
ナイター記録会過去の最高記録

※参考 :2006年 の第37回大会で行われた特別種日,県国体選考会の女子5∞Omで

尾崎好美選手(第一生命)が 16分 29秒08で走っています。

2017年 8月 1日 現在

種 目 記 録 氏 名 所 属 年 度 回

中
学
男
子

100m 11秒 3 鈴木日出雄 山城中 19891F 第6回

‖秒51 伊澤  司 大野中 2009年 第43回

300m 2分07秒 32 安永 仁吉 浜岳中 2017年 第58回

1500m 4分12秒66 斎藤 俊輔 大野中 20144F 第52回

3000m 8分53秒86 小早川寛人 浜岳中 20141F 第53回

走高跳 lm63 進藤 孝治 山城中 1991年 第10回

渡辺 友則 大住中 1991年 第10回

走幅跳 6m42 坂田 生成 春日野中 2017年 第58回

砲丸投 10m90 鈴木 優斗 山城中 2013年 第51回

中
学
女
子

100m 12秒 92 斉藤 未夢 太洋中 2013年 第50回

BCЮm 2分20秒 18 菅原 優衣 春日野中 2016年 第57回

1500m 4`)44乖少14 高山 典子 山城中 20∞年 第27回

走高跳 l m40 鈴木 理沙 太洋中 1991年 第10回

走幅跳 5m12 近藤 彩葉 大野中 2017年 第58回

砲丸投 13m58 大迫 晴香 旭陵中 2015年 第55回

一
般
男
子

100m 10秒 51 山懸 史博 東京農大 2017年 第58回

400m 47秒68 赤松 寿長 東海大 20061F 第37回

1500m 4分01秒 75 渡辺 友己 愛川町役場 2001 lF 第28回

5000m 14分 12秒

“

佐藤 佑輔 日本大 20114F 第46回

走高跳 2m10 江戸 祥彦 東海大 20021F 第29回

走幅跳 7m48 櫻井 憲幸 東海大 2∞9年 第42回

三段跳 15m50 三島 大輝 東海大 20101F 第44回

黒田 寛亮 東海大 2013年 第50回

胞丸投(高校生) 1lm75 菊地 皓平 平塚学日高 2013年 第50回

砲丸投(一般) 16m10 斉藤 伸也 東海大 1998年 第23回

円盤投(高校生) 38m27 菊地 皓平 平塚学園高 2012年 第49回

円盤投(一般) 47m93 興名本 稔 東海大 20021F 第30回

やり投 61m98 隈部 将大 平塚学園高 20121F 第48回

一
般
女
子

100m 11秒81 坂上 香繊 ミキハウス 2001年 第28回

800m 2分 17秒 7 中田 仁子 東急 1989年 第5回

1500m 4分52秒99 尾崎 朱実 城肉高 1995年 第18回

3000m 9分41秒49 米津 利奈 秦野高 2009年 第42回

走高跳 l m70 太田 陽子 湘南工大付属高 1990年 第8回

走幅跳 5m78 平加有梨奈 二,パツ 2017年 第58回

砲丸投 1l m22 下野 由香 瀬谷高 1991年 第10回

円盤投(1.噸 43m06 芳賀 鼓 平塚学園高 2013年 第51回

やり投 37m79 上野 楓果 平塚学園高 20141F 第52回
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