
性別 種目 記録 風 氏名 所属 会場
男子 100m 10.46 +1.6 福島　聖 富山大 新潟市 2021 /10/23
男子 200m 21.15 +0.6 斎藤　大介 新潟国情大 松本平広域公園 2019 /10/20
男子 400m 47.85 山本　哲嗣 富山大 緑地公園 2008 /10/11
男子 800m 1.51.74 一志　学 福井工業大 1995
男子 1500m 3.57.06 古川　雅樹 金沢星稜大 福井県営 2005 /10/15
男子 5000m 14.36.34 松林　直亮 信州大 新潟市 2021 /10/2４
男子 10000m 30.28.87 岡本　亮介 高岡法科大 富山総合 2007 /10/20
男子 110mH 14.16 +1.4 宮澤　充 上越教育大 新潟市 2002 /10/5
男子 400mH 51.37 高村　政継 金沢星稜大 緑地公園 2003 /10/12
男子 3000mSC 9.10.11 大野　雄揮 信州大 富山総合 2012 /10/13
男子 10000mW 41.07.04 宇波　栄樹 小松短期大 富山総合 2007 /10/21

男子 4x100mR 40.87 福井工業大
奥村・ 川口
・久保・豊

1997

男子 4x400mR 3.13.70 新潟医福大
長谷川・山崎
・渡辺・福島

緑地公園 2013 /9/29

男子 走高跳 2.17 長谷川　直人 新潟医福大 緑地公園 2018 /10/21
男子 棒高跳 4.90 長谷川　芳幸 新潟大 福井県営 2010 /10/16・17
男子 走幅跳 7.61 0.0 大岩　雄飛 富山大 富山総合 2012 /10/14
男子 三段跳 15.52 +1.8 佐藤　賢一 信州大 新潟市 2006 /10/1
男子 砲丸投 15.83 奥田　雄也 福井工業大 長野市営 2009 /10/25
男子 円盤投 53.00 中町　真澄 新潟医福大 新潟市 2021 /10/23
男子 ハンマー投 55.10 廣田　虹輝 富山国際大 松本平広域公園 2019 /10/19
男子 やり投 70.27 堀田　顕生 富山大 長野市営 2009 /10/25

性別 種目 記録 氏名 所属 会場
女子 100m 11.71 +1.7 宮澤　有紀 富山大 長野市営 2014 /10/11
女子 200m 24.84 +0.8 秋田　理沙 金沢大 緑地公園 2018 /10/21
女子 400m 56.10 大沼　桃香 新潟医福大 松本平広域公園 2019 /10/20
女子 800m 2.14.93 渡辺　智子 新潟大 緑地公園 2008 /10/12
女子 1500m 4.31.11 川田　綾香 高岡法科大 緑地公園 2003 /10/11
女子 5000m 16.31.57 川田　綾香 高岡法科大 富山総合 2001 /10/14
女子 100mH 13.45＋1.6 手塚　麻衣 富山大 新潟市 2021 /10/23
女子 400mH 1.00.13 南澤　明音 松本大 松本平広域公園 2019 /10/20
女子 3000mSC
女子 10000mW 47.50.78 髙木　志穂 小松短期大 新潟市 2011 /10/2

女子 4x100mR 47.25 新潟医福大
徳田・吉田
・椛澤・内山

緑地公園 2013 /9/28

女子 4x400mR 3.49.40 新潟医福大
椛澤・吉田
・内山・徳田

緑地公園 2013 /9/29

女子 走高跳 1.73 岩田　栞 金沢星稜大 緑地公園 2018 /10/20
女子 棒高跳 3.90 江口　茜 新潟大 長野市営 1999 /10/24
女子 走幅跳 5.94 +0.7 永井　佳織 新潟医福大 長野市営 2014 /10/12
女子 三段跳 12.13 王　迪 金沢星稜大 長野市営 2004 /10/10
女子 砲丸投 13.46 富山　絵菜 新潟医福大 福井県営 2016 /10/16
女子 円盤投 44.23 神田　千穂 新潟医福大 緑地公園 2018 /10/20
女子 ハンマー投 55.80 エパサカ　テレサ 新潟医福大 新潟市 2021 /10/24
女子 やり投 51.20 井口　華穂 新潟医福大 松本平広域公園 2019 /10/20
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