
＜男子＞

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　　場 備　　考

100m 10"62 吉岡　寛暁 びわ成スポ大 2018 滋賀選手権 皇子山

200m 21"85 金子				暁 京都産業大 2010 学連競技会 西京極

400m 46"28 金子		　暁 京都産業大 2011 大阪選手権 長　居

800m 1'53"98 山本		功児 京都産業大 1997 関西ＩＣ 長居第２

1500m 3'45"16 山本　功児 京都産業大 2001 日本学生種目別 北　上

3000m 8'45"53 上原		博之 詳徳中 1992 全日中 新　潟

5000m 13'52"91 山本　功児 京都産業大 2001 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞ

inのべおか
西　階

10000m 29'25"96 山本　功児 京都産業大 2000 鴻巣ﾅｲﾀｰ陸上 鴻　巣

110mH 14"74 桃井		　徹 亀岡ＡＣ 2011 国体 山　口

56"4 斉藤		　淳 亀岡高 1989 京都ＩＨ 西京極

56"90 寺尾		　礎 亀岡高 2006 京都ＩＨ 西京極

3000mSC 9'14"2 中川		　豊 中京大 1984 京都選手権 山　城

5000mW 22'06"25 倉之段　弘 南丹高 2015 京都選手権 西京極

4×100mR 42"21 中井・齋藤

吉田・増田
亀岡高 2015 京都選手権 西京極

4×400mR 3'16"74 中井・齋藤

吉田・増田
亀岡高 2015 京都ＩＨ 西京極

走高跳 2m11 美馬　勝博 福岡大 1983 京都選手権 山　城

棒高跳 4m80 馬渕　　将 びわ成スポ大 2013 関西インカレ 長　井

走幅跳 7m26 眞野　航季 亀岡高 2017 近畿ＩＨ 西京極

三段跳 14m67 難波修一郎 大阪体育大 1977 京都選手権 西京極

砲丸投 16m72 三浦　重則 亀陵陸友会 1984 記録会 山　城

円盤投 43m57 岩崎　盛雄 亀陵陸友会 2003 三丹選手権 桃映中

ﾊﾝﾏｰ投 54m54 入江　隆浩 中京大 1982 国体予 山　城

やり投 61m00 遠藤　　毅 亀陵陸友会 1993 記録会 亀　岡

＜女子＞

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　　場 備　　考

11"7 三浦　千歌 同風クラブ 1997 南部記念 札　幌

11"89 田川さなえ 亀岡ＡＣ 1992 国体 山　形

200m 24"64 田川さなえ 亀岡ＡＣ 1995 国体 あずま

400m 55"75 中村　純子 南丹高 1989 国体 厚　別

800m 2'09"1 松本　初美 南丹高 1989 京都ＩＨ 西京極

1500m 4'30"63 羽野小百合 南丹高 1995 近畿選手権 紀三井寺

3000m 9'07"99 高橋　香織 南丹高 1993 国体 鳴　門

5000m 16'04"6 松本　初美 南丹高 1989 鳥取記録会 布　施

10000m 35'27"70 十倉みゆき 立命館大 1994 学年別選手権 尼　崎

100mH 14"44 小野寺智実 南丹高 2007 近畿ＩＨ 西京極

400mH 1'02"53 藤村　信子 大体大 1984 日本選手権 国　立

3000mW 15'53"4 濱　友里恵 南丹高 2009 高校総体 西京極

48"8 中村･市村

俣野･林
南丹高 1988 京都ＩＨ 西京極

48"8 秋田･北岸

林･藤井
南丹高 1991 京都Ｊｒ 山　城

49"51 森田・秋田

林･藤井
南丹高 1991 京都ＩＨ 西京極

4×400mR 4'07"36 野原・沢山

河原林・坂本
亀岡高 1993 京都選手権 西京極

走高跳 1m71 広瀬　久乃 南丹高 1993 全国ＩＨ 栃　木

亀岡市陸協最高記録
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400mH

100m

4×100mR



棒高跳 3m20 宝関　峰音 南丹高 2016 滋賀県記録会 皇子山

