
高校女子

 県高校記録 23.76 鈴木 智実 （市邨学園） 1997

 本年平均 25.028 昨年平均 23.536

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 24.55 +1.1* 蔵重 みう 中京大中京高 1 全国高校競技会 広島 広島 10/25

2 24.65 +0.3* 倉橋 美穂 中京大中京高 2 デカスロンin愛知 愛知 瑞穂北 11/7

3 25.07 -1.4* 岸本 優花 中京大中京高 3 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

4 25.08 +0.9* 須崎 心優 中京大中京高 2 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

5 25.11 +0.3* 小松 このみ 安城学園高 1 デカスロンin愛知 愛知 瑞穂北 11/7

6 25.12 +0.9* 飯田 真衣 安城学園高 2 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

7 25.14 +0.6* 前田 紗希 中京大中京高 1 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

8 25.24 +0.3* 土居 幸愛 光ケ丘女高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

9 25.29 +0.6* 沖 美月 岡崎城西高 2 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

10 25.32 -0.7* 小幡 胡実 至学館高 2 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

200m

 県高校記録 39.15 吉田 紗弓 （愛工大名電） 2015

 本年平均 41.999 昨年平均 41.184

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 40.61 * 中野 知咲 中京大中京高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

2 41.08 * 北村 はる 日本福祉大附高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

3 41.53 * 和佐田 真広 中京大中京高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

4 41.60 * 上野 愛恩 瑞陵高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

5 42.27 * 吉川 せな 愛工大名電高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

6 42.60 * 吉竹 琴音 名城大附高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

7 42.73 * 鈴木 美咲 愛工大名電高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

8 42.76 * 松山 明里咲 瑞陵高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

9 42.81 * 久保田 月楠 瑞陵高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

10 42.97 * 山田 晴華 中京大中京高 3 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

300m

 県高校記録 11.74 井戸アビゲイル風果 （至学館） 2019

 本年平均 12.221 昨年平均 11.961

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 11.86 +0.9* 蔵重 みう 中京大中京高 1 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

2 12.06 +1.5* 倉橋 美穂 中京大中京高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

3 12.19 +2.0* 沖 美月 岡崎城西高 2 デカスロンin愛知 愛知 瑞穂北 11/7

4 12.20 +0.9* 前田 紗希 中京大中京高 1 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

4 12.20 +1.0* 岸本 優花 中京大中京高 3 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

6 12.24 -0.9* 須崎 心優 中京大中京高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

7 12.28 +0.1* 小松 このみ 安城学園高 1 デカスロンin愛知 愛知 瑞穂北 11/7

8 12.37 +1.5* 土居 幸愛 光ケ丘女高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

9 12.39 +1.5* 手島 美咲 安城学園高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

10 12.42 +1.5* 小幡 胡実 至学館高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

12.22 +1.0* 大城 珠莉 至学館高 3+ 第3回北和記録会 奈良 鴻ノ池 3/30

12.25 +1.0* 安藤 愛未 至学館高 3+ 第3回北和記録会 奈良 鴻ノ池 3/30

100m

− 59 −



 県高校記録 54.30 片山 みつ子 （愛知淑徳） 1998

 本年平均 57.697 昨年平均 56.576

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 56.92 * 川島 実桜 豊橋南高 3 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

2 56.97 * 小山 愛結 安城学園高 2 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/24

3 57.46 * 飯田 真衣 安城学園高 2 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/24

4 57.79 * 北村 はる 日本福祉大附高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

5 57.90 * 小沢 紗央 豊川高 2 県高校2・3年 愛知 瑞穂 7/5

5 57.90 * 政野 志歩 中京大中京高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

7 58.06 * 森山 夢菜 時習館高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

8 58.11 * 吉竹 琴音 名城大附高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

9 58.16 * 中野 知咲 中京大中京高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

10 58.25 * 須崎 心優 中京大中京高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

400m

 県高校記録 2.05.68 細井 衿菜 （中京大中京） 2018

 本年平均 2.13.044 昨年平均 2.12.770

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 2.08.09 * 川島 実桜 豊橋南高 3 ゴールデングランプリ 東京 国立 8/23

2 2.08.53 * 青山 理奈 中京大中京高 2 日本選手権 新潟 新潟 10/2

3 2.09.30 * 小山 愛結 安城学園高 2 全国高校競技会 広島 広島 10/24

4 2.10.00 * 萩原 さや 中京大中京高 2 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

5 2.13.08 * 山田 晴華 中京大中京高 3 Denka Athletics Challenge Cup 新潟 新潟 11/3

6 2.14.14 * 星川 茉鈴 至学館高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

7 2.15.69 * 萩原 さら 中京大中京高 2 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

8 2.17.06 * 森 千紘 岡崎城西高 2 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

9 2.17.15 * 小山 心結 安城学園高 1 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

10 2.17.40 * 内山 由菜 豊田西高 1 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

800m

 県高校記録 1.30.40 細井 衿菜 （中京大中京） 2018

 本年平均 1.38.428 昨年平均 1.42.200

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.33.65 * 青山 理奈 中京大中京高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

