
（男子の部）

100m 9"98 小池　祐貴 (住友電工) '19.7.20 2019 IAAFダイヤモンドリーグ ロンドン

200m 20"24 小池　祐貴 (住友電工) '19.7.21 2019 IAAFダイヤモンドリーグ ロンドン

400m 45"03 山村　貴彦 (日本大) '00.9.9 スーパー陸上 横浜国際

800m 1'47"61 花村　拓人 (関西学院大) '18.9.22 第265回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台

1500m 3'41"52 森川　裕之 (大阪府警) '06.7.22 ナイトオブアスレチックス ヒューズデン

5000m 13'35"94 野中　優志 (大阪ガス) '20.7.8 ホクレンディスタンス・チャレンジ第1戦

(国際) 13'22"40 A・K・マイナ (興國高) '21.7.3 ホクレンディスタンス・チャレンジ第2戦 深川

10000m 27'35"33 中山　竹通 (ダイエー) '87.7.2 フィンランドワールドゲーム ヘルシンキ

110mH 13"71 河嶋　亮太 (旭油業株式会社) '21.9.26 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居

400mH 48"69 爲末　　大 (大阪ガス) '02.9.16 スーパー陸上 横浜国際

3000mSC 8'39"8 金田　　剛 (ダイエー) '84.10.28 第24回実業団・学生対抗 小田原

5000mW 19'31"64 濱西　　諒 (明治大) '19.11.9 第13回蓮田市選手権大会兼2019長距離記録会 上尾運動公園

10000mW 39'58"21 鈴木　　匠 (順天堂大) '19.12.8 2019長崎陸協競歩大会 佐世保

4×100mR 39"57
滝本・坂井
坂本・多田

(大阪) '17.10.9 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園

坂井・滝本
佐野・濱島

(関西大) '19.10.26 第103回日本陸上競技選手権リレー

4×400mR 3'08"61
松本・小林
小田原・福田

(大阪市立大) '19.9.14 第88回日本学生対校選手権大会 長良川

ハーフマラソン 1ﾟ00'58" 野中　優志 (大阪ガス) '20.2.9 第48回全日本実業団ハーフマラソン 山口

(国際) 1ﾟ00'12" P・M・ワンブィ (ＮＴＴ西日本) '21.2.14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口

マラソン 2ﾟ08'15" 中山　竹通 (ダイエー) '85.4.13 ワールドカップマラソン 広島

10㎞W 41'09" 野田　明宏 (明治大) '16.3.20 第40回全日本競歩能美大会 能美市営

20㎞W 1ﾟ20'04" 野田　明宏 (明治大) '17.3.19 第11回日本学生20km競歩選手権 能美市営

50㎞W 3ﾟ50'14" 小池　昭彦 (日立製作所) '99.10.31 全日本高畠競歩大会 高畠

走高跳 2m28 藤田　渓太郎 (佐竹食品AC) '20.10.24 GP第7回木南道孝記念競技会 ヤンマースタジアム長居

棒高跳 5m41 堀田　早人 (中京大) '14.10.25 第６回中京大学土曜競技会 中京大梅村

走幅跳 8m25 森長　正樹 (日本大) '92.5.5 第８回静岡国際陸上 草薙

三段跳 16m51 藤林　献明 (鹿屋体育大) '08.7.6 第21回南部忠平記念陸上 函館

砲丸投 17m94 村川　洋平 (泉大津AC) '04.6.6 第88回日本陸上競技選手権大会 布勢

円盤投 53m20 谷口　真太郎 (国士舘大) '16.5.3 第93回日本体育大学競技会 日体大健志台

ハンマー投 71m37 福田　翔大 (日本大) '21.6.26 第105回日本陸上競技選手権大会 ヤンマースタジアム長居

やり投 77m50 中西　啄真 (大体大ＴＣ) '21.5.29 第2回大阪体育大学競技会 浪商学園

十種競技 7752点 丸山　優真 (日本大) '18.6.16 第102回日本陸上競技選手権混成競技 長野市営

（女子の部）

100m 11"48 北田　敏恵 (大阪体育大T&F) '96.6.7 第80回日本陸上競技選手権大会 長居

200m 23"73 北田　敏恵 (大阪体育大T&F) '96.4.29 第30回織田記念国際陸上 広島広域

400m 52"38 青山　聖佳 (大阪成蹊大職) '19.9.22 第88回大阪陸上競技選手権大会 ヤンマースタジアム長居

800m 2'02"71 川田　朱夏 (東大阪大) '18.5.3 第34回静岡国際競技会 静岡スタジアム

1500m 4'11"34 萩谷　　楓 (エディオン) '21.9.24 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居