走幅跳 5m60 北岸　美穂 南丹高 1991 近畿高校 明　石

三段跳 10m73 松岡　季帆 南丹高 2017 京都ＩＨ 西京極

砲丸投 12m20 林　　聡美 天理大 1996 京都選手権 西京極

円盤投 39m12 森田　真代 南丹高 1991 和歌山春季 紀三井寺

ﾊﾝﾏｰ投 46m39 玉田　　唯 南丹高 2016 京都国公立 山　城

やり投 41m93 北脇　絵美 亀岡高 2000 京都ＩＨ 西京極

七　種 3768点 広瀬　久乃 南丹高 1993 混成選手権 西京極

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　　場 備　　考

10km 32'32" 房崎　謙一 亀岡クラブ 1988 10km選手権 亀　岡

30km 1ﾟ45'03" 椋梨　景智 亀岡ＡＣ 1998 丹波高原ﾛｰﾄﾞ 丹　波

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1ﾟ05'36" 山本　功児 京都産業大 2000 京都ｼﾃｨﾊｰﾌ 岡崎公園

マラソン 2ﾟ23'21" 難波　祐樹 亀岡ＡＣ 2016 東京マラソン 東　京

マラソン 2ﾟ53'56" 藤村　信子 同風クラブ 2003 東京国際ﾏﾗｿﾝ 東　京

＜男子＞

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　場 備　　考

10"9 川島　英誉 南　丹 1988 口丹高校 亀　岡

10"9 松岡　　憲 南　丹 1994 亀岡選手権 亀　岡

10"99 楠　　佑介 南　丹 1997 京都ＩＨ 西京極

10"99 吉岡　寛暁 南　丹 2015 京都ＩＨ 西京極

200m 21"91 増田　秀一 亀　岡 2015 京都総体 西京極

400m 48"74 金子　　暁 亀　岡 2007 京都ＩＨ 西京極

800m 1'54"31 山本　功児 亀　岡 1996 京都ＩＨ 西京極

1500m 3'59"10 山本　功児 亀　岡 1996 京都ＩＨ 西京極

3000m 8'53"55 近江竜之介 南　丹 2018 京産大記録会 京産大

5000m 15'14"86 西山代志貴 南　丹 1997 京都ＩＨ 西京極

10000m 32'28"58 西山代志貴 南　丹 1997 京都選手権 西京極

110mH 15"47 有山　征利 南　丹 2005 対兵庫 神　戸

56"4 斉藤　　淳 亀　岡 1988 京都ＩＨ 西京極

56"90 寺尾　　礎 亀　岡 2006 京都ＩＨ 西京極

3000mSC 9'16"1 中川　　豊 南　丹 1983 近畿ＩＨ 王　子

5000mW 22'06"25 倉之段　弘 南丹高 2015 京都選手権 西京極

4×100mR 42"21 中井・齋藤

吉田・増田
亀		岡 2015 京都選手権 西京極

4×400mR 3'16"74 中井・齋藤

吉田・増田
亀		岡 2015 京都ＩＨ 西京極

走高跳 1m95 美馬　勝博 亀　岡 1980 国体予 西京極

棒高跳 4m40 佐藤　信吾

飯室　拓海

亀　岡

南　丹

1994
2015

京都ＩＨ

京都陸協

西京極

西京極

走幅跳 7m26 眞野　航季 亀		岡 2017 近畿ＩＨ 西京極

三段跳 14m13 難波修一郎 亀　岡 1973 京都ＩＨ 西京極

砲丸投 12m32 遠藤　拓人 亀　岡 2016 亀岡選手権 亀　岡

円盤投 32m83 齋田　博基 南　丹 2010 京都国公立 山　城

ﾊﾝﾏｰ投 50m82 橋本　涼平 南　丹 2006 近畿ＩＨ 長　居

やり投 59m80 遠藤　　毅 亀　岡 1992 京都ＩＨ 西京極

八　種 4785点 増田　　慎 亀　岡 1997 京都選手権 西京極

110mJH 16"3 大釜　広和 亀　岡 1977 京都ＩＨ 西京極

1500mSC 4'31"4 中川　　豊 南　丹 1982 京都ＩＨ 西京極

砲丸投
12P

16m29 三浦　重則 亀　岡 1978 京都ＩＨ 丹　波
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100m

