
種目 記　録 氏　名 月日 大会 場所

１年１００ｍ １１”３１ 高　　琉斗 神奈川 宮崎 2019.10.11 ジュニアオリンピック 等々力

２年１００ｍ １０”８０ 高柳　　靖 栃木 毛野 1989.8.9 関東 上尾

３年１００ｍ １０”６７ 梨本　真輝 千葉 流山南部 2008.7.28 県総体 千葉

共通２００ｍ ２１”３８ イブラヒム貞哉 神奈川 永田 2015.8.7 関東 笠松

共通４００ｍ ４８”１８ 谷川　鈴扇 群馬 邑楽 2009.8.24 全日本中学 大分

共通８００ｍ １’５４”０９ 山崎　浩二 埼玉 越谷東 1989.8.20 全日本中学 松江

１年１５００ｍ ４’０５”２７ 大類　康靖 群馬 新里 2014.11.1 ジュニアオリンピック 横浜

共通１５００ｍ ３’５８”２８ 小林　航央 茨城 取手東 2011.9.24 日体大記録会 健志台

共通３０００ｍ ８’１８”７０ 鈴木　琉胤 千葉 小金北 2021.11.23 U16Long Distance Run 千葉

共通１１０ｍＨ １３”８４ 矢澤　　航 神奈川 岩崎 2006.8.21 全日本中学 丸亀

飯原　圭祐

磯部　隼汰

大須賀　智紀

齊藤　友哉

小池　雄作

綱川　隼人

梨本　真輝

田子　大輔

共通走高跳 ２ｍ０７ 相澤　真一 千葉 八千代台西 1990.10.14 ジュニアオリンピック 草薙

共通棒高跳 ５ｍ０５ 古沢　一生 群馬 新町 2018.2.3 室内陸上 大阪城

１年走幅跳 ６ｍ３８ 久保木裕也 千葉 香取 2005.10.28 ジュニアオリンピック 横浜

共通走幅跳 ７ｍ２９ 片山　大地 東京 杉並和田 2019.8.9 関東 小瀬

共通砲丸投 １６ｍ２４ 小森　直史 山梨 早川 2018.10.14 ジュニアオリンピック 横浜

共通円盤投 ４５ｍ３１ 桜井　　剛 茨城 城西 2005.2.6 筑波大投擲競技会 筑波大
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関東中学生最高記録（男子）
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都道府県・学校名

国立

４×１００ｍＲ

埼玉

千葉

全日本中学 岡山

上柚木110mH - 砲丸投 - 走高跳 - 400m

【 14"29 - 12m92 - 1m87 - 52"55 】

共通四種競技 東京 桐　朋 2020.8.30 通信



2021.11.23

種目 記　録 氏　名 月日 大会 場所

１年１００ｍ １１”９８ ハッサン ナワール 千葉 松戸五 2017.10.8 県新人 千葉

２年１００ｍ １１”８８ ハッサン ナワール 千葉 松戸五 2018.9.23 東女体競技会 東女体

３年１００ｍ １１”６１ 土井　杏南 埼玉 朝霞一 2010.8.23 全日本中学 鳥取

共通２００ｍ ２３”９９ ハッサン ナワール 千葉 松戸五 2019.10.11 ジュニアオリンピック 川崎

１年８００ｍ ２’１３”９７ 谷藤　千夏 千葉 海神 2013.10.6 県新人 千葉

共通８００ｍ ２’０８”５１ 武田　志帆 埼玉 住吉 2009.8.22 全日本中学 大分

共通１５００ｍ ４’１９”９３ 中川　文華 埼玉 朝霞三 2011.10.8 国体 山口

共通１００ｍＨ １３”５６ 澤田ｲﾚｰﾈｵｷﾞﾓﾝｷﾞ 東京 調布四 2012.6.4 夢の島カーニバル 夢の島

金子　由衣

原賀　祥乃

田中　美央

土井　杏南

森澤　優佳

渡辺千奈津

佐藤　葵唯

ﾊｯｻﾝ　ﾅﾜｰﾙ

共通走高跳 １ｍ７７ 青葉　幸紀 埼玉 東松山南 1985.9.7 小瀬

共通棒高跳 ３ｍ９０ 柳川　美空 群馬 南橘 2020.10.1 日本選手権 デンカ

１年走幅跳 ５ｍ５８ 白土　莉紅 千葉 八日市場二 2017.10.8 県新人 千葉

共通走幅跳 ６ｍ２０ 藤山　有希 神奈川 足柄台 2016.10.7 国体 北上

共通三段跳 １２ｍ０３ 剣持　早紀 山梨 山梨南 2009.11.01 やまびこ記録会 やまびこ

共通砲丸投 １６ｍ４１ 鈴木　梨枝 栃木 宮の原 2005.3.31 記録会 鴻池

共通円盤投 ３７ｍ１３ 久保田優華 東京 十条富士見 2018.10.13 ジュニアオリンピック 横浜

３０６９ｐ 安井麻里花

共通四種競技 神奈川 東野 2018.8.20 全日本中学 岡山100mH - 走高跳 - 砲丸投 - 200m

【 14"56-1m63-10m99-25"93 】

４６”３４ 千葉 千葉県選抜 2018.10.14 ジュニアオリンピック 横浜

関東中学生最高記録（女子）

都道府県・学校名

４×１００ｍＲ

４７”３０ 埼玉 朝霞一 2010.8.24 全日本中学 大分


