40 紫村　仁美 東邦銀行 2015.09.27 全日本実業団
岐阜メモリアルセンター長良川

４００ｍH 55"89 吉田真希子 ＦＳＧカレッジリーグ 2003.06.08 日本選手権 神奈川・横浜国際

３０００ｍSC 10'50"08 田村　飛鳥 国士舘大院 2015.09.12 日本学生
大阪・ヤンマースタジアム長居

５０００ｍW 21'38"54 林　　江見 福島民報社 1995.10.18 国体 福島・あづま

１００００ｍW 47'06"08 鈴木　奏美 筑波大 2005.10.26 国体 岡山県

４×１００ｍR 44"37 東邦銀行 2012.10.27 日本選手権リレー 神奈川・日産スタジアム

佐藤　真有

千葉　麻美

青木沙弥佳

渡辺　真弓

４×２００ｍR 1'35"36 東邦銀行 2015.10.17 ふくしまリレーズ とうほうみんなのスタジアム

紫村　仁美

千葉　麻美

青木沙弥佳

渡辺　真弓

４×４００ｍR 3'35"90 東邦銀行 2012.10.28 日本選手権リレー 神奈川・日産スタジアム

 青木沙弥佳

渡辺　真弓

 千葉　麻美

佐藤　真有

走高跳  1m78 渡部由美子 小原田小教 1996.07.15 県選・県総体 福島・あづま

棒高跳 3m30 渡邉　佳夏 福島東高 2003.10.27 国体 静岡・袋井

走幅跳 6m32 五十嵐麻央 福島大 2013.05.18 東北学生 宮城スタジアム

三段跳 13m26 吉田　文代 郡山女大附高教 2013.09.22 全日本実業団 埼玉・熊谷

砲丸投 16m05 篠崎　浩子 福島県体育協会 1997.05.05 水戸国際 茨城・水戸

円盤投 53m67 池田　理恵 原町高教 2001.04.22 群馬リレーカーニバル 群馬県営敷島

ハンマー投 60m12 佐藤　若菜 東邦銀行 2014.04.18 Mt.SacRelays 米国・ロサンゼルス

やり投('99-    ) 52m63 髙橋　梨穂 福島大 2013.09.21 東北大学総体 岩手県営

やり投('91-'98) 58m78 小島　裕子 筑波大 1995.06.09 日本選手権 東京・国立

やり投(    -'90) 56m00 加賀谷真弓 日本体育大 1987.05.17 関東学生 東京・国立

五種競技 3280点 鈴木　貞子 中央大 1977.04.02 香川・屋島

1977.04.03

七種競技 4533点 清水目祐子 東京女子体育大 中央大混成 東京・中央大

1987.10.18

1987.10.19-5m50-24m02-2'33"3 ]

[ 14"8 -1m45-9m12-26"7

[ 14"6 -10m35-1m50-5m21-2'57"0 ]
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2016.3.31現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場所

[男子]    