400mH



円盤投
1.5 k

45m46 岩崎　盛雄 亀　岡 1987 近畿ＩＨ 西京極

ﾊﾝﾏｰ投
14P

50m96 庄　　弘樹 亀　岡 1984 京都ＩＨ 山　城

ﾊﾝﾏｰ投
12P

54m76 入江　隆浩 亀　岡 1978 記録会 京産大

五　種 3108点 美馬　勝博 亀　岡 1980 京都選手権 西京極

＜女子＞

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　場 備　　考

12"2 林　　千歌 南　丹 1988 京都ＩＨ 西京極

12"50 村田　恵理 南　丹 1994 春季高校 西京極

25"2 吉田　丹子 南　丹 1990 京都ＩＨ 西京極

25"72 林　　千歌 南　丹 1987 近畿ＩＨ 西京極

400m 55"75 中村　純子 南　丹 1989 国体 厚　別

800m 2'09"1 松本　初美 南　丹 1989 京都ＩＨ 西京極

1500m 4'30"63 羽野小百合 南　丹 1995 近畿選手権 紀三井寺

3000m 9'07"99 高橋　香織 南　丹 1993 国体 鳴　門

5000m 16'04"6 松本　初美 南　丹 1989 鳥取記録会 布　施

100mH 14"44 小野寺智実 南　丹 2007 近畿ＩＨ 西京極

400mH 1'03"62 市村　素子 南　丹 1988 全国混成 四ツ池

3000mW 15'53"4 濱　友里恵 南　丹 2009 高校総体 西京極

48"8 中村・市村

俣野・林
南　丹 1988 京都ＩＨ 西京極

48"8 秋田・北岸

林・藤井
南　丹 1991 京都Ｊｒ 山　城

49"51 森田・秋田

林・藤井
南　丹 1991 京都ＩＨ 西京極

4×400mR 4'07"36 野原・沢山

河原林・坂本
亀　岡 1993 京都選手権 西京極

走高跳 1m71 広瀬　久乃 南　丹 1993 全国ＩＨ 栃　木

棒高跳 3m20 宝関　峰音 南　丹 2016 滋賀県記録会 皇子山

走幅跳 5m60 北岸　美穂 南　丹 1991 近畿高校 明　石

三段跳 10m73 松岡　季帆 南　丹 2017 京都ＩＨ 西京極

砲丸投 12m02 河南　好江 亀　岡 1993 京都ＩＨ 西京極

円盤投 39m12 森田　真代 南　丹 1991 和歌山春季 紀三井寺

やり投 41m93 北脇　絵美 亀　岡 2000 京都ＩＨ 西京極

七　種 3768点 広瀬　久乃 南　丹 1993 混成選手権 山　城

＜男子＞

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　場 備　　考

100m 10"83 井本　佳伸 東　輝 2014 京都陸協記録会 西京極

200m 21"89 井本　佳伸 東　輝 2014 全日本中学 丸　亀 中学京都記録

400m 51"58 谷口　雄紀 東　輝 2003 府中学 山　城

800m 2'00"54 東　竜太郎 東　輝 2006 通信陸上 西京極

1500m 4'10"32 大谷　祥輝 亀　岡 2018 通信陸上 丹　波

3000m 8'45"53 上原　博之 詳　徳 1992 全日本中学 新　潟

5000m 15'10"7 池上　秀志 亀　岡 2008 亀岡陸協記録会 亀　岡

110mH 14"09 松本　　望 東　輝 2018 府中学 西京極

110mHU20 14"33 木村　友東 東　輝 2018 JO選考会 西京極 中学京都記録

42"75 辻井・仲里

安田・關口
東　輝 2017 全日本中学 熊　本 中学京都記録

低 46"58 仲里・安田

山下・關口
東　輝 2016 近畿中学 紀三井寺 中学京都記録
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                             　　　　　        　　　　　　　2019年3月現在

4×100mR

100m
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4×100mR



走高跳 1m92 中尾鼓太郎 南　桑 2016 Jrオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

棒高跳 3m70
河合　映岳

吉良進之介

古川　大輝

亀　岡

詳　徳

東　輝

2010
2015
2018

JO選考会

亀岡市選手権

通信陸上

西京極

亀　岡

丹　波

走幅跳 6m47 眞野　航季 育　親 2014 通信陸上 丹　波

三段跳 13m06 馬渕　　将 東　輝 2006 亀岡陸協記録会 亀　岡

青山　拓人 東　輝 2006 府中学秋季 西京極

松田　直哉 育　親 2013 Jrオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

円盤投

（1.5kg） 42m21 田村　星哉 東　輝 2016 Jrオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 中学京都記録

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 62m60 服部　龍也 別　院 2015 JO選考会 西京極