3000m 8'48"12 萩谷　　楓 (エディオン) '20.7.8 ホクレンディスタンス・チャレンジ第2戦 深川

5000m 14'59"36 萩谷　　楓 (エディオン) '21.9.26 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居

10000m 31'24"00 大越　一恵 (ダイハツ) '03.9.27 第51回全日本実業団対抗選手権 岡山

100mH 12"87 寺田　明日香 (ジャパンクリエイト) '21.6.1 第8回木南通孝記念競技会 ヤンマースタジアム長居

400mH 56"21 米田　知美 (中央大) '12.6.9 第96回日本陸上競技選手権大会 長居

3000mSC 9'48"76 石澤　ゆかり (エディオン) '20.12.4 第104回日本陸上競技選手権大会・長距離種目 ヤンマースタジアム長居

5000mW 21'27"52 小西　祥子 (大阪茗友ク) '07.6.23 第75回大阪陸上競技選手権大会 長居第２

4×100mR 45"31
竹内・青山
酒井・西尾

(大阪) '19.10.8 第74回国民体育大会 笠松運動公園

4×400mR 3'36"67
上山・名倉
新宮・三木

(東大阪大) '12.10.28 第96回日本陸上競技選手権リレー 横浜国際

ハーフマラソン 1ﾟ08'32" 松田　瑞生　 (ダイハツ) '21.5.5 札幌チャレンジハーフマラソン 札幌

マラソン 2ﾟ21'47" 松田　瑞生 (ダイハツ) '20.1.26 第39回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子長距離競走路

10㎞W 43'45" 三森　理恵 (ヤマハ関西) '98.1.25 第81回日本選手権競歩 六甲アイランド

20㎞W 1ﾟ28'58" 藤井　菜々子 (エディオン) '19.6.8 2019 IAAF競歩グランプリ ラコルーニャ

走高跳 1m92 青山　　幸 (大阪陸協) '04.7.3 第72回大阪陸上競技選手権大会 長居

棒高跳 4m10 竜田　夏苗 (武庫川女子大) '13.4.14 2013年兵庫春季記録会 神戸総合

走幅跳 6m24 秦　澄美鈴 (武庫川女子大) '18.6.30 第71回西日本学生対校選手権 沖縄県総合運動公園

三段跳 13m65 河合　栞奈 (大阪成蹊大) '19.9.15 第88回日本学生対校選手権 長良川

砲丸投 16m57 郡　菜々佳 (九州共立大) '17.9.8 第86回日本学生対校選手権 福井

円盤投 59m03 郡　菜々佳 (九州共立大) '19.3.23 第1回九州共立大チャレンジ競技会 九州共立大

ハンマー投 62m02 浅田　鈴佳 (武庫川女大ク) '17.6.23 第101回日本選手権 ヤンマースタジアム長居

やり投 62m88 森　　友佳 (ニコニコのり) '19.6.28 第103回日本陸上競技選手権大会 博多の森

七種競技 5367点 シュレスタ　まや (筑波大) '18.5.27 第97回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園

　2021年12月31日現在

日本選手権種目

大阪選手権種目



（男子の部）

100m 10"07 多田　修平 (関西学院大) '17.9.9 第86回日本学生対校選手権 福井

200m 20"65 笠谷　洸貴 (近畿大) '20.8.29 Athele Night Games in FUKUI 2020 福井

400m 45"03 山村　貴彦 (日本大) '00.9.9 スーパー陸上 横浜国際

800m 1'47"61 花村　拓人 (関西学院大) '18.9.22 第265回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台