１００ｍ 10"41 宮田　貴志 郡山 1996.10.13 国体 広島広域

２００ｍ 20"91 山下　　潤 福島 2015.07.12 県選・県総体
福島･とうほうみんなのスタジアム

４００ｍ 46"72 高橋  弘樹 小高工 1995.10.18 国体 福島・あづま

８００ｍ 1'50"31 田母神一喜 学法石川 2015.07.16 世界ユース コロンビア･カリ

１５００ｍ 3'47"63 田母神一喜 学法石川 2015.07.05
ホクレンディスタンスチャレンジ

北海道・士別

３０００ｍ 8'01"95 遠藤　日向 学法石川 2015.09.05
プレミアムゲームス・イン酒田

山形･酒田市光ヶ丘

５０００ｍ 13'50"51 遠藤　日向 学法石川 2015.07.05
ホクレンディスタンスチャレンジ

北海道・士別

１００００ｍ 29'18"06 今井　憲久 学法石川 2010.12.04 日体大長距離 神奈川・日体大健志台

１１０ｍＪH(0.991) (手)14"4 山内　淳一 会津 1977.06.03 県高校 福島・会津

(手)14"4 水野　増彦 平工 1978.08.05 全国高校 福島・信夫ヶ丘

１１０ｍＪH(0.991) 13"90 五十嵐　礼 会津学鳳 2014.10.03 日本ユース 愛知・瑞穂

１１０ｍH(1.067) 14"27 五十嵐　礼 会津学鳳 2015.10.16 日本ジュニア 愛知・瑞穂

４００ｍH 51"24 記野　友晴 会津学鳳 2007.10.06 国体 秋田県営

１５００ｍＳＣ 4'14"6 長沼　政美 郡山北工 1978.06.24 東北高校 福島・信夫ヶ丘

２０００ｍＳＣ 5'42"13 菊池　敦郎 原町 2005.07.15 世界ユース モロッコ・マラケシュ

３０００ｍＳＣ 8'52"90 武者　由幸 田村 2001.10.16 国体 宮城スタジアム

５０００ｍW 20'53"52 佐藤　浩明 若松商 2000.10.16 国体 富山県総合

１００００ｍW 45'09"73 引地　純也 福島西 1997.09.27 山形・天童

４×１００ｍR 40"82 郡山 1997.08.02 全国高校 京都・西京極

宍戸　準矢

 宮田　貴志   

紺野　幹郎   

宮田　智史   

４×４００ｍR 3'12"92 会津 2001.08.06 全国高校 熊本県民総合

小林　賢二

鈴木　義教

堀井　隆嗣   

小松　順衛  

走高跳 2m08 武田　和樹 郡山 1992.05.03 郡山陸上 福島・開成山

2m08 佐藤　庸平 白河旭 2006.05.26 県高校 福島・いわき

2m08 木村利紀弥 平工 2015.05.24 県高校 福島・開成山

棒高跳 5m10 菅野  卓弥 郡山北工 1996.08.24 東北総体 山形・天童