2 1.35.02 * 萩原 さや 中京大中京高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

3 1.37.60 * 山田 晴華 中京大中京高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

4 1.42.13 * 小島 向日希 中京大中京高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

5 1.43.74 * 加藤 千晶 旭丘高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

6 1.45.43 * 松田 華 中部大一高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

7 1.45.60 * 孝谷 夏実 旭丘高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

8 1.45.94 * 猪熊 紗伎 中京大中京高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

9 1.48.02 * 市川 聖莉奈 中部大一高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

10 1.48.34 * 岩堀 珠希 豊橋東高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

600m

− 60 −



 県高校記録 2.53.39 青山 理奈 （中京大中京） 2020

 本年平均 3.05.724 昨年平均 3.13.415

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

◎1 2.53.39 * 青山 理奈 中京大中京高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

2 2.54.99 * 萩原 さや 中京大中京高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

3 3.00.46 * 小島 向日希 中京大中京高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

4 3.01.13 * 山田 小雪 津島高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

5 3.01.21 * 山田 晴華 中京大中京高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

6 3.06.39 * 萩原 さら 中京大中京高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

7 3.10.98 * 猪熊 紗伎 中京大中京高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

8 3.15.39 * 市川 聖莉奈 中部大一高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

9 3.16.56 * 岩堀 珠希 豊橋東高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

10 3.16.74 * 松田 華 中部大一高 1+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

1000m

 県高校記録 4.16.76 向井 智香 （至学館） 2015

 本年平均 4.35.060 昨年平均 4.33.781

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 4.28.95 * 磯部 早良 安城学園高 2 全国高校競技会 広島 広島 10/23

2 4.30.91 * 吉田 莉帆 豊川高 1 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

3 4.31.14 * 林 那優 豊川高 1 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

4 4.32.18 * 森 彩純 豊川高 1 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

5 4.35.76 * 丹羽 琴音 中部大一高 2 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/13

6 4.36.72 * 竹田 実紗 安城学園高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

7 4.37.48 * 小山 愛結 安城学園高 2 西三河選手権 愛知 龍北 10/17

8 4.38.30 * 森 乙葉 愛知高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

9 4.38.84 * 林 愛望 岡崎城西高 1 高校新人西三河予選 愛知 刈谷 9/5

10 4.40.32 * 三浦 萌々子 旭野高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

1500m

 県高校記録 9.00.89 鷲見 梓沙 （豊川） 2014

 本年平均 9.41.093 昨年平均 9.45.896

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 9.23.70 * 森 彩純 豊川高 1 日体大⾧距離 神奈川 日体大健志台 12/6

2 9.27.38 * 磯部 早良 安城学園高 2 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

3 9.38.23 * 江口 春姫 愛知高 3 東海大種目別 神奈川 秦野 9/27

4 9.39.19 * 丹羽 琴音 中部大一高 2 東海大種目別 神奈川 秦野 10/17

5 9.41.62 * 吉田 莉帆 豊川高 1 日体大⾧距離 神奈川 日体大健志台 12/6

6 9.47.17 * 杉浦 花音 安城学園高 2 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

7 9.47.41 * 竹田 実紗 安城学園高 2 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

8 9.47.91 * 林 那優 豊川高 1 日体大⾧距離 神奈川 日体大健志台 12/6

9 9.48.94 * 林 愛望 岡崎城西高 1 東海大種目別 神奈川 秦野 11/29

10 9.49.38 * 川瀬 真由 豊川高 2 平成国際大⾧距離 埼玉 鴻巣 11/21

3000m

− 61 −



 県高校記録 15.45.10 二宮 悠希乃 （豊川） 2008

 本年平均 18.01.063 昨年平均 17.06.534

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 17.14.38 * 江口 春姫 愛知高 3 第5回中京大土曜競技 愛知 中京大 12/19

2 17.20.46 * 磯部 早良 安城学園高 2 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

3 17.28.13 * 林 愛望 岡崎城西高 1 第5回中京大土曜競技 愛知 中京大 12/19

4 17.50.97 * 永谷 千宙 安城学園高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

5 17.56.28 * 金子 藍 豊明高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

6 18.10.05 * 野茂 真美咲 岡崎学園高 1 東海大種目別 神奈川 秦野 10/17

7 18.12.90 * 小田木 陽和 愛知高 3 第5回中京大土曜競技 愛知 中京大 12/19

8 18.31.07 * 杉浦 未蘭 岡崎学園高 1 東海大種目別 神奈川 秦野 10/17

9 18.42.45 * 川崎 温実 明和高 2 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

10 18.43.94 * 山本 彩加 愛知高 2 第5回中京大土曜競技 愛知 中京大 12/19

5000m

 県高校記録 13.69 安達 楓恋 （市邨学園） 2017

 本年平均 15.078 昨年平均 14.806

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 14.39 +1.2* 榊原 詠美 安城学園高 1 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/23

