
RANK 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 100m 10.37* +2.0* 諏訪　達郎 中大 2 大学 第83回日本体育大学陸上競技会 神奈川 日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場 5/3
2 100m 10.46* +1.8* 小林　雄一 ＮＴＮ 一般 第48回織田幹雄記念国際陸上競技大会 広島 広島広域公園陸上競技場 4/29
3 100m 10.66* +1.3* 浦井　崚自 宇治山田商高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10
4 100m 10.67* +2.0* 川喜田剛志 ＮＴＮ 一般 第3回桑員地区記録会 三重 東員町スポーツ公園陸上競技場 6/8
5 100m 10.68* +2.0* 小池　龍緯 中京大 2 大学 平成26年度国体第一次選考競技会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/19
6 100m 10.68* +1.5* 川村　建勝 四日市工高 2 高校 第49回三泗陸上競技選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/13
7 100m 10.69* +0.9* 松尾慎太郎 日体大 3 大学 第83回日本体育大学陸上競技会 神奈川 日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場 5/3
8 100m 10.70* +0.9* 川瀬　孝則 日体大 2 大学 第83回日本体育大学陸上競技会 神奈川 日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場 5/3
9 100m 10.75* +2.0* 中川　想基 四日市工高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10
10 100m 10.77* +2.0* 野村　智也 宇治山田商高 3 高校 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/17

RANK 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 200m 20.69* +0.4* 小林　雄一 ＮＴＮ 一般 第30回静岡国際陸上競技大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡ｽﾀｼﾞｱﾑ 5/3
2 200m 20.85* +1.8* 愛敬彰太郎 早大 2 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
3 200m 20.97* +1.8* 松尾慎太郎 日体大 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
4 200m 21.22* -0.2* 諏訪　達郎 中大 2 大学 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/23
5 200m 21.38* +1.1* 川瀬　孝則 日体大 2 大学 第93回関東学生陸上競技対校選手権大会 神奈川 三重県営総合競技場陸上競技場 5/24
6 200m 21.40* +2.0* 東　　魁輝 岐阜経大 大学 静岡国際 静岡 袋井 5/3
7 200m 21.52* +1.2* 小池　龍緯 中京大 2 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
8 200m 21.55* +1.8* 浦井　駿吾 中京大 4 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
9 200m 21.66* +0.3* 加藤　慎也 岐阜経大 3 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/18
10 200m 21.67* +1.8* 直江　航平 宇治山田商高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 400m 46.73* 愛敬彰太郎 早大 大学 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 埼玉 熊谷 9/5
2 400m 47.02* 東　　魁輝 岐阜経大 3 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
3 400m 47.10* 近藤　崇裕 筑波大 大学 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 埼玉 熊谷 9/5
4 400m 47.23* 直江　航平 宇治山田商高 高校 第69回国民体育大会陸上競技 長崎 諫早 10/21
5 400m 47.84* 藤田　尊大 鈴鹿高専 4 大学 第52回東海地区高等専門学校体育大会陸上競技の部 三重 石垣池公園陸上競技場 7/5
6 400m 48.21* 稲垣　夏生 京産大 3 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/7
7 400m 48.36* 山室　勇太 中京大 3 大学 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 5/31
8 400m 48.60* 浦井　駿吾 中京大 4 大学 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 5/31
9 400m 48.67* 水谷　拓也 T.G.K 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
10 400m 48.71* 奥川　魁斗 宇治山田商高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 800m 1.51.19* 市野　泰地 T.G.K 22 一般 第49回三泗陸上競技選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/14
2 800m 1.53.27* 坂　　直哉 T.G.K 一般 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 8/2
3 800m 1.53.68* 湯淺　慎也 四日市西高 2 高校 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/23
4 800m 1.53.75* 山岡　卓弥 ULTIMATE 一般 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/23
5 800m 1.54.08* 野村　拓也 伊勢高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
6 800m 1.54.98* 渡邉　大賀 海星高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
7 800m 1.55.05* 川北　浩也 海星高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
8 800m 1.55.32* 竹下　　遼 四日市高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
9 800m 1.56.09* 南部　　慎 四日市高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
10 800m 1.56.20* 長江　定矢 T.G.K 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 1500m 3.49.08* 若菜　純一 皇學館大 大学 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 埼玉 熊谷 9/5
2 1500m 3.50.99* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 第15回中部実業団陸上競技選手権大会兼多治見ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 岐阜 多治見 9/28
3 1500m 3.51.76* 坂　　直哉 T.G.K 一般 第58回中部実業団対抗陸上競技大会 兼 海外派遣選考会 岐阜 長良川 5/10
4 1500m 3.53.26* 畔柳　隼弥 東海大 大学 第31回日本大学･東海大学対抗戦 神奈川 小田原陸上競技場 4/13
5 1500m 3.53.62* 西山　雄介 駒大 大学 第236回 日体大長距離競技会 神奈川 日本休育大学健志台 4/12
6 1500m 3.54.71* 中畑　亮人 伊賀白鳳高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10
7 1500m 3.55.61* 下　　史典 伊賀白鳳高 3 高校 平成26年度国体第一次選考競技会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/19
8 1500m 3.56.80* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第15回中部実業団陸上競技選手権大会兼多治見ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 岐阜 多治見 9/28
9 1500m 3.56.88* 塩澤　稀夕 伊賀白鳳高 1 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10
10 1500m 3.57.23* 外岡　拓磨 伊賀白鳳高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/20

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 3000m 08.24.69* 角出　龍哉 伊賀白鳳高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 9/6
2 3000m 08.25.98* 近藤　聖志 伊賀白鳳高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 9/6
3 3000m 08.26.80* 塩澤　稀夕 伊賀白鳳高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 9/6
4 3000m 08.27.13* 市川　唯人 伊賀白鳳高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 9/6
5 3000m 08.28.80* 坂田　昌駿 法大 1+ 大学 第8回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 3/24
6 3000m 08.31.00* 外岡　拓磨 伊賀白鳳高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 9/6
7 3000m 08.33.52* 中井　大貴 四日市工高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 9/6
8 3000m 08.36.35* 北村　　祥 伊賀白鳳高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 9/6
9 3000m 08.36.62* 細沢　幸輝 三重大 2 大学 東海学生陸上競技春季大会 愛知 知多陸上競技場 4/13
10 3000m 08.36.89* 小森　稜太 いなべ総合高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 9/6

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
* 5000m 13.16.06* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか 宮崎 西階陸上競技場 5/10
* 5000m 13.35.63* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第23回 '14金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場 4/5
1 5000m 13.46.13* 梅枝　裕吉 ＮＴＮ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第2戦(深川) 北海道 深川市 6/25
2 5000m 13.51.93* 中村　匠吾 駒大 大学 第48回織田幹雄記念国際陸上競技大会 広島 広島広域公園陸上競技場 4/29
3 5000m 13.56.39* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦(網走大会) 北海道 網走市運動公園陸上競技場 7/6
4 5000m 13.57.04* 西山　雄介 駒大 大学 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 埼玉 熊谷 9/7
5 5000m 13.57.74* 西山　凌平 神奈川大 大学 第236回 日体大長距離競技会 神奈川 日本休育大学健志台 4/13
6 5000m 14.00.99* 笹沼　悠司 ＮＴＮ 一般 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 5/31
7 5000m 14.01.59* 下　　史典 伊賀白鳳高 高校 第239回日体大長距離競技会 神奈川 日体大健志台 9/28
8 5000m 14.01.75* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか 宮崎 西階陸上競技場 5/10
9 5000m 14.14.90* 三輪晋大朗 ＮＴＮ 一般 第58回中部実業団対抗陸上競技大会 兼 海外派遣選考会 岐阜 長良川 5/11
10 5000m 14.14.95* 山本　芳弘 ＮＴＮ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第1戦(深川) 北海道 深川市 6/25



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
* 10000m 27.23.66* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦(網走大会) 北海道 網走市運動公園陸上競技場 7/6
* 10000m 27.26.92* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第62回兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 兵庫 神戸総合 4/20
1 10000m 28.29.50* 三輪晋大朗 ＮＴＮ 4 一般 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 東京 法政大学多摩校地陸上競技場 11/29
2 10000m 28.52.18* 梅枝　裕吉 ＮＴＮ 一般 第240回日体大長距離競技会 神奈川 日本休育大学健志台 10/25
3 10000m 28.52.27* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 第242回日体大長距離競技会 神奈川 日本休育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 12/6
4 10000m 28.58.01* 西山　雄介 駒大 2 大学 第44回平成国際大学長距離競技会 東京 巣鴨 4/29
5 10000m 28.58.90* 山本　芳弘 ＮＴＮ 一般 平成26年度第2回駅伝強化長距離･競歩競技会 愛知 知多運動公園陸上競技場 10/11
6 10000m 29.09.79* 西山　凌平 神奈川大 3 大学 第237回 日体大長距離競技会 神奈川 日本休育大学健志台 4/26
7 10000m 29.14.06* 笹沼　悠司 ＮＴＮ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦(網走大会) 北海道 網走市運動公園陸上競技場 7/6
8 10000m 29.18.25* 吉村　光希 ＮＴＮ 5+ 一般 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 東京 法政大学多摩校地陸上競技場 11/29
9 10000m 29.24.89* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 東京 法政大学多摩校地陸上競技場 11/29
10 10000m 29.31.83* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第242回日体大長距離競技会 神奈川 日本休育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 12/6

RANK 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 110mH(106.7cm_9.14m) 14.45* +0.3* 衛藤　　昂 筑波大 大学 第5回筑波大競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 8/8
2 110mH(106.7cm_9.14m) 14.67* -0.7* 天野　　翼 摂南大 4 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/8
3 110mH(106.7cm_9.14m) 14.85* +0.9* 伊藤　亮河 愛知学院大 1 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
4 110mH(106.7cm_9.14m) 14.87* -0.4* 岩田　賢治 三重大 6 大学 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
5 110mH(106.7cm_9.14m) 14.91* +0.9* 清水　剛士 中京大 3 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
6 110mH(106.7cm_9.14m) 14.96* +0.9* 山尾　昇也 鈴鹿高専 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
7 110mH(106.7cm_9.14m) 14.98* +1.3* 濱本　悠司 明大 大学 第84回日本体育大学陸上競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 5/31
8 110mH(106.7cm_9.14m) 15.00* +0.9* 中西　佑輔 ULTIMATE 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
9 110mH(106.7cm_9.14m) 15.02* +0.3* 乾　　颯人 宇治山田商高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/20
10 110mH(106.7cm_9.14m) 15.03* -0.6* 加藤健太郎 鈴鹿高専 3 高校 第49回三泗陸上競技選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/13