走幅跳 7m42 渡邉　真樹 郡山 2001.05.25 県高校 福島・開成山

三段跳 15m50 山下　航平 橘 2012.10.08 国体 岐阜・長良川

砲丸投(7.26kg) 15m81 大橋　忠司 保原 2001.07.15 県選・県総体 福島･あづま

砲丸投(6.35kg) 16m16 高橋　直之 日大東北 1996.10.16 国体 広島広域

砲丸投(6.00kg) 15m93 齋藤　恭一 保原 2008.10.25 秋季記録会 福島・信夫ヶ丘

砲丸投(5.44kg) 18m71 大橋　忠司 保原 2001.06.16 東北高校 宮城県営

砲丸投(5.00kg) 16m70 佐藤　皓人 日大東北 2015.10.03 国体 和歌山･紀三井寺

円盤投(2.00kg) 43m35 吉田　　惇 平工 2014.03.30 東海大種目別 神奈川・東海大湘南

円盤投(1.75kg) 48m19 吉田　　惇 平工 2013.10.04 国体 東京：味の素スタジアム

円盤投(1.50kg) 52m50 石田　真也 相馬 1992.10.06 南東北高校新人 山形・天童

ﾊﾝﾏｰ投(7.26kg) 49m92 大橋　龍一 保原 2001.07.14 県選・県総体 福島・あづま

ﾊﾝﾏｰ投(6.35kg) 56m86 今　　広志 浪江 2000.07.17 県選・県総体 福島・あづま

ﾊﾝﾏｰ投(6.00kg) 56m69 長雄　　克 小高工 2009.08.30 県高校新人地区 福島・雲雀ヶ原

ﾊﾝﾏｰ投(5.44kg) 61m82 鈴木　義祐 会津 1981.10.14 国体 滋賀・皇子山

やり投('86-) 73m98 山田　啓太 安積 2005.08.05 全国高校 千葉県総合SC

やり投(-'85) 66m14 小荒井　浩 喜多方 1985.10.06 県高校新人 福島・信夫ヶ丘

五種競技 3750点 水野　増彦 平工 1978.08.02 全国高校 福島・信夫ヶ丘

[11"6 -12m99-14"4 -1m91-51"8 ] 1978.08.03

八種競技 5310点 内山　充裕 勿来工 県高校混成 福島・いわき

[11"38-6m41-11m25(5.44kg)-51"38 1994.07.09

-16"64-48m80-1m85-4'46"7 ] 1994.07.10

八種競技 5291点 遠藤　英輝 福島西 全国高校 新潟スタジアム

[11"62-6m62-10m23(6.00kg)-51"30 2012.07.28

-15"98-42m35-1m86-4'38"03] 2012.07.29

福　島　県　高　等　学　校　記　録

- 5 -



2016.3.31現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場所

福　島　県　高　等　学　校　記　録

[女子]    