四種 2595点 前川		　翔 東　輝 2004 府中学 丹　波

4×200mR 1'36"4 永田・脇田

西田・平塚
東　輝 1993 口丹中学 亀　岡

砲丸投

（4kg） 16m22 馬渕　　健 東　輝 2001 全日本中学 広　島

円盤投

（1kg） 54m34 鹿取　一馬 東　輝 2006 Jrオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

三種Ａ 2938点 藤原　　宏 高　田 1997 口丹中学 亀　岡

三種Ｂ 3082点 真里谷慎司 亀　岡 1998 近畿中学 鴻　池

旧三種 1984点 三ヶ月　淳 亀　岡 1972 府中学 西京極 中学京都記録

＜女子＞

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　場 備　　考

100m 12"30 河原林桃音 大　成 2016 府中学 西京極

200m 26"13 古西　真悠 東　輝 2013 府中学 西京極

400m 1'03"66 古西　真悠 東　輝 2013 亀岡陸協記録会 亀　岡

800m 2'13"1 高橋　香織 東　輝 1990 通信陸上 山　城

1500m 4'27"47 小川　智香 亀　岡 2005 通信陸上 西京極

2000m 6'20"2 小川　智香 亀　岡 2005 Jrオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

3000m 9'32"63 小川　智香 亀　岡 2005 Jrオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

100mH 14"75 桑田　凪沙 亀　岡 2018 府中学 西京極

100mHU20 14"96 桑田　凪沙 亀　岡 2018 JO選考会 西京極

49"96 柴田・白金

内本・近藤
東　輝 2018 京都選手権 西京極

低 52"18 杉浦・東條

古橋・水谷
東　輝 2006 近畿中学 皇子山

走高跳 1m65 大石　遙菜 南　桑 2014 通信陸上 丹　波

走幅跳 5m31 古橋　		萌 亀　岡 2008 府中学 西京極

砲丸投 14m07 田中　裕梨 東　輝 2018 府中学 西京極

円盤投 34m65 川勝　彩矢 育　親 2015 Jrオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 45m63 畑　有美香 東　輝 2016 Jrオリンピック 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

四種 2604点 吉澤　育奈 育　親 2011 口丹中学 丹　波

三種Ａ 2753点 大槻　晃子 東　輝 1996 府中学 山　城

三種Ｂ 2605点 井口　直美 東　輝 1997 府中学 西京極

4×100mR

砲丸投

（5kg） 14m06



＜男子＞

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　場 備　　考

12"6 平塚　正規 つつじヶ丘 1991 府小学生 西京極

13"10 西村　雅年 千代川 1988 全国少年少女 国　立

800m 2'21"77 平井　一理 詳　徳 1999 府小学生 西京極

1500m 4'55"9 平井　一理 詳　徳 1999 亀岡陸協記録会 亀　岡

52"4 平塚・中山

山本・大薮
つつじヶ丘 1991 府小学生 西京極

53"88 平塚・山本

大薮・仲村
つつじヶ丘 1991 少年少女予 西京極

走高跳 1m45 上嶋　祐一 曽我部 1984 小学記録会 丹　波

走幅跳 4m83 浅井　　幸 千代川 1997 府小学生 西京極

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 66m77 木曽　尊靖 詳　徳 1998 府小学生 西京極

＜女子＞

種　目 記　　録 氏　　　名 所　属 年 競技会名 会　場 備　　考

13"6 秋田　尚美 亀　岡 1986 府小学生 山　城

13"88 秋田　尚美 亀　岡 1986 全国少年少女 国　立

13"88 田村　桃花 亀岡陸上教室 2008 府クラブ対抗 西京極

800m 2'34"54 野村奈緒子 千代川 1996 府小学生 西京極

1500m 5'28"2 川勝　　彩 つつじヶ丘 2011 長距離選手権 亀　岡

4×100mR 56"96 中塚・濱口

戸田・竹野
亀岡陸上教室 2003 府小学生 西京極

走高跳 1m39 大石　遙菜 薭田野 2011 府小学生丹波予 丹　波

走幅跳 4m23 石野　瑛美 亀岡陸上教室 2008 府小学生丹波予 亀　岡

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 50m27 山﨑　歩美 亀　岡 2009 全国小学生府予 西京極

100m

             亀岡市陸協小学生最高記録

                                              　　　　　　　　　2019年3月現在

4×100mR

100m


