
種　　目 記　　録 氏　　名 所属 府　県 競技日 競技会名 会場 備考

100m 10"01 桐生　祥秀 洛南 京都 2013/4/29 第47回織田記念陸上 広島エディオン 日本高校記録

200m 20"41 桐生　祥秀 洛南 京都 2013/6/15 第66回全国高校近畿地区予選 鴻ノ池

400m 45"47 金丸　祐三 大阪 大阪 2005/9/19 スーパー陸上2005 横浜国際 日本高校記録

800m 1'48"57 久田　　朔 桜宮 大坂 2021/7/31 第74回全国高校選手権 福井

1500m 3'37"18 佐藤　圭汰 洛南 京都 2021/7/17 ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会 千歳市青葉陸上競技場

13'31"19 佐藤　圭汰 洛南 京都 2021/10/3 第291回日体大長距離競技会 日体大健志台

(国際) 13'22"40 Ａ.Ｋ.マイナ 興国 大阪 2020/7/8 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会 深川

110mH
(106.7cm)

13"93 小池　　綾 大塚 大阪 2021/6/6 布勢スプリント2021 ヤマタスポーツパーク

400mH
(91.4cm)

50"03 垣守　　博 添上 奈良 1985/8/31 日･中･加ジュニア対抗 三重

3000mSC 8'39"37 三浦  龍司 洛南 京都 2019/6/27 第103回日本選手権 博多の森 日本高校記録

5000mW 19'29"84 住所　大翔 飾磨工 兵庫 2017/11/26 第24回ひろしま県県央競歩 東広島 日本高校記録

田村・南本
山本・大石
野口・樋口
梅谷・井本

走高跳 2ｍ21 平松　祐司 西城陽 京都 2015/3/22 第７回山田隆記念陸上 鴻ノ池

棒高跳 5m35 原口　篤志 王寺工業 奈良 2021/11/3 第４回奈良市記録会 鴻ノ池

走幅跳 8m12 藤原　孝輝 洛南 京都 2019/8/5 第72回全国高校選手権 ﾀﾋﾟｯｸ県総ひやごんｽﾀｼﾞｱﾑ 日本高校記録

三段跳 16m13 宮尾　真仁 洛南 京都 2022/11/4 第74回京都府私学総体 西京極 日本高校記録

砲丸投（６K) 19m28 アツオビン・ジェイソン 大阪桐蔭 大阪 2020/11/3 第５回奈良市陸協記録会 鴻ノ池 日本高校記録

円盤投(1.75kg) 55m09 山口　翔輝夜 社 兵庫 2022/5/3 第75回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 ユニバー

ハンマー投（６K) 68m99 山口　翔輝夜 社 兵庫 2022/10/8 第77回国民体育大会 栃木県総合運動公園 日本高校記録

やり投(800g) 74m96 巖　優作 市尼崎 兵庫 2021/3/14 第12回京都陸協記録会 丹波自然公園

6214点 丸山　優真 信太 大阪 2016/11/13

種　　目 記　　録 氏　　名 所属 府　県 競技日 競技会名 会場 備考

100m 11"56 青山　華依 大阪 大阪 2021/3/28 シレジア2021世界リレー選手権日本代表選考トライアル ひなた宮崎

200m 23"78 壹岐　あいこ 京都橘 京都 2018/8/5 第71回全国高校選手権 三重交通Ｇｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢

400m 53"30 石塚　晴子 東大阪大敬愛 大阪 2015/7/29 第68回全国高校選手権 紀三井寺

800m 2'02"57 塩見　綾乃 京都文教 京都 2017/8/1 第70回全国高校選手権 山形NDｿﾌﾄ ｽﾀｼﾞｱﾑ 日本高校記録

1500m 4'07"86 小林　祐梨子 須磨学園 兵庫 2006/9/24 スーパー陸上２００６ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 日本高校記録

3000m 8'52"33 小林　祐梨子 須磨学園 兵庫 2005/10/13 神戸市長距離記録会 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾌﾞ 日本高校記録

100mH
(83.8cm)

13"46 田中　佑美 関大一 大阪 2016/7/23 U20世界選手権 ｽﾞｼﾞｽﾜﾌ･ ｸｼｼｭｺｳﾞｨｱｸ

400mH
(76.2cm)

57"09 石塚　晴子 東大阪大敬愛 大阪 2015/7/30 第68回全国高校選手権 紀三井寺 日本高校記録

5000mW 22'20"10 籔田　みのり 県西宮 兵庫 2019/10/7 第74回国民体育大会 笠松運動公園

古西・壹岐

姫野・吉野
戸谷温・川田

戸谷湧・佐々木

走高跳 1m82 宗包　麻里菜 西京 京都 2013/7/31 第66回全国高校選手権 大分

棒高跳 4m13 古林  愛理 明石商業 兵庫 2020/10/11 2020年兵庫秋季記録会(明石会場) 明石公園 日本高校記録

6m44 中野　　瞳 長田 兵庫 2007/6/2 第60回兵庫高校選手権 ユニバー 日本高校記録

6m44 高良　彩花 園田 兵庫 2018/6/9 第18回アジアジュニア選手権 岐阜長良川 日本高校記録

三段跳 12m92 村山　　梢 初芝 大阪 1995/11/3 浜松中日カーニバル 浜松

砲丸投(4K) 15m70 郡　菜々佳 東大阪大敬愛 大阪 2015/10/5 第70回国民体育大会 紀三井寺 日本高校記録

円盤投(1K) 51m25 郡　菜々佳 東大阪大敬愛 大阪 2016/3/31 奈良県北和記録会 鴻ノ池

ﾊﾝﾏｰ投(4K) 56m79 奥村　梨里佳 添上 奈良 2019/8/4 第72回全国高校選手権 ﾀﾋﾟｯｸ県総ひやごんｽﾀｼﾞｱﾑ

やり投(600g) 58m59 山下　実花子 京都共栄 京都 2015/7/11 京都選手権 西京極

5519点 ヘンプヒル　恵 京都文教 京都 2014/8/1・2

近藤･夏原
沼田･伊藤

竹中

八種競技 ｴﾌﾞﾘﾊﾞﾃﾞｨ・ﾃﾞｶｽﾛﾝ 刈谷ｳｪｰﾌﾞ
11"05-7m15-12m99-50"14／14"41-56m51-1m93-4.38.11

2016/8/2 第69回 全国高校選手権 岡山ｼﾃｨﾗｲﾄｽﾀｼﾞｱﾑ 日本高校記録

4×100mR 45"70 京都橘 京都 2017/7/31

溜池・前田
佐藤・宮本

岡田・児島・柴田

近 畿 高 等 学 校 記 録
男   子 2022年12月28日現在

5000m

第13回エコパトラックゲームズ 静岡エコパ 日本高校記録

4×400mR 3'08"57 洛南 京都 2016/8/2 第69回 全国高校選手権 岡山ｼﾃｨﾗｲﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

4×100mR 39"34 洛南 京都 2022/11/4

七種競技 第67回全国高校選手権 山梨中銀ｽﾀﾃﾞｨｱﾑ 日本高校記録
13"57 - 1m62 - 10m46 - 25"39 - 5m81 - 39m84 - 2'17"87

西京極 日本高校記録

※(国際)：近畿高校国内国際最高記録

女   子 2022年12月28日現在

駅伝 2゜01´59"　 洛南 京都 2021/12/26 全国高校駅伝

走幅跳

第70回 全国高校選手権 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ山形

4×400mR 3'37"67 東大阪大敬愛 大阪

駅伝 1゜07´06　 立命館宇治 京都 京都2007/12/23 第19回全国高校駅伝