１００ｍ 11"97 伊藤　　彩 喜多方 2010.07.09 県選・県総体 福島・あづま

２００ｍ 24"14 丹野　麻美 郡山東 2003.08.01 全国高校 長崎・かきどまり

４００ｍ 53"59 丹野　麻美 郡山東 2003.10.29 国体 静岡・袋井

８００ｍ 2'09"65 瓜生　朱音 郡山東 2005.08.05 全国高校 千葉県総合SC

１５００ｍ 4'16"70 田邉　美咲 田村 2013.07.31 全国高校 大分・大分銀行ドーム

３０００ｍ  9'14"87 橋本富美子 いわき総合 2006.08.06 全国高校 大阪・長居

５０００ｍ 16'05"70 齋藤　梓乃 田村 2006.09.16 東日本実業団長距離 埼玉・鴻巣

１００００ｍ 35'47"21 波多野はるか 田村 2004.08.28 東北総体 岩手・岩手

100mH(0.840/8.5) 13"51 藤田あゆみ 清陵情報 1995.10.17 国体 福島・あづま

100mYH(0.762/8.5) 13"96 伊藤　　彩 喜多方 2008.10.06 国体 大分・九州石油ドーム

４００ｍH 59"95 福田　安希 福島成蹊 2009.07.10 県選・県総体 福島･あづま

２０００ｍＳＣ 7'11"69 加藤　優良 安積黎明 1 2015.09.26 東北高校新人 青森県総合

３０００ｍW 13'27"44 鈴木　奏美 小高工 2004.09.12 県高校新人(記録会) 福島・信夫ヶ丘

５０００ｍW 23'51"5 鈴木　奏美 小高工 2004.06.25 県選・県総体地区 福島・原町市

４×１００ｍR 46"88 福島東 2006.08.03 全国高校 大阪・長居

小林　美咲

菱沼　美穂

八巻　優香

川口　夢加

４×４００ｍR 3'46"16 会津学鳳 2010.08.02 全国高校 沖縄県総合

猪股　愛里

 五十嵐麻央

 渡部　美来

齋藤　衿香

走高跳  1m76 渡部めぐみ 郡山女大附 1990.10.24 国体 福岡・博多の森

棒高跳 3m30 渡邉　佳夏 福島東 2003.10.27 国体 静岡・袋井

走幅跳 6m13 五十嵐麻央 会津学鳳 2010.10.17 日本ジュニア 愛知・瑞穂

三段跳 12m26 三浦　茉莉 橘 2007.07.12 県選・県総体 福島・あづま

砲丸投 14m34 山野辺　薫 湯本 2004.05.09 県高校地区 福島・いわき

円盤投 47m20 池田　理恵 原町 1996.10.15 国体 広島広域

ハンマー投 41m05 橋本　美里 小高工 2008.08.30 東北総体 ＮＤソフトスタジアム山形

やり投('99-    ) 52m08 荒　　裕子 相馬東 2013.10.18 日本ジュニア 愛知・瑞穂

やり投('91-'98) 46m88 小島　裕子 会津女 1992.03.22 筑波大記録会 茨城・筑波大

やり投(    -'90) 50m44 土屋　信子 若松女 1987.06.28 日本ジュニア 愛知・瑞穂

五種競技 3400点 鈴木　貞子 郡山女大附 1974.08.03 全国高校 福岡・久留米

[ 15"6 -9m29-1m55-5m14-27"0 ] 1974.08.04

五種競技 3148点 橋本美喜子 郡山女大附 1978.06.24 東北高校 福島・信夫ヶ丘

[ 16"5 -7m26-1m65-5m16-2'40"7 ] 1978.06.25

七種競技 4228点 安部　美南 福島西 全国高校 山梨中銀スタジアム

[15"24-1m50- 8m89-27"73 2014.08.01

     -4m92-31m65-2'34"16] 2014.08.02
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2016.3.31現在

 記　録  氏　名  所　　属 年月日 競技会名 場所

[男子]  

１００ｍ 10"71 宮田　貴志 若松三 1994.10.30 国体 愛知・瑞穂

２年 １００ｍ 10"88 佐藤　章仁 郡山五 1996.10.26 ジュニアオリンピック 東京・国立

１年 １００ｍ 11"26 田嶋　和也 白河二 2003.08.09 東北中学 山形・鶴岡小真木原

２００ｍ 22"04 添川　隆博 喜多方一 2002.10.21 国体 高知・春野

４００ｍ 49"48 横村　祐樹 小名浜二 2008.08.19 全日本中学 新潟・ビッグスワン

８００ｍ 1'54"79 鈴木　顕人 小原田 2013.08.21 全日本中学 愛知・瑞穂

１５００ｍ 3'59"68 佐藤　敦之 若松四 1993.08.18 全日本中学 兵庫・神戸

１年 １５００ｍ 4'13"61 佐久間幸希 東和 2010.10.24 ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

２０００ｍ 5'42"78 佐藤　敦之 若松四 1992.10.17 ジュニアオリンピック 東京・国立

３０００ｍ 8'31"26 遠藤　日向 郡山四 2013.10.26 ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

５０００ｍ 14'54"45 遠藤　日向 郡山四 2013.12.01 日体大記録会 神奈川・日体大健志台

１００ｍH(0.840) (手) 13"5 福永　秀明 郡山五 1978.07.09 県中学 福島・信夫ヶ丘

14"40 五十嵐　圭 西会津 2005.10.28 ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

１１０ｍH(0.914) 14"08 高橋　直生 福島一 2015.08.21 全日本中学 北海道・厚別

１１０ｍＪH(0.991) 14"49 高橋　直生 福島一 2015.10.04 ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