2 14.44 +0.7* 坂口 由花 名城大附高 1 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

3 14.62 +0.7* 坂井 寿々 至学館高 1 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

4 14.79 +0.4* 高木 茜里 中京大中京高 1 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

5 14.95 +0.4* 辻 和佳奈 旭野高 2 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

6 15.06 +0.7* 都 百花 旭丘高 1 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

7 15.55 -0.6* 夏目 紗彩 豊川高 1 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/4

8 15.60 +1.2* 森田 琉水 光ケ丘女高 1 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/23

8 15.60 +0.4* 村松 優 安城学園高 1 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

10 15.78 +0.4* 中西 百萌佳 至学館高 1 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

100mYH(76.2cm_8.5m)

 県高校記録 13.60 加藤 友里 （安城東） 1996

 本年平均 14.654 昨年平均 14.205

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 14.32 +1.3* 松本 佳音彩 中京大中京高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

2 14.40 +1.1* 服部 明日風 中京大中京高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

3 14.42 +1.3* 坂井 寿々 至学館高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

4 14.50 +0.8* 成田 乙葉 中京大中京高 3 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

5 14.54 +1.1* 坂口 由花 名城大附高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

6 14.71 -2.1* 榊原 詠美 安城学園高 1 高校新人西三河予選 愛知 刈谷 9/5

7 14.87 +1.3* 佐々 胡桃 尾北高 2 高校新人尾張予選 愛知 一宮 9/5

8 14.88 +0.8* 高木 茜里 中京大中京高 1 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

9 14.91 +1.3* 辻 和佳奈 旭野高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

10 14.99 +0.8* 白鳥 百花 中京大中京高 3 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

13.84 +0.6* 安藤 愛未 至学館高 3+ 第3回北和記録会 奈良 鴻ノ池 3/30

100mH(83.8cm_8.5m)

− 62 −



 県高校記録 58.92 廣 真友子 （市邨学園） 1994

 本年平均 1.03.901 昨年平均 1.02.231

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.02.19 * 神田 彩名 名城大附高 2 全国高校競技会 広島 広島 10/25

2 1.02.43 * 沢 美羽 至学館高 3 全国高校競技会 広島 広島 10/25

3 1.02.46 * 服部 明日風 中京大中京高 2 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/24

4 1.02.96 * 夏目 紗彩 豊川高 1 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

5 1.04.00 * 高嵜 桃花 中京大中京高 2 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

6 1.04.03 * 辻 和佳奈 旭野高 2 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

7 1.04.50 * 浅野 紫乃美 津島東高 3 第2回尾張記録会 愛知 一宮 8/23

8 1.05.26 * 新垣 舞桜 桜丘高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

9 1.05.44 * 飯田 真衣 安城学園高 2 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

10 1.05.74 * 野村 穂菜美 中京大中京高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

400mH(76.2cm_35.0m)

 県高校記録 13.13.99 石塚 侑子 （惟信） 2002

 本年平均 16.15.988 昨年平均 16.53.580

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 14.43.98 * 片原 未紗音 豊明高 2 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

2 14.47.92 * 岸 七海 西春高 2 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

3 15.27.51 * 多久 なづな 安城高 2+ 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

4 16.49.78 * 三浦 萌乃果 旭野高 2 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

5 17.48.80 * 西本 凪沙 一宮西高 2 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

6 17.57.94 * 柏原 明以 安城高 1+ 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

3000mW

 県高校記録 43.00 神田 彩名 （名城大附） 2019

 本年平均 45.907 昨年平均 46.846

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 44.50 * 服部 明日風 中京大中京高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

2 44.85 * 高嵜 桃花 中京大中京高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

3 45.10 * 神田 彩名 名城大附高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

4 45.11 * 成田 乙葉 中京大中京高 3 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

5 45.95 * 沢 美羽 至学館高 3 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

6 45.99 * 辻 和佳奈 旭野高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

7 46.49 * 前田 明日香 瑞陵高 3 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

8 46.85 * 都 百花 旭丘高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

9 46.86 * 森 美波 愛工大名電高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

10 47.37 * 村松 芽依 愛工大名電高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

300mH(76.2cm_35.0m)