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 400mH(91.4cm_35.0m) 51.50* 柳本　拓也 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 一般 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/17
2 400mH(91.4cm_35.0m) 52.75* 中西　佑輔 ULTIMATE 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
3 400mH(91.4cm_35.0m) 53.12* 中山　真也 皇學館大 2 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/18
4 400mH(91.4cm_35.0m) 53.43* 小林　慶哉 四日市工高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
5 400mH(91.4cm_35.0m) 53.57* 中谷　航也 近大高専 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
6 400mH(91.4cm_35.0m) 53.80* 乾　　颯人 宇治山田商高 3 高校 第63回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/12
7 400mH(91.4cm_35.0m) 53.83* 樫谷　　大 高田高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
8 400mH(91.4cm_35.0m) 54.00* 佐藤　優斗 京大 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/9
9 400mH(91.4cm_35.0m) 54.42* 宇畑　雄哉 阪大 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/9

10 400mH(91.4cm_35.0m) 54.74* 岩田　大輝 日体大 大学 第84回日本体育大学陸上競技会 東京 日本体育大学健志台陸上競技場 6/1

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 3000mSC 08.38.59* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場 10/11
2 3000mSC 08.38.76* 梅枝　裕吉 ＮＴＮ 一般 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場 10/11
3 3000mSC 08.51.41* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場 10/11
4 3000mSC 09.02.42* 近藤　聖志 伊賀白鳳高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 山梨 山梨中銀スタジアム 8/3
5 3000mSC 09.06.99* 北村　　祥 伊賀白鳳高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 山梨 山梨中銀スタジアム 8/3
6 3000mSC 09.08.47* 清水　清輝 中大 4 大学 第5回法政大学競技会 東京 法政大学多摩校地陸上競技場 5/3
7 3000mSC 09.26.13* 近藤　学宏 米鈴ＡＣ 一般 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
8 3000mSC 09.28.36* 杉田　　衛 四日市工高 3 高校 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
9 3000mSC 09.32.18* 杉山　陽太 近大 1 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
10 3000mSC 09.33.08* 金崎　　舜 鈴鹿高専 4 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 5000mW 県高校新 20.48.44* 倉田　直哉 相可高 高校 第69回国民体育大会陸上競技 長崎 諫早 10/21
2 5000mW 21.29.67* 赤崎　　惣 東海大 4 大学 国士大長距離競技会 東京 国士大 12/13
3 5000mW 21.52.38* 丹羽　良彰 桑名西高 3 高校 第35回四日市長距離選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 12/20
4 5000mW 21.58.29* 山口　正洋 阪大 4 大学 第33回びわこ成蹊大記録会 滋賀 びわこ成蹊大 5/25
5 5000mW 22.02.22* 大嶋　悠斗 中京大 19 大学 第35回四日市長距離選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 12/20
6 5000mW 22.44.43* 清水　勇志 鳥羽商船 2 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22
7 5000mW 22.54.34* 樋渡　雄登 愛知教大 1 大学 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/23
8 5000mW 22.56.69* 成岡　大輝 伊賀白鳳高 1 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/25
9 5000mW 23.26.62* 山中　研人 宇治山田高 3 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/29
10 5000mW 23.32.70* 加藤　謙太 桑名西高 1 高校 第35回四日市長距離選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 12/20

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 走高跳 県新 2.28* 衛藤　　昂 筑波大 M2 大学 IAAF World Challenge SEIKO GOLDEN GRAND PRIX 2014 TOKYO 東京 国立 5/11
2 走高跳 県高校新 2.11* 加藤健太郎 鈴鹿高専 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
3 走高跳 2.06* 衛藤　　将 鈴鹿高専 5 大学 第52回東海地区高等専門学校体育大会陸上競技の部 三重 石垣池公園陸上競技場 7/5
4 走高跳 2.02* 永井奈央起 宇治山田商高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
5 走高跳 2.00* 桑山　雄次 ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾑ 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
6 走高跳 1.96* 古野　裕司 Ise TC 一般 第63回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/11
7 走高跳 1.95* 池住　達也 天理大 5 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
8 走高跳 1.95* 田谷野義季 阪大 3 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
9 走高跳 1.92* 丹生　敏行 伊勢工高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
10 走高跳 1.90* 音泉　翔哉 中部大 1 大学 第3回三泗地区記録会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 6/7
10 走高跳 1.90* 清水　剛士 中京大 3 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 6/14
10 走高跳 1.90* 松岡　修平 高田高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
10 走高跳 1.90* 鳥海　一馬 近大高専 2 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
10 走高跳 1.90* 小林　徹哉 三重陸協 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 棒高跳 5.00* 金児　有人 日体大 4 大学 第83回日本体育大学陸上競技会 神奈川 日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場 5/3
2 棒高跳 4.70* 中村　宇宙 皇學館大 4 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
3 棒高跳 4.60* 中山　雄正 伊勢工高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
4 棒高跳 4.50* 長岡　大地 皇學館大 M1 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/17
5 棒高跳 4.50* 冨楽　凱紀 伊勢工高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
6 棒高跳 4.50* 谷口　翔汰 相可高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
7 棒高跳 4.40* 清水　剛士 中京大 3 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 6/14
8 棒高跳 4.40* 小林　俊介 近大高専 1 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
9 棒高跳 4.40* 杉森　隆英 摂南大 1 大学 2014関西学生新人陸上競技選手権大会 大阪 ヤンマーフィールド 9/12
10 棒高跳 4.40* 山本　　龍 伊勢工高 1 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27
10 棒高跳 4.40* 小島　一真 ULTIMATE 一般 第15回中部実業団陸上競技選手権大会兼多治見ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 岐阜 多治見 9/28



RANK 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 走幅跳 7.59* +0.5* 野村　智也 宇治山田商高 高校 第69回国民体育大会陸上競技 長崎 諫早 10/19
2 走幅跳 7.57* +1.0* 林　　風汰 ＮＴＮ 一般 第98回 日本陸上競技選手権大会 福島 とうほう 6/8
3 走幅跳 7.54* +1.5* 出口　義人 Ise TC 33 一般 第49回三泗陸上競技選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/13
4 走幅跳 7.32* +1.1* 濱口　隆翔 Ise TC 一般 平成26年度国体第一次選考競技会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/20
5 走幅跳 7.29* +2.0* 島岡　大貴 近大 1 大学 2014関西学生陸上競技種目別選手権大会 大阪 ヤンマーフィールド 10/23
6 走幅跳 7.22* -0.7* 竹内　大晴 近大高専 5 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/16
7 走幅跳 7.22* +0.7* 清水　剛士 中京大 3 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
8 走幅跳 7.22* +0.9* 栄喜　匠海 岐阜経大 1 大学 第41回東海学生陸上競技秋季選手権大会 岐阜 長良川 10/12
9 走幅跳 7.15* +1.2* 田中　凌平 国士大 大学 第8回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 3/25

10 走幅跳 7.15* +1.4* 天野　　翼 摂南大 大学 第62回大阪学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマーフィー長居 4/3

RANK 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 三段跳 15.52* +1.7* 竹内　大晴 近大高専 5 大学 平成26年度国体第一次選考競技会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/19
2 三段跳 15.34* +0.1* 西澤　　団 岐阜経大 3 大学 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 8/3
3 三段跳 15.07* +0.5* 松葉　大和 皇學館大 1 大学 平成26年度国体第一次選考競技会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/19
4 三段跳 15.04* +2.0* 渡部　　昇 岐阜経大 3 大学 第3回桑員地区記録会 三重 東員町スポーツ公園陸上競技場 6/8
5 三段跳 15.04* -0.3* 野村　智也 宇治山田商高 高校 第69回国民体育大会陸上競技 長崎 諫早 10/21
6 三段跳 15.01* 0.0* 高堂　祐樹 ASSA-TC 一般 第2回滋賀県高校記録会 滋賀 皇子山 5/4
7 三段跳 14.96* +0.9* 栄喜　匠海 岐阜経大 1 大学 第120回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
8 三段跳 14.69* +1.3* 村井　伸行 阪大 M2 大学 第41回阪神四大学対校陸上競技大会 兵庫 尼崎市記念公園陸上競技場 8/25
9 三段跳 14.63* +0.5* 大津　　渉 ULTIMATE 一般 第122回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
10 三段跳 14.47* -0.8* 山田　隼也 津高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 砲丸投(6.000kg) 17.07* 村上　　輝 国士大 大学 第30回日本ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 10/4
2 砲丸投(6.000kg) 15.38* 野瀨嵩慶志 伊勢工高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
3 砲丸投(6.000kg) 15.11* 井豫　規人 伊勢工高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/28
4 砲丸投(6.000kg) 13.70* 松村　知哉 宇治山田商高 3 高校 第63回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/11
5 砲丸投(6.000kg) 13.63* 亀井　真条 伊勢工高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
6 砲丸投(6.000kg) 13.52* 上村　颯汰 南伊勢高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22
7 砲丸投(6.000kg) 13.31* 西山　友貴 宇治山田高 3 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/29
8 砲丸投(6.000kg) 13.18* 塗屋　智士 伊賀白鳳高 3 高校 第3回桑員地区記録会 三重 東員町スポーツ公園陸上競技場 6/8
9 砲丸投(6.000kg) 13.07* 水谷　昭太 稲生高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
10 砲丸投(6.000kg) 12.95* 川畑　夏唯 近大高専 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 砲丸投(7.260kg) 15.09* 村上　　輝 国士大 1 大学 第25回関東学生新人陸上競技選手権大会 埼玉 熊谷 9/23
2 砲丸投(7.260kg) 13.98* 中村　洋介 中京大 2 大学 第5回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 9/13
3 砲丸投(7.260kg) 13.94* 大山　祐史 ASSA-TC 一般 平成26年度国体第一次選考競技会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/19
4 砲丸投(7.260kg) 13.78* 中西　啄真 大体大 大学 平成26年度第1回大阪体育大学競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 4/12
5 砲丸投(7.260kg) 13.01* 濱口　誘希 三重陸協 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
6 砲丸投(7.260kg) 12.97* 上村　雄音 ＶＯＬＫ 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
7 砲丸投(7.260kg) 12.87* 吉村　昂太 国武大 4 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
8 砲丸投(7.260kg) 12.51* 山本　雄紀 三重陸協 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
9 砲丸投(7.260kg) 12.28* 松村　知哉 宇治山田商高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
10 砲丸投(7.260kg) 12.17* 岡南　　遼 三重大 5 大学 第63回 東海地区国立大学陸上競技会 岐阜 長良川競技場 6/7

