
空知記録

【 一 般 男 子 】

 種　　目  記　　録  氏　　名　(所　属) 年月日  　競　技　会　名 場　所 

100ｍ 10”60 　赤沼　志龍 (東海大札幌)  '19.09.14  # 5 岩見沢陸上競技大会 岩見沢

200ｍ  21”36 　赤沼　志龍 (東海大札幌)  '22.09.18  #51 ｲﾝｶﾚ北海道選手権大会 千　歳

300m  33"77 　赤沼　志龍 (東海大札幌)  '22.08.07  小樽記録会第3戦 小　樽

400ｍ  47”99 　泉　遥斗 (滝川西高）  '18.08.02  #71 全国高校 三　重

800ｍ  1’51”41 　畠山　政和 (札幌学院大)  '08.07.13  #81 北海道選手権  帯　広 

1500ｍ 3’49”01 　木村　直也 (滝川市役所)  '15.07.02  2015 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 北　見 

3000ｍ  8’27”97 　横山 絢史 (専大) '19.03.31  #183 東海大学記録会 神奈川

5000ｍ  14'12"54 　横山 絢史 (専大) '19.10.06  #273 日体大記録会 神奈川

10000ｍ  29’53”36 　横山 絢史 (専大) '16.11.26  10000m記録挑戦競技会  神奈川

3000ｍSC  8’56”4 　大村　良治 (専修大学)  '64.10.25  #19 国民体育大会  新　潟 

110ｍH
(1.067m)

 14”70 　大佐賀　　祥 (北教大岩見沢)  '16.07.03  #38 北日本インカレ 札幌厚別 

400ｍH
 (0.914m)

 52”99 　西本　夏樹 (月形高)  '08.09.06  #8 北空知記録会  深　川

 4×100ｍR 42”08 　竹内・今森・長岡・矢竹 (北教大岩見沢）  '11.05.22  北海道学生選抜 札幌円山 

4×400ｍR  3’20”14 　平松・瀬戸・居林・泉 (滝川西高） '17.06.16  #70 全道高校陸上  旭　川 

5000ｍW 22’07”81 　福田　修平 (赤平高校教) '99.06.12  # 2 北空知記録会 深　川

10000ｍW  48’13”6 　中村　伸幸 (岩見沢小教)  '68.10.10  # 5 岩見沢選手権 岩見沢

 20000ｍW  1゜42’20”4 　中村　伸幸 (上幌向中教)  '72.09.03  #27 国体道予選会 帯　広

走　高　跳 2ｍ03 　伊藤　正仁 (北海学園大)  '77.09.25  # 6 秋季道学生 ＩＣ 札幌円山 

 棒　高　跳 5ｍ00 　高橋　　巧 (岩見沢西高教)  '01.07.14  # 5 道央選手権 千　歳

走　幅　跳  7ｍ74 　田島　直人 (三井砂川)  '38.08.04  #11 ベルリンオリンピック ベルリン

三　段　跳  16ｍ38 　小林　裕信 (札幌教育大)  '75.09.21  世界学生大会 ローマ

 砲　丸　投
(7.260kg)

13ｍ64 　加地　優太 (北翔大)  '19.05.31  #71 道学生対校選手権 札幌厚別

 円　盤　投
（2.0ｋｇ）

47ｍ68 　田湯　富康 (国士舘大)  '71.09.12  学連記録会 東京国立 

 ハンマー投
(7.260kg)

52ｍ62 　山岡　　 久 (芦別工高教)  '82.09.05  # 9 美唄選手権 美　唄

 や　り　投
(800g)

68ｍ78 　福本　昭一 (専修道短大)  '93.08.22   # 6 滝川選手権 滝　川

 6499点 　谷本　幸治 (札幌学院大)  '02.06.15-16  #54 北海道学生陸上 札幌円山

道路競技

10Km 30'08” 　横山　絢史 (専大) '18.10.13  #95 箱根駅伝予選会 東　京

10ﾏｲﾙ 48’14”0 　高田　友吉 (岩見沢自衛隊) '66.09.17  # 2 青東駅伝選考会 岩見沢

20Km 1゜01’19” 　横山　絢史 (専大) '18.10.13  #95 箱根駅伝予選会 東　京

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1゜04’36” 　横山　絢史 (専大) '18.10.13  #95 箱根駅伝予選会 東　京

マラソン 2゜25’25” 　山田　光希 (同志社大) '19.12.08  #10 奈良マラソン 奈　良

100Km 7゜42’44” 　丹羽　　忍 (全空知陸協) '96.06.23  サロマ湖１００Ｋｍマラソン ｻﾛﾏ湖

10KmW 47’00”4 　中村　伸幸 (上幌向中教) '72.09.24  # 6 北海道陸上 栗　山

20KmW 1゜44’17” 　福田　修平 (全空知陸協) '98.01.25  日本選手権 神　戸

30KmW 2゜53’59” 　松本　健義 (磯谷中教) '75.04.20  #59 日本選手権 石　川

50KmW 4゜39’51” 　中村　伸幸 (上幌向中教) '70.11.15  #54 日本選手権 富　山

2022年12月31日現在

十種競技 　　　　　　　　　　　　　　100ｍ = 11”62　　走幅跳 = 7ｍ17　　砲丸投 = 9ｍ45　　走高跳 = 1ｍ91　　400ｍ = 52”76
　　　　　　　　　　　　　　110ｍＨ = 16”03　　円盤投 = 27ｍ88　　棒高跳 = 4ｍ20　　やり投 = 47ｍ37　　1500ｍ = 4’41”00 



空知最高記録

【 一 般 男 子 】

 種　　目  記　　録  氏　　名　(所　属) 年月日  　競　技　会　名 場　所 

150ｍ 16”93 　金井　秀司 (空知陸協) '21.10.09  道央陸上記録会 第７戦 千　歳

1000ｍ 2’35”25 　小西　耕生 (空知陸協) '21.10.09  道央陸上記録会 第７戦 千　歳

2000ｍ 6’22”57 　小西　耕宗 (深川東高教員)  '12.10.13  #10 北空知記録会 深　川 

3000ｍW 13’29”6 　中村　伸幸 (上幌向中教) '71.10.10  # 8 岩見沢選手権 岩見沢

4×200ｍR 1'35”27
　浅田・小西・堀米・齋籐 (深川西高）

山上・伊東・浅田・齋藤 (深川西高）
'08.10.11
'09.10.10

 #9 北空知記録会
#8 北空知記録会

深　川
深　川

室内棒高跳 4ｍ30 　越後　彰悟 (滝川西高)  '11.03.08  # 1 室内棒高跳記録会 滝　川

5ﾏｲﾙ 25’35” 0 　高田　友吉 (岩見沢自衛隊) '66.04.29  タイムスロード 札　幌

2022年12月31日現在


