
新潟県記録
は2019年1月1日以降樹立 2019年12月15日　現在

男子

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 樹立年月日 会　　場

100m 10.25 田村　和宏 早稲田大 97.09.12 国立

200m 20.73 猪口　悠太 法政大 14.05.24 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

400m 45.81 若林　康太 駿河台大 18.05.06 長居

800m 1.49.05 市野　泰地 新潟アルビレックスＲＣ 17.08.05 岐阜経済大

1500m 3.41.29 小林　哲也 福田組 02.06.30 健志台

5000m 13.40.83 長谷川　裕介 上武大 10.05.01 パロアルト

※13.23.01 Ｊ・カリウキ セキノ興産 18.10.21 健志台

10000m 28.07.47 長谷川　裕介 上武大 10.11.20 健志台

110mH
(106.7cm)

13.59 栗城アンソニー・タイレル 新潟アルビレックスＲＣ 19.09.01 富士北麓公園

400mH 49.82 須貝　充 新潟アルビレックスＲＣ 19.09.22 長居

3000mSC 8.27.15 山田　和人 日産自動車 90.08.17 ベルリン

5000mW 19.45.63 小林　快 新潟アルビレックスＲＣ 19.07.17 東陵公園

10000mW 40.44.43 小林　快 新潟アルビレックスＲＣ 19.07.22 網走

4×100mR 39.89 新潟医療福祉大 15.09.11 長居

辺見祐太・横川康佑・山川宗一郎・倉部勇哉　

4×400mR 3.08.42 新潟医療福祉大 15.10.24 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

古川慶次・長谷川大輔・横川康佑・渡辺晃

走高跳 2.25 長谷川　直人 新潟アルビレックスＲＣ 19.05.26 新潟

棒高跳 5.60 松澤 ジアン 成治 新潟アルビレックスＲＣ 18.06.09 中京大

走幅跳 7.95 志田　哲也 アップルＳＣ教 96.05.06 水戸

三段跳 16.24 峰村　信弥 燕工業高教 92.06.28 新潟

砲丸投
(7.26㎏)

18.16 佐藤　征平 新潟アルビレックスＲＣ 19.10.07 笠松運動公園

円盤投
(2.0 ㎏)

57.18 小林　志郎 新潟日報 09.06.25 広島広域

ハンマー投
(7.26㎏)

64.06 横野　哲郎 国際武道大大学院 08.09.12 国立

やり投
(800g)

71.09 蝶名林　宏樹 国士大 19.04.30 健志台

十種競技 7526 大島　雄治 筑波大大学院 07.04.21-22 紀三井寺

10.84w/2.6-7.24/0.0-12.73-1.96-49.78-14.74/0.8-40.51-4.60-49.06-4:54.09

マラソン 2.11.39. 佐藤　舜 上武大 15.02.22 東京

20kmW 1.21.33. 小林　快 新潟アルビレックスＲＣ 19.06.08 ア・コルーニャ

50kmW 3.43.46. 小林　快 新潟アルビレックスＲＣ 19.04.14 輪島

記録欄の※は、外国人新潟県記録



新潟県記録
は2019年1月1日以降樹立 2019年12月15日　現在

女子

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 樹立年月日 会　　場

100m 11.51 前山　美優 新潟医療福祉大 17.06.10 平塚

200m 23.80 前山　美優 新潟医療福祉大 17.06.24 長居

400m 53.08 久保倉　里美 新潟アルビレックスＲＣ 07.06.30 長居

800m 2.04.33 広田　有紀 秋田大 18.06.24 維新百年記念公園

1500m 4.19.26 内山　千夏 玉川大 15.05.15 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

3000m 9.12.29 佐藤　絵理 名城大 06.09.23 豊橋

※ 8.58.45 メリー　シプコ 開志国際高 17.10.09 愛媛県総合

5000m 15.37.59 佐藤　絵理 名城大 05.10.23 岡山

10000m 33.26.70 天児　芽実 早稲田大 12.12.22 健志台

100mH 13.57 高橋　麻実 中央大 13.06.22 ShonanBMWｽﾀｼﾞｱﾑ

400mH 55.34 久保倉　里美 新潟アルビレックスＲＣ 11.06.26 長居

3000mSC 10.05.40 斉藤　梓 新潟アルビレックスＲＣ 11.06.11 熊谷

5000mW 23.06.03 岡本　範子 国士舘大 02.09.08 国立

10000mW 47.35.62 丸山　莉紗子 中京大 15.10.05 紀三井寺

4×100mR 45.61 新潟医療福祉大 16.10.29 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

新沢梨乃・前山美優・椎谷佳奈子・佐藤静香

4×400mR 3.41.41 新潟医療福祉大 16.09.04 熊谷

椎谷佳奈子・前山美優・坂井円・佐藤静香

走高跳 1.95 佐藤　恵 福岡大 87.05.17 平和台

棒高跳 4.15 青島　綾子 新潟アルビレックスＲＣ 19.10.04 笠松運動公園

走幅跳 6.13 駒沢　亜希子 東京女子体育大 03.07.06 横浜国際

三段跳 12.71 駒沢　亜希子 東京女子体育大 03.09.27 熊谷

砲丸投
(4.0㎏)

15.83 松田　昌己 新潟アルビレックスＲＣ 17.06.04 国士舘大

円盤投
(1.0㎏)

50.98 敷本　愛 新潟アルビレックスＲＣ 15.10.03 魚津桃山

ハンマー投
(4.0㎏)

53.87 松井　理沙 新潟医療福祉大 16.04.29 高田公園

やり投
(600g)

59.16 右代　織江 新潟アルビレックスＲＣ 19.05.19 長井

七種競技 4933 大関　奏 新潟医療福祉大 13.09.06-07 国立

14.94/1.0-1.63-9.48-27.02/-0.5-5.60/1.1-38.90-2:26.88

マラソン 2.38.47. 小池　瞳 新潟アルビレックスＲＣ 05.11.20 東京

20kmW 1.38.45. 岡本　範子 国士舘大 02.10.27 高畠

記録欄の※は、外国人新潟県記録



新潟県記録
は2019年1月1日以降樹立 2019年12月15日　現在

男女混合 ※2018年は参考記録

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 樹立年月日 会　　場

4×400mR 3.41.33 中越高 19.11.02 新発田

西潟　武杜・山村　紋叶・安達　有羽・杉本　陸

4×400mR 3.35.71 新潟県Ｕ１８選抜 19.10.26 本城

阿部　隼斗・岸　玲伽・矢島　美緒・中山　一心

参考 （3.35.14 新潟県Ｕ１８男女混合選抜 18.10.27 本城）

堀越　朝登・中川　聡美・山村　紋叶・岩坂　柊人