− 63 −



 県高校記録 22.56.80 福田 美穂 （豊川工） 2004

 本年平均 27.57.982 昨年平均 26.29.079

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 25.03.22 * 片原 未紗音 豊明高 2 駅伝強化 愛知 知多 11/7

2 25.35.96 * 岸 七海 西春高 1+ 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

3 26.00.24 * 岩田 華侑 一宮高 2+ 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

4 27.23.30 * 松本 怜香 一宮高 2+ 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

5 28.11.67 * 三浦 萌乃果 旭野高 2 駅伝強化 愛知 知多 11/7

6 28.37.19 * 西本 凪沙 一宮西高 2 駅伝強化 愛知 知多 11/7

7 28.48.99 * 杉田 七海 一宮高 2+ 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

8 29.01.21 * 池田 愛生 一宮西高 1 尾張選手権 愛知 一宮 10/18

9 29.59.99 * 広川 鈴音 旭野高 2+ 愛知競歩 愛知 瑞穂北 2/24

10 30.58.05 * 柏原 明以 安城高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

5000mW

 県高校記録 22.54 石塚 侑子 （惟信） 2002

 本年平均 27.08.0 昨年平均 27.06.2

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 25.27 * 多久 なづな 安城高 2+ 元旦競歩 愛知 知多 1/1

2 25.36 * 片原 未紗音 豊明高 1+ 元旦競歩 愛知 知多 1/1

3 25.43 * 岩田 華侑 一宮高 2+ U20選抜競歩 兵庫 六甲 2/16

4 26.37 * 岸 七海 西春高 1+ 元旦競歩 愛知 知多 1/1

5 32.17 * 後藤 新奈 西春高 2+ 元旦競歩 愛知 知多 1/1

5kmW

− 64 −



 県高校記録 45.40 2019

 本年平均 47.339 昨年平均 47.028

順位 記録 チーム 選手 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 45.46 中京大中京高
岸本優花(3)⇒倉橋美穂(2)

⇒須崎心優(2)⇒蔵重みう(1)
全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

2 46.29 中京大中京高
須崎心優(2)⇒倉橋美穂(2)

⇒前田紗希(1)⇒蔵重みう(1)
高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/5

3 46.43 中京大中京高
蔵重みう(1)⇒倉橋美穂(2)

⇒岸本優花(3)⇒前田紗希(1)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

4 46.87 安城学園高
小松このみ(1)⇒手島美咲(2)

⇒中根葵(2)⇒飯田真衣(2)
全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

5 47.51 至学館高
大城莉夢(2)⇒小幡胡実(2)

⇒坂井寿々(1)⇒中西楓夏(2)
日本選手権 神奈川 横浜 10/16

6 47.65 安城学園高
石原美空(2)⇒手島美咲(2)

⇒中根葵(2)⇒飯田真衣(2)
高校新人西三予選 愛知 刈谷 9/5

7 48.19 安城学園高
山口さくら(3)⇒手島美咲(2)

⇒中根葵(2)⇒飯田真衣(2)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

7 48.19 安城学園高
石原美空(2)⇒手島美咲(2)

⇒小松このみ(1)⇒飯田真衣(2)
私学祭 愛知 瑞穂 9/19

9 48.38 至学館高
大城莉夢(2)⇒小幡胡実(2)

⇒加藤涼音(1)⇒中西楓夏(2)
奈良市記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

10 48.42 至学館高
大城莉夢(2)⇒小幡胡実(2)

⇒坂井寿々(1)⇒加藤涼音(1)
高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/5

中京大中京(岸本(2)⇒倉橋(1)⇒外園(3)⇒高須(3))

4×100mR

(参考チーム別）

 県高校記録 45.40 2019

 本年平均 48.276 昨年平均 41.45

順位 記録 チーム 選手 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 45.46 中京大中京高
岸本優花(3)⇒倉橋美穂(2)

⇒須崎心優(2)⇒蔵重みう(1)
全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

2 46.87 安城学園高
小松このみ(1)⇒手島美咲(2)

⇒中根葵(2)⇒飯田真衣(2)
全国高校リレー 神奈川 横浜 10/16

3 47.51 至学館高
大城莉夢(2)⇒小幡胡実(2)

⇒坂井寿々(1)⇒中西楓夏(2)
日本選手権 神奈川 横浜 10/16

4 48.44 岡崎城西高
森下愛梨(1)⇒沖美月(2)

⇒藤井鈴奈(1)⇒田中萌葉(2)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

5 48.60 光ケ丘女高
梅田果歩(3)⇒近藤日菜(3)

⇒浅井美和(3)⇒土居心愛(2)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

6 48.61 名城大附高
野原めぐみ(3)⇒吉田愛奈(2)

⇒川端祐奈(3)⇒斎藤みゆに(3)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/4

7 49.01 時習館高
大沢菜々子(2)⇒筒井玲奈(2)

