
記録 氏名 期日 大会名 場所 記録 氏名 期間 大会名 場所

１０．３４ 福島　聖 １７．０５．２８ 県高校 富山総合 １２．０９ 林　愛弓 ９０．１０．２３ 国民体育 博多の森

２１．０４ 福島　聖 １７．０８．０１ 全国高校 山形 ２４．７７ 中田　えみ香 ９３．０６．２０ 北信越高校 県営五福

４８．６６ 高野　一成 ９１．１０．１６ 国民体育 西部緑地 ５７．７５ 千々石　昌代 ８６．０６．２１ 北信越高校 西部緑地

１．５２．２４ 河上　雄哉 １６．０６．１９ 北信越高校 西部緑地 ２．０９．１１ 根塚　みのり １８．１０．０６ 国民体育 福井県営

３．４７．５４ 村島　匠 １３．０７．３１ 全国高校 大銀ドーム ４．２４．５４ 根塚　みのり １８．０６．１５ 北信越高校 福井県営

８．２０．８６ 河上　雄哉 １４．１０．２２ 国民体育 長崎総合 ９．２１．３５ 恒川　知優　 １９．０９．２１ ２７２回日体大記録会 健志台

１４．１１．８９ 村島　匠 １３．１１．２３ 中長距離記録会 県営五福 １６．２７．５６ 須河　沙央理 ０８．１１．２２ 駅伝選考会 富山総合

３１．２０．８７ 須河　宏紀 ０８．０７．２０ 県体一部 富山総合

１４．５８ 林　優雅 １９．０５．２５ 県高校 富山総合 １１０ｍＨ １００ｍＨ １３．８９ 中田　えみ香 ９３．１０．１５ 国民体育 鳴門県営

５２．２０ 高野　一成 ９１．１０．１４ 国民体育 西部緑地 ６１．７５ 山口　千春 １０．０６．１９ 北信越高校 ビックスワン

８．５９．１２ 村島　匠 １３．０６．１５ 北信越高校 富山総合

１９．３５．７９ 山崎　勇喜 ０１．０９．１６ 国体オープン 県営五福 ２３．２９．５７ 高山　瑞佳 １４．０７．３１ 全国高校 山梨中銀スタジアム

冨永　悠太 大野　舞

福島　聖 野村　来羽

飛山　大河 寺内　絵里奈

吉田　貴一朗 福島　沙帆

佐伯　忠好 大橋　麻里子

笠島　直人 金田　成美

大島　正靖 舛田　朋子

村木　毅行 千々石　昌代

村木　毅行

大島　正靖

松岡　純平

石丸　純一

浦野　雄平 谷口　知穂

日影　優哉 根塚　みのり

河上　雄哉 飯山　藍佳

岡里　彰大 １５．１２．２０ 全国高校駅伝 京都西京極 櫻井　亜紀

高倉　陸 恒川　知優

山本　龍太郎

榎本　大倭

２ｍ２２ 中澤　　優 １５．０２．０８ 2015日本ジュニア室内 大阪城ホール １ｍ８２ 平沢　美樹 ８１．０５．１２ クラブ対抗 県営五福

４ｍ３０ 神谷　浩平 ０６．０７．１５ 県高校総体 富山総合

７ｍ３７ 中澤　優 １４．０５．３０ 県高校総体 富山総合 ５ｍ８９ 平沢　美樹 ８２．１０．０５ 国民体育 松江

５ｍ８９ 福島　沙帆 １９．８．１１ 県体一部 富山総合

１４ｍ９８ 松岡　純平 ０２．０８．１７ 県体一部 富山総合 １３ｍ１０ 王　　　迪 ０１．０８．１８ 富山カップ 富山総合

１５ｍ１０ 宮本　竜太 ９９．０６．２０ 北信越高校 長野県営

１３ｍ３６ 東福寺　一貴 ０６．１０．２１ 北信越新人 西部緑地 １３ｍ７９ 任　　　嵐 ０２．１０．２２ 国民体育 高知総合

４８ｍ８０ 松林　仁志 ７９．０６．０３ 県高校総体 県営五福 ３８ｍ０７ 三ッ塚　桂子 ０２．０６．１６ 北信越高校 西部緑地

４２ｍ０５ 山本　聖音 １９．１０．０７ 国民体育 笠松

６１ｍ３４ 岩田　信浩 ８６．０６．２１ 北信越高校 新潟県営 ２７ｍ５７ 金林　栞 ０９．０７．１９ 県体一部 富山総合

５４ｍ７９ 有藤　宗一郎 ０６．０８．２０ 富山カップ 富山総合

６３ｍ１０ 臼澤　皓正 １９．１０．０７ 国民体育 笠松 ４５ｍ５８ 吉田　恵美 ０６．０６．１６ 北信越高校 県営福井

０９．０６．２０ 北信越高校 松本平広域 ０５．０９．２５ 県高校新人 県営五福

２０２１．１０．１　現在

１６．０５．２９ 県高校 富山総合

８００ｍ

１５００ｍ

３０００ｍ

４７．３２

種目

３０００ｍｓｃ

１．５８．３１ ０１．１１．０３ 小松記録会 市営末広

３．１９．４５ ４ｘ４００ｍＲ福井県営北信越高校

１００ｍ＋

２００ｍ＋

やり投げ

３００ｍ＋

円盤投げ（１．７５ｋｇ）

ハンマー投げ

砲丸投げ（６．０ｋｇ）

走り幅跳び

棒高跳び

三段跳び

女子２１．０９７５ｋｍ

駅　　伝

５０００ｍＷ

４ｘ１００ｍＲ

走り高跳び

４００ｍＲ

円盤投げ（１．５ｋｇ）

男子４２．１９５ｋｍ

砲丸投げ（５．４５ｋｇ）

１００ｍ

５０００ｍ

男  子 女  子

２００ｍ

４００ｍ

５４７７点 中嶋　俊文

１５．７１-４８ｍ１０－１ｍ７７－４．２６．９９

１１．３９－６ｍ４０－１１ｍ０９-５０．７１

１００００ｍ

２°０５’５７”

八種競技 七種競技

４０．７０

４００ｍＨ

５ｍ２６－４２ｍ００－２．３６．５７

日本選手権 国立競技場

１°０９’３６”

８７．０９．２３

１８．１２．２３ 全国高校駅伝 京都西京極

※朱色は県高校記録保持者

富山商業高等学校陸上競技部歴代最高記録

１９．０６．１４ 北信越高校 松本平広域

３．５２．５３０１．０６．２４

４４２２点 １６．７９－１ｍ４４－１０ｍ５６－２６．７７吉田　恵美


