
秋田県記録・最高記録
［男　子］

○秋田県記録

種　目 記　録 氏　　名 所　属 大会名 会場 実施日

100m 10.30 大賀 圭造 岩手大院 全日本ｲﾝｶﾚ 国立 04/07/02

200m 20.83 秋元 延大 順大院 日本選手権 丸亀 10/06/05

300m 32.91 伊藤 友広 秋田ｾﾞﾛｯｸｽ 出雲陸上 浜山 05/04/24

400m 45.63 伊藤 友広 法政大 国体 袋井 03/10/29

800m 1.49.8 遠藤  司 横手平鹿陸協 国体 栃木 80/10/16

1500m 3.45.59 大野 聖登 秋田工高 全国高校総体 福井 21/07/29

5000m 13.36.83 池田 克美 ﾘｸﾙｰﾄ ｽｰﾊﾟｰ国際陸上 静岡 91/05/06

10000m 28.02.93 池田 克美 ﾘｸﾙｰﾄ 兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 神戸 91/04/29

110mH 1.067m/9.14m 13.93 齋藤 陽平 筑波大 日本選手権 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 13/06/09

1.067m/9.14m (手) 13.9 熊谷  隆 中央学院大 国際武大･中央学院大対抗 国際武大 92/11/01

400mH 50.39 大須賀 浩 福島大 全日本学生 国立 96/09/06

3000mSC 8.42.2 成田 道彦 法政大 国体 青森 77/10/06

5000mW 19.38.24 小林 快 早稲田大 県選手権 県営 14/07/06

10000mW 39.27.90 小林 快 早稲田大 関東学生対抗 熊谷 14/05/17

4×100mR混 40.24

熊谷　龍之介

赤平　悠斗

工藤　大晟

黒澤　大希

県選抜 国体 福井 18/10/08

4×100mR 40.60

鈴木 慶一

萩原 和

中村 聖

佐藤 修平

横手清陵学院高 全国高校総体 大分銀行ﾄﾞｰﾑ 13/07/30

4×400mR混 3.09.70

村上 大啓

櫻田 文人

矢野 翼

伊藤 友広

県選抜 東北総体 天童 02/08/25

4×400mR 3.11.54

兎澤 航平

堀部 亘世

木越 孔明

工藤 大晟

大館国際情報高 全国高校総体 山梨中銀ｽﾀｼﾞｱﾑ 14/08/03

走高跳 2m15 菊地 亜紀 日体大 日本学生選手権 平塚 94/06/26

菅原 敬弥 流通経済大 流経大競技会 竜ヶ崎 14/09/20

棒高跳 5m35 森部 雅文 秋田いすゞ自動車 国体 秋田県営 07/10/07

走幅跳 7m90 小田島 英巨 日体大 六大学対校 白井 97/06/08

三段跳 15m60 松下　翔一 秋田市陸協 県選手権 秋田県営 19/07/207

砲丸投 7.260kg 16m05 三森 達博 横手東高教 国体 徳島 93/10/27

円盤投 2.000kg 55m79 安保 建吾 東海大 日大･東海大対抗 小田原 14/04/13

ﾊﾝﾏｰ投 7.260kg 66m01 八鍬 政之 秋田市陸協 国体 岡山 05/10/25

やり投 0.800kg 74m84 種本 祐太朗 羽後設備 日本選抜和歌山 紀三井寺 08/04/19

筑波大 全日本学生 国立 93/09/11～12

100m=11.19　 走幅跳=6.84　 砲丸投=11.75　 走高跳=2.02　 400m=49.25  

110mH=14.64　円盤投=33.00　棒高跳=4.30　やり投=53.46　1500m=4.43.06  

○秋田県最高記録

10kmﾛｰﾄﾞ 29.08. 途 松尾淳之介 東海大 第44回札幌マラソン 札幌市 19/10/06

20kmﾛｰﾄﾞ 58.59. 途 松尾淳之介 東海大 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌ 上尾 16/11/20

30kmﾛｰﾄﾞ 1.30.00.  湊谷　春紀 東海大 熊日ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本市 19/02/17

35kmﾛｰﾄﾞ 1.47.00.  途 松尾淳之介 東海大 別府大分毎日マラソン 大分市 20/02/02

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1.02.17.  松尾淳之介 東海大 上尾ｼﾃｨﾊｰﾌ 上尾 16/11/20

ﾏﾗｿﾝ 2.11.00.  松尾淳之介 東海大 別府大分毎日マラソン 大分市 20/02/02

10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 47.08.  池田 克美 ﾘｸﾙｰﾄ 唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 唐津 92/02/10

20000mW 1.44.33.6 長沼 久雄 三菱秋田 国体 岐阜 65/10/26

50000mW 5.14.45.0 高橋 友三 県庁 日本選手権 水戸 61/11/12

5KmW 19.40. 途 小林 快 早稲田大 全日本競歩能美 能美 15/03/15

10KmW 39.28. 途 小林 快 早稲田大 全日本競歩能美 能美 15/03/15

15KmW 59.18. 途 小林 快 早稲田大 全日本競歩能美 能美 15/03/15

20KmW 1.19.12. 小林 快 早稲田大 全日本競歩能美 能美 15/03/15

30KmW 2.30.32.  斎藤 憲一 国士大 全日本競歩輪島 輪島 04/04/11

35KmW 2.56.07.  斎藤 憲一 国士大 全日本競歩輪島 輪島 04/04/11

50KmW 4.17.22.  斎藤 憲一 国士大 全日本競歩輪島 輪島 04/04/11

※途：途中計時による記録

○駅伝

都道府県対抗(48Km) 2：20.39. 秋田県選抜 全国都道府県対抗男子駅伝 広島 20/01/19

　48km（7.0km-3.0km-8.5km-5.0km-8.5km-3.0km－13.0km)

十種競技 7278点 金澤 寛樹

　①中川雄太(20.01)　②小松　聖(8.45)　③松尾淳之介(24.48)　④高貝　瞬(14.19)　⑤高橋銀河(25.21)　⑥藤本駿世(8.46)　⑦新号健志(38.39)
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