
種目 氏　名 記　録 所　属 期　　　　日 大会名 種目 氏　名 記　録 所　属 期　　　　日 大会名

１００ｍ 小野裕太 10.53 九州情報大学 2006年10月15日 第7回日田市陸上記録会 １００ｍ 藤田知香 11.97 チーム大分 2008年9月23日 第６回日田市陸上記録会

２００ｍ 相良拓也 22.65 日田高 2004年5月1日 高体連久大支部　春季大会 ２００ｍ 石井佑貴美 25.9 日田高 2003年5月3日 高体連久大支部　春季大会

４００ｍ 大島勇樹 48.05 九州情報大学 2008年4月20日 第１回日田市陸上記録会 ４００ｍ 荒川亜美 58.03 日田高 2009年9月23日 第６回日田市陸上記録会

８００ｍ 大島勇樹 1.51.14 九州情報大学 2008年7月27日 第４回日田市陸上記録会 ８００ｍ 荒川亜美 2.16.08 日田高 2009年10月18日 第７回日田市陸上記録会

１５００ｍ 油布郁人 3.53.10 大分東明高校 2008年5月11日 第２回日田市陸上記録会 １５００ｍ 高田鮎実 4.28.97 キャノン九州 2012年4月22日 第1回日田市陸上記録会

３０００ｍ 堀龍彦 8.30.71 大牟田高校 2013年4月21日 第1回日田市陸上記録会 ３０００ｍ メリー・ワンガリ 9.1601 立命館APU 2006年11月12日 第８回日田市陸上記録会

５０００ｍ 北川博規 14.42.65 別府自衛隊 2006年9月10日
第7回久大選手権

第8回日田市陸上記録会
５０００ｍ 矢野由佳 16.28.89 キャノン九州 2012年9月23日 第5回日田市陸上記録会

１００００ｍ 平田和彦 30.49.49 東芝ＬＳＩ杵築 2010年11月23日 第２回日田市陸上記録会
兼第５６回九州一周駅伝第一次選考会

１００００ｍ ― ― ― ― ―

１０Ｋ １０Ｋ

ハーフ 中島慎治 1.09.47 ＧＧＲＣ 2012年3月18日 第13回健康日田ひなまつりマラソン ハーフ 有江美柚 1.21.59 佐賀大学 2012年3月18日 第13回健康日田ひなまつりマラソン

１１０Ｈ 佐藤嵩之 15.78 大分雄城台高 2002年4月21日 大分県第１回春季陸上大会 １００Ｈ

４００Ｈ 田内文博 54.06 楊志館高 2003年10月13日 第２回大分県秋季陸上大会 ４００Ｈ 石井佑貴美 68.62 日田高 2002年5月3日 高体連久大支部　春季大会

３０００ＳＣ 藤本貴裕 10.06.63 日田高 2003年5月3日 高体連久大支部　春季大会 ３０００ＳＣ ― ― ― ― ―

３０００ｍＷ ― ― ― ― ― ３０００ｍＷ 桐生文香 13.31.04 環微研 2007年5月27日 第２回日田市陸上記録会

５０００ｍＷ 是枝泉樹 21.18.00 久留米大学 2008年5月11日 第２回日田市陸上記録会

４００Ｒ

重兼卓哉
久家タケシ
平ケ倉寿則
武田雄平

40.69 九州情報大学 2011年5月8日 第2回日田市陸上記録会 ４００Ｒ

清水嘉子
澤田実希
後藤早紀
藤田知香

47.28 チーム大分 2008年9月23日 第６回日田市陸上記録会

１６００Ｒ

原田高志
井上陽士
結城康平
堀英朗

3.26.85 日田林工高 2002年5月3日 高体連久大支部　春季大会 １６００Ｒ

渡邉由佳
佐藤千夏
森山真以

石井佑貴美

4.11.83 日田高 2003年5月3日 高体連久大支部　春季大会

走高跳 久島貴大 2.08 日田林工高 2009年4月19日 第１回日田市陸上記録会 走高跳 藤澤香菜 1.63 佐伯鶴城高 2008年9月23日 第６回日田市陸上記録会

棒高跳 ― ― ― ― ― 棒高跳 ― ― ― ―

走幅跳 尾熊利昭 7.17 日田市 2004年11月14日 第９回日田市陸上記録会 走幅跳 杉真理子 5.67 藤蔭高 2004年10月17日 第８回日田市陸上記録会

三段跳 原田高志 14.05 日田林工高 2002年5月3日 高体連久大支部　春季大会 三段跳 ― ― ― ― ―

砲丸投 福島翔太郎 15.38 九州情報大学 2009年10月18日 第７回日田市陸上記録会 砲丸投 佐藤多恵 13.22 九州情報大 2008年5月11日 第２回日田市陸上記録会

円盤投 古田浩章 29.68 森高 2004年9月4日 高体連久大支部　秋季大会 円盤投

ハンマー投 ― ― ― ― ― ハンマー投 合澤理恵 42.61 鶴崎工高 2002年4月21日 大分県第１回春季陸上大会

やり投 稲垣啓輔 68.66 九州情報大学 2008年5月11日 第２回日田市陸上記録会 やり投 川述優 46.86 大分雄城台高 2009年4月19日 第１回日田市陸上記録会

日田市陸上競技場最高記録
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