
性別 種目 記録 風 氏名 所属 会場
男子 100m 10.44 西村　顕志 富山大 県営あづま 2017
男子 200m 20.79 +0.9 川本　怜平 東海大北海道 県営あづま 2018 /7/2
男子 400m 46.53 渡邊　和也 東北福祉大 2012
男子 800m 1.52.47 佐藤　広樹 福島大 2003
男子 1500m 3.54.86 樋渡　翔太 富士大 2010
男子 5000m 14.33.18 橘　明徳 東北大 2004
男子 10000m 30.38.26 川瀬　誠 北海道大 1995
男子 110mH 14.04 田代　優仁 岩手大 県営あづま 2017
男子 400mH 51.29 西本　夏樹 金沢星稜大 2012
男子 3000mSC 8.55.03 池田　圭 東北福祉大 2012
男子 10000mW 42:41.91 和田　翔太 北海道教育大 2016

男子 4x100mR 39.94 新潟医福大
邊見・横川
・栃倉・森山

県営あづま 2017

男子 4x400mR 3:10.03 新潟医福大
古川・倉部
・横川・渡辺

岩手県営 2015 /8/9

男子 走高跳 2.20 堀井　遥樹 新潟医福大 新潟市 2021 /7/３
男子 棒高跳 5.10 木次谷　聡 福島大 2000
男子 走幅跳 7.66 清水　奨太 金沢星稜大 岩手県営 2015
男子 三段跳 15.56 佐藤　賢一 信州大 2008
男子 砲丸投 15.84 佐々木　大志 岩手大 2002
男子 円盤投 51.62 佐々木　大志 岩手大 2001
男子 ハンマー投 58.61 佐々木　健介 新潟医福大 新潟市 2021 /7/3
男子 やり投 71.57 佐藤　寛大 仙台大 2010
男子 十種競技 6963 栗原　健太 新潟医福大 県営あづま 2018 /7/1

性別 種目 記録 風 氏名 所属 会場
女子 100m 11.71 元橋　梢 星稜女短大 1996
女子 200m 23.93 田村　友紀 岩手大 2012
女子 400m 55.53 広田　有紀 秋田大 県営あづま 2018 /6/30
女子 800m 2:06.79 広田　有紀 秋田大 2016
女子 1500m 4：29．92 廣田　百世 富山大 新潟市 2021 /7/3
女子 5000m 16.29.46 出口　聡子 東北福祉大 2013
女子 10000m 34.55.94 出口　聡子 東北福祉大 新潟市 2014 /8/12
女子 100mH 13.58 熊谷　史子 福島大 2006
女子 400mH 59.72 新田　真未 岩手大 県営あづま 2018 /7/2
女子 3000mSC 11.00.04 小池彩加 東北福祉大 新潟市 2014 /8/12
女子 10000mW 48.35.01 大久保　玲美 弘前大 岩手県営 2015 /8/9

女子 4x100mR 45.85 福島大
熊谷・栗本
・松田・長島

2006

女子 4x400mR 3.45.56 新潟医福大
椛澤・前山
・佐藤・吉田

新潟市 2014 /8/13

女子 走高跳 1.75 若林　和美 富山大 1985
女子 走高跳 1.75 京谷　萌子 北海道教育大 2013
女子 棒高跳 3.91 杉沼　凛保 山形大 新潟市 2021 /7/3
女子 走幅跳 6.28 高橋　瑞希 新潟医福大 新潟市 2021 /7/3
女子 三段跳 12.54 大泉　佳那 東北福祉大 2005
女子 砲丸投 13.75 富山　絵菜 新潟医福大 県営あづま 2017
女子 円盤投 44.68 神田　千穂 新潟医福大 県営あづま 2018 /6/30
女子 ハンマー投 55.57 佐藤　若菜 仙台大 2009
女子 やり投 52.31 井口　華穂 新潟医福大 県営あづま 2018 /7/2
女子 七種競技 5152 藤本　瑠奈 金沢星稜大 2020
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北日本学生陸上競技対校選手権大会記録