1500m 3'44"61 熊崎　健人 (帝京大) '14.7.27 第11回トワイライト・ゲームス 代々木

5000m 13'45"2 沢木　啓祐 (順天堂大) '65.8.28 ユニバーシアード ブタペスト

10000m 28'26"03 山中　秀仁 (日本体育大) '13.6.29 ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 深川

110mH 13"72 清水　功一朗 (関西学院大) '21.6.6 布勢スプリント 布勢運動公園

400mH 49"41 小西　勇太 (立命館大) '11.6.26 第79回大阪陸上競技選手権大会 長居

3000mSC 8'52"6 山口　　賢 (大阪体育大) '82.6.13 第35回西日本学生対校選手権大会 瑞穂

10000mW 39'58"21 鈴木　　匠 (順天堂大) '19.12.8 2019長崎陸協競歩大会 佐世保

4×100mR 39"57
坂井・滝本
佐野・濱島

(関西大) '19.10.26 第103回日本陸上競技選手権リレー

4×400mR 3'08"61
松本・小林
小田原・福田

(大阪市立大) '19.9.14 第88回日本学生対校選手権大会 長良川

ハーフマラソン 1ﾟ02'09 山中　秀仁 (日本体育大) '14.3.2 第17回日本学生ハーフマラソン選手権 立川

20㎞W 1ﾟ20'04 野田　明宏 (明治大) '17.3.19 第11回日本学生20km競歩選手権 能美市営

走高跳 2m25 藤田　渓太郎 (立命館大) '19.5.25 2019台湾国際陸上オープン 台北

棒高跳 5m41 堀田　早人 (中京大) '14.10.25 第６回中京大学土曜競技会 中京大梅村

走幅跳 8m25 森長　正樹 (日本大) '92.5.5 第８回静岡国際陸上 草薙

三段跳 16m51 藤林　献明 (鹿屋体育大) '08.7.6 第21回南部忠平記念陸上 函館

砲丸投 17m66 アツオビン　ジェイソン (福岡大) '21.9.25 第49回九州学生選手権 久留米スポーツセンター

円盤投 53m20 谷口　真太郎 (国士舘大) '16.5.3 第93回日本体育大学競技会 日体大健志台

ハンマー投 71m37 福田　翔太 (日本大) '21.6.26 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居

やり投 76m02 乾　　周也 (関西大) '12.5.13 第89回関西学生対校選手権大会 長居第２

十種競技 7752点 丸山　優真 (日本大) '18.6.16 第102回日本陸上競技選手権混成競技 長野市営

（女子の部）

100m 11"57 青山　華依 (甲南大) '21.8.28 Athlete Night Games in FUKUI 2021 9.98スタジアム

200m 23"91 青山　華依 (甲南大) '21.10.22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居

400m 53"22 石塚　晴子 (東大阪大) '16.5.13 第93回関西学生対校選手権大会 ヤンマースタジアム長居

800m 2'02"71 川田　朱夏 (東大阪大) '18.5.3 第34回静岡国際競技会 静岡スタジアム

1500m 4'16"52 髙松　智美ムセンビ (名城大) '19.6.28

3000m 8'58"63 髙松　智美ムセンビ (名城大) '18.5.20 ゴールデングランプリ大阪大会 ヤンマースタジアム長居

5000m 15'28"32 大森　菜月 (立命館大) '15.6.28 第99回日本選手権大会 デンカビッグスワンスタジアム

10000m 32'22"08 堀岡　智子 (大阪体育大) '04.5.21 第81回関西学生対校選手権大会 長居第２

100mH 13"18 田中　佑美 (立命館大) '19.8.17 第1回Athlete Night Games in FUKUI 9.98スタジアム

400mH 56"62 米田　知美 (中央大) '12.6.10 第96回日本選手権大会 長居

3000mSC 9'55"01 西出　優月 (関西外国語大) '20.12.4 第104回日本陸上競技選手権・長距離種目 ヤンマースタジアム長居

10000mW 46'38"56 下岡　仁美 (同志社大) '21.10.22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居