１１０ｍH(1.067) 15"92 武藤　俊之 平二 2008.10.18 地区秋季選手権 福島・いわき

４００ｍH 59"35 神部　　光 植田 2010.10.17 地区秋季選手権 福島・いわき

４×１００ｍR 42"77 金内　平良 白河二 2004.08.25 全日本中学 群馬県営敷島

田嶋　和也  

梶　　将徳  

深谷　幸亮

１･２年 ４×１００ｍR 45"58 福島県 1997.10.12 ジュニアオリンピック 東京・国立

高橋　朋弘 川俣

三星藤太郎 若松一

町田　祐樹 中央台北

芳賀　洋祐 信陵

１･２年 ４×１００ｍR 45"72 志賀　真一 小名浜二 1993.10.31 ジュニアオリンピック 東京・国立

小野　啓輔

相馬　一文

笹川　雄也

４×２００ｍR 1'32"00 小濱　真伯 棚倉 1995.08.21 全日本中学 山梨・小瀬

佐藤　悠貴  

生方　真弥  

和田　　馨

スウェーデンR 2'05"06 高木　聖人 泉(いわき) 2007.10.13 地区秋季選手権 福島・いわき

(100+200+300+400mR) 今野　正和  

髙橋　尚寛  

谷口謙太郎

４×４００ｍR 3'33"49 鈴木　広志 中央台北 2004.06.28 県選・県総体地区 福島・いわき

阿部　哲理  

塩田　直也  

渡邉　亮太

走高跳 2m00 武藤　利教 東和 1995.08.22 全日本中学 山梨・小瀬

棒高跳 4m41 田村　　隆 原町一 1994.08.28 県ジュニア 福島・あづま

走幅跳 7m05 関根　慎二 内郷一 1984.09.23 県中学新人地区 福島・いわき

砲丸投(5.44kg) 14m95 亀岡　勇一 西信 1989.10.21 ジュニアオリンピック 東京・国立

砲丸投(5.00kg) 15m56 布川　　輝 石神 2013.08.21 全日本中学 愛知・瑞穂

砲丸投(4.00kg) 17m06 武田　和也 大玉 1990.10.21 県中学新人 福島・信夫ヶ丘

砲丸投(2.72kg) 15m73 君島　　綾 熱海 2007.10.28 ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

円盤投(2.0kg) 29m21 藁谷　淳一 磐崎 2001.06.24 県選・県総体地区 福島・いわき

円盤投(1.5kg) 39m09 吉田　　惇 好間 2011.02.26 流通経済大投擲 茨城・竜ヶ崎市

円盤投(1.0kg) 52m90 髙橋　淳史 中央台北 2006.11.04 県投てき記録会 福島・開成山

ジャベリックスロー 65m20 萩原　太志 鹿島 2006.09.03 県ジュニア 福島・いわき

三種競技Ａ 3008点 山形　　勲 内郷二 1992.07.08 県中学 福島・いわき

    [ 11"4 -12m68-1m81 ]

三種競技Ｂ 3197点 佐藤　隆光 小名浜一 1997.08.22 全日本中学 高知・春野

    [ 12m90-6m56-51"62 ]

三種競技 1683点 安田　侑磨 矢吹 2011.10.09 県中学新人 福島・田村市

    [17"17(-0.8)-10m06-55"30]

四種競技 2629点 室笠　涼介 山都 2009.08.22 全日本中学 大分・九州石油ドーム

    [15"26-12m54-1m76-55"29] 2009.08.23

種　目

福　島　県　中　学　校　記　録
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2016.3.31現在

 記　録  氏　名  所　　属 年月日 競技会名 場所種　目

福　島　県　中　学　校　記　録

[女子]

１００ｍ 12"09 新妻　　唯 楢葉 2009.08.24 全日本中学 大分・九州石油ドーム

２年 １００ｍ 12"13 新妻　　唯 楢葉 2008.08.09 東北中学 ＮＤソフトスタジアム山形

１年 １００ｍ 12"59 新妻　　唯 楢葉 2007.07.26 県通信 開成山

２００ｍ 25"08 正木友佳子 鏡石 2006.08.20 全日本中学 香川・丸亀

４００ｍ 58"55 國井　朋花 植田 2010.10.16 地区秋季選手権 福島・いわき

８００ｍ 2'10"82 長尾江里子 矢吹 2009.08.23 全日本中学 大分・九州石油ドーム

１５００ｍ 4'36"4 山嵜　麻子 勿来二 1995.07.06 県中学 福島・信夫ヶ丘

１年 １５００ｍ 4'43"1 橋本　康子 本宮一 1990.09.09 県ジュニア 福島・開成山

２０００ｍ 6'39"7 小野　智子 中央台北 1990.07.29 県通信 福島・開成山

３０００ｍ  9'45"55 中島いづみ 白河二 2006.10.28 ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

