
男子                                        日本中学記録 

 

 １００ｍ            １０”６７    梨本 真輝  （千葉・流山南部）  Ｈ２０年  東総 

                   （手）１０”４          桑田 隆史    （大阪・寝屋川四）  Ｓ６３年  万博       

 ２００ｍ            ２１”３６        為末  大    （広島・五日市）      Ｈ ５年  国立       

  ４００ｍ                  ４８”２５        柳沢 純希    （北海道・大中山）  Ｈ１８年  丸亀 

                      （手）４８”２     西畑  匡    （愛知・竜南）        Ｈ ２年    瑞穂 

 ８００ｍ          １’５３”１５    和田 仁志  （長野・赤穂）    Ｓ５８年  国立    

  １５００ｍ        ３’５６”２     和田 仁志  （長野・赤穂）    Ｓ５８年  長野       

 ３０００ｍ        ８’２３”８０    大住  和  （北海道・大川）   Ｈ１７年  日産ｽﾀｼﾞｱﾑ       

 １１０ｍＨ          １３”８４    矢沢  航  （神奈川・岩崎）   Ｈ１８年  丸亀       

  走高跳           ２ｍ１０    境田 裕之    （北海道・春光台）  Ｓ６１年   国立 

  走幅跳           ７ｍ３２        佐々木勝利    （秋田・大曲南）   Ｈ ４年  八橋  

 三段跳            １４ｍ５８    小栗  忠  （静岡・笠井）    Ｈ ４年  草薙       

  砲丸投（４㎏）      １９ｍ４１    高久保雄介  （滋賀・明富）        Ｈ１３年    広島 

  砲丸投（５㎏）      １６ｍ７０    鈴木 郷史  （静岡・東伊豆稲取） Ｈ１８年  日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 

  円盤投            ６１ｍ２４    蓬田 和正  （兵庫・別府）        Ｈ１４年  横浜国際       

 四種競技                  ３０５４点        中村  仁  （兵庫・播磨南）    Ｈ１６年  敷島                        

                                                      

                                                近畿中学記録 

                                                                                                         

 １００ｍ            １０”６８    楊井佑輝緒    （兵庫・長峰）    Ｈ１３年  加古川     

                   （手）１０”４          桑田 隆史    （大阪・寝屋川四）  Ｓ６３年  万博       

 ２００ｍ            ２１”５８        桑田 隆史    （大阪・寝屋川四）  Ｓ６３年  開成山     

  ４００ｍ                  ４９”０５        山本  厚    （奈良・郡山南）      Ｓ６０年  円山 

                      （手）４８”９     加藤 義孝  （滋賀・聖徳）    Ｈ ２年  皇子山      

 ８００ｍ          １’５３”６７    足立 俊治  （兵庫・柏原）    Ｈ ２年  博多の森   

  １５００ｍ        ３’５９”０８    山崎 成人  （滋賀・水口）    Ｈ ５年  ユニバー       

 ３０００ｍ        ８’２７”９３    新庄 浩太  （京都・綾部）    Ｈ１７年  日産ｽﾀｼﾞｱﾑ       

 １１０ｍＨ          １４”０１    中村  仁  （兵庫・播磨南）   Ｈ１６年  加古川       

             （手）１４”０     弓削 貴史  （兵庫・太山寺）   Ｈ ６年  王子       

  走高跳           ２ｍ０６    松井 紀之    （奈良・田原本）     Ｓ６１年  橿原 

  走幅跳                      ７ｍ２９        高垣 圭秀  （和歌山・文成）   Ｈ ３年  西部 

 三段跳            １４ｍ５４    沢  秀典  （京都・樫原）    Ｈ１０年  山城       

  砲丸投（４㎏）      １９ｍ４１    高久保雄介  （滋賀・明富）        Ｈ１３年    広島  

 砲丸投（５㎏）      １５ｍ７５    花田 優平  （奈良・都祁）    Ｈ１９年  宮城 

  円盤投            ６１ｍ２４    蓬田 和正  （兵庫・別府）        Ｈ１４年  横浜国際       

  四種競技         ３０５４点    中村  仁  （兵庫・播磨南）      Ｈ１６年  敷島 

 

                                                兵庫中学記録 

                                                                                                      