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 円盤投(1.750kg) 47.49* 村上　　輝 国士大 大学 第30回日本ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 10/4
2 円盤投(1.750kg) 42.96* 中村　光希 三重高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/25
3 円盤投(1.750kg) 42.52* 伊髙　良介 四日市四郷高 3 高校 三重県高校 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
4 円盤投(1.750kg) 40.90* 荊木　佑介 宇治山田商高 3 高校 大阪体育大競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 6/28
5 円盤投(1.750kg) 40.78* 亀井　真条 伊勢工高 2 高校 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/17
6 円盤投(1.750kg) 40.14* 松村　知哉 宇治山田商高 3 高校 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/17
7 円盤投(1.750kg) 40.09* 古橋慎ノ介 近大高専 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27
8 円盤投(1.750kg) 39.61* 大川　智也 松阪商高 1 高校 第3回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 10/19
9 円盤投(1.750kg) 38.48* 澤村　健斗 伊勢高 1 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27
10 円盤投(1.750kg) 38.47* 清水　元基 三重大 2 大学 第1回桑員地区記録会 三重 東員町スポーツ公園陸上競技場 4/29

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 円盤投(2.000kg) 50.81* 藤原　　潤 八千代工業 一般 第56回東日本実業団陸上競技選手権大会 福島 とうほう 5/17
2 円盤投(2.000kg) 46.73* 大山　祐史 ASSA-TC 一般 第58回中部実業団対抗陸上競技大会 兼 海外派遣選考会 岐阜 長良川 5/11
3 円盤投(2.000kg) 46.72* 小野　真弘 筑波大 M2+ 大学 筑波大投擲競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 2/2
4 円盤投(2.000kg) 43.09* 村上　　輝 国士大 1 大学 第25回関東学生新人陸上競技選手権大会 埼玉 熊谷 9/22
5 円盤投(2.000kg) 42.75* 濱口　誘希 三重陸協 一般 平成26年度国体第一次選考競技会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/20
6 円盤投(2.000kg) 42.70* 中村　洋介 中京大 2 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 6/14
7 円盤投(2.000kg) 42.40* 久保田大輝 大体大 3 大学 2014関西学生陸上競技種目別選手権大会 大阪 ヤンマーフィールド 10/23
8 円盤投(2.000kg) 42.25* 清水　元基 三重大 2 大学 第4回三泗地区記録会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 10/4
9 円盤投(2.000kg) 42.08* 稲垣　太一 ＶＯＬＫ 一般 第3回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 10/19
10 円盤投(2.000kg) 40.19* 亀井　浩平 JA三重中央 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 ハンマー投(7.260kg) 60.19* 森本　涼太 国武大 4 大学 第93回関東学生陸上競技対校選手権大会 神奈川 熊谷日産スタジアム 5/17
2 ハンマー投(7.260kg) 59.96* 植松　直紀 中京大 大学 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 埼玉 熊谷 9/5
3 ハンマー投(7.260kg) 55.97* 丹生　将稔 三重陸協 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
4 ハンマー投(7.260kg) 51.52* 鈴木　雄斗 筑波大 大学 第3回筑波大競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 5/4
5 ハンマー投(7.260kg) 49.45* 伊藤　　航 大体大 1 大学 第3回大阪体育大学競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 6/28
6 ハンマー投(7.260kg) 49.06* 谷口　隼也 皇學館大 2 大学 第41回東海学生陸上競技秋季選手権大会 岐阜 長良川 10/11
7 ハンマー投(7.260kg) 46.69* 西出　大志 大阪産業大 4 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/7
8 ハンマー投(7.260kg) 44.28* 山本　英祈 伊勢学園高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
9 ハンマー投(7.260kg) 42.86* 辻　　大和 南伊勢高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
10 ハンマー投(7.260kg) 41.59* 仲　　徹也 Ise TC 一般 第46回鈴鹿市陸上競技選手権大会 三重 石垣池公園陸上競技場 8/3



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 やり投(800g 1986～) 県新 74.56* 中西　啄真 大体大 1 大学 2014関西学生陸上競技種目別選手権大会 大阪 ヤンマーフィールド 10/21
2 やり投(800g 1986～) 70.57* 小出　裕貴 大体大 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/10
3 やり投(800g 1986～) 68.07* 濱崎　康平 中京大 1 大学 第139回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
4 やり投(800g 1986～) 67.19* 峰　　達矢 大体大 4+ 大学 第8回大阪体育大学競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 3/22
5 やり投(800g 1986～) 65.88* 濱﨑　聖也 天理大 2 大学 2014関西学生新人陸上競技選手権大会 大阪 ヤンマーフィールド 9/12
6 やり投(800g 1986～) 63.15* 飯田　瞭河 桑名西高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
7 やり投(800g 1986～) 62.38* 大橋　健吾 皇學館大 3 大学 第63回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/12
8 やり投(800g 1986～) 61.93* 藤田　祐規 桑名西高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 山梨 山梨中銀スタジアム 8/2
9 やり投(800g 1986～) 61.32* 山口慎太朗 三重大医陸 2 大学 第29回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/29
10 やり投(800g 1986～) 60.45* 川畑　夏唯 近大高専 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 山梨 山梨中銀スタジアム 7/30

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 十種競技(1986～) 7358 清水　剛士 中京大 大学 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 埼玉 熊谷 9/6
2 十種競技(1986～) 6346 西村　啓佑 中京大 1 大学 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 8/2
3 十種競技(1986～) 4831 佐藤　優斗 京大 大学 第5回大阪体育大学競技会 大坂 浪商学園陸上競技場 11/9
4 十種競技(1986～) 4787 盤所　　真 三重大 4 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/18
5 十種競技(1986～) 4671 田谷野義季 阪大 大学 2014関西学生春季混成競技会 大阪 ヤンマーフィー長居 4/4

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 10マイル 46.37.* 三輪晋大朗 ＮＴＮ 4 一般 第39回甲佐10ﾏｲﾙ公認ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会(10ﾏｲﾙ･10km) 熊本 熊本甲佐２０ｋｍ 12/7
2 10マイル 46.54.* 山本　芳弘 ＮＴＮ 一般 第39回甲佐10ﾏｲﾙ公認ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会(10ﾏｲﾙ･10km) 熊本 熊本甲佐２０ｋｍ 12/7
3 10マイル 48.14.* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 第39回甲佐10ﾏｲﾙ公認ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会(10ﾏｲﾙ･10km) 熊本 熊本甲佐２０ｋｍ 12/7
4 10マイル 49.19.* 北岡　幸浩 ＮＴＮ 1 一般 第39回甲佐10ﾏｲﾙ公認ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会(10ﾏｲﾙ･10km) 熊本 熊本甲佐２０ｋｍ 12/7

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 5km 14.28.* 西山　雄介 駒大 1+ 大学 第68回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ大会 香川 丸亀 2/2
2 5km 14.33.* 西山　凌平 神奈川大 3 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
3 5km 14.37.* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
* 5km 14.48.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 宮城 仙台国際ハーフマラソン公認コース 5/11
4 5km 14.49.* 笹沼　悠司 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
5 5km 14.55.* 吉村　光希 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
6 5km 15.07.* 坂田　昌駿 法大 2 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
7 5km 15.09.* 中川　　瞭 東海大 4 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
8 5km 15.14.* 大久保幹也 ＮＴＮ 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
9 5km 15.14.* 清水　清輝 中大 4 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18

10 5km 15.16.* 中田　剛司 三重陸協 一般 第36回2013読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ(ﾊ-ﾌ.10k) 愛知 犬山 2/23

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
* 10km 0.28.39.* E・ワウエル ＮＴＮ 一般 ぎふ清流ﾏﾗｿﾝ 岐阜 岐阜 5/18
1 10km 0.28.45.* 中村　匠吾 駒大 3+ 大学 世界ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 海外 ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ 3/29
2 10km 0.29.25.* 西山　雄介 駒大 1+ 大学 第68回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ大会 香川 丸亀 2/2
3 10km 0.29.28.* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
4 10km 0.29.32.* 西山　凌平 神奈川大 3 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 東京 国営昭和記念公園 10/18
5 10km 0.29.50.* 笹沼　悠司 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
* 10km 0.29.54.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 宮城 仙台国際ハーフマラソン公認コース 5/11
6 10km 0.30.01.* 吉村　光希 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
7 10km 0.30.21.* 中川　　瞭 東海大 4 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 東京 国営昭和記念公園 10/18
8 10km 0.30.21.* 清水　清輝 中大 4 大学 第27回上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ(公認:ﾊｰﾌ) 埼玉 上尾シティハーフマラソンコース 11/16
9 10km 0.30.33.* 坂田　昌駿 法大 2 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 東京 国営昭和記念公園 10/18
10 10km 0.30.37.* 中岡　昇平 日体大 2 大学 第27回上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ(公認:ﾊｰﾌ) 埼玉 上尾シティハーフマラソンコース 11/16
10 10km 0.30.37.* 山田　侑矢 早大 4 大学 第27回上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ(公認:ﾊｰﾌ) 埼玉 上尾シティハーフマラソンコース 11/16

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 15km 0.43.36.* 中村　匠吾 駒大 3+ 大学 世界ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 海外 ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ 3/29
* 15km 0.43.39.* E・ワウエル ＮＴＮ 一般 ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜 岐阜 5/18
2 15km 0.44.27.* 西山　雄介 駒大 1+ 大学 丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川 丸亀陸上競技場付設 2/2
3 15km 0.44.38.* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
4 15km 0.44.47.* 西山　凌平 神奈川大 3 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
* 15km 0.45.03.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 宮城 仙台国際ハーフマラソン公認コース 5/11
5 15km 0.45.17.* 笹沼　悠司 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
6 15km 0.45.20.* 吉村　光希 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
7 15km 0.45.33.* 中川　　瞭 東海大 4 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
8 15km 0.45.48.* 坂田　昌駿 法大 2 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
9 15km 0.46.16.* 清水　清輝 中大 4 大学 第27回上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ(公認:ﾊｰﾌ) 埼玉 上尾シティハーフマラソンコース 11/16
10 15km 0.46.22.* 山下　直紀 ＮＴＮ 一般 第52回延岡西日本ﾏﾗｿﾝ 宮崎 延岡 2/9

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 20km 0.58.49.* 中村　匠吾 駒大 3+ 大学 世界ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 海外 ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ 3/29
* 20km 0.58.51.* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜 岐阜 5/18
2 20km 0.59.33.* 西山　雄介 駒大 1+ 大学 丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川 丸亀陸上競技場付設 2/2
3 20km 1.00.05.* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
* 20km 1.00.19.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
4 20km 1.00.28.* 西山　凌平 神奈川大 3 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
5 20km 1.00.35.* 笹沼　悠司 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
6 20km 1.00.41.* 中川　　瞭 東海大 4 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
7 20km 1.01.10.* 吉村　光希 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
8 20km 1.01.26.* 坂田　昌駿 法大 2 大学 第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(個人成績) 東京 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km) 10/18
9 20km 1.01.52.* 山下　直紀 ＮＴＮ 一般 第52回延岡西日本ﾏﾗｿﾝ 宮崎 延岡 2/9

10 20km 1.02.00.* 清水　清輝 中大 4 大学 第27回上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ(公認:ﾊｰﾌ) 埼玉 上尾シティハーフマラソンコース 11/16