８０ｍＨ 12"6 須藤　文子 浅川 1971.07.25 県中学 福島・いわき

14"33 藤田あゆみ 郡山五 1992.08.21 全日本中学 新潟・新潟市

14"53 郡司　采佳 郡山一中 2015.07.12 県選・県総体
福島･とうほうみんなのスタジアム

14"69 城　　順子 安積一 1991.10.15 国体 石川・西部

４×１００ｍR 48"20 福島県 2004.10.31 ジュニアオリンピック 神奈川・横浜国際

阿部かすみ 野田

村上　雪菜 小名浜二

正木友佳子 鏡石

小林　美咲 福島三

４×１００ｍR 49"16 齋藤　啓愛 福島三 2003.08.22 全日本中学 北海道・厚別

三浦　茉莉

川口　夢加

菱沼　美穂

１･２年 ４×１００ｍR 49"80 福島県 1997.10.12 ジュニアオリンピック 東京・国立

会田　麻美 岩瀬

坂本夕里子 湯本一

内島真由美 喜多方一

小山菜津美 安積

１･２年 ４×１００ｍR 51"43 新妻　香奈 若松四 1995.10.01 県中学新人 福島・開成山

高井　　妙

国分　なお

赤城　美穂

１･２年 ４×１００ｍR 51"43 宍戸　若緒 福島一 2008.08.09 東北中学 ＮＤソフトスタジアム山形

馬場ちえり

志村　瑞希

八巻由香里

スウェーデンR 2'24"31 喜古　美波 植田東 2007.10.14 地区秋季選手権 福島・いわき

(100+200+300+400mR) 丹野　未香

加藤　瑞穂

北野真里奈

４×４００ｍR 4'15"32 武藤明日香 若松一 2009.07.10 県選・県総体 福島・あづま

伊藤　　泉

柏木　結衣

伊勢亀詞乃

走高跳 1m69 齋藤　千尋 二本松一 1995.10.29 ジュニアオリンピック 東京・国立

棒高跳 3m00 渡邉　佳夏 福島四 2001.08.26 東北総体 福島・あづま

走幅跳 5m72 蛭田　有里 植田 1982.08.22 全日本中学 愛媛・松山

砲丸投(4.00kg) 12m65 吉田いずみ 平二 2002.08.25 東北総体 山形・天童

砲丸投(2.72kg) 15m98 吉田いずみ 平二 2003.03.31 奈良・鴻ノ池

円盤投(1.0kg) 31m27 箱崎　由佳 平二 2008.10.25 ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

やり投 33m50 根本　裕美 磐崎 2002.06.21 県選・県総体地区 福島・いわき

ジャベリックスロー 49m36 根本　実佳 若松一 2008.10.26 ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

三種競技Ａ 3074点 城　　順子 安積一 1991.07.11 県中学 福島・開成山

    [ 1m61-12"7 -10m64 ]

三種競技Ｂ 2886点 永野　留美 塙 2000.07.22 県通信 福島・開成山

    [ 4m73- 9m71-14"94 ]

三種競技 1718点 飯村　采子 白河中央 2005.10.08 県中学新人 福島・開成山

    [ 16"97- 9m43-28"06 ]

四種競技 2495点 安部　美南 蓬莱 2011.07.26 県中学 福島・あづま

    [15"60-1m48- 9m94-28"32]

１００ｍH(0.840/8.5)

１００ｍＹH(0.762/8.5)

１００ｍH(0.762/8.0)
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2016.3.31現在

記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場所

[男子]

