
種目 記録 保持者名 大会名 日時 場所

１００ｍ 11.09 内山　雄貴 千葉県総体第2地区予選会 2019.4.27 成田中台

２００ｍ 22.14 小島　瑛生 千葉県新人第2地区予選会  2019.9.15 成田中台

４００ｍ 49.73 小島　瑛生 千葉県高校新人大会 2019.9.27 県総ス

８００ｍ 1.54.63 小宮　尭 千葉県高校総体 2016.5.13 県総ス

１５００ｍ 3.59.31 小宮　尭 千葉県高校記録会 2016.5.28 県総ス

３０００ｍ 9.14.51 松尾　勇希 流通経済大学記録会 2018.9.2
龍ヶ崎市

たつのこフィールド

５０００ｍ 15.10.97 小宮　尭 東海大記録会 2016.11.27 東海大

１００００ｍ 36.08.96 石井　靖大 千葉県高校記録会 2014.5.31 県総ス

10㎞ロード 32.42 小宮　尭 さかえリバーサイドマラソン 2017.2.5 さかえ
ふれあいプラザ

マラソン

ハーフマラソン 1.17.44 小宮　尭 印西スマイルマラソン 2017.2.12 印西ハーフ
マラソンコース

１１０ｍH 15.79 金子 慧太郎 千葉県新人第2地区予選会 2008.9.14 成田中台

４００ｍH 57.25 村田　義之 千葉県総体第2地区予選会 2013.4.28 成田中台

３０００ｍSC 9.53.07 松尾　勇希 順天堂大学記録会 2018.5.5 順大

５０００ｍW

４×
 １００ｍR

42.50
小池　洸 　尾形 勇樹
小島 瑛生　内山 雄貴 千葉県高校総体 2019.5.16 県総ス

４×
 ４００ｍR

3.20.60
尾形 勇樹　内山 雄貴
大島 岳人  小島 瑛生 千葉県高校総体 2019.5.19 県総ス

走高跳 1.83 渡部 優磨 千葉県高校記録会 2021.6.6 県総ス

棒高跳 4.60 山本　飛和 千葉県高校記録会 2021.5.30 県総ス

走幅跳 6.30 岡　利昌 流通経済大学記録会 2014.10.18 龍ヶ崎市
たつのこフィールド

三段跳 10.84 佐藤　直哉 千葉県総体第５地区予選会 2006.4.27 松戸

砲丸投 10.56 大野　　航聖 順天堂大学記録会 2021.3.26 岩名

円盤投 30.40 下条　龍矢 千葉県新人第5地区予選会 2002.9.14 県総ス

ハンマー投 32.35 山口　拓美 順天堂大学記録会 2009.9.28 県総ス

やり投 44.25 長谷川　誠 順天堂大学記録会 2018.3.24 順大

3557点 宮崎　拓也 千葉県総体第５地区予選会 2003.10.1,2 市原

駅伝総合 2.26.07

小宮 尭　長谷川 誠
北村 泰史　松尾 勇希
松本 竜人　西山 英明

小宮 晃人

千葉県高校駅伝 2016.10.29 東総

駅伝１区 31.55 小宮　尭 千葉県高校駅伝 2015.10.31 東総

駅伝２区 10.05 中原　諒一朗 千葉県高校駅伝 2020.10.31 東総

駅伝３区 27.27 中原　諒一朗 千葉県高校駅伝 2021.10.30 東総

駅伝４区 28.00 石井　靖大 千葉県高校駅伝 2014.11.1 東総

駅伝５区 10.39 佐々木　雅人 千葉県高校駅伝 2017.10.28 東総

駅伝６区 17.38 平山　敬梧 千葉県高校駅伝 2021.10.30 東総

駅伝７区 17.09 小宮　晃人 千葉県高校駅伝 2016.10.29 東総

2001年4月～2021年10月30日 太文字 は印旛高（木下校舎）

印旛明誠高校陸上競技部　　部内記録（男子）

八種競技
(100m 12.48,LJ 5.37,SP 7.85,400m 57.51 110mH 19.67,JT 25.75,HJ 1.61 1500m 4.53.89)



種目 記録 保持者名 大会名 日時 場所

１００ｍ 12.82 早野　凜 千葉県総体第2地区予選会 2019.4.27 成田中台

２００ｍ 26.99 早野　凜 千葉県記録会 2019.4.14 県総ス

４００ｍ 60.06 早野　凜 松戸市記録会 2019.8.31 野田

８００ｍ 2.21.43 山﨑　ななみ 千葉県高校記録会 2021.6.6 県総ス

１５００ｍ 4.44.95 岩井　沙祈 2020千葉県高校陸上競技会 2020.8.2 成田中台

３０００ｍ 10.12.50 岩井　沙祈 千葉県新人第2地区予選会オープン 2020.9.13 成田中台

５０００ｍ 17.39.90 岩井　沙祈 2020第２回千葉県長距離記録会 2020.11.28 県総ス

１００００ｍ

5㎞ロード 18.28 岩井　沙祈 さかえリバーサイドマラソン 2020.2.16
さかえ

ふれあいプラザ

10㎞ロード 36.14 岩井　沙祈 関東10㍄・10㌔ロードレース大会 2020.12.20 宗吾霊堂

ハーフマラソン 1.17.44 染谷　実那 さかえリバーサイドマラソン 2017.2.12 さかえ
ふれあいプラザ

マラソン

１００ｍH 15.87 早野　凜 流通経済大学記録会 2019.7.13 県総ス

１００ｍｙH 16.33 早野　凜 千葉県高校記録会 2018.6.9 県総ス

４００ｍH 61.95 早野　凜 関東高等学校新人大会 2019.10.2 東総

３０００ｍSC

３０００ｍW 21.11.57 外山　温美 千葉県高校総体 2003.5.10 県総ス

４×
 １００ｍR

50.77
大槻 愛美　武井　凜
日吉 愛佳　早野 　凜 千葉県高校総体 2019.5.16 県総ス

４×
 ４００ｍR

4.12.84
岩井　沙祈　日吉 愛佳

武井　凜　早野　凜 千葉県総体第2地区予選会 2019.4.28 成田中台

棒高跳 3.40 池田　風香 全国高校選抜 2016.8.26 大阪長居

走幅跳 5.10 岩井　ひとみ 流通経済大学記録会 2014.10.18
龍ヶ崎市

たつのこフィールド

三段跳

砲丸投 8.78 大槻　愛美　 千葉県総体第2地区予選会 2019.4.28 成田中台

円盤投 25.81 森川　月 千葉県高校総体 2018.5.20 県総ス

ハンマー投

やり投 16.85 遠藤 梨沙 千葉県総体第５地区予選会 2003.10.1,2 野田

駅伝総合  1.20.22
岩井 沙祈　関 由以子

　山﨑 ななみ 髙橋 七菜
香焼 真由菜

千葉県高校駅伝 2020.10.31 東総

駅伝１区 21.50 岩井　沙祈 千葉県高校駅伝 2020.10.31 東総

駅伝２区 16.06 関　由以子 千葉県高校駅伝 2020.10.31 東総

駅伝３区 11.14 山﨑　ななみ 千葉県高校駅伝 2020.10.31 東総

駅伝４区 11.57 髙橋 七菜 千葉県高校駅伝 2020.10.31 東総

駅伝５区 19.03 香焼　真由菜 千葉県高校駅伝 2019.11.2 東総

2001年4月～2021年10月30日 太文字 は印旛高（木下校舎）

印旛明誠高校陸上競技部　　部内記録（女子）

七種競技
(100mH ,HJ ,SP ,200m LJ ,JT ,800m )