4×100mR 45"92
吉田・名倉
正垣・三木

(東大阪大) '12.10.27 第96回日本選手権リレー 日産スタジアム

4×400mR 3'36"67
上山・名倉
新宮・三木

(東大阪大) '12.10.28 第96回日本選手権リレー 日産スタジアム

ハーフマラソン 1ﾟ12'44 柳谷　日菜 (関西大) '20.1.26 第1回関西学生ハーフマラソン選手権大会 大阪

20㎞W 1ﾟ33'43 坂倉　良子 (国士舘大) '99.1.31 第82回日本選手権競歩 神戸

走高跳 1m85 青山　　幸 (中京女子大) '00.4.29 第34回織田記念国際陸上 広島広域

棒高跳 4m10 竜田　夏苗 (武庫川女子大) '13.4.14 兵庫春季記録会 ユニバー

走幅跳 6m24 秦　澄美鈴 (武庫川女子大) '18.6.30 第71回西日本学生対校選手権 沖縄県総合運動公園

三段跳 13m65 河合　栞奈 (大阪成蹊大) '19.9.15 第88回日本学生対校選手権 長良川

砲丸投 16m57 郡　菜々佳 (九州共立大) '17.9.8 第86回日本学生対校選手権 福井

円盤投 59m03 郡　菜々佳 (九州共立大) '19.3.23 第1回九州共立大チャレンジ競技会 九州共立大

ハンマー投 59m04 佐伯　珠実 (立命館大) '15.9.13 第84回日本学生対校選手権 ヤンマースタジアム長居

やり投 59m22 佐藤　友佳 (東大阪大) '12.5.13 第89回関西学生対校選手権 長居第２

七種競技 5367点 シュレスタ　まや (筑波大) '18.5.27 第97回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園