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
* 25km 1.15.41.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
1 25km 1.17.51.* 山下　直紀 ＮＴＮ 一般 第52回延岡西日本ﾏﾗｿﾝ 宮崎 延岡 2/9
2 25km 1.19.40.* 大久保幹也 ＮＴＮ 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
3 25km 1.20.00.* 北岡　幸浩 ＮＴＮ 1 一般 北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 北海道マラソン 8/31
4 25km 1.21.45.* 松岡　直希 三重陸協 32+ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23
5 25km 1.22.23.* 長江　定矢 T.G.K 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
6 25km 1.23.45.* 河合　祐介 三重陸協 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
7 25km 1.23.46.* 東本　裕斗 三重陸協 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
8 25km 1.24.08.* 樋口　真大 三菱化学 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
9 25km 1.24.33.* 星野　友成 四日市TFC 一般 第21回泉州国際市民ﾏﾗｿﾝ ﾁｬﾘﾃｨｰﾏﾗｿﾝ2014 大阪 泉州国際市民マラソン 2/16

10 25km 1.24.34.* 道根　康登 皇學館大 3+ 大学 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 30km 1.30.11.* 中村　匠吾 駒大 3+ 大学 熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本 熊本 2/16
* 30km 1.31.10.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
2 30km 1.35.18.* 山下　直紀 ＮＴＮ 一般 第52回延岡西日本ﾏﾗｿﾝ 宮崎 延岡 2/9
3 30km 1.36.23.* 北岡　幸浩 ＮＴＮ 1 一般 北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 北海道マラソン 8/31
4 30km 1.36.55.* 大久保幹也 ＮＴＮ 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
5 30km 1.39.06.* 長江　定矢 T.G.K 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
6 30km 1.39.09.* 松岡　直希 三重陸協 32+ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23
7 30km 1.40.59.* 東本　裕斗 三重陸協 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
8 30km 1.41.43.* 樋口　真大 三菱化学 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
9 30km 1.42.11.* 星野　友成 四日市TFC 一般 第21回泉州国際市民ﾏﾗｿﾝ ﾁｬﾘﾃｨｰﾏﾗｿﾝ2014 大阪 泉州国際市民マラソン 2/16

10 30km 1.42.40.* 辻　　友寛 すぽるとMAX 25+ 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
* 35km 1.46.23.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
1 35km 1.53.10.* 北岡　幸浩 ＮＴＮ 1 一般 北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 北海道マラソン 8/31
2 35km 1.55.12.* 大久保幹也 ＮＴＮ 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
3 35km 1.55.35.* 山下　直紀 ＮＴＮ 一般 第52回延岡西日本ﾏﾗｿﾝ 宮崎 延岡 2/9
4 35km 1.56.34.* 松岡　直希 三重陸協 32+ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23
5 35km 1.56.45.* 長江　定矢 T.G.K 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
6 35km 1.58.12.* 東本　裕斗 三重陸協 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
7 35km 2.00.46.* 樋口　真大 三菱化学 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
8 35km 2.00.46.* 辻　　友寛 三重陸協 26 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
9 35km 2.00.57.* 星野　友成 四日市TFC 一般 第21回泉州国際市民ﾏﾗｿﾝ ﾁｬﾘﾃｨｰﾏﾗｿﾝ2014 大阪 泉州国際市民マラソン 2/16
10 35km 2.04.48.* 長沢　朋哉 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
* 40km 2.02.01.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
1 40km 2.10.57.* 北岡　幸浩 ＮＴＮ 1+ 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
2 40km 2.14.46.* 松岡　直希 三重陸協 32+ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23
3 40km 2.15.07.* 大久保幹也 ＮＴＮ 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
4 40km 2.15.48.* 東本　裕斗 三重陸協 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
5 40km 2.17.40.* 山下　直紀 ＮＴＮ 一般 第52回延岡西日本ﾏﾗｿﾝ 宮崎 延岡 2/9
6 40km 2.18.31.* 長江　定矢 T.G.K 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
7 40km 2.19.34.* 辻　　友寛 三重陸協 26 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
8 40km 2.19.37.* 樋口　真大 Y.W.C 一般 北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 北海道マラソン 8/31
9 40km 2.23.09.* 星野　友成 四日市TFC 一般 第21回泉州国際市民ﾏﾗｿﾝ ﾁｬﾘﾃｨｰﾏﾗｿﾝ2014 大阪 泉州国際市民マラソン 2/16
10 40km 2.24.37.* 長沢　朋哉 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 ハーフマラソン 1.01.57.* 中村　匠吾 駒大 3+ 大学 世界ﾊｰﾌ ﾃﾞﾝﾏｰｸ コペンハーゲン 3/29
* ハーフマラソン 1.02.08.* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜 岐阜 5/18
2 ハーフマラソン 1.02.43.* 西山　雄介 駒大 1+ 大学 丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川 丸亀陸上競技場付設 2/2
3 ハーフマラソン 1.03.20.* 山下　　洸 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
* ハーフマラソン 1.03.32.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 宮城 仙台国際ハーフマラソン公認コース 5/11
4 ハーフマラソン 1.03.51.* 笹沼　悠司 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
5 ハーフマラソン 1.04.25.* 吉村　光希 ＮＴＮ 一般 第42回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 山口循環ハーフマラソンコース 2/16
6 ハーフマラソン 1.05.16.* 山下　直紀 ＮＴＮ 一般 第52回延岡西日本ﾏﾗｿﾝ 宮崎 延岡 2/9
7 ハーフマラソン 1.05.27.* 清水　清輝 中大 4 大学 第27回上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ(公認:ﾊｰﾌ) 埼玉 上尾シティハーフマラソンコース 11/16
8 ハーフマラソン 1.05.45.* 中田　剛司 三重陸協 一般 第36回2013読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ(ﾊ-ﾌ.10k) 愛知 犬山 2/23
9 ハーフマラソン 1.06.24.* 中岡　昇平 日体大 2 大学 第27回上尾ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ(公認:ﾊｰﾌ) 埼玉 上尾シティハーフマラソンコース 11/16
10 ハーフマラソン 1.06.26.* 坂田　昌駿 法大 1+ 大学 第17回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権大会 東京 立川 3/2

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
* マラソン 2.08.50.* Ｓ・バトウチル ＮＴＮ 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
* マラソン 2.14.00.* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 EnschedeMarathon/NED 海外 Enschede 4/27
1 マラソン 2.18.32.* 北岡　幸浩 ＮＴＮ 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
2 マラソン 2.22.00.* 大久保幹也 ＮＴＮ 一般 大田原ﾏﾗｿﾝ 栃木 大田原 11/23
3 マラソン 2.22.24.* 松岡　直希 三重陸協 32+ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23
4 マラソン 2.23.44.* 東本　裕斗 三重陸協 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
5 マラソン 2.26.55.* 長江　定矢 T.G.K 一般 第69回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 びわ湖毎日マラソン 3/2
6 マラソン 2.27.50.* 樋口　真大 Y.W.C 一般 北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 北海道マラソン 8/31
7 マラソン 2.27.53.* 辻　　友寛 三重陸協 26 一般 第68回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 福岡朝日国際マラソンコース 12/7
8 マラソン 2.28.41.* 山下　直紀 ＮＴＮ 一般 第52回延岡西日本ﾏﾗｿﾝ 宮崎 延岡 2/9
9 マラソン 2.33.14.* 坂　　直哉 T.G.K 一般 2014静岡ﾏﾗｿﾝ(ﾌﾙﾏﾗｿﾝ) 静岡 静岡マラソン(静岡～清水）コース 3/2

10 マラソン 2.33.16.* 長沢　朋哉 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 5kmW 21.25.* 倉田　直哉 相可高 高校 第53回全日本競歩輪島大会 石川 輪島５０Ｋｍコース 4/19
2 5kmW 22.03.* 大嶋　悠斗 相可高 3+ 高校 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16
3 5kmW 22.29.* 岡田　健太 至学館大 1+ 大学 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16
4 5kmW 22.30.* 山口　正洋 阪大 3+ 大学 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16
5 5kmW 22.55.* 丹羽　良彰 桑名西高 2+ 高校 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16
6 5kmW 23.33.* 床呂　直哉 相可高 高校 第53回全日本競歩輪島大会 石川 輪島５０Ｋｍコース 4/20
7 5kmW 23.43.* 川添　康平 金沢大 4+ 大学 第38回全日本競歩能美大会 石川 能美 3/16
8 5kmW 24.05.* 清水　勇志 鳥羽商船 1+ 高校 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16
9 5kmW 24.12.* 赤崎　　惣 東海大 4 大学 第53回全日本競歩高畠大会兼第15回世界陸上競技選手権大会(2015/北京)男子50km競歩代表選手選考競技会 山形 高畠まほろば競歩コース・日本陸連公認競歩コース（１周２kmの周回コース 10/26

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 10kmW 43.56.* 倉田　直哉 相可高 高校 第53回全日本競歩輪島大会 石川 輪島５０Ｋｍコース 4/19
2 10kmW 45.12.* 大嶋　悠斗 相可高 3+ 高校 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16
3 10kmW 45.52.* 岡田　健太 至学館大 大学 第53回全日本競歩輪島大会 石川 輪島５０Ｋｍコース 4/19
4 10kmW 46.06.* 山口　正洋 阪大 3+ 大学 第38回全日本競歩能美大会 石川 能美 3/16
5 10kmW 47.17.* 丹羽　良彰 桑名西高 2+ 高校 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16
6 10kmW 47.41.* 川添　康平 金沢大 4+ 大学 第38回全日本競歩能美大会 石川 能美 3/16
7 10kmW 48.00.* 赤崎　　惣 東海大 4 大学 第53回全日本競歩高畠大会兼第15回世界陸上競技選手権大会(2015/北京)男子50km競歩代表選手選考競技会 山形 高畠まほろば競歩コース・日本陸連公認競歩コース（１周２kmの周回コース 10/26
8 10kmW 48.21.* 清水　勇志 鳥羽商船 1+ 高校 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 15kmW 1.09.34.* 山口　正洋 阪大 3+ 大学 第38回全日本競歩能美大会 石川 能美 3/16
2 15kmW 1.10.30.* 岡田　健太 至学館大 大学 第52回全日本50km競歩大会 山形 高畠まほろば５０ｋｍ競歩コース 10/26
3 15kmW 1.10.55* 赤崎　　惣 東海大 大学 第52回全日本50km競歩大会 山形 高畠まほろば５０ｋｍ競歩コース 10/26
4 15kmW 1.12.14.* 川添　康平 金沢大 4+ 大学 第38回全日本競歩能美大会 石川 能美 3/16



