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記録名（略称） 競技名 記録 氏名 所属地 所属 記録日付

大会記録(GR) 男子100m 10.26 川畑 伸吾 群馬 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 2003

男子200m 20.76 小林 靖典 群馬 法政大 2012

男子400m 46.65 藤原 武 神奈川 ｱｽﾚﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 2014

男子800m 1:50.04 仙波 吉晴 埼玉 自衛隊体育学校 1995

男子1500m 3:47.41 滝田 剛 千葉 ﾘｸﾙｰﾄ 1990

男子5000m 13:57.80 中村 孝生 群馬 ヱｽﾋﾞｰ食品 1981

男子10000m 29:25.8 阿久津 浩三 栃木 福島病院 1984

男子110mH(1.067m_9.14m) 13.78 田野中 輔 千葉 富士通 2005

男子400mH(0.914m_35.0m) 50.27 前野 景 埼玉 法政大 2013

男子3000mSC(0.914m) 8:47.2 岩渕 仁 茨城 水戸三高教 1978

男子5000mW 20:34.61 大内 穂高 茨城 東京学芸大 2014

男子4X100mR 40.46 上野･佐藤･茂呂･江田 栃木 作新学院大 2018

男子4X400mR 3:10.65 塩原･泉谷･金子･杉町 埼玉 ｳｴﾙﾈｽ 2006

男子走高跳 2m21 高張 広海 神奈川 日立ICT 2012

男子棒高跳 5m40 米倉 照恭 神奈川 ｾﾞﾝﾘﾝ 1995

男子走幅跳 7m82 稲富 一成 千葉 富士通 2003

男子三段跳 16m49 藤林 献明 群馬 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 2009

男子砲丸投(7.26kg) 17m70 村川 洋平 茨城 ｽｽﾞｷ自販 2005

男子円盤投(2.0kg) 60m54 堤 雄司 群馬 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 2017

男子ハンマー投(7.26kg) 70m45 野口 裕史 群馬 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 2014

男子やり投(800g) 74m14 森 誉 茨城 中央大 2014

男子十種競技 7245 染谷 幸喜 千葉 Team Accel 2013

女子100m 11.82 石田 智子 埼玉 埼玉大TC 2000

女子200m 23.91 花岡 麻帆 千葉 Office24 2003

女子400m 54.81 杉森 美保 埼玉 星野女高 1996

女子800m 2:08.20 望月 晴佳 神奈川 順天堂大 2012

女子1500m 4:21.19 田村 久美 群馬 群女短附高 1991

女子5000m 16:04.45 和久 夢来 千葉 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 2015

女子10000m 33:36.39 佐伯 由香里 千葉 ｱﾙｾﾞ 2008

女子100mH(0.838m_8.5m) 13.69 森本 明子 埼玉 さとえｸﾗﾌﾞ 1999

女子400mH(0.762m_35.0m) 59.07 猪狩 靖子 埼玉 東京学芸大 1999

女子3000mSC(0.762m) 10:19.73 丹羽 七海 神奈川 白鵬女子高 2012

女子5000mW 21:45.09 岡田久美子 埼玉 熊谷女子高 2009

女子4X100mR 45.93 初見･阿部･吉田･土井 埼玉 埼玉栄高 2013

女子4X400mR 3:47.10 高野･藤森･堤･徳田 埼玉 埼玉栄高 1989

女子走高跳 1m86 八木 たまみ 群馬 ﾅｲｷｼﾞｬﾊﾟﾝ 1982

女子棒高跳 4m00 仲田 愛 茨城 茗友ｸﾗﾌﾞ 2014

女子走幅跳 6m23 高松 仁美 埼玉 埼玉大 1998

女子三段跳 13m82 花岡 麻帆 千葉 Office24 2003

女子砲丸投(4.0kg) 15m15 松田 昌己 埼玉 埼玉陸協 2013

女子円盤投(1.0kg) 51m49 日下 望美 茨城 筑波大 2012

女子ハンマー投(4.0kg) 57m36 関口 清乃 埼玉 筑波大 2017

女子やり投(600g) 55m33 浅野 叶紀 茨城 東京女子体育大 2018

女子七種競技 5149 磯貝 美奈子 群馬 群馬大 1988