⇒尾藤友里(2)⇒森山夢菜(1)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

8 49.36 三好高
山下華(1)⇒宮本彩美(2)

⇒矢頭幸鈴(1)⇒坂田帆里(2)
Denka Athletics Challenge Cup新潟 新潟 11/3

9 49.43 豊橋南高
土方涼菜(2)⇒富田遥加(2)

⇒伊藤麻帆(2)⇒鈴木捺稀(2)
高校新人東三河予選 愛知 豊橋 9/5

10 49.47 愛工大名電高
河内舞(2)⇒山崎千郁(2)

⇒竹田真子(1)⇒近藤世菜(1)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

4×100mR
中京大中京(岸本(2)⇒倉橋(1)⇒外園(3)⇒高須(3))

− 65 −



 県高校記録 3.41.84 2015

 本年平均 3.54.873 昨年平均 3.47.972

順位 記録 チーム 選手 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.49.68 中京大中京高
須崎心優(2)⇒政野志歩(2)

⇒中野知咲(1)⇒青山理奈(2)
高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/13

2 3.52.24 中京大中京高
政野志歩(2)⇒中島明香(1)

⇒中野知咲(1)⇒青山理奈(2)
全国高校リレー 神奈川 横浜 10/17

3 3.52.30 安城学園高
飯田真衣(2)⇒石原美空(2)

⇒中根葵(2)⇒小山愛結(2)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

4 3.52.59 中京大中京高
和佐田真広(1)⇒山田晴華(3)

⇒萩原さや(2)⇒青山理奈(2)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

5 3.54.93 中京大中京高
岸本優花(3)⇒政野志歩(2)

⇒山田晴華(3)⇒須崎心優(2)
私学祭 愛知 瑞穂 9/19

6 3.55.82 至学館高
小幡胡実(2)⇒沢美羽(3)

⇒坂井寿々(1)⇒星川茉鈴(3)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

7 3.57.08 中京大中京高
岸本優花(3)⇒須崎心優(2)

⇒和佐田真広(1)⇒山田晴華(3)
名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

8 3.57.47 至学館高
坂井寿々(1)⇒小幡胡実(2)

⇒加藤涼音(1)⇒中西楓夏(2)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

9 3.58.06 安城学園高
小山愛結(2)⇒石原美空(2)

⇒小松このみ(1)⇒飯田真衣(2)
私学祭 愛知 瑞穂 9/19

10 3.58.56 安城学園高
石原美空(2)⇒飯田真衣(2)

⇒手島美咲(2)⇒中根葵(2)
全国高校リレー 神奈川 横浜 10/17

至学館(柴山沙⇒時久⇒柴山亜⇒向井)

4×400mR

(参考チーム別）

 県高校記録 3.41.84 2015

 本年平均 3.58.624 昨年平均 3.54.269

順位 記録 チーム 選手 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.49.68 中京大中京高
須崎心優(2)⇒政野志歩(2)

⇒中野知咲(1)⇒青山理奈(2)
高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/13

2 3.52.30 安城学園高
飯田真衣(2)⇒石原美空(2)

⇒中根葵(2)⇒小山愛結(2)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

3 3.55.82 至学館高
小幡胡実(2)⇒沢美羽(3)

⇒坂井寿々(1)⇒星川茉鈴(3)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

4 3.59.09 豊橋南高
伊藤麻帆(2)⇒富田遥加(2)

⇒土方涼菜(2)⇒鈴木捺稀(2)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

5 3.59.11 名城大附高
吉竹琴音(1)⇒神田彩名(2)

⇒柴田菜那(2)⇒林杏茄(2)
高校新人名南北予選 愛知 瑞穂 9/13

6 3.59.82 津島高
河村真央(2)⇒鈴木毬花(2)

⇒⿁頭優希(2)⇒浜子真吏(2)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

7 4.01.44 光ケ丘女高
足立菜々花(3)⇒近藤日菜(3)

⇒石川碧(2)⇒土居心愛(2)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

8 4.01.96 瑞陵高
上野愛恩(2)⇒久保田月楠(1)

⇒松山明里咲(2)⇒前田彩希(1)
県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

9 4.02.72 時習館高
石黒琳(3)⇒生田桃子(3)

⇒筒井玲奈(2)⇒尾藤友里(2)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

10 4.04.30 豊川高
夏目紗彩(1)⇒小沢紗央(2)

⇒太田萌仁香(3)⇒大場麻矢(3)
愛知選手権 愛知 瑞穂 7/5

4×400mR

至学館(柴山沙⇒時久⇒柴山亜⇒向井)

− 66 −



 県高校記録 1.81 今井 美希 （瑞陵） 1993

1.81 浅井 さくら （岡崎城西） 2016

 本年平均 1.629 昨年平均 1.646

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 1.68 * 斎藤 みゆに 名城大附高 3 全国高校競技会 広島 広島 10/25