６年 １００ｍ (手)12"2 鈴木　郁弥 永和 1999.07.04 県小学交流地区 福島・会津

12"25 田嶋　和也 みさか 2002.07.21 県小学交流 福島・あづま

５年 １００ｍ 13"31 芳賀　將之 鶴友会 1999.07.25 県小学交流 福島・あづま

１０００ｍ 2'53"53 藤宮　　歩 小山田 2015.09.05 県リレーカーニバル 福島・田村市

８０ｍＨ 12"03 川崎　智洋 関田 2002.07.21 県小学交流 福島・あづま

４×１００ｍR 50"11 崎村　　歩 高坂 1994.11.03 県リレーカーニバル 福島・いわき

鈴木　利幸

蛭田　貴士

竹内　　宏

走高跳 1m51 浅野　恭平 松長 2005.08.27 全国小学交流 東京・国立

走幅跳 5m44 伊藤　丈晃 杉妻 2008.08.30 全国小学交流 東京・国立

ソフトボール投 87m50 岡　　義紀 泉北 2008.08.30 全国小学交流 東京・国立

[女子]

６年 １００ｍ 13"17 八巻由香里 吉井田 2006.07.23 県小学交流 福島・あづま

５年 １００ｍ 13"73 八巻由香里 吉井田 2005.07.31 県小学交流 福島・あづま

８００ｍ 2'25"1 山嵜　麻子 勿来二 1992.11.03 県リレーカーニバル 福島・信夫ヶ丘

８０ｍＨ 13"12 松山　由佳 石川 2000.07.23 県小学交流 福島・あづま

４×１００ｍR 53"44 佐藤　里菜 小名浜東 2001.08.25 全国小学交流 東京・国立

小椋　麻姫

馬上　　渉

村上　雪菜

走高跳 1m40 新井　恵子 磐崎 1979.10.14 県リレーカーニバル 福島・いわき

1m40 安藤　慶子 錦東 1989.10.11 県リレーカーニバル 福島・いわき

1m40 佐藤　慶子 磐崎 1990.10.07 県リレーカーニバル 福島・いわき

1m40 長谷川洋子 平四 1990.10.07 県リレーカーニバル 福島・いわき

走幅跳 5m15 三浦　茉莉 鎌田 2001.07.08 県小学交流地区 福島・あづま

ソフトボール投 60m32 有賀　優花 熊倉 2011.09.18 県リレーカーニバル 福島・田村市

種　目

福島県小学校最高記録
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2016.3.31現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場　　　所

[男子]    

５ｋｍ 14'15" 撹上　宏光 駒澤大 2012.02.05 丸亀ハーフ 香川・丸亀市

１０ｋｍ 28'57" 撹上　宏光 駒澤大 2012.02.05 丸亀ハーフ 香川・丸亀市

１５ｋｍ 43'44" 撹上　宏光 駒澤大 2012.02.05 丸亀ハーフ 香川・丸亀市

１０マイル 47'55" 下重　庄三 船引中教 1984.01.15 県１０マイルロード 福島・浪江町

２０ｋｍ 58'44" 撹上　宏光 駒澤大 2012.02.05 丸亀ハーフ 香川・丸亀市

ハーフマラソン 1ﾟ01'56" 撹上　宏光 駒澤大 2012.02.05 丸亀ハーフ 香川・丸亀市

３０ｋｍ 1ﾟ30'21" 藤田　敦史 駒澤大 1998.02.22 熊日３０ｋｍロード 熊本・熊日

３５ｋｍ 1ﾟ52'37" 佐藤　敦之 中国電力 2012.11.25 大阪マラソン 大阪・大阪市

マラソン 2ﾟ09'50" 佐藤　敦之 早稲田大 2000.03.05 琵琶湖マラソン 滋賀・大津市

１０ｋｍW 40'11" 松崎　彰徳 東洋大 2003.08.23 世界選手権 フランス・サンドニ

２０ｋｍW 1ﾟ20'46" 松崎　彰徳 東洋大 2003.04.20 全日本競歩 石川・輪島市

５０ｋｍW 4ﾟ44'23" 平井　明仁 国士舘大 1999.10.31 全日本競歩 山形・高畠町

[女子]

