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100m 10"3 神野 正英 日大 実業団学生対抗 S45.6.19 小田原 

 10"3 黒沢 真也 高知陸協 順天堂大記録会 H13.5.4 順天堂大 

(電) 10"54 岡村 幸哉 岡豊高 四国高校総体 H25.6.16 砥部 

200m 21"2 松本 洋和 日大 東海大･日大対抗 H2.4.15 萩野 

 21"2 黒沢 真也 高知陸協 順天堂大記録会 H13.5.4 順天堂大 

(電) 21"25 矢野 琢斗 法政大 法政大対明治大(64) H26.7.13 法政多摩 

400m 46"40 小林 稔 富士通 全日本実業団 H14.9.29 あづま 

800m 1'52"49 大森 輝和 くろしお通信 関西実業団対抗選手権 H15.5.17 尼崎 

1500m 3'43"05 大森 輝和 くろしお通信 ｱｺﾑ中距離記録会 H14.6.30 健志台 

3000m 7'58"25 大森 輝和 くろしお通信 DN ｶﾞﾗﾝ国際 H16.7.26 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 

5000m 13'32"26 大森 輝和 くろしお通信 DN ｶﾞﾗﾝ国際 H16.7.27 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 

10000m 27'43"94 大森 輝和 くろしお通信 ｱﾃﾈ五輪標準挑戦 H16.5.22 新潟ｽﾀ 

110mH 14"15 小田 雅士 環太平洋大 日本学生個人 H25.6.21 平塚 

400mH 50"60 小林 稔 富士通 四国選手権 H13.8.25 春野 

3000mSC 8'49"55 冠木 雅守 くろしお通信 日本選手権 H18.7.2 ﾕﾆﾊﾞｰ 

5000mW 20'53"73 竹内 寛人 国士舘大 県選手権 H12.10.8 春野 

400mR 39"95 高知選抜 西村 三郎・諏訪 裕祐・矢野 琢斗・岡村 幸哉   

    第 67回岐阜国体 H24.10.8 長良川 

400mR(単独) 40"40 高知大 石丸 滉貴・諏訪 裕祐・横山 新太朗・江國 隼斗   

    中四国 IC H27.5.15 岡山 

1600mR 3'14"33 高知選抜 小林 稔・小森 竜宏・山本 潤・上岡 法政   

    四国選手権 H13.8.26 春野 

3200mR 7'58"09 高知大 木島 優輔・六車 昌起・角正 真之・増田 智一   

    ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ H15.5.4 春野 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ R 1'56"4 高知大 矢吹 央・川井 賢一・清水 克真・永井 淳夫   

    ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ H6.5.7 春野 

(電) 1'57"39 高知大 白井 隆之・井口 将志・山本 潤・谷口 博之   

    ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ H9.5.3 春野 

走高跳 2m18 石井 孝治 ｴｰｽﾜﾝ 屋島ｶｰﾆﾊﾞﾙ H13.7.22 屋島 

棒高跳 5m41 鈴木 秀司 入交産業 四国選手権 H9.8.30 春野 

走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳 7m80 岡林岡林岡林岡林    隼矢隼矢隼矢隼矢 国士舘大国士舘大国士舘大国士舘大 日体大競技会日体大競技会日体大競技会日体大競技会(98) H28.10.2 健志台健志台健志台健志台 
三段跳 16m88 小松 隆志 高知陸協 ｱｼﾞｱ大会 H6.10.14 広島 

砲丸投 17m82 宮内 育大 日本大 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ GP東京 H26.5.11 国立 

円盤投 51m32 保田 豪 高知陸協 県選手権 H13.10.7 春野 

ﾊﾝﾏｰ投 58m25 高橋 信年 高知 union 高知大記録会 H14.11.17 高知大 

やり投 70m44 岡村 幸文 KONO ｸﾗﾌﾞ 日本選手権 H8.6.7 長居 

十種競技 6769点 岡村 幸文 中京大 第 59回日本 IC H2.5.25-26 平塚 
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◆ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ       

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1ﾟ01'48" 大島 健太 くろしお通信 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ H15.3.9 山口 

ﾏﾗｿﾝ 2ﾟ16'33"0 野中 三徳 日大 読売勝田ﾏﾗｿﾝ S49.3.17 水戸 

 ※※※※太字で網掛けをしたものは、本年度に更新された記録です。太字で網掛けをしたものは、本年度に更新された記録です。太字で網掛けをしたものは、本年度に更新された記録です。太字で網掛けをしたものは、本年度に更新された記録です。    

2000m 5'14"51 大森 輝和 くろしお通信 ｱｺﾑ中距離記録会 H14.7.6 平塚 

10000mW 41'35"0 竹内 寛之 国士舘大 四大学対校陸上 H14.4.20 駒沢 

10km 29'35" 大島 健太 くろしお通信 丸亀ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ H12.2.6 丸亀 

20km 1ﾟ00'39" 久保田 満 東洋大 箱根駅伝予選会 H14.10.19 立川 

30km 1ﾟ36'21" 岡村 博三 中京大 中日ﾏﾗｿﾝ S55.3.9 愛知 

10kmW 41'53" 竹内 寛人 国士舘大 全日本 50km競歩 H14.10.27 高畠 

20kmW 1ﾟ25'37" 竹内 寛人 国士舘大 全日本 50km競歩 H14.10.27 高畠 

30kmW 2ﾟ25'26" 竹内 寛人 国士舘大 全日本競歩 H14.9.15 根上 

       