2 1.65 * 石田 琴巳 岡崎城西高 3 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/23

3 1.64 * 加藤 愛結 光ケ丘女高 2 高校新人西三河予選 愛知 刈谷 9/5

3 1.64 * 吉岡 美音 岡崎城西高 2 高校新人西三河予選 愛知 刈谷 9/5

5 1.63 * 古間 莉緒 至学館高 2 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/24

6 1.62 * 横山 こころ 岡崎城西高 3 西三河高校学年別 愛知 刈谷 7/23

6 1.62 * 椙山 奈津子 至学館高 3 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

8 1.61 * 矢野 夏希 時習館高 1 高校新人東三河予選 愛知 豊橋 9/5

9 1.60 * 渡辺 深友 岡崎城西高 3 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

9 1.60 * 栗田 唯衣 豊橋商高 2 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

走高跳

 県高校記録 3.90 塩崎 泉 （至学館） 2018

 本年平均 2.903 昨年平均 3.311

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 3.60 * 浦津 ななの 中京大中京高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

2 3.50 * 篠崎 稔里 至学館高 3 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

3 3.30 * 磯貝 茅於 岡崎城西高 2 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

4 3.00 * 斎藤 未来 至学館高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

5 2.80 * 川本 みちる 豊川高 2 高校新人東三河予選 愛知 豊橋 9/5

6 2.71 * 高野 早織 旭野高 1 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

7 2.71 * 渡辺 万巴 明和高 2 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

8 2.60 * 横井 綾 岡崎城西高 1 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

9 2.41 * 都築 凛 同朋高 1 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

10 2.40 * 竹之内 杏 西春高 2 高校新人尾張予選 愛知 一宮 9/5

棒高跳

− 67 −



 県高校記録 12.72 小寺 波音 （安城学園） 2019

 本年平均 11.366 昨年平均 11.780

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 12.26 +1.2* 浅井 美和 光ケ丘女高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

2 11.84 +0.5* 加藤 彩也 岡崎城西高 3 ジュニア記録会 愛知 瑞穂 7/11

3 11.65 -0.6* 石川 凛 安城学園高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

4 11.64 0.0* 本多 柚稀 西尾高 2 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

5 11.42 +1.0* 脇田ライラ瑠梨果 至学館高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

6 11.16 +0.6* 井沢 優美 安城学園高 3 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

7 11.06 +1.3* 片岡 琴音 修文女高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

8 10.96 +0.9* 村上 緋奈子 中京大中京高 3 県高校2・3年 愛知 瑞穂 7/5

9 10.90 +0.4* 井田 明香梨 瑞陵高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

10 10.77 -0.6* 野村 美咲 安城学園高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

12.08 室内 小寺 波音 安城学園高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

三段跳

 県高校記録 13.85 今村 絹代 （名女院） 1965

 本年平均 11.184 昨年平均 11.606

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 12.43 * 中島 彩瑛 中京大中京高 3 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

2 12.02 * 辻 萌々子 名古屋大谷高 2 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

3 11.82 * 小原 恵 名古屋大谷高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

4 11.52 * 白鳥 百花 中京大中京高 3 全国高校競技会 広島 広島 10/24

5 11.23 * 岩田 やえの 中京大中京高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

6 11.03 * 宮川 萌花 修文女高 2 高校新人尾張予選 愛知 一宮 9/5

7 10.74 * 伊藤 圭菜 至学館高 1 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂北 10/3

8 10.57 * 日高 千鶴 修文女高 2 尾張選手権 愛知 一宮 10/4

9 10.43 * 伊藤 圭菜 至学館高 1 奈良市陸協記録会 奈良 鴻ノ池 11/3

10 10.27 * 平岩 万実 名古屋大谷高 2 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

砲丸投(4.000kg)

 県高校記録 6.19 安田 紀子 （市邨学園） 1993

 本年平均 5.407 昨年平均 5.694

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 5.83 +0.3* 高橋 好波 三好高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

2 5.64 +0.3* 石川 凛 安城学園高 1 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

3 5.60 0.0* 浅井 美和 光ケ丘女高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/18

4 5.56 +0.5* 柴田 菜那 名城大附高 2 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

5 5.43 +0.1* 大田 瑞穂 中京大中京高 2 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

6 5.39 +0.4* 菅沼 瑠璃 光ケ丘女高 1 国体選考（少年の部） 愛知 瑞穂 7/5

7 5.36 -0.1* 白鳥 百花 中京大中京高 3 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

8 5.26 +1.4* 荻野 由菜 光ケ丘女高 2 県高校2・3年 愛知 瑞穂 7/5

8 5.26 +1.3* 高梨 遥野 中京大中京高 1 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/24