５ｋｍ 16'24" 中島いづみ 田村高 2010.01.31 県１０マイルロード 福島・浪江町

１０ｋｍ 33'04" 髙橋ゆかり しまむら 2006.02.12 唐津１０マイルロード 佐賀・唐津市

ハーフマラソン 1ﾟ12'01" 仲泊　幸恵 立命館大 2007.03.18 まつえレディースハーフ 島根・松江

マラソン 2ﾟ43'12" 橋本　康子 東京女子体育大 1997.03.02 兵庫・篠山城跡

５ｋｍW 22'02" 林　　江見 福島民報社 1995.09.02 福岡・福岡

１０ｋｍW 44'29" 林　　江見 福島民報社 1996.01.21 全日本競歩 兵庫・六甲アイランド

２０ｋｍW 1ﾟ37'26" 鈴木　奏美 筑波大 2006.01.29 日本選手権20km競歩 兵庫・六甲アイランド

2016.3.31現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場　　　所

[男子]    

１０ｋｍ 30'44"4 吉田　　親 田村 1968.09.22 福島・郡山市

１０マイル 49'33" 田中　安徳 相馬農 1967.01.15 県１０マイルロード 福島・浪江町

１０ｋｍW 43'23" 小林　史拓 会津 2001.10.28 全日本競歩 山形・高畠町

43'23" 樫村　昭祐 安積黎明 2002.10.27 全日本競歩 山形・高畠町

駅伝競走 2ﾟ04'40" 阿部　弘輝 学法石川 2015.12.20 全国高校駅伝 京都・西京極

(７区間) 田母神一喜

(42.195km) 遠藤　日向

相澤　　晃

半澤　黎斗

小松　力歩

真船　恭輔

[女子]

５ｋｍ 16'24" 中島いづみ 田村 2010.01.31 県１０マイルロード 福島・浪江町

１０ｋｍ 34'19" 齋藤　梓乃 田村 2006.12.23 山陽女子ロード 岡山・山陽女子ハーフ

２０ｋｍ 1ﾟ19'27" 山ノ内みなみ 郡山萌世通信 2011.11.23 大田原マラソン 栃木・大田原市

２５ｋｍ 1ﾟ39'32" 山ノ内みなみ 郡山萌世通信 2011.11.23 大田原マラソン 栃木・大田原市

３０ｋｍ 1ﾟ59'23" 山ノ内みなみ 郡山萌世通信 2011.11.23 大田原マラソン 栃木・大田原市

３５ｋｍ 2ﾟ20'20" 山ノ内みなみ 郡山萌世通信 2011.11.23 大田原マラソン 栃木・大田原市

マラソン 2ﾟ47'41" 山ノ内みなみ 郡山萌世通信 2011.11.23 大田原マラソン 栃木・大田原市

５ｋｍW 24'50" 吉田　君江 田村 1998.01.25 全日本競歩 兵庫・六甲アイランド

駅伝競走 1ﾟ07'56" 渡辺　芳子 田村 1998.12.20 全国高校駅伝 京都・西京極

(５区間) 鴫原美由紀

(21.0975km) 橘内　裕美

阿部美加子

菅野　勝子

福島県道路競走最高記録

福島県高等学校道路競走最高記録
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2016.3.31現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 年月日 競技会名 場　　　所

[男子]    

５ｋｍ 15'17" 小川　博之 植田 1994.01.15 県１０マイルロード 福島・浪江町

駅伝競走 56'21" 加藤　将士 西袋 1999.12.10 東北中学駅伝 宮城・岩沼市

(６区間18.0km) 佐藤　慶太

根本　貴志

設楽　　淳

菅　　雅樹

加藤　将太

[女子]

５ｋｍ 17'05" 中島いづみ 白河二 2007.01.28 県１０マイルロード 福島・浪江町

駅伝競走 41'03" 植田 2005.11.10 東北中学駅伝 山形・天童市

(５区間12.0km)

福島県中学校道路競走最高記録
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