
栃木県最高記録
○ 栃木県記録

（男子） R1.10.19　現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 大会名 場　所 期　日

100m 10"29 長島 洋 国際武道大 織田幹雄記念国際 広島 H11.4.29

200m 20"42 斎藤 仁志 筑波大 日本学生選手権 国立 H21.6.26

400m 45"99 佐藤 風雅 作新学院大 日本選手権 長居 H29.6.23

800m 1'49"23 根本 大輝 順天堂大 ﾃﾞﾝｶｱｽﾚﾁｯｸｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 新潟 R1.10.19

1500m 3'41"84 鈴木 賢一 富士通 日本選手権 国立 H3.6.15

5000m 13'28"79 八木沢 元樹 明治大 日体大長距離記録会 健志台 H25.9.29

10000m 27'46"16 阿久津 浩三 福島病院 東京国際 国立 S63.5.13

110mH 13"77 首藤 貴之 拓陽クラブ 日本選手権 広島 H21.6.27

400mH 51"04 吉井　豪 宇都宮大 県選手権 宇都宮 H27.5.31

3000m障害 8'41"5 川口 晴実 黒磯南高教 36国民体育大会 皇子山 S56.10.18

5000m競歩 19'46"73 山崎 勇喜 長谷川体育施設 栃木県選手権 宇都宮 H21.5.29

10000m競歩 39'48"52 山崎 勇喜 長谷川体育施設 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 士別 H20.6.8

20000m競歩 1ﾟ37'30"0 田野井 好男 上沢木材 栃木県選手権 宇都宮 S54.5.26

4×100m 上野・茂呂

ﾘﾚｰ 中里･江田

4×400m 川村･佐藤

ﾘﾚｰ 小林･岡本

走高跳 2m21 中島 大輔 日本大 日本大学学内競技会 日本大 H28.8.7

棒高跳 5m01 成瀬 晴美 矢板東高教 三部対抗 宇都宮 S54.9.16

走幅跳 7m75 今井 雄紀 日本大 水戸国際 水戸 H16.5.5

三段跳 16m34 松本 茂久 作新学院教 水戸国際 水戸 H6.5.8

砲丸投7.26 16m40 鈴木 愛勇 佐野日大短大ク 東京都選手権 都駒澤 H30.4.22

円盤投2.0 48m56 志田 利宏 県運動公園 35国民体育大会 宇都宮 S55.10.16

ﾊﾝﾏｰ投7.26 67m55 遠藤 彰 国際武道大大学院 日本学生選手権 国立 H20.9.12

やり投 74m10 坂本 嘉史 国際武道大 福岡ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ 博多 H7.8.31

十種競技 7,029点 須藤 宏 佐野SAC 国際混成 ｴﾐｯﾂﾊﾞｰｸﾞ S58.9.11

10ﾏｲﾙ 46'52" 阿久津 浩三 福島病院 熊本甲佐10ﾏｲﾙ 熊本 H2.12.13

20㎞ 58'21" 横手 健 明治大
丸亀国際ハーフマラソン

(通過タイム)
丸亀 H27.2.1

30㎞ 1ﾟ30'09" 西田 隆維 駒澤大 熊日30㎞ 熊本 H11.2.26

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1ﾟ01'37" 横手 健 明治大 丸亀国際ハーフマラソン 丸亀 H27.2.1

ﾏﾗｿﾝ 2ﾟ11'31" 阿久津 浩三 福島病院 福岡国際 福岡 H3.12.4

20㎞競歩 1ﾟ21'18" 山崎 勇喜 長谷川体育施設 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 北京 H20.8.16

