
（男子） R1.10.7　現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 大会名 場　所 期　日

100m 10"30 荒川 岳士 宇都宮東 全国高校総体 草薙 H3.8.3

200m 20"88 本塩 遼 那須拓陽 日本ジュニア選手権 瑞穂 H20.10.19

400m 47"31 小竹 理恩 佐野 72国民体育大会 愛媛 H29.10.9

800m 1'50"85 遠藤 勇樹 真岡 日本ジュニア選抜 瑞穂 H3.6.29

1500m 3'46"50 八木沢 元樹 那須拓陽 全国高校総体 沖縄 H22.7.30

3000m 8'04"99 大森　龍之介 佐野日大 静岡県長距離強化記録会 小笠山 H28.9.17

5000m 13'53"95 石川　颯真 佐野日大 日体大長距離競技会 日体大 H24.11.18

10000m 28'57"31 横手　健 作新学院 日体大長距離競技会 日体大 H23.12.3

110mJH 13"75 菅谷 拓海 さくら清修 74国民体育大会 笠松 R1.10.6

110mH 14"33 菅谷 拓海 さくら清修 県選手権 宇都宮 R1.6.29

400mH 52"32 神山 太士 矢板東 52国民体育大会 長居 H9.10.26

3000m障害 8'55"86 松村　匡悟 佐野日大 関東高校
正田醤油

スタジアム群馬
H30.6.18

5000m競歩 20'49"67 押山　泰庸 佐野日大 67国民体育大会 岐阜長良川 H24.10.8

西田･落合

中里･江田

4×400m 高橋･高久

ﾘﾚ- 大森･荒井

走高跳 2m17 山田 雄太 那須拓陽 関東高校 宇都宮 H6.6.18

棒高跳 4m90 丸山 怜史 佐野 日本ジュニア選手権 富山 H17.6.25

走幅跳 7m70 今井 雄紀 佐野日大 全国高校総体 長崎 H15.7.31

三段跳 15m48 谷津 逸人 作新学院 東アジアジュニア 香港 H5.11.14

砲丸投5.0 15m95 竹澤 海斗 青藍泰斗 国体県予選 宇都宮 H28.7.17

砲丸投6.0 16m09 弓田 倫也 文星芸大附 関東高校 小瀬 H19.6.16

砲丸投7.26 14m87 斎藤 裕一 矢板 日中豪国際ジュニア 鳥取 H1.8.23

円盤投1.5 51m28 森山 陽市 氏家 国民体育大会 山形 H4.10.6

円盤投1.75 47m49 柳澤 邦彦 石橋高 関東高校 駒沢 H20.6.23

円盤投2.0 45m05 柳澤 邦彦 石橋高 関東選手権 笠松 H20.8.24

ハンマー投6.00 65m63 弓田 倫也 文星芸大附 62回国民体育大会 秋田 H19.10.5

ハンマー投7.26 54m90 吉真 一仁 宇都宮学園 関東選手権 千葉 H6.8.30

やり投 68m37 中山 寛行 氏家 県北部支部総体 大田原 H10.8.10

八種競技 5502点 大坊　義和 那須拓陽 関東高校 笠松 H22.6.18～19

八木沢･郡司
岩崎･小高 伊勢崎市
佐藤･大森 陸上競技場

星 

○　栃木県高校記録

40"42
4×100m

ﾘﾚｰ
作新学院 H28.7.30

3'14"66 國學院栃木 関東高校 小瀬 H11.6.20

岡山全国高校総体

H19.11.242ﾟ05'41" 那須拓陽 関東高校駅伝駅伝



（女子） R1.10.7　現在

種　目 記　録 氏　名 所　属 大会名 場　所 期　日

100m 11"79 福田 奈央 作新学院 県高校学年別 佐野 H30.7.23

200m 24"35 櫻井 章子 佐野女 県高校総体 宇都宮 H9.5.18

400m 55"01 大島 愛梨 宇都宮中央女 73国民体育大会 福井 H30.10.8

800m 2'09"82 高野 旬子 國學院栃木 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 51国民体育大会 広島 H8.10.14

5000m 15'51"37 鈴木 美香 那須拓陽 日体大長距離競技会 日体大 H17.11.27

100mYH 14"10 藤掛 友里花 國學院栃木 国体県予選 宇都宮 H27.7.12

100mH 13"93 黒岩 恭香 小山西 関東高校 千葉 H29.6.19

400mH 1'00"95 小山 涼華 小山西 全国高校総体
山梨

中銀スタジアム
H26.7.31

3000m障害 11'19"20 阿久津 優衣 白鴎大足利 栃木県選手権 宇都宮 H21.5.31

5000m競歩 23'53"41 内藤 未唯 石橋 県高校新人 宇都宮 R1.9.14

4×100m 沼沢･中野

ﾘﾚｰ 畑澤･皆川

4×400m 佐藤･梅原

ﾘﾚｰ 綾部･河添

三浦 美登里 氏家 全国高校総体 仙台 H2.8.2

石原 未来 真岡女 全国高校総体 丸亀 H10.8.3

棒高跳 3m20 生井 ちま 國學院栃木 日体大陸上競技会 日体大 H20.5.4

棒高跳(室内) 3m20 藤巻 優来 大田原女 群馬室内 ベルドーム R1.10.6

走幅跳 6m08 須田 有加 國學院栃木 全国高校総体 北上 H23.8.6

三段跳 12m27 平井 優季 栃木女 関東選手権 笠松 H20.8.24

砲丸投4.0 14m45 高田 智子 氏家 県春季 宇都宮 H5.4.24

円盤投1.0 45m52 斎藤 亜貴子 氏家 関東高校 小瀬 H5.6.18

ハンマー投4.0 47m20 腰髙 里歩 青藍泰斗 県高校各支部対抗 宇都宮 H28.10.29

やり投 50m98 海老原 有希 真岡女 57国民体育大会 静岡 H15.10.28

七種競技 5125点 海老原 有希 真岡女 日本ジュニア選手権 前橋 H15.6.29

駅伝 1ﾟ09'44"
安藤・馬橋
斗澤・宍戸

藤原
白鴎大足利 関東高校駅伝

佐野市総合運動
公園陸上競技場

周辺コース
H26.11.22

H22.6.21

走高跳 1m80

46"40 国学院栃木 全国高校総体
新潟

ビックスワン
スタジアム

H24.7.31

3'48"81 國學院栃木 関東高校 笠松