  １００ｍ            １０”６８      楊井佑輝緒    （兵庫・長峰）    Ｈ１３年  加古川     

  ２００ｍ            ２１”８９        和田  篤  （港島）       Ｈ ６年  明石    

                      （手）２１”８     伊東 浩司    （鵯台）          Ｓ５９年    王子     

  ４００ｍ         ４９”２５    和田  篤    （港島）       Ｈ６年   瑞穂 

                      （手）４９”２     清水  崇  （神陵台）            Ｓ５６年  王子 

                            ４９”２     和田  篤    （港島）       Ｈ ６年  王子    

  ８００ｍ          １’５３”６７    足立 俊治  （柏原）       Ｈ ２年  博多の森 

  １５００ｍ        ４’０１”９８    小川 誉高  （龍野西）      Ｈ２０年  ユニバー      

  ３０００ｍ        ８’３１”４３    石本 文人  （横尾）       Ｈ ３年  国立     

  １１０ｍＨ          １４”０１    中村  仁  （播磨南）      Ｈ１６年  加古川     

              （手）１４”０     弓削 貴史  （太山寺）      Ｈ ６年  王子     

  走高跳           ２ｍ００    若島 宏康    （鈴蘭台）        Ｓ６２年  ユニバー       

  走幅跳                      ６ｍ９９        樋口 直人  （西落合）      Ｓ６２年  王子    

  三段跳            １４ｍ４９    小島 清志  （飛松）       Ｓ６１年  明石     

  砲丸投（４㎏）      １８ｍ４５     伊奈 龍哉  （由良）              Ｈ１５年  加古川 

 砲丸投（５㎏）      １５ｍ２７    竹内 宏伸  （福田）       Ｈ１９年  宮城  

  円盤投            ６１ｍ２４    蓬田 和正  （別府）           Ｈ１４年  横浜国際       

  四種競技         ３０５４点    中村  仁  （播磨南）         Ｈ１６年  敷島 

 

                           第３回兵庫中学記録会大会記録 

 

  ２・３年１００ｍ     １１”２２    上野 雄介  （豊岡南）            Ｈ１９年  加古川 

  １年１００ｍ              １２”０５        山口 貴裕    （平岡南）            Ｈ１２年    加古川   

                    （手）１１”６       古門 宣泰    （鹿島）       Ｈ ２年  明石     

                         １１”６          和田  篤    （港島）       Ｈ ４年  明石     

  ２・３年２００ｍ          ２２”３２        中居正太郎    （塩屋）              Ｈ１２年    加古川   

  ２・３年８００ｍ     １’５８”１          澤田 敏洋  （高倉）       Ｈ ２年  明石     

  ２・３年１５００ｍ  ４’０５”１９        小川 誉高  （龍野西）      Ｈ２０年  加古川   

  １年１５００ｍ      ４’２７”９     浅田  剛  （山陽）       Ｈ ７年  明石    

  ２・３年３０００ｍ  ８’４９”０３    志方 文典    （泉）           Ｈ１８年   加古川     

  ２・３年１１０ｍＨ      １４”７３        野村 建吾    （神吉）             Ｈ１３年    加古川   

                      （手）１４”４     山田 真利  （平野）       Ｈ ６年  明石   

  ２・３年棒高跳         ４ｍ４０    浅野 喜洋  （広陵）       Ｈ１２年  加古川   

  ２・３年走幅跳          ６ｍ３７    柘植 裕貴  （緑が丘）            Ｈ１９年  加古川 

  ２・３年三段跳        １３ｍ６３    西川 正毅  （本山）       Ｈ １年  王子     

  ２・３年砲丸投（４㎏）    １５ｍ０４    中尾 侑平  （志方）              Ｈ１６年  加古川 

  ２・３年砲丸投（５㎏）    １４ｍ１７    竹内 宏伸  （福田）       Ｈ１９年  加古川     

  ２・３年円盤投         ５４ｍ４４    蓬田 和正  （別府）       Ｈ１４年  加古川     

  ２・３年四種競技     ２９５７点    田中 新也  （小野南）      Ｈ２０年  加古川 

 



  女子                                        日本中学記録 

 

 １００ｍ            １１”７３    竹内 彩華  （兵庫・御影）    Ｈ１７年  加古川        

                   （手）１１”７          茂木 麻子    （山形・河北）    Ｈ１年   山形        

 ２００ｍ            ２４”４６        藤田 知香    （大分・上野ヶ丘）  Ｈ１９年  大分        

                      （手）２４”０          奥埜めぐみ    （兵庫・竜山）        Ｈ ４年  王子       

 ８００ｍ          ２’０７”８１    市川 良子  （山口・浅江）    Ｈ ３年  国立     

  １５００ｍ        ４’２１”４１    宮崎 安澄   （熊本・湖東）    Ｈ １年  国立        

  １００ｍＨ        １３”７７        上田  繭  （大阪・住吉第一）  Ｈ２０年  新潟 

                      （手）１３”７     東田  望  （奈良・郡山南）   Ｓ６２年   橿原 

  走高跳                     １ｍ８７    佐藤  恵  （新潟・木戸）    Ｓ５６年  国立  

  走幅跳           ６ｍ１９    池田久美子  （山形・酒田三）   Ｈ ７年  台北  

  砲丸投          １６ｍ４１    鈴木 梨枝  （栃木・宮の原）   Ｈ１７年  鴻ノ池  

  円盤投            ３９ｍ７７    助永 仁美  （兵庫・神戸生田）    Ｈ１５年  横浜国際        

 四種競技         ３１１０点    岡部ソフィ満有子（山形・宮川）    Ｈ１８年  丸亀                         

                                                                              