10 5.24 -0.3* 高嵜 桃花 中京大中京高 2 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

10 5.24 +1.2* 小畠 嘉恩 瑞陵高 1 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/12

10 5.24 0.0* 太田  瑞穂 中京大中京高 2 第1回名古屋地区秋季 愛知 瑞穂 10/3

10 5.24 -0.2* 富田 遥加 豊橋南高 2 東三河短距離 愛知 豊川 11/7

走幅跳

− 68 −



 県高校記録 47.48 室伏 由佳 （市邨学園） 1993

 本年平均 35.664 昨年平均 37.548

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 39.58 * 伊藤 圭菜 至学館高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

2 39.22 * 日高 千鶴 修文女高 2 高校新人尾張予選 愛知 一宮 9/6

3 37.46 * 中嶋 日向子 修文女高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

4 37.11 * 中島 彩瑛 中京大中京高 3 第3回中京大土曜競技会 愛知 中京大 9/26

5 36.17 * 野里 涼香 至学館高 3 名古屋南北学年別 愛知 瑞穂・瑞穂北 7/23

6 35.07 * 天野 ユリヤ 中京大中京高 2+ 第8回中京大競技会 愛知 中京大 2/15

7 34.97 * 村田 千遥 名古屋大谷高 3 至学館大競技会（女子投擲） 愛知 至学館大 10/24

8 34.3 * 安東 迪奈 一宮高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/27

9 31.57 * ⿁頭 初音 三好高 3 西三河選手権 愛知 龍北 10/18

10 31.19 * 尾崎 なつみ 名古屋市立山田高 1 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/18

41.03 * 近藤 未空 安城学園高 3+ 京都陸協記録会（投擲） 京都 京都産業大 2/1

円盤投(1.000kg)

 県高校記録 53.13 大久保 祥子 （⾧久手） 2014

 本年平均 44.083 昨年平均 47.395

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 48.47 * 竹内 佑里花 安城学園高 3 第13回日本大学競技会 東京 日本大 8/15

2 47.99 * 高孝 美咲 旭野高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

3 47.64 * 小河 遥花 名古屋大谷高 3 県高校2・3年（ハンマー投） 愛知 瑞穂北 7/5

4 47.54 * 岡江 未莉 大府高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

5 45.76 * 宮川 萌花 修文女高 2 尾張選手権 愛知 一宮 10/4

6 44.23 * 名富 千尋 旭野高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

7 42.51 * 原田 愛音 安城学園高 2 ＧＫＵサマーナイト 岐阜 岐阜協立大 8/22

8 39.72 * 村上 梨華 佐織工高 3 県高校2・3年（ハンマー投） 愛知 瑞穂北 7/5

9 38.84 * 小原 恵 名古屋大谷高 1 至学館大競技会（女子投擲） 愛知 至学館大 10/24

10 38.13 * 村田 千遥 名古屋大谷高 3 愛知選手権 愛知 瑞穂 7/19

47.88 * 杉山 文美 安城学園高 3+ 京都陸協記録会（投擲） 京都 京都産業大 2/1

ハンマー投(4.000kg)

 県高校記録 50.92 田中 友梨 （至学館） 2019

 本年平均 39.988 昨年平均 44.528

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 50.65 * 辻 萌々子 名古屋大谷高 2 高校新人名古屋南北 愛知 瑞穂 9/13

2 42.96 * 堤 陽菜 名古屋大谷高 1 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

3 41.31 * 白鳥 百花 中京大中京高 3 全国高校競技会 広島 広島 10/25

4 39.10 * 前田 あすか 名城大附高 3 全国高校競技会 広島 広島 10/25

5 38.52 * 林 萌海 修文女高 2 県高校新人 愛知 瑞穂 9/26

6 38.25 * 春日井 佳美 安城高 3 西三河選手権 愛知 龍北 10/17

7 38.03 * 鈴木 来彩 中京大中京高 2 私学祭 愛知 瑞穂 9/19

8 37.52 * 平岩 万実 名古屋大谷高 2 名古屋地区選手権 愛知 瑞穂 10/17

9 37.15 * 八田 みなみ 一宮南高 2 尾張選手権 愛知 一宮 10/18

10 36.39 * 嶋田 望 名古屋大谷高 3 県高校2・3年 愛知 瑞穂 7/5

45.79 * 田中 友梨 至学館高 3+ 第4回北和記録会 奈良 鴻ノ池 3/31

やり投(0.600kg )

