
新潟県高校記録
は2021年1月1日以降樹立 2021年07月04日 現在

男子

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 樹立年月日 会　　場

100m (手)10.4 田村　和宏 東京学館新潟 95.09.18 中条

(電)10.42 田村　和宏 東京学館新潟 96.10.13 広島

200m 21.00 田村　和宏 東京学館新潟 96.12.06 ニューデリー

400m 47.26 鈴木　大翼 新潟明訓 20.10.23 広島広域公園

800m 1.50.79 真保　学 三条 88.08.03 神戸

1500m 3.49.75 関口　友太 十日町 20.08.02 ビッグスワン

5000m 14.10.35 岸本　大紀 三条 18.11.11 健志台

10000m 29.43.15 畔上　和弥 関根学園 14.12.06 健志台

110mH
(106.7cm)

13.85 近藤　翠月 新潟産大附属 20.11.03 ビッグスワン

400mH 51.35 岩坂　柊人 長岡 19.08.06 沖縄

3000mSC 9.00.2 藤野　英之 柏崎 89.06.03 新潟

5000mW 20.19.70 近藤　岬 十日町 20.10.23 広島広域公園

4×100mR 40.53 新潟商 14.11.08 小笠山

大矢航輔・椎谷祐士・田村直也・相川心平

4×400mR 3.12.20 新潟明訓 20.10.18 横浜国際

野内　優義(2)　西野　拓志(2)　西野　航史(2)　鈴木　大翼(2)

走高跳 2.15 豊嶋　茂樹 新潟江南 88.10.02 新潟

棒高跳 5.05 佐藤　恭平 十日町 19.09.21 長岡

走幅跳 7.53 稲川　尚汰 新潟 15.06.02 ビッグスワン

三段跳 15.60 峰村　信弥 六日町 86.11.03 長岡

砲丸投
(6.0㎏)

17.05 阿部　敏明 長岡商業 17.07.31 山形総合

円盤投
(1.75㎏)

56.27 阿部　敏明 長岡商業 18.03.30 鴻ノ池

ハンマー投
(6.0㎏)

62.04 佐藤　裕也 新発田南 15.10.03 紀三井寺

やり投
(800g)

68.16 細田　淳史 東京学館新潟 93.10.25 鳴門

八種競技 5497 近江　秀明 三条 06.08.02-03 長居

11.56-6.66-11.63-52.18-16.16-46.54-1.98-4:39.48

高校駅伝 2.06.53. 中越 20.12.20 西京極

記録欄の※は、新潟県高校国内国際記録（仮称）

山崎　丞・品田　滉人・小山　一太・鈴木　孔士・古川　鼓太朗・遠藤　凜・黒谷　優



新潟県高校記録
は2021年1月1日以降樹立 2021年07月04日 現在

女子

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 樹立年月日 会　　場

100m 11.87 前山　美優 新潟商 13.06.01 長岡

200m 24.34 渡辺　梓 日本文理 04.06.20 松本

400m 54.06 渡辺　なつみ 長岡 06.10.15 ビッグスワン

800m 2.05.65 広田　有紀 新潟 13.08.02 大分銀行ドーム

1500m 4.19.45 太田　暁音 村上桜ヶ丘 06.07.01 神戸

※4.15.76 Ｍ・アキドル 開志国際 20.07.23 ビッグスワン

3000m 9.16.35 山口　麻衣子 三条東 00.10.18 富山総合

※ 8.52.17 Ｍ・アキドル 開志国際 20.12.06 健志台

5000m 15.58.15 藤石　佳奈子 三条 10.11.20 新潟

※ 15.10.10 Ｍ・アキドル 開志国際 20.10.29 ビッグスワン

100mH 13.77 吉井　里々子 新潟商 19.06.14 松本

400mH 59.68 西山　じゅり 新潟商 13.05.26 ビッグスワン

5000mW 22.22.06 山岸　芽生 十日町 20.10.23 広島広域公園

4×100mR 46.15 新潟商 19.06.13 松本

諸橋未桜・遠山侑里・菅原レイ・吉井里々子

4×400mR 3.42.24 新潟商 13.08.03 大分銀行ドーム

椎谷佳奈子・前山美優・田中友海・西山じゅり

走高跳 1.90 佐藤　恵 沼垂 83.07.10 新潟

棒高跳 3.40 小野　花織 柏崎 19.05.06 長岡

走幅跳 6.03 大滝　智春 新発田商工 79.08.03 大津

三段跳 12.40 茂田井　みさと 長岡大手 16.10.22 瑞穂

砲丸投
(4.0㎏)

13.66 拝野　紗生子 新潟明訓 09.06.20 松本

円盤投
(1.0㎏)

45.18 高橋　真津子 新潟青陵 71.08.23 新潟

ハンマー投
(4.0㎏)

52.64 北見　優花 長岡商 19.11.03 長岡

やり投
(600g)

50.81 小島　鈴菜 十日町総合 13.10.06 味の素スタジアム

七種競技 4849 村山　未有 十日町 07.06.16-17 西部緑地

14.62-1.53-10.58-25.98w-5.33-32.83-2:25.16

高校駅伝 1.11.24. 新発田商 97.12.12 京都

長谷川恵・若月紗弥華・横山さゆり・伊藤遙･宮村千鶴

記録欄の※は、新潟県高校国内国際記録（仮称）