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 20kmW 1.33.32.* 赤崎　　惣 東海大 大学 第52回全日本50km競歩大会 山形 高畠まほろば５０ｋｍ競歩コース 10/26
2 20kmW 1.33.37.* 山口　正洋 阪大 3+ 大学 第38回全日本競歩能美大会 石川 能美 3/16
3 20kmW 1.33.38.* 岡田　健太 至学館大 大学 第52回全日本50km競歩大会 山形 高畠まほろば５０ｋｍ競歩コース 10/26
4 20kmW 1.34.11.* 川添　康平 金沢大 4+ 大学 第62回元旦競歩大会 東京 外苑絵画館周回路 1/1

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 クロスカントリー4km 13.39.* 矢野　竜佑 いなべ総合高 2 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
2 クロスカントリー4km 13.44.* 桑山　楓矢 いなべ総合高 1 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
3 クロスカントリー4km 13.57.* 南部　幸裕 いなべ総合高 3 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
4 クロスカントリー4km 14.09.* 佐脇　雄大 いなべ総合高 1 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
5 クロスカントリー4km 14.38.* 清水　将大 いなべ総合高 1 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
6 クロスカントリー4km 14.45.* 岡本　将司 いなべ総合高 1 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 クロスカントリー8km 26.01.* 辻野　恭哉 伊賀白鳳高 3+ 高校 第28回福岡国際ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 福岡 福岡市海の中道公園 2/22



RANK 性別 種目 記録 名前 所属 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 男 4×100mR 40.70* 増田圭一郎,川喜田剛志,小林　雄一,林　　風汰 ＮＴＮ 一般 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場 10/11
2 男 4×100mR 40.96* 近藤光一郎(1),中川　想基(3),川村　建勝(2),伊藤　舞樹(2) 四日市工高 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
3 男 4×100mR 40.97* 浦井　崚自(3),野村　智也(3),直江　航平(2),北村　直彦(3) 宇治山田商高 高校 第5回ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 11/8
4 男 4×100mR 41.14* 近藤光一郎,諏訪　達郎,川喜田　剛志,浦井　崚自 三重 一般 第69回国民体育大会陸上競技 長崎 諫早 10/20
5 男 4×100mR 41.22* 向井　健太(3),浦井　崚自(3),直江　航平(2),野村　智也(3) 宇治山田商高 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
6 男 4×100mR 41.40* 岩田　大輝(2),木下　来星(2),川瀬　孝則(2),松尾慎太郎(3) 日体大 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
7 男 4×100mR 41.45* 近藤光一郎(1),板﨑　　颯(2),川村　建勝(2),伊藤　舞樹(2) 四日市工高 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27
8 男 4×100mR 41.47* 小林　駿介(3),加藤　貴之(3),小林　隼大(3),水谷　優太(3) 桑名工高 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
9 男 4×100mR 41.48* 山下　晃輝(2),東　　魁輝(3),加藤　慎也(3),瀬戸上　智(4) 岐阜経大 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
10 男 4×100mR 41.50* 近藤光一郎(1),中川　想基(3),川村　建勝(2),阪倉　慶一(1) 四日市工高 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10

RANK 性別 種目 記録 名前 所属 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 男 4×400mR 3.12.15* 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(1),北村　直彦(3),直江　航平(2),奥川　魁斗(2) 宇治山田商高 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 山梨 山梨中銀スタジアム 8/3
2 男 4×400mR 3.14.19* 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(1),新谷　昂大(2),直江　航平(2),奥川　魁斗(2) 宇治山田商高 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
3 男 4×400mR 3.14.81* 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(1),北村　直彦(3),新谷　昂大(2),直江　航平(2) 宇治山田商高 高校 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
4 男 4×400mR 3.16.50* 川端　魁人(1),新谷　昂大(2),直江　航平(2),山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(1) 宇治山田商高 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
5 男 4×400mR 3.16.52* 中山　武則(3),石川　瑞己(2),小林　陽平(2),大谷　尚文(2) 桑名高 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22
6 男 4×400mR 3.18.04* 大谷　尚文(2),石川　瑞己(2),小林　陽平(2),東　　直輝(2) 桑名高 高校 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
7 男 4×400mR 3.18.63* 東　　直輝(2),石川　瑞己(2),小林　陽平(2),大谷　尚文(2) 桑名高 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/28
8 男 4×400mR 3.18.97* 藤村　祥太(1),新谷　昂大(2),直江　航平(2),奥川　魁斗(2) 宇治山田商高 高校 第63回 伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/12
9 男 4×400mR 3.19.16* 板﨑　　颯(2),辻　　拓真(3),今村　勇太(1),小林　慶哉(3) 四日市工高 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22
10 男 4×400mR 3.19.53* 川端　魁人(1),北村　直彦(3),山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(1),直江　航平(2) 宇治山田商高 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 100m 12.14* +1.5* 林田珠里那 宇治山田商高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
2 100m 12.15* +0.9* 一色　美咲 四日市商高 2 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10
3 100m 12.35* +1.0* 徳田　桃子 宇治山田高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
4 100m 12.37* +1.0* 林　　薫乃 宇治山田商高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
5 100m 12.38* +1.0* 伊藤　美穂 四日市商高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
6 100m 12.40* +1.5* 田矢　愛美 大阪成蹊大 大学 第82回大阪陸上競技選手権大会 兼 第69回国体陸上競技選手選考競技会 大阪 ﾔﾝﾏｰｽﾀﾔﾝﾏｰﾌｨ 長居 6/28
7 100m 12.40* +1.5* 齋藤　紫眞 五十鈴中 3 中学 第67回三重県中学校陸上競技大会学校対抗選手権 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 10/12
8 100m 12.44* +0.9* 中世古祥恵 桑名高 2 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10
9 100m 12.44* +0.5* 中村　巴南 桑名高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31

10 100m 12.45* +0.5* 柴原有里加 四日市商高 1 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
10 100m 12.45* +0.4* 小山　綾香 日体大 2 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 200m 24.82* -0.2* 一色　美咲 四日市商高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
2 200m 24.83* -0.4* 大月菜穂子 京教大 M1 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/9
3 200m 24.95* +1.4* 田矢　愛美 大阪成蹊大 大学 第82回大阪陸上競技選手権大会 兼 第69回国体陸上競技選手選考競技会 大阪 ﾔﾝﾏｰｽﾀﾔﾝﾏｰﾌｨ 長居 6/29
4 200m 25.01* -2.4* 徳田　桃子 宇治山田高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
5 200m 25.07* +0.7* 中村　巴南 桑名高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
6 200m 25.10* 0.0* 林田珠里那 宇治山田商高 2 高校 第63回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/12
7 200m 25.53* +1.3* 中世古祥恵 桑名高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
8 200m 25.56* +1.1* 上野　菜稚 四日市商高 1 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/28
9 200m 25.64* +1.1* 松葉みなみ 宇治山田商高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/28

10 200m 25.67* +0.8* 林　　薫乃 宇治山田商高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 400m 54.36* 大月菜穂子 京教大 M1 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/8
2 400m 56.10* 中村　巴南 桑名高 高校 第8回日本ﾕｰｽ陸上競技選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 10/3
3 400m 57.74* 徳田　桃子 宇治山田高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30
4 400m 57.87* 直江実千瑠 宇治山田商高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30
5 400m 57.95* 坂本　美樹 高田高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30
6 400m 58.12* 田中　杏沙 宇治山田商高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30
7 400m 58.21* 小倉　宏美 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30
8 400m 58.22* 辰口　綾加 大体大 1 大学 第91回関西学生陸上競技対校選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム 5/7
9 400m 58.28* 中筋　彩夏 鹿屋体大 大学 第84回九州学生陸上競技対校選手権大会 福岡 博多の森陸上競技場 5/18

10 400m 58.53* 大西　　陽 宇治山田商高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 800m 2.14.06* 山口　可純 四日市商高 2 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
2 800m 2.15.67* 坂　　実咲 四日市商高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
3 800m 2.16.04* 辻　　有咲 伊勢宮川中 3 中学 第30回三重県中学校選抜陸上競技大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/30
4 800m 2.16.62* 奥田　幸弓 倉田山中 3 中学 第60回全日本中学校通信陸上競技三重大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/22
5 800m 2.17.81* 服部　　稚 三雲中 3 中学 第30回三重県中学校選抜陸上競技大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/30
6 800m 2.18.41* 近藤　早咲 桑名高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
7 800m 2.19.38* 中村　佳恵 伊勢高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
8 800m 2.19.90* 小寺　まり 伊賀白鳳高 1 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
9 800m 2.20.64* 松島　玲佳 東海学園大 4 大学 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/23

10 800m 2.20.84* 矢口　真菜 津商高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 1500m 4.30.04* 西山　遥香 伊賀白鳳高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/20
2 1500m 4.30.43* 岩高　莉奈 四日市商高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/20
3 1500m 4.35.82* 内藤　響加 伊賀白鳳高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30
4 1500m 4.36.18* 山口　可純 四日市商高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
5 1500m 4.38.19* 坂　　実咲 四日市商高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30
6 1500m 4.39.59* 北川　千里 四日市商高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
7 1500m 4.39.72* 久保倉実里 東海大 大学 第2回世田谷競技会 東京 世田谷区立総合運動場陸上競技場 5/31
8 1500m 4.40.81* 加藤　綾華 津商高 1 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
9 1500m 4.41.78* 阪井　裕希 津高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/25

10 1500m 4.41.81* 西本麻衣子 桑名高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/25

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
* 3000m 09.01.29* Ｓ・ワイリム デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第3戦(北見大会) 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 7/2
1 3000m 09.13.01* 小泉　直子 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第3戦(北見大会) 北海道 北見市東陵公園陸上競技場 7/2
2 3000m 09.26.77* 西山　遥香 伊賀白鳳高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22
3 3000m 09.26.90* 岡　未友紀 デンソー 一般 第1回静岡県長距離強化記録会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 6/28
4 3000m 09.30.57* 橋本　奈海 デンソー 一般 第3回静岡県長距離強化記録会 静岡 小笠山総合運動公園静岡ｽﾀｼﾞｱﾑ 10/11
5 3000m 09.32.88* 佐々木香穂 デンソー 一般 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 6/14
6 3000m 09.35.10* 床呂　沙紀 関西外大 大学 第7回京都陸協記録会 京都 京都市西京極総合運動公園補助競技場 11/8
7 3000m 09.36.50* 岩高　莉奈 四日市商高 3 高校 第2回静岡県長距離強化記録会 静岡 小笠山総合運動公園静岡ｽﾀｼﾞｱﾑ 9/20
8 3000m 09.39.56* 内藤　響加 伊賀白鳳高 3 高校 第2回静岡県長距離強化記録会 静岡 小笠山総合運動公園静岡ｽﾀｼﾞｱﾑ 9/20
9 3000m 09.45.05* 山田　祥穂 津高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22