　2021年12月31日現在

日本学生選手権種目



（男子の部）

100m 10"3 井上　　悟 (清風) '89.9.9 第36回私学大会 長居

10"32 金丸　祐三 (大阪) '05.10.23 第60回国民体育大会 岡山

200m 20"79 金丸　祐三 (大阪) '05.11.3 第27回西日本カーニバル 鞘ケ谷

400m 45"47 金丸　祐三 (大阪) '05.9.19 スーパー陸上 横浜国際

800m 1'48"57 久田　　朔 (桜宮) '21.7.31 第74回全国高校選手権 福井県営

1500m 3'46"92 久田　　朔 (桜宮) '21.7.17 第89回大阪選手権 ヤンマーフィールド長居

5000m 13'56"81 中村　友哉 (大阪桐蔭) '15.12.6 日体大長距離競技会 日体大健志台

（国際） 13'22"40 A・K・マイナ (興國高) '20.7.8 ホクレンディスタンス・チャレンジ第2戦 深川

10000m 29'09"34 小島　慎也 (大阪) '18.12.15 第７回京産大記録会 京産大

（国際） 28'28"93 ンガンガ・ワウエル (興国) '19.10.5 日体大長距離競技会 日体大健志台

110mH 13"93 小池　　綾 (大塚) '21.6.6 布勢スプリント 布勢運動公園

400mH 51"11 山村　貴彦 (清風) '97.10.27 第52回国民体育大会 長居

3000mSC 8'55"75 川上　瑠美梨 (関大北陽) '16.6.18 第69回近畿高校選手権 神戸総合ユニバ記念

5000mW 20'06"87 浜西　　諒 (履正社) '18.12.15 第７回中京大競技会 中京大

10000mW 43'11"74 鈴木　剛史 (生野) '97.9.27 第13回日本ジュニア選手権大会 天童

4×100mR 40"18
長谷川・高木
松原・大原

(大阪) '01.8.4 第54回全国高校選手権 熊本

40"18
深川・浜田
藤井・首藤

(大阪) '19.6.13 第72回近畿高校選手権 ヤンマースタジアム長居

4×400mR 3'10"31
青野・田中利
田中夏・松宮

(清風) '98.8.5 第51回全国高校選手権 丸亀

走高跳 2m18 江頭　　亮 (大塚) '19.7.26 東大阪市7月記録会 花園

棒高跳 5m20 堀田　早人 (東大阪大柏原) '12.8.12 国体代表選考会 長居第２

走幅跳 7m96 森長　正樹 (太成) '89.11.3 西日本カーニバル 北九州

三段跳 15m82 田中　宏祐 (摂津) '19.9.8 第87回近畿選手権 ヤンマーフィールド長居

砲丸投

（6.0kg） 19m28 アツオビン　ジェイソン (大阪桐蔭) '20.11.3 奈良市陸協記録会 鴻ノ池

砲丸投

（12P） 19m00 井元　幸喜 (都島工) '03.6.6 第56回大阪高校選手権 長居第２

円盤投

（1.75kg） 50m35 楢崎　雅文 (登美丘) '08.10.18 第24回日本ジュニア選手権大会 コカ・コーラウエスト

円盤投

（1.5kg） 56m23 角谷　正義 (大体大浪商) '05.9.17 第38回近畿高校総体 皇子山

ハンマー投

（6.0kg） 66m66 福田　翔大 (大阪桐蔭) '18.10.21 第34回U20日本選手権 瑞穂

やり投 71m47 中村　健太郎 (清風南海) '19.8.18 第66回私学大会 ヤンマーフィールド長居

八種競技 6214点 丸山　優真 (信太) '16.11.12 エブリバディ・デカスロン ウェーブスタジアム

駅伝（42.195㎞） 2ﾟ06'12"
高砂･山口･中村
下野･前田
北﨑･川上

(関大北陽) '15.12.20 第66回全国高校駅伝 京都

10㎞W 41'07" 濱西　　諒 (履正社) '18.2.18 第29回U20選抜競歩 六甲アイランド甲南大周辺

（女子の部）

100m 11"56 青山　華依 (大阪) '21.3.28 日本代表選考トライアル ひなた宮崎

200m 24"00 佐々木　梓 (東大阪大敬愛) '16.8.1 第69回全国高校選手権 岡山県総合

400m 53"30 石塚　晴子 (東大阪大敬愛) '15.7.29 第68回全国高校選手権 紀三井寺公園

800m 2'02"74 川田　朱夏 (東大阪大敬愛) '17.8.1 第70回全国高校対校選手権大会 山形県総合運動公園

1500m 4'17"89 髙松　望ムセンビ (薫英女学院) '15.7.12 ホクレンディスタンスチャレンジ 北見市東陵公園

3000m 8'58"86 髙松　智美ムセンビ (薫英女学院) '16.8.2 第69回全国高校選手権 岡山県総合

5000m 15'44"29 松山　祥子 (薫英女学院) '07.12.8 第３回大阪長距離強化記録会 服部緑地

100mH 13"46 田中　佑美 (関大一) '16.7.23 U20世界選手権 ズジスワフ・クシシュコヴィアク・スタジアム

400mH 57"09 石塚　晴子 (東大阪大敬愛) '15.7.31 第68回全国高校選手権 紀三井寺公園

3000mW 13'20"61 小田　沙也加 (桜宮) '10.7.30 第63回全国高校対校選手権 沖縄総合

5000mW 23'04"32 藤野　　楓 (大阪桐蔭) '20.10.23 全国高校陸上大会 広島広域

4×100mR 45"78
本田・酒井
山本・青山

(大阪) '19.6.14 第72回近畿高校選手権 ヤンマースタジアム長居

4×400mR 3'37"67
戸谷温・川　田
戸谷湧・佐々木