                                                近畿中学記録 

                                                                                                          

 １００ｍ            １１”７３    竹内 彩華  （兵庫・御影）    Ｈ１７年  加古川        

 ２００ｍ            ２４”６０        竹内 彩華  （兵庫・御影）    Ｈ１７年  加古川            

                      （手）２４”０          奥埜めぐみ    （兵庫・竜山）    Ｈ ４年  王子        

 ８００ｍ          ２’０９”３８    小林祐梨子  （兵庫・旭丘）    Ｈ１５年  加古川    

  １５００ｍ        ４’２４”１１    小林祐梨子  （兵庫・旭丘）    Ｈ１５年  加古川        

  １００ｍＨ        １３”７７        上田  繭  （大阪・住吉一）   Ｈ２０年  新潟 

                      （手）１３”７     東田  望  （奈良・郡山南）   Ｓ６２年   橿原    

  走高跳                     １ｍ７４    玉置 りさ  （和歌山・虎東）   Ｈ１６年  紀三井寺    

  走幅跳           ５ｍ９２    中村 悠子  （京都・京都文教）  Ｈ１３年  西京極 

               ５ｍ９２    宇都宮絵莉  （兵庫・平岡南）   Ｈ２０年  加古川   

  砲丸投          １５ｍ９２    助永 仁美  （兵庫・神戸生田）    Ｈ１５年  厚別      

  円盤投            ３９ｍ７７    助永 仁美  （兵庫・神戸生田）    Ｈ１５年  横浜国際        

 四種競技          ３０４６点    藤本 奈那  （兵庫・福崎東）   Ｈ２０年  加古川 

                                                                                                          

                                                兵庫中学記録 

                                                                                                          

 １００ｍ            １１”７３    竹内 彩華  （御影）       Ｈ１７年  加古川        

  ２００ｍ           ２４”６０        竹内 彩華  （御影）       Ｈ１７年  加古川  

                      （手）２４”０          奥埜めぐみ    （竜山）       Ｈ ４年  王子        

 ８００ｍ          ２’０９”３８    小林祐梨子  （旭丘）       Ｈ１５年  加古川    

  １５００ｍ        ４’２４”１１    小林祐梨子  （旭丘）       Ｈ１５年  加古川        

  １００ｍＨ        １４”０７    丸山 結花  （播磨南）      Ｈ１８年  加古川  

                      （手）１４”０     橋本明日香  （太山寺）      Ｈ ２年  王子 

                            １４”０          山田 香織  （平野）       Ｈ ３年  明石 

                            １４”０     赤坂 栄枝  （園田東）      Ｈ ７年  尼崎 

                            １４”０     清水 恵理  （塩屋）       Ｈ ９年  明石 

                            １４”０     毎床 結紀  （広畑）       Ｈ２１年  太子 

  走高跳                     １ｍ７０    銭谷  恵  （宝殿）       Ｓ５８年  明石   

  走幅跳           ５ｍ９２    宇都宮絵莉  （平岡南）      Ｈ２０年  加古川   

  砲丸投          １５ｍ９２    助永 仁美  （神戸生田）       Ｈ１５年  厚別      

  円盤投            ３９ｍ７７    助永 仁美  （神戸生田）       Ｈ１５年  横浜国際        

 四種競技          ３０４６点    藤本 奈那  （兵庫・福崎東）   Ｈ２０年  加古川 

   

                           第３回兵庫中学記録会大会記録 

 

  ２・３年１００ｍ          １２”０５        竹内 彩華  （御影）       Ｈ１７年  加古川                     

  １年１００ｍ              １３”００        村上 彩花    （宝殿）            Ｈ１９年    加古川      

                    （手）１２”８       楠 亜希子    （平野）       Ｈ ５年  明石        

  ２・３年２００ｍ          ２６”０７        大岡 沙織    （別府）              Ｈ１５年    加古川      

                      （手）２４”９          西村 美保    （宝殿）       Ｈ１０年  加古川      

  ３年８００ｍ       ２’１２”１４        小林祐梨子  （旭丘）       Ｈ１５年  加古川        

  ２年８００ｍ       ２’１５”４９        原  夏紀  （平岡）       Ｈ１８年  加古川      

  １年８００ｍ       ２’２２”２１    渡辺 真央  （大久保）      Ｈ１８年  加古川       

  ２・３年１５００ｍ    ４’３１”３８    小林祐梨子    （旭丘）          Ｈ１４年   加古川        

  ２・３年走幅跳       ５ｍ６２    藤井まりあ  （広畑）       Ｈ２０年  加古川 

  ２・３年砲丸投      １３ｍ４３    原田千恵子  （小田北）       Ｈ１８年  加古川 

  ２・３年円盤投         ３７ｍ６８    大原 優子  （飾磨中部）     Ｈ １年  王子        

  ２・３年四種競技     ２７９６点    神田 早妃  （福田）       Ｈ１７年  加古川      

 

 