10 3000m 09.46.29* 坂　　実咲 四日市商高 3 高校 第3回静岡県長距離強化記録会 静岡 小笠山総合運動公園静岡ｽﾀｼﾞｱﾑ 10/11



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 5000m 15.31.66* 高島　由香 デンソー 一般 第241回日体大長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 11/15
2 5000m 15.40.21* 小泉　直子 デンソー 一般 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場 10/12
3 5000m 15.42.11* 光延　友希 デンソー 一般 第241回日体大長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 11/15
* 5000m 15.50.72* Ｓ・ワイリム デンソー 一般 第23回 '14金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場 4/5
4 5000m 15.53.44* 水口　侑子 デンソー 一般 第241回日体大長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 11/15
5 5000m 15.55.36* 石橋　麻衣 デンソー 一般 第241回日体大長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 11/15
6 5000m 15.55.76* 岡　未友紀 デンソー 一般 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場 10/12
7 5000m 15.56.09* 橋本　奈海 デンソー 一般 第241回日体大長距離競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 11/15
8 5000m 16.14.26* 正井　裕子 デンソー 一般 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場 10/12
9 5000m 16.19.56* 床呂　沙紀 関西外大 2 大学 第3回静岡県長距離強化記録会 静岡 小笠山総合運動公園静岡ｽﾀｼﾞｱﾑ 10/11

10 5000m 16.26.68* 成岡　千夏 仏教大 3 大学 2014ﾅｲﾀｰﾄﾗｲｱﾙin丸亀 香川 香川県立丸亀競技場 10/11

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 10000m 31.55.81* 高島　由香 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦(網走大会) 北海道 網走市運動公園陸上競技場 7/6
2 10000m 32.17.24* 光延　友希 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦(網走大会) 北海道 網走市運動公園陸上競技場 7/6
3 10000m 32.31.37* 水口　侑子 デンソー 一般 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場 10/10
* 10000m 32.46.68* Ｓ・ワイリム デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦(網走大会) 北海道 網走市運動公園陸上競技場 7/6
4 10000m 34.30.03* 床呂　沙紀 関西外大 2 大学 第67回西日本学生陸上競技対校選手権大会 福岡 博多の森陸上競技場 7/4
5 10000m 34.36.59* 成岡　千夏 仏教大 3 大学 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第2戦(深川) 北海道 深川市 6/25
6 10000m 36.32.06* 三田　千文 皇學館大 4 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/18
7 10000m 37.44.06* 鈴木　美歩 東洋大 3 大学 第93回関東学生陸上競技対校選手権大会 神奈川 熊谷日産スタジアム 5/16

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 100mH(83.8cm_8.5m) 14.24* +0.1* 奥村ひかり 宇治山田商高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
2 100mH(83.8cm_8.5m) 14.59* +1.0* 小山　綾香 日体大 2 大学 第10回N.S.S.Uｵｰﾌﾟﾝ競技会 神奈川 日本休育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 8/9
3 100mH(83.8cm_8.5m) 14.67* +1.0* 佐野智佳子 四日市商高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/20
4 100mH(83.8cm_8.5m) 14.73* +1.5* 迫本　紘奈 宇治山田商高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10
5 100mH(83.8cm_8.5m) 14.98* +0.1* 辻　　彩美 慶大 3 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
6 100mH(83.8cm_8.5m) 15.01* -0.1* 山口　　薫 朝日大 大学 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 埼玉 熊谷 9/6
7 100mH(83.8cm_8.5m) 15.04* +1.5* 辰口　綾香 大体大 1 大学 第4回大阪体育大学競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 9/20
8 100mH(83.8cm_8.5m) 15.13* -0.4* 新貝　桃子 津商高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27
9 100mH(83.8cm_8.5m) 15.22* -1.3* 飯嶌あかり 宇治山田高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27

10 100mH(83.8cm_8.5m) 15.50* +1.2* 野呂　桃香 宇治山田高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 400mH(76.2cm_35.0m) 1.01.91* 奥村ひかり 宇治山田商高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
2 400mH(76.2cm_35.0m) 1.04.16* 島田　菜央 津西高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/11
3 400mH(76.2cm_35.0m) 1.04.32* 辻　りさ子 桑名高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
4 400mH(76.2cm_35.0m) 1.04.97* 石川　可奈 至学館大 4 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
5 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.02* 田中　杏沙 宇治山田商高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
6 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.16* 飯嶌あかり 宇治山田高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/28
7 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.27* 名古　　碧 亀山高 3 高校 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/23
8 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.71* 大西　　陽 宇治山田商高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/28
9 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.88* 奥野　春菜 至学館大 1 大学 東海学生陸上競技夏季大会 愛知 豊川市陸上競技場 8/9

10 400mH(76.2cm_35.0m) 1.06.90* 鈴木　　輝 津西高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 5000mW 23.28.31* 上野　侑香 日本陸送 27 一般 第1回三泗地区記録会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 4/29
2 5000mW 県高校新 24.19.15* 和田　菜摘 宇治山田高 3 高校 第35回四日市長距離選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 12/20
3 5000mW 25.27.43* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 第35回四日市長距離選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 12/20
4 5000mW 25.45.68* 川辺　佑奈 相可高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22
5 5000mW 26.35.25* 島田　真優 桑名高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
6 5000mW 26.37.92* 槙田　　恵 津商高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22
7 5000mW 26.57.40* 尾野　涼風 津商高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
8 5000mW 27.34.00* 井上　知夏 名張西高 1 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27
9 5000mW 27.37.69* アウドゥさくら ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 3 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
10 5000mW 27.54.03* 山本　幸穂 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 10000mW 県新 47.50.31* 上野　侑香 日本陸送 一般 第69回国民体育大会陸上競技 長崎 諫早 10/21
2 10000mW 50.29.48* 和田　菜摘 宇治山田高 3 高校 第8回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 12/13
3 10000mW 52.00.18* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 26年度広島県央競歩大会 広島 東広島運動公園陸上競技場 11/30

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 走高跳 1.70* 池住　瑞紀 愛知教大 2 大学 第67回西日本学生陸上競技対校選手権大会 福岡 博多の森陸上競技場 7/6
2 走高跳 1.65* 薮根　ゆい 三重教員ＡＣ 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
3 走高跳 1.63* 加藤　菜未 多気中 3 中学 第35回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ陸上競技選手権 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/31
4 走高跳 1.62* 前田　珠野 皇學館高 1 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
5 走高跳 1.60* 山根　芽衣 国士大 1 大学 日本GP第2戦 2014日本選抜陸上和歌山大会 和歌山 紀三井寺公園陸上競技場 4/26
6 走高跳 1.60* 山添玲央菜 近大高専 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
7 走高跳 1.60* 前村　絢音 御薗中 3 中学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
8 走高跳 1.60* 寺前　由紀 至学館大 3 大学 第46回鈴鹿市陸上競技選手権大会 三重 石垣池公園陸上競技場 8/2
9 走高跳 1.59* 松本　留佳 城田中 2 中学 第9回松阪陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/31

10 走高跳 1.58* 片山　和奈 文岡中 2 中学 第67回三重県中学校陸上競技大会学校対抗選手権 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 10/11



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 棒高跳 県ﾀｲ・県高校新 3.60* 中林　麻奈 相可高 3 高校 第62回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/23
2 棒高跳 3.50* 出口　瑞歩 宇治山田商高 高校 第2回全国高等学校陸上競技選抜大会 大阪 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 8/30
3 棒高跳 3.40* 板倉　七帆 宇治山田商高 高校 第2回全国高等学校陸上競技選抜大会 大阪 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 8/30
4 棒高跳 3.30* 泉　　有華 皇學館大 2 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
5 棒高跳 3.00* 早川　朋実 小俣中 2 中学 第63回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/11
6 棒高跳 2.90* 渡邉ゆりか 三重陸協 一般 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
7 棒高跳 2.90* 藤田　祐加 宇治山田商高 1 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
8 棒高跳 2.80* 小倉　沙耶 皇學館高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/11
9 棒高跳 2.80* 青木　桃子 宇治山田高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12

10 棒高跳 2.80* 濱口　紫帆 宇治山田商高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 走幅跳 5.76* +0.5* 林　　薫乃 宇治山田商高 2 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/20
2 走幅跳 5.58* +1.8* 斎藤　真帆 津西高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/11
3 走幅跳 5.53* +1.1* 辰口　綾加 大体大 1 大学 第17回天理大学大阪体育大学陸上競技対校選手権大会 大阪 浪商学園陸上競技場 8/6
4 走幅跳 5.52* +1.1* 谷田部美華 相可高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27
5 走幅跳 5.48* +1.3* 家田　真弥 宇治山田商高 3 高校 第63回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/11
6 走幅跳 5.47* +0.8* 浅野　玲奈 亀山中 3 中学 第67回三重県中学校陸上競技大会学校対抗選手権 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 10/12
7 走幅跳 5.46* +1.6* 飯嶌あかり 宇治山田高 2 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
8 走幅跳 5.45* +1.9* 保田真里奈 宇治山田商高 2 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27
9 走幅跳 5.44* +1.3* 寺田　菜美 皇學館大 3 大学 第9回松阪陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/31

10 走幅跳 5.44* +1.2* 梶野　　杏 豊浜中 3 中学 第36回東海中学校総合大会陸上競技 岐阜 長良川 8/9

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 三段跳 12.02* +1.5* 斎藤　真帆 津西高 高校 第2回全国高等学校陸上競技選抜大会 大阪 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 8/30
2 三段跳 11.96* +0.3* 大道　爽香 愛知教大 4 大学 第67回西日本学生陸上競技対校選手権大会 福岡 博多の森陸上競技場 7/5
3 三段跳 11.52* +0.1* 薮根　ゆい 三重教員ＡＣ 一般 第146回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
4 三段跳 11.40* +1.2* 野田奈津実 中京大 2 大学 第2回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 5/31
5 三段跳 10.98* -0.6* 保田真里奈 宇治山田商高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
6 三段跳 10.95* +0.5* 寺田　菜美 皇學館大 3 大学 第3回南勢地区陸上競技記録会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 10/19
7 三段跳 10.94* +1.1* 山添玲央菜 近大高専 3 高校 平成26年度国体第一次選考競技会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 4/20
8 三段跳 10.90* +0.1* 五島　美空 皇學館高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
9 三段跳 10.79* 0.0* 古川　結衣 皇學館高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26

10 三段跳 10.74* +0.3* 山根　芽衣 国士大 1 大学 第50回四大学対校陸上競技大会(国士大･順大･東海大･日女体大･日体大) 神奈川 相模原ギオンスタジアム 4/19