(東大阪大敬愛) '16.8.2 第69回全国高校選手権 岡山県総合

走高跳 1m80 三村　有希 (太成学院) '07.2.11 2007日本ジュニア室内大阪大会 大阪城ホール

棒高跳 3m80 前川　　淳 (大塚) '17.5.13 東大阪市５月記録会 花園中央公園

椎葉　実生 (大塚) '17.10.7 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園

走幅跳 6m17 北田　莉亜 (摂津) '17.9.2 第85回近畿選手権 三木総合防災運動公園

三段跳 12m92 村山　　梢 (初芝) '95.11.3 浜松中日カーニバル 浜松

砲丸投 15m70 郡　菜々佳 (東大阪大敬愛) '15.10.5 第70回国民体育大会 紀三井寺公園

円盤投 51m25 郡　菜々佳 (東大阪大敬愛) '16.3.31 第４回奈良県北大和記録会 鴻ノ池

ハンマー投 53m01 奥井　小晴 (近大附) '18.8.5 第71回全国高校選手権 瑞穂

やり投 57m31 佐藤　友佳 (東大阪大敬愛) '10.7.29 第63回全国高校対校選手権 沖縄総合

七種競技 5361点 シュレスタ　まや (東大阪大敬愛) '16.6.12 第32回日本ジュニア選手権混成競技 長野市営

駅伝（21.0975㎞） 1ﾟ07'24"
嵯峨山・髙松
村尾・中島・竹内

(薫英女学院) '16.12.27 第28回全国高校女子駅伝 京都

3000mSC 10'35"62 矢野　由佳 (星翔) '10.6.27 第78回大阪陸上競技選手権 長居

10000mW 49'06"91 吉川　春菜 (星翔) '15.7.16 ホクレンディスタンスチャレンジ 網走市運動公園

100m+200m+300m+400mR 2'12"38
阪口・板垣
﨑山・米田

(東大阪大敬愛) '06.10.22 第24回レディース陸上 広島総合

5㎞W 23'13" 華岡　みか (星翔) '08.1.27 日本ジュニア選抜競歩 神戸
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（男子の部）

100m 10"4 桑田　隆史 (寝屋川四) '88.7.29 第13回大阪中学選手権 万博記念

10"74 桑田　隆史 (寝屋川四) '88.10.29 第19回ジュニアオリンピック 国立

10"74 寺澤　大地 (吹田一) '18.8.6 第67回近畿中学総体 万博記念

200m 21"58 桑田　隆史 (寝屋川四) '88.8.20 第15回全日本中学選手権 郡山

400m 49"51 野田　滉二 (登美丘) '07.10.27 第38回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

800m 1'54"68 前田　陽向 (山田東) '18.8.20 第45回全日本中学選手権 岡山シティライトスタジアム

1500m 4'04"99 林　　秀行 (大宮) '93.8.18 第20回全日本中学選手権 神戸ユニバー

3000m 8'31"88 渡辺　真一 (長野西) '91.10.25 第22回ジュニアオリンピック 国立

110mH（914㎜） 13"96 尾形　成梧 (茨木南) '20.11.3 万博アスリート記録会 万博記念

低学年

4×100mR
（単　　独）

45"00
栗田・白石
青山・山中

(咲くやこの花) '17.10.10 大阪市オータムチャレンジ ヤンマーフィールド長居

共通

4×100mR
（単　　独）

42"68
白石･山中
栗田･オコーリオビンナ

(咲くやこの花) '18.8.20 第45回全日本中学選手権 岡山シティライトスタジアム

4×200mR
（単　　独）

1'31"06
北原・米ヶ田
西岡・桑　田

(寝屋川四) '88.8.21 第15回全日本中学選手権 郡山

走高跳 2m04 小池　　稜 (金岡南) '18.10.12 第49回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

棒高跳（室内） 4m50 岸本　宏平 (松虫) '02.2.11 日本ジュニア室内大阪 大阪城ホール

棒高跳（屋外） 4m42 中村　　命 (三稜) '04.9.12 ジュニアオリンピック挑戦記録会 万博記念

走幅跳 7m40 和田　晃輝 (樟葉西) '16.9.18 第25回枚方市秋季選手権 枚方

三段跳 14m47 森永　敏啓 (交野三) '84.10.14 第38回大阪中学総体 服部緑地

砲丸投（5.0㎏） 16m61 中村　健太郎 (清風南海) '16.8.7 第65回近畿中学総体 紀三井寺

円盤投（1.5kg） 45m74 中村　健太郎 (清風南海) '16.9.11 ジュニアオリンピック挑戦記録会 万博記念

四種競技 2969点 小池　　稜 (金岡南) '18.8.20 第45回全日本中学選手権 岡山シティライトスタジアム

三種競技A 3171点 徳川　峰樹 (本庄) '88.8.20 第15回全日本中学選手権 郡山

三種競技B 3339点 左近充　　進 (中百舌鳥) '89.8.20 第16回全日本中学選手権 松江

2000m 5'47"39 渡辺　共則 (河南) '90.10.13 第21回ジュニアオリンピック 草薙

5000m 14'55"5 西池　和人 (豊中十一) '07.12.9 京都陸協記録会 西京極補助

110mJH 14"37 山中　大輝 (咲くやこの花) '18.10.14 第49回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