30㎞競歩 2ﾟ36'24" 田野井 好男 上沢木材 日本選手権 根上 S53.9.24

50㎞競歩 3ﾟ40'12" 山崎 勇喜 長谷川体育施設 日本選手権 輪島 H21.4.12

R1.5.24

H28.5.22

39"93 相模原ギオン作新学院大 関東学生対校

3'12"55 作新学院大 関東学生対校
日産

スタジアム



（女子） R1.10.19　現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 大会名 場　所 期　日

100m 11.72 小寺 美沙季 作新学院大 上尾市選手権 上尾 H29.7.30

200m 24"27 小寺 美沙季 作新学院大 関東学生選手権 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ H29.5.27

400m 54"68 大島 愛梨 中央大 103日本選手権 福岡 R1.6.27

800m 2'09"82 高野 旬子 國學院栃木高 52国民体育大会 長居 H9.10.29

1500m 4'22"05 菊池 文茄 那須拓陽 全国高校総体 沖縄 H22.7.30

3000m 9'11"37 渋井 陽子 那須拓陽高 51国民体育大会 広島 H8.10.14

5000m 15'27"89 赤羽 有紀子 城西大 54国民体育大会 熊本 H11.10.27

10000m 32'53"59 松本 こずえ 中央大 水戸国際 水戸 H8.5.6

60mH(室内) 8"51 大橋 千奈都 國學院栃木高 日本ｼﾞｭﾆｱ室内 大阪城ﾎｰﾙ H19.2.11

100mH 13"72 大橋 千奈都 筑波大 日本選手権 長居 H19.6.29

400mH 58"57 片岡 弥生 日女体大 関東学生選手権 国立 H19.5.13

3000m障害 10'38"48 宍戸 梨夏 白鴎大 関東学生対校 相模原ギオン R1.5.26

3000m競歩 14'02"21 大屋 美穂 那須拓陽高 51国民体育大会 広島 H8.10.14

5000m競歩 23'50"16 田所 紗貴子 日女体大 59国民体育大会 熊谷 H16.10.27

4×100m 沼沢･中野

ﾘﾚｰ(単) 畑澤･皆川

4×100m 市川・小寺

ﾘﾚｰ(混) 福田・仁野平

4×400m 佐藤･梅原

ﾘﾚｰ 綾部･河添

走高跳 1m83 林 志織 田沼東中教 東京国際 国立 S61.9.15

棒高跳 3m80 生井　ちま 日本体育大 6７国民体育大会 岐阜長良川 H24.10.7

走幅跳 6m21 長島 静代 順天堂大 順天堂大記録会 順天堂大 H7.4.24

三段跳 12m79 阿部 綾子 日本体育大 関東学生選手権 国立 H7.5.19

砲丸投4.0 14m45 高田 智子 氏家高 県春季 宇都宮 H5.4.24

円盤投1.0 49m92 川那子 房江 藤岡高教 織田記念 広島 S60.5.3

ﾊﾝﾏｰ投4.0 51m93 腰髙 里歩 流通経済大 流経大投擲競技会 龍ケ崎市 H30.5.5

やり投 57m47 海老原 有希 国士舘大 ｱｼﾞｱ大会 ﾄﾞｰﾊ H18.12.10

七種競技 5125点 海老原 有希 真岡女高 日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 前橋 H15.6.29

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1ﾟ09'36" 松本 こずえ 中央大 東京ｼﾃｨｰﾊｰﾌ 東京 H9.1.19

ﾏﾗｿﾝ 2ﾟ31'46" 松本 こずえ 中央大 日本海ﾏﾗｿﾝ 鳥取 H8.3.31

5㎞競歩 25'06" 田所 紗貴子 國學院栃木高 日本ｼﾞｭﾆｱ選抜 東京 H14.1.27

20㎞競歩 1ﾟ38'19" 田所 紗貴子 日女体大 日本選手権20Km競歩 神戸 H17.1.30

3'48"81 國學院栃木高 関東高校 笠松 H22.6.21

H30.10.8

H24.7.31

46"31 栃木選抜 73国民体育大会 福井

46"40 国学院栃木高 全国高校総体
新潟

ビックスワン
スタジアム