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 砲丸投(4.000kg) 12.48* 伊川　綾子 三重陸協 一般 第2回鈴鹿市記録会 三重 石垣池公園陸上競技場 5/3
2 砲丸投(4.000kg) 12.33* 鳥羽瀬めぐみ あけぼの高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
3 砲丸投(4.000kg) 12.11* 中村　千咲 鹿屋体大 1 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
4 砲丸投(4.000kg) 11.73* 太田　美穂 宇治山田商高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
5 砲丸投(4.000kg) 11.59* 濵田恵里奈 松阪商高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30
6 砲丸投(4.000kg) 11.44* 浦田　晏那 松阪商高 1 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/25
7 砲丸投(4.000kg) 11.15* 服部　美香 宇治山田商高 2 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/20
8 砲丸投(4.000kg) 11.11* 西村　理絵 岐阜経大 4 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/18
9 砲丸投(4.000kg) 11.10* 山下奈瑠美 三重大 2 大学 第63回 東海地区国立大学陸上競技会 岐阜 長良川競技場 6/7

10 砲丸投(4.000kg) 10.47* 阿竹　里緒 宇治山田商高 2 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 円盤投(1.000kg) 42.56* 伊川　綾子 三重陸協 一般 鈴鹿市選手権 三重 石垣池公園陸上競技場 8/3
2 円盤投(1.000kg) 41.27* 中村　千咲 鹿屋体大 大学 第4回鹿屋体育大学春季競技会 鹿児島 鹿屋体育大学陸上競技場 6/14
3 円盤投(1.000kg) 40.85* 渡邉真佑子 三重教員ＡＣ 一般 第49回三泗陸上競技選手権大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/14
4 円盤投(1.000kg) 40.49* 斎藤　志帆 国士大 3+ 大学 第8回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 3/24
5 円盤投(1.000kg) 40.19* 藤原　千春 松阪商高 1 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/28
6 円盤投(1.000kg) 37.95* 濵田恵里奈 松阪商高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
7 円盤投(1.000kg) 37.86* 藤岡　里奈 至学館大 4 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/16
8 円盤投(1.000kg) 37.81* 奥野　芳佳 日体大 1 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
9 円盤投(1.000kg) 37.66* 桐生　晃子 名張桔梗丘高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10

10 円盤投(1.000kg) 37.48* 黒宮　　渚 大体大 3+ 大学 第8回大阪体育大学競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 3/22

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 ハンマー投(4.000kg) 県高校新 53.28* 雪岡　野絵 宇治山田高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
2 ハンマー投(4.000kg) 51.72* 東　　　澪 相可高 3 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
3 ハンマー投(4.000kg) 50.65* 油谷　文月 九州共立大 1 大学 第42回九州学生陸上競技選手権大会 福岡 久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9/19
4 ハンマー投(4.000kg) 50.33* 濵田恵里奈 松阪商高 2 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26
5 ハンマー投(4.000kg) 41.77* 大辻　衣里 宇治山田高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/10
6 ハンマー投(4.000kg) 41.38* 早川　優花 桑名高 高校 第2回全国高等学校陸上競技選抜大会 大阪 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 8/30
7 ハンマー投(4.000kg) 40.16* 内山　朋香 日体大 3 大学 第93回関東学生陸上競技対校選手権大会 神奈川 熊谷日産スタジアム 5/17
8 ハンマー投(4.000kg) 40.16* 岡　　瑞姫 津商高 2 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
9 ハンマー投(4.000kg) 40.08* 西村　幸奈 南伊勢高 3 高校 第63回伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/11

10 ハンマー投(4.000kg) 38.54* 中林　瑞季 久居高 1 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/26



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 やり投(600g 1999～) 県新 53.26* 坂倉　杏奈 鹿屋体大 大学 第30回日本ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 10/3
2 やり投(600g 1999～) 49.63* 奥村つかさ 中京大 3 大学 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
3 やり投(600g 1999～) 48.83* 西岡　名月 大体大 大学 第2回大阪体育大学競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 5/24
4 やり投(600g 1999～) 48.30* 仰　　梨江 中京大 5 大学 第163回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
5 やり投(600g 1999～) 46.54* 森本　佳奈 国士大 4 大学 第2回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 4/26
6 やり投(600g 1999～) 45.40* 栗田　琴音 津西高 3 高校 第165回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/24
7 やり投(600g 1999～) 42.86* 中川　知春 至学館大 2 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/17
8 やり投(600g 1999～) 42.73* 山下奈瑠美 三重大 2 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/17
9 やり投(600g 1999～) 42.12* 向出　奈央 桑名西高 3 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/11

10 やり投(600g 1999～) 41.38* 安田　陽香 四日市四郷高 1 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/27

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 七種競技(1999～) 4451 山根　芽衣 国士大 1 大学 第30回日本ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会混成競技 長野 長野市営 5/31
2 七種競技(1999～) 4399 飯嶌あかり 宇治山田高 高校 第2回全国高等学校陸上競技選抜大会 大阪 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 8/31
3 七種競技(1999～) 4286 辰口　綾加 大体大 1 大学 第82回和歌山県陸上競技選手権大会(国民体育大会選手選考会) 和歌山 紀三井寺公園陸上競技場 7/11
4 七種競技(1999～) 3730 中西　陽菜 宇治山田商高 2 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
5 七種競技(1999～) 3680 早川　優花 桑名高 3 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
6 七種競技(1999～) 3549 新貝　桃子 津商高 2 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
7 七種競技(1999～) 3475 野間　愛加 皇學館大 1 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/18
8 七種競技(1999～) 3337 伊藤　瑞歩 松阪商高 2 高校 第1回桑員地区混成記録会 三重 東員町スポーツ公園陸上競技場 11/1
9 七種競技(1999～) 3145 水谷　彩夏 いなべ総合高 1 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/30

10 七種競技(1999～) 3139 鈴木　希望 皇學館大 4 大学 第80回東海学生陸上競技対校選手権大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 5/18

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 5km 17.06.* 高島　由香 デンソー 一般 第58回金栗記念熊日30Kﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本 熊本市 2/16
2 5km 17.08.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
3 5km 17.20.* 阪井　裕希 津高 2 高校 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
4 5km 17.25.* 坂本　喜子 Y.W.C 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
5 5km 17.26.* 打田　玲菜 津商高 2 高校 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
6 5km 17.32.* 正井　裕子 デンソー 一般 第4回 高橋尚子杯 ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜 ぎふ清流ハーフ 5/18
7 5km 17.47.* 古橋　亜巳 いなべ総合高 2 高校 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
8 5km 17.57.* 加藤　綾華 津商高 1 高校 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
9 5km 18.12.* 西本麻衣子 桑名高 2 高校 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7

10 5km 18.22.* 床呂　沙紀 関西外大 1+ 大学 平成25年度学連長距離ﾛｰﾄﾞ競技会 大阪 長居第2周回コース 2/8

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 10km 0.33.25.* 小泉　直子 デンソー 一般 第54回唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 佐賀 唐津１０マイルロードレースコース 2/9
2 10km 0.33.28.* 高力　香織 デンソー 一般 第54回唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 佐賀 唐津１０マイルロードレースコース 2/9
3 10km 0.33.40.* 佐々木香穂 デンソー 一般 第54回唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 佐賀 唐津１０マイルロードレースコース 2/9
4 10km 0.33.45.* 亀井久美子 デンソー 一般 第54回唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 佐賀 唐津１０マイルロードレースコース 2/9
5 10km 0.34.10.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
6 10km 0.34.20.* 岡　未友紀 デンソー 一般 第54回唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 佐賀 唐津１０マイルロードレースコース 2/9
7 10km 0.34.23.* 坂本　喜子 Y.W.C 一般 四日市ｼﾃｨﾛｰﾄﾞ 三重 四日市 4/6
8 10km 0.34.34.* 高島　由香 デンソー 一般 第58回金栗記念熊日30Kﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本 熊本市 2/16
9 10km 0.35.12.* 正井　裕子 デンソー 一般 第4回 高橋尚子杯 ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜 ぎふ清流ハーフ 5/18

10 10km 0.35.15.* 近藤奈菜美 デンソー 一般 第54回唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 佐賀 唐津１０マイルロードレースコース 2/9

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 15km 0.51.39.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
2 15km 0.51.57.* 高島　由香 デンソー 一般 第58回金栗記念熊日30Kﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本 熊本市 2/16
3 15km 0.53.15.* 正井　裕子 デンソー 一般 第4回 高橋尚子杯 ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜 ぎふ清流ハーフ 5/18
4 15km 0.53.37.* 坂本　喜子 Y.W.C 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
5 15km 0.56.30.* 亀井久美子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
6 15km 0.56.51.* 田畑　郁恵 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23
7 15km 0.57.50.* 山神　由佳 三重陸協 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
8 15km 0.58.01.* 木富　淑絵 Ｊ＆Ｅ久居 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
9 15km 1.01.08.* 岸野　徳子 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7

10 15km 1.01.17.* 石川　靖代 ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾑ 一般 第36回2013読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ(ﾊ-ﾌ.10k) 愛知 犬山 2/23

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 20km 1.09.06.* 高島　由香 デンソー 一般 第58回金栗記念熊日30Kﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本 熊本市 2/16
2 20km 1.09.13.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
3 20km 1.11.22.* 坂本　喜子 Y.W.C 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
4 20km 1.11.36.* 正井　裕子 デンソー 一般 第4回 高橋尚子杯 ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜 ぎふ清流ハーフ 5/18
5 20km 1.15.26.* 田畑　郁恵 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ 一般 2014神戸ﾏﾗｿﾝ 兵庫 神戸マラソンコース 11/23
6 20km 1.15.36.* 亀井久美子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
7 20km 1.17.02.* 山神　由佳 三重陸協 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
8 20km 1.18.03.* 木富　淑絵 Ｊ＆Ｅ久居 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
9 20km 1.21.49.* 岸野　徳子 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
10 20km 1.22.24.* 石川　靖代 ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾑ 一般 第36回2013読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ(ﾊ-ﾌ.10k) 愛知 犬山 2/23



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 25km 1.26.44.* 高島　由香 デンソー 一般 第58回金栗記念熊日30Kﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本 熊本市 2/16
2 25km 1.27.09.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
3 25km 1.31.34.* 坂本　喜子 Y.W.C 34* 一般 横浜国際女子ﾏﾗｿﾝ 神奈川 横浜 11/16
4 25km 1.34.35.* 亀井久美子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
5 25km 1.35.08.* 田畑　郁恵 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ 一般 神戸ﾏﾗｿﾝ 兵庫 神戸マラソンコース 11/23
6 25km 1.38.10.* 木富　淑絵 Ｊ＆Ｅ久居 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
7 25km 1.44.06.* 村田　祥江 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
8 25km 1.44.23.* 佐野　亜弓 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26
9 25km 1.44.50.* 岸野　徳子 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26

