
性別 種目 記録 風 氏名 所属 大会名 会場
男子 100m 10.27 +0.6 木下　直 福井工業大学 北日本IC 厚別公園競技場 2022 /7/2
男子 200m 20.85 +0.6 横川　康佑 新潟医福大 北日本IC 県営あづま 2018 /7/2
男子 400m 46.95 古川　慶次 新潟医福大 北陸選手権 富山総合 2017 /8/27
男子 800m 1.48.99 一志　学 福井工業大全日本学生陸上競技チャンピオンシップ平塚 1995 /7/8
男子 1500m 3.47.52 二宮　秀 富山大 日本インカレ たけびしスタジアム 2022 /9/9
男子 5000m 14.05.93 坪井　響己 信州大 日体大記録会 日体大健志台 2021 /10/3
男子 10000m 29.12.42 坪井　響己 信州大 日体大記録会 日体大健志台 2020 /11/14
男子 110mH 14.03 +1.2 菊池　徹郎 上越教育大 国際武道大秋季合同 国際武道大 2008 /11/1
男子 400mH 50.27 高村　政継 金沢星稜大 日本選手権 緑地公園 2002 /6/7
男子 3000mSC 8.52.06 牧　良輔 新潟医福大 日本学生対校 国立 2008 /9/14
男子 10000mW 40.04.78 宇波　栄樹 小松短期大 北信越IC 富山総合 2008 /5/11

男子 4x100mR 39.56 新潟医福大
邉見・横川
・内山・森山

日本学生対校 川崎市等々力 2018 /9/7

男子 4x400mR 3.08.42 新潟医福大
古川・長谷川
・横川・渡辺

日本選手権リレー 日産スタジアム 2015 /10/24

男子 走高跳 2.24 堀井　遥樹 新潟医福大 静岡国際 エコパスタジアム 2021 /5/3
男子 棒高跳 5.20 酒井　智朗 金沢大 新潟実業団競技会 ビッグスワンスタジアム 2015 /5/20
男子 走幅跳 7.78 +0.8 大岩　雄飛 富山大 北陸選手権 富山総合 2012 /8/26
男子 三段跳 15.96 +0.8 佐藤　賢一 信州大 北信越IC 富山総合 2008 /5/11
男子 砲丸投 16.19 大浦　拓徳 新潟医福大 学生個人 平塚 2021 /6/４
男子 円盤投 53.63 高倉　星也 新潟医福大 新潟県しばたサマー 新発田市五十公野公園 2018 /8/4
男子 ハンマー投 61.67 佐々木　健介新潟医療福祉大学 北日本IC 厚別公園競技場 2022 /7/2
男子 やり投 74.96 西山　忠宏 新潟大 関東甲信越大学 新潟市 2018 /8/23
男子 十種競技 7119 小坪　聖人 新潟医福大 北信越IC 福井県営 2022 /5/15
男子 10マイル 50.52 岩渕　良平 信州大 長野県ロードレース伊那 伊那市営 2012 /3/4
男子 20㎞ 1.01.30 福田　裕大 金沢大 立川シティハーフ 立川シティ 2019 /3/10
男子 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1.04.50 福田　裕大 金沢大 立川シティハーフ 立川シティ 2019 /3/10
男子 ﾌﾙﾏﾗｿﾝ 2.20.56 池田　悠司 松本大 びわ湖毎日マラソン 大津市 2021 /2/28
男子 20kmW 1.25.28 宇波　栄樹 小松短期大 日本選手権20㎞競歩 神戸 2008 /1/27
男子 50kmW 4.46.39 都丸　真一 福井工業大 全日本50㎞競歩 高畠 2006 /11/5

性別 種目 記録 氏名 所属 大会名 会場
女子 100m 11.51 +2.0 前山　美優 新潟医福大 日本学生個人 平塚 2017 /6/10
女子 200m 23.80 -0.2 前山　美優 新潟医福大 日本選手権 長居 2017 /6/24
女子 400m 54.67 椎谷　佳奈子 新潟医福大 日本学生対校 熊谷 2016 /9/2
女子 800m 2.11.27 廣田　百世 富山大 94th北信越IC 西部緑地公園 2020 /8/2
女子 1500m 4.23.51 廣田　百世 富山大 日本学生対校 ビッグスワンスタジアム2020 /9/11
女子 5000m 16.10.42 川田　綾香 高岡法科大 学生種目別 小田原 2002 /6/22
女子 10000m 34.22.37 宮田　佳菜代 新潟医福大 北信越IC 新潟市 2018 /5/19
女子 100mH 13.42 +2.0 手塚　麻衣 富山大 北信越IC 福井県営 2022 /05/14
女子 400mH 59.81 南澤　明音 松本大 日本学生対校 長良川 2019 /9/15
女子 3000mSC 11.09.11 佐藤　晴菜 新潟医福大 北日本IC 新潟市 2021 /7/3
女子 10000mW 46.30.15 高山　瑞佳 新潟医福大 国体 紀三井寺 2015 /10/5

女子 4x100mR 45.61 新潟医福大
新澤・前山
・椎谷・佐藤

日本選手権リレー 日産スタジアム 2016 /10/29

女子 4x400mR 3.41.41 新潟医福大
椎谷・前山
・坂井・佐藤

日本学生対校 熊谷 2016 /9/4

女子 走高跳 1.84 若林　和美 富山大 日本選手権 国立競技場 1986 /5/31
女子 棒高跳 3.95 江口　茜 新潟大 日本選手権 宮城スタジアム 2000 /10/6
女子 走幅跳 6.09 +0.3 永井　佳織 新潟医福大 北信越IC 富山総合 2014 /5/24
女子 三段跳 12.49 +1.7 王　迪 金沢星稜大 北陸選手権 新潟市 2004 /8/28
女子 砲丸投 14.45 大千里　歩美 新潟医福大 北信越IC 福井県営 2022 /5/15
女子 円盤投 51.70 神田　千穂 新潟医福大 NUHW競技会 新潟医療福祉大学 2019 /5/11
女子 ハンマー投 58.54 エパサカ　テレサ 新潟医福大 日本選手権大阪ヤンマースタジアム長居2021 /6/26
女子 やり投 59.49 木村　玲奈 新潟医福大 日本学生対校 たけびしスタジアム 2022 /9/11
女子 七種競技 5403 吉田　恵美 富山大 日本学生対校 熊本県民総合 2011 /9/10
女子 5km 16.45 常川　香 金沢大 大町ロードレース 大町市附属 1993 /9/23
女子 10km 36.29 堀　純子 金沢女短大 1997
女子 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1.14.48 川田　綾香 高岡法大 2001
女子 ﾌﾙﾏﾗｿﾝ 2.47.52 渡辺　智子 新潟大 2013
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