
種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 学年 年月日 会場名 大会名

１００ｍ 10.88 手塚　康太 白川中 3 2009/8/10 長良川 通信陸上

２００ｍ 21.86 野村　治平 金山中 3 2018/8/9 長良川 東海中学総体

４００ｍ 49.07 岩垣　勇司 神岡中 3 2017/8/22 熊本県民総合 全日本中学選手権 県中学記録

８００ｍ 1:55.36 石本　湧大 中山中 3 2018/8/20 岡山総合 全日本中学選手権

１５００ｍ 4:03.70 浅岡　満憲 古川中 3 2007/8/23 宮城 全日本中学選手権

３０００ｍ 8:28.67 浅岡　満憲 古川中 3 2007/10/28 横浜日産 ジュニアオリンピック 県中学記録

１１０ｍH 14.80 松田　太一 下呂中 2014/7/27 長良川 県中学総体

４×１００ｍR 44.9
松井正英・日下部光
松葉浩志・田中正俊 松倉中 1986/9/7 中山 飛騨選手権

走高跳 1.90 山本　昭裕 神岡中 1972/11/4 国立 日本ジュニア

1.90 加藤　　悠 金山中 1994/7/17 長良川 通信陸上

1.90 中井　翔輝 下呂中 2014/8/19 丸亀 全日本中学選手権

棒高跳 3.80 田中 廉治郎 中山中 2016/8/10 パロマ瑞穂 東海中学総体

走幅跳 7.06 日下部　光 松倉中 1985/11/2 国立 ジュニアオリンピック 県中学記録

砲丸投(5.0kg) 15.34 伊藤　勇吏 下呂中 3 2009/10/21 横浜 ジュニアオリンピック

砲丸投(4.0kg) 15.49 加藤　源樹 金山中 1997/7/13 長良川 通信陸上

円盤投(1.5kg) 28.63 熊崎　奏斗 金山中 3.00 2017/9/2 長良川 県ジュニア

ジャべリック 61.84 細江　悠仁 金山中 3 2017/10/27 味の素 ジュニアオリンピック

三種A 2707 田口　智洋 東山中 3 1994/7/17 　 　

三種B 2978 原田　正博 栃尾中 3 1990/7/8 　 　

四種 2444 奥村　拓実 金山中 3 2012/6/2 多治見 県学年別

男子
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種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 学年 年月日 会場名 大会名

１００ｍ 12.22 成原　沙羅 日枝中 3 2015/8/20 厚別 全日本中学選手権

２００ｍ 25.24 成原　沙羅 日枝中 3 2015/7/12 長良川 通信陸上

４００ｍ 59.41 松嶋　真矢 下呂中 3 2015/5/4 中山 飛騨春季記録会

８００ｍ 2:13.52 山腰　亜依 日枝中 3 2019/8/22 長居 全日本中学選手権 新記録

１５００ｍ 4:31.63 山腰　亜依 日枝中 3 2019/8/9 伊勢 東海中学総体 新記録

３０００ｍ 9:35.76 堀　　優花 中山中 2011/10/30 横浜 ジュニアオリンピック

１００ｍH 14.30 市村　紅葉 金山中 2013/8/21 瑞穂 全日本中学選手権

４×１００ｍR 49.86
笠井柚花・新井友梨
菅沼琴音・成原沙羅 日枝中 2015/7/11 長良川 通信陸上

走高跳 1.68 日焼　尚子 松倉中 1981/10/11 岐阜 県中学新人 県中学記録

走幅跳 5.63 中村　光希 小坂中 3 2009/6/20 中山 地区中学総体

砲丸投 14.43 林　　芹圭 竹原中 3 2014/7/27 長良川 県中学総体

円盤投 28.28 杉山　郁香 金山中 3 2009/9/5 長良川 県ジュニア

ジャべリック 37.83 中田　寛乃 神岡中 3 2012/8/25 長良川 県ジュニア

三種A 2600 蟹沢　敦子 東山中 　 1980/8/4 　 　

三種B 2846 中村　有希 小坂中 2 2003/6/29 長良川 県混成

四種 2899 河尻　優來 金山中 3 2019/7/6 長良川 県選手権 新記録

女子
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