10 25km 1.44.50.* 梅山　里香 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 30km 1.44.19.* 高島　由香 デンソー 一般 第58回金栗記念熊日30Kﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本 熊本市 2/16
2 30km 1.45.29.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
3 30km 1.50.41.* 坂本　喜子 Y.W.C 34* 一般 横浜国際女子ﾏﾗｿﾝ 神奈川 横浜 11/16
4 30km 1.53.44.* 亀井久美子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
5 30km 1.55.21.* 田畑　郁恵 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ 一般 神戸ﾏﾗｿﾝ 兵庫 神戸 11/23
6 30km 1.59.11.* 木富　淑絵 Ｊ＆Ｅ久居 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
7 30km 2.05.26.* 村田　祥江 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
8 30km 2.05.57.* 岸野　徳子 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26
9 30km 2.06.08.* 佐野　亜弓 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26

10 30km 2.06.21.* 梅山　里香 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 35km 2.03.49.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
2 35km 2.10.07.* 坂本　喜子 Y.W.C 34* 一般 第6回横浜国際女子ﾏﾗｿﾝ大会The6thYOKOHAMAWOMEN'SMARATHON 神奈川 横浜国際女子マラソン 11/16
3 35km 2.13.03.* 亀井久美子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
4 35km 2.16.15.* 田畑　郁恵 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ 一般 神戸ﾏﾗｿﾝ 兵庫 神戸マラソンコース 11/23
5 35km 2.20.40.* 木富　淑絵 Ｊ＆Ｅ久居 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
6 35km 2.26.31.* 岸野　徳子 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26
7 35km 2.27.17.* 村田　祥江 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
8 35km 2.28.03.* 梅山　里香 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
9 35km 2.28.39.* 佐野　亜弓 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26

10 35km 2.28.59.* 石川　靖代 ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾑ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 40km 2.22.57.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
2 40km 2.32.29.* 亀井久美子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
3 40km 2.35.29.* 坂本　喜子 Y.W.C 34* 一般 北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 北海道マラソン 8/31
4 40km 2.37.11.* 田畑　郁恵 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ 一般 2014神戸ﾏﾗｿﾝ 兵庫 神戸マラソンコース 11/23
5 40km 2.42.55.* 木富　淑絵 Ｊ＆Ｅ久居 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
6 40km 2.47.38.* 岸野　徳子 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26
7 40km 2.50.11.* 梅山　里香 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
8 40km 2.51.05.* 村田　祥江 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
9 40km 2.51.22.* 石川　靖代 ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾑ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9

10 40km 2.52.07.* 佐野　亜弓 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 ハーフマラソン 1.13.07.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
2 ハーフマラソン 1.15.13.* 坂本　喜子 Y.W.C 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
3 ハーフマラソン 1.15.31.* 正井　裕子 デンソー 一般 第4回 高橋尚子杯 ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜 ぎふ清流ハーフ 5/18
4 ハーフマラソン 1.19.41.* 亀井久美子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
5 ハーフマラソン 1.20.46.* 田畑　郁恵 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2014 TOKYO MARATHON 2014 東京 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 2/23
6 ハーフマラソン 1.21.12.* 山神　由佳 三重陸協 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
7 ハーフマラソン 1.22.22.* 木富　淑絵 Ｊ＆Ｅ久居 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
8 ハーフマラソン 1.26.22.* 岸野　徳子 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 2014中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 三重 伊勢ハーフマラソンコース 12/7
9 ハーフマラソン 1.26.49.* 石川　靖代 ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾑ 一般 第36回2013読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ(ﾊ-ﾌ.10k) 愛知 犬山 2/23

10 ハーフマラソン 1.27.38.* 村田　祥江 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 マラソン 2.31.39.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
2 マラソン 2.40.46.* 坂本　喜子 Y.W.C 一般 第6回横浜国際女子ﾏﾗｿﾝ大会 神奈川 横濱国際女子マラソンコース 11/16
3 マラソン 2.40.47.* 亀井久美子 デンソー 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
4 マラソン 2.46.44.* 田畑　郁恵 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ 一般 神戸ﾏﾗｿﾝ 兵庫 神戸 11/23
5 マラソン 2.53.05.* 木富　淑絵 Ｊ＆Ｅ久居 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
6 マラソン 2.56.30.* 岸野　徳子 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26
7 マラソン 2.59.47.* 梅山　里香 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
8 マラソン 3.01.06.* 石川　靖代 ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾑ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9
9 マラソン 3.02.20.* 佐野　亜弓 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 第33回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 兼 第17回ｱｼﾞｱ競技大会代表選手選考競技会 大阪 大阪国際女子長距離走 1/26

10 マラソン 3.02.20.* 村田　祥江 元気ｱｯﾌﾟこものRC 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛知 名古屋 3/9



RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 5kmW 23.51.* 上野　侑香 日本陸送 一般 第53回全日本競歩輪島大会 石川 輪島５０Ｋｍコース 4/19
2 5kmW 25.24.* 島田　真優 桑名高 1+ 高校 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16
3 5kmW 25.34.* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 第53回全日本競歩輪島大会 石川 輪島５０Ｋｍコース 4/19
4 5kmW 26.19.* 川辺　佑奈 相可高 高校 第53回全日本競歩輪島大会 石川 輪島５０Ｋｍコース 4/20

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 10kmW 47.49.* 上野　侑香 日本陸送 一般 第53回全日本競歩輪島大会 石川 輪島５０Ｋｍコース 4/19

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 15kmW 1.16.53.* 上野　侑香 日本陸送 一般 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 20kmW 1.44.49.* 上野　侑香 日本陸送 一般 第97回日本陸上競技選手権大会 男子･女子20km競歩 兵庫 六甲アイランド甲南大学周辺コース 2/16

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 クロスカントリー4km 15.08.* 古橋　亜巳 いなべ総合高 2 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
2 クロスカントリー4km 15.42.* 池田　智音 四日市商高 1+ 高校 第28回福岡国際ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 福岡 福岡市海の中道公園 2/22
3 クロスカントリー4km 17.07.* 伊藤　麻有 いなべ総合高 1 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
4 クロスカントリー4km 17.08.* 伊藤　　楓 いなべ総合高 2 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
5 クロスカントリー4km 17.09.* 岩田　結希 いなべ総合高 2 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14
6 クロスカントリー4km 17.09.* 水谷　美咲 いなべ総合高 1 高校 2014全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 滋賀 希望が丘文化公園(滋賀県) 12/14

RANK 種目 記録 名前 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 クロスカントリー6km 20.27.* 小泉　直子 デンソー 一般 第28回福岡国際ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 福岡 福岡市海の中道公園 2/22
2 クロスカントリー6km 21.11.* 岡　未友紀 デンソー 一般 第28回福岡国際ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 福岡 福岡市海の中道公園 2/22
3 クロスカントリー6km 22.22.* 藤田　愛子 四日市商高 2+ 高校 第28回福岡国際ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 福岡 福岡市海の中道公園 2/22
4 クロスカントリー6km 23.29.* 北川　千里 四日市商高 1+ 高校 第28回福岡国際ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 福岡 福岡市海の中道公園 2/22



RANK 性別 種目 記録 名前 所属 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 女 4×100mR 46.80* 柴原有里加,林田　珠里那,一色　美咲,世古　　和 三重 一般 第69回国民体育大会陸上競技 長崎 諫早 10/20
2 女 4×100mR 47.19* 柴原有里加(1),上野　菜稚(1),一色　美咲(2),鈴木　塔子(1) 四日市商高 高校 第17回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 10/25
3 女 4×100mR 47.52* 柴原有里加(1),伊藤　美穂(2),一色　美咲(2),上野　菜稚(1) 四日市商高 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/21
4 女 4×100mR 47.58* 青木　聖奈(2),林　　薫乃(2),松葉みなみ(2),林田珠里那(2) 宇治山田商高 高校 第57回東海陸上競技選手権大会 岐阜 長良川 8/23
5 女 4×100mR 47.74* 青木　聖奈(2),林　　薫乃(2),迫本　紘奈(3),林田珠里那(2) 宇治山田商高 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
6 女 4×100mR 47.84* 若森　愛可(3),伊藤　美穂(2),一色　美咲(2),柴原有里加(1) 四日市商高 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
7 女 4×100mR 47.95* 江平　春花(1),伊藤　美穂(2),一色　美咲(2),上野　菜稚(1) 四日市商高 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/31
8 女 4×100mR 48.16* 青木　聖奈(2),林　　薫乃(2),大西　　陽(2),林田珠里那(2) 宇治山田商高 高校 第63回 伊勢度会陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 8/12
9 女 4×100mR 48.50* 長井　彩夏(3),中村　巴南(2),辻　りさ子(3),中世古祥恵(2) 桑名高 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12
10 女 4×100mR 48.63* 江平　春花(1),佐野智佳子(3),眞田　莉沙(2),鈴木　塔子(1) 四日市商高 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/12

RANK 性別 種目 記録 名前 所属 区分 競技会名 開催県 競技場名 競技日
1 女 4×400mR 3.53.78* 大西　　陽(2),田中　杏沙(3),奥村ひかり(3),直江実千瑠(3) 宇治山田商高 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22
2 女 4×400mR 3.54.48* 青木　聖奈(2),林田珠里那(2),林　　薫乃(2),大西　　陽(2) 宇治山田商高 高校 第5回ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム 11/8
3 女 4×400mR 3.56.28* 迫本　紘奈(3),田中　杏沙(3),奥村ひかり(3),直江実千瑠(3) 宇治山田商高 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
4 女 4×400mR 3.58.30* 辻　りさ子(3),中村　巴南(2),中世古祥恵(2),長井　彩夏(3) 桑名高 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
5 女 4×400mR 4.00.86* 大西　　陽(2),直江実千瑠(3),田中　杏沙(3),奥村ひかり(3) 宇治山田商高 高校 第44回三重県高等学校陸上競技春季大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 5/11
6 女 4×400mR 4.01.03* 廣　　舞佳(3),栂坂つぐみ(2),山村　琴音(3),中村　佳恵(2) 伊勢高 高校 第77回三重県陸上競技選手権大会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 7/13
7 女 4×400mR 4.01.19* 青木　聖奈(2),大西　　陽(2),林田珠里那(2),古川　紗也(2) 宇治山田商高 高校 第53回三重県高等学校新人陸上競技大会 三重 四日市市中央緑地陸上競技場 9/28
8 女 4×400mR 4.01.63* 辻　りさ子(3),長井　彩夏(3),近藤　早咲(3),中村　巴南(2) 桑名高 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1
9 女 4×400mR 4.01.93* 山岡　舞美(3),髙橋悠紗子(2),岡田　真英(3),小倉　宏美(3) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 高校 第61回東海高等学校総合体育大会陸上競技大会 愛知 瑞穂公園陸上競技場 6/22

10 女 4×400mR 4.01.96* 川口　結渚(3),大西　　陽(2),迫本　紘奈(3),直江実千瑠(3) 宇治山田商高 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重 三重県営総合競技場陸上競技場 6/1


