
競技種目 記録 選手／チーム 所属 競技会名 競 技 場 名 月日

5000m 13:36:93 川瀬　翔矢 皇學館大 第274回日本体育大学長距離競技会 日体大学健志台 11/17

35ｋｍ 1:49:58 押川　裕貴 ＮＴＮ Hamburg　Marathon/GER Hamburg 04/28

110mH 13.63 藤井　亮汰 三重県体育協会 第74回国民体育大会 笠松運動公園 10/07

110mJH 13.79 古谷　新太 国武大 U20/U18日本陸上競技選手権 広島広域公園 10/18

400mH 0:58.73 奥林　凜 四日市商高 第66回東海高校総合体育大会 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 06/22

10000mW 0:46:34.98 園田　世玲奈 ＮＴＮ 第67回全日本実業団対抗選手権 長居･ 09/21

20kmW 1:22.49. 成岡　大輝 東洋大 第13回日本学生20km競歩選手権(20km) 能美市営20Km競歩 03/17

ハンマー投 59m68 濵田　恵里奈 九州共立大 第8回九州共立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞ競技会 九州共立大学 11/02

七種競技 5264点 飯嶌　あかり 中京大 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 09/13

競技種目 記録 選手／チーム 所属 競技会名 競 技 場 名 月日

20ｋｍ 0:59:03. 斎田　直輝 ＮＴＮ 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀付設長距離 02/03

走高跳 2m30 衛藤　昂 味の素ＡＧＦ 第35回静岡国際陸上競技大会 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 05/03

競技種目 記録 選手／チーム 所属 競技会名 競 技 場 名 月日

400mH 58:73 奥林　凜（3） 四日市商高 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 06/22

走高跳 2m12 本田　基偉(3) 近大高専 第6回奈良市陸協記録会 奈良市鴻ﾉ池 11/03

三段跳 15m65 伊藤　陸(3+) 近大高専 日本室内陸上競技大阪大会 大阪城ホール 02/03

円盤投 51m78 鴨澤　青海(3) 宇治山田商高 U20/U18日本陸上競技選手権大会 広島広域公園 10/20

円盤投 51m34 三井　康平(3) 稲生高 第27回日・韓・中ジュニア交流競技会 湖南省長沙市 08/27

ハンマー投 65m44 山川　滉心(3) 伊勢工高 第74回国民体育大会 笠松運動公園 10/04

八種競技 5802点 大井　悠(3) 皇學館高 第66回東海高校総合体育大会 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 06/23

駅伝 2:03.50. 伊藤　秀虎(3) 四日市工高 全国高校駅伝（男子第70回） 京都 12/22

小林　篤貴(3)

山中　秀真(3)

佐藤　榛紀(2)

清尾　琉斗(2)

山口　史朗(2)

小林　丈留(2)

競技種目 記録 選手／チーム 所属 競技会名 競 技 場 名 月日

棒高跳 5m10 松井　駿斗(3) 伊勢高 第72回全国高校総合体育大会 沖縄県総合 08/05

【高校の部　タイ記録】

令和元年に樹立された新記録

【一般の部】

【高校の部】

【一般の部　タイ記録】



競技種目 記録 選手／チーム 所属 競技会名 競 技 場 名 月日

100m 10:62 中山　智貴(3) 亀山中部中 第35回三重県中学校選抜陸上競技大会 伊勢 20190729

100m 10:74 松岡　大夢(3) 緑ヶ丘中 第35回三重県中学校選抜陸上競技大会 伊勢 20190729

100m 11:99 世古　綾葉(3) 伊勢港中 個人種目選手権 伊勢 20190616

100m 12:16 前田　紗希(3) 陵成中 第72回三重県中学 伊勢 20191020

800m 2:12:13 松本　未空(2) 平田野中 第41回東海中学校総合陸上競技大会 伊勢 20190809

800m 2:13:42 澤井　風月(3) 嬉野中 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20190518

1500m 4:26:20 澤井　風月(3) 嬉野中 第46回全日本中学校選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 20190824

1500m 4:30:11 松本　未空(2) 平田野中 第50回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 川崎市等々力 20191011

3000m 8:27:92 倉本　晃羽(3) 白子中 第190回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎 20191124

三段跳 11m35 池山　実侑(3) 城田中 第72回三重県中学 伊勢 20191019

三段跳 11m22 土井　なつみ(3) 厚生中 第72回三重県中学伊勢度会予選 伊勢･補助 20190927

三段跳 11m09 山本　紫織(2) 厚生中 第72回三重県中学 伊勢 20191019

三段跳 11m09 小林　玲那(3) 伊勢港中 第72回三重県中学 伊勢 20191019

三段跳 10m93 岡野　美月(3) 伊勢宮川中 第68回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢補助 20190812

混合　4×100mR 47:38 上野　叶夢(2) 県選抜 第2回津記録会 伊勢･補助 09/29

前田　紗希(3)

清水　彩加(2)

世古　綾葉(3)

4×100mR 48:19 小林　玲那(3) 伊勢港中 第46回全日本中学校選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 08/24

木下奈々花(3)

廣村　結(3)

世古　綾葉(3)

4×100mR 48:58 中村　美穂(3) 白子中 第41回東海中学校総合陸上競技 伊勢 08/09

徳山　叶愛(2)

清水　彩加(2)

松原　美空(3)

競技種目 記録 選手／チーム 所属 競技会名 競 技 場 名 月日

3年　60m 8:88 木下　奏人(3) 一志Ｂｅａｓｔ 第2回津記録会 伊勢･補助 20190929

3年　60m 9:05 北尾　琥太郎(3) いすずＵＫ 第35回三重県小学生陸上競技 伊勢 20190707

6年　100m 12:67 北尾　心映(6) いすずＵＫ 日清食品ｶｯﾌﾟ第35回全国小学生交流 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20190810

6年　800m 2:17:86 佐々木　勝紀(6) 保々ＲＣ 第20回ｼﾞｭﾆｱ陸上競技･ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 都立大井ふ頭 20191006

6年　800m 2:18:86 小林 勇斗(6) 厚生ＡＣ 第24回三重県小学生ｸﾗﾌﾞ対抗 伊勢              20190831

6年　800m 2:19:05 竹下　諒(6) ばりっこＣ 第4回名張市ﾄﾗｯｸ記録会 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20190929

ジャベリックボール投 52m20 中田　陽菜(6) いすずＵＫ 第24回三重県小学生ｸﾗﾌﾞ対抗 伊勢 20190831

【小学の部】

【中学の部】