１年4×100mR 45"84
オコーリオビンナ･山中
栗田・菅沼

(咲くやこの花) '16.11.19 豊中陸協11月記録会② 服部緑地

共通

4×100mR
（選　　抜）

42"42
田中・勝瀬
渡部・寺坂

(大阪府) '11.10.28 第42回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

4×200mR
（選　　抜）

1'30"8
北原・山口
米ヶ田・桑田

(寝屋川市) '88.9.4 第42回大阪府総体 服部緑地

砲丸投（4.0㎏） 18m84 橋口　徳治 (松虫) '01.3.31 奈良・北和記録会 鴻ノ池
砲丸投（5.45㎏） 15m90 橋口　徳治 (松虫) '00.8.30 大阪市中学校記録会 長居第２

（女子の部）

100m 11"97 酒井　日菜美 (島本一) '18.5.6 第５回木南道孝記念陸上 ヤンマースタジアム長居

200m 24"35 島田　幸羽 (咲くやこの花) '21.7.18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居

800m 2'10"7 深尾　真美 (吹田六) '76.6.6 第60回日本陸上競技選手権 国立

1500m 4'19"96 髙松　智美ムセンビ(薫英女学院) '14.6.28 第82回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居

100mJH（762㎜/8.0m） 13"77 上田　　繭 (住吉一) '08.8.21 第35回全日本中学選手権 東北電力ビックスワン

低学年

4×100mR
（単　　独）

49"70
國松・岸本
島田・中道

(咲くやこの花) '19.10.19 大阪市民カーニバル ヤンマーフィールド長居

共通

4×100mR
（単　　独）

47"81
今岡・島田
上村・岸本

(咲くやこの花) '21.8.20 第48回全日本中学校選手権 笠松運動公園

走高跳 1m77 津田　シェリアイ (今市) '11.6.4 大阪市春季総体 長居第２

走幅跳 5m84 竹内　真弥 (長瀬) '13.7.5 第59回通信陸上 長居
砲丸投（2.72㎏） 16m46 日夏　涼香 (三稜) '18.3.29 豊中市陸協3月記録会 服部緑地

円盤投 39m75 吉留　明夏里 (今市) '10.10.23 第41回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

四種競技 3030点 津田　妃茉里 (三稜) '19.8.24 第46回全日本中学校選手権 ヤンマースタジアム長居

三種競技A 3076点 松井　由美子 (高槻三) '76.8.14 第３回全日本中学選手権 国立

三種競技B 3368点 乾　　佳江 (庭代台) '00.6.18 第４回記録会 万博記念

400m 58"67 藤原　夕規子 (吹田五) '93.6.27 第61回大阪選手権 長居第２

1000m 2'54"5 田村　美穂 (吹田一) '81.11.1 第12回ジュニアオリンピック 国立

3000m 9'13"43 髙松　望ムセンビ (薫英女学院) '12.10.28 第43回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

5000m 16'22"0 石井　千佳 (青山台) '89.11.11 大阪陸協女子長距離記録会 万博記念
100mYH（762㎜/8.5m） 13"74 岸本　礼菜 (咲くやこの花) '21.9.5 第52回U16陸上競技大会挑戦記録会 万博記念

1年
4×100mR

49"91
上村・岸本
今岡・島田

(咲くやこの花) '19.11.3 茨木市陸上競技11月記録会 万博記念

共通

4×100mR
（選　　抜）

47"68
細川・川崎
山本・西尾

(大阪府) '12.10.28 第43回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

砲丸投（4.0㎏） 13m60 日夏　涼香 (三稜) '17.10.9 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園

棒高跳 3m52 坂内　祭莉 (白鷺) '19.6.9 第４回記録会 万博記念
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