− 69 −



高校参考・室内

 県高校記録 5346 田中 友梨 （至学館） 2019

 本年平均 3610.6 昨年平均 4466.9

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

4669 * 白鳥 百花 中京大中京高 3 全国高校競技会 広島 広島 10/25

4225 * 前田 あすか 名城大附高 3 全国高校競技会 広島 広島 10/25

4089 * 高嵜 桃花 中京大中京高 2 東海混成選手権 愛知 瑞穂 7/5

3723 * 斎藤 みゆに 名城大附高 3 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

3431 * 田中 瑠音 横須賀高 3 東海混成選手権 愛知 瑞穂 7/5

3425 * 近藤 里保 知立高 3 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

3419 * 今井 亜美 岡崎城西高 1 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

3070 * 後藤 真珠 知立高 3 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

3044 * 高尾 未来 愛知教大附高 2 デカスロンin愛知 愛知 知多 11/8

3011 * 岩田 彩来 昭和高 3 東海混成選手権 愛知 瑞穂 7/5

18.59(0.0)-1.35-7.45-29.24(+2.3)-;3.93(+1.4)-31.44-2.48.02----

17.46(+0.5)-1.40-7.36-29.33(+1.0)-;4.05(-0.4)-20.37-2.48.18----

18.65(-0.1)-1.30-7.02-29.78(-1.2)-;4.39(0.0)-26.94-2.44.37----

16.09(-0.1)-1.40-8.79-27.14(-1.2)-;5.06(+0.3)-28.92-2.30.14----

15.32(+0.5)-1.64-7.59-27.13(+1.0)-;3.90(+0.8)-21.82-2.50.58----

17.82(-0.9)-1.40-8.14-29.16(-1.7)-;4.93(+0.7)-32.70-2.56.95----

16.65(+0.5)-1.49-5.91-28.41(+2.3)-;4.44(+0.8)-21.98-2.39.86----

17.61(+0.5)-1.46-7.20-27.81(+1.0)-;4.83(+0.7)-21.12-2.47.02----

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

15.14(-1.5)-1.53-11.52-27.47(-1.3)-;5.10(+1.1)-41.31-2.36.80----

15.89(-1.5)-1.40-8.66-28.70(-1.3)-;5.02(+0.3)-39.10-2.25.45----

七種競技

 本年平均 7.096 昨年平均 -

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 6.94 * 河田 航典 中京大附中京高 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

2 7.16 * 永野 響 ⾧久手高 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

3 7.17 * 深瀬 京佑 岡崎城西高 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

4 7.18 * 森 快晴 尾北高 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

5 7.26 * 菅沼 玲央 豊橋東高 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

6.95 * 遠藤 耕介 刈谷北高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/2

6.98 * 竹内 大和 中京大附中京高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/2

7.13 * 清水 響 愛工大名電高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/2

60m

 県高校記録 13.03 大島 涼賀 （一宮） 2017

 本年平均 11.349 昨年平均 11.349

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 14.04 * 服部 永遠 佐織工高 2 全日本競歩輪島 石川 輪島 4/13

2 15.23 * 杉浦 陽 愛知産大三河高 2 全日本競歩輪島 石川 輪島 4/13

3 16.11 * 松本 直樹 名古屋高 2 全日本競歩輪島 石川 輪島 4/13

3kmW

− 70 −



 本年平均 7.936 昨年平均 -

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 7.78 * 西 徹朗 名古屋高 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

2 7.89 * 高橋 遼将 中京大中京高 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

3 8.00 * 鈴木 大河 中京大中京高 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

4 8.17 * 田原 佳悟 名古屋西高 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

7.84 * 岩堀 剛己 名古屋高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

60mJH(99.1cm_9.14m)

 本年平均 7.799 昨年平均 -

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

1 7.73 * 倉橋 美穂 中京大中京高 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

2 7.87 * 福本 萌菜 中京大中京高 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

3 7.91 * 沖 美月 岡崎城西高 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

4 7.96 * 浜山 瑞希 安城学園高 2+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/2

7.65 * 井戸アビゲイル風果 至学館高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/2

7.70 * 高須 鮎香 中京大中京高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/2

7.77 * 大城 珠莉 至学館高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/2

60m

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

8.47 * 安藤 愛未 至学館高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

8.77 * 西川 知沙 豊橋南高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

9.00 * 田中 千尋 岡崎城西高 3+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日

1 8.75 * 松本 佳音彩 中京大中京高 1+ 日本選手権（室内） 大阪 大阪城 2/1

60mH(83.8cm_8.5m)

60mH(76.2cm_8.5m)

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

4.30 室内 聞谷 友貴矢 岡崎城西高 2+ いんざい室内棒高跳 千葉 印西 2/8

棒高跳

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 月日

3.80 室内 渡辺 南月 岡崎城西高 3+ いんざい室内棒高跳 千葉 印西 2/8

3.30 室内 赤井 千紘 岡崎城西高 3+ いんざい室内棒高跳 千葉 印西 2/9

棒高跳

− 71 −


