
 順位 記録 風速 氏　名 学年 期日 大会名 場所

1 10.35 (+1.4) 大上　直起 (4) 2021/07/17 2021　オールスターナイト陸上 レモンガススタジアム平塚
2 10.36 菅原　　新 (4) 2004/07/02 日本ＩＣ 国立
3 10.38 阿部　正道 (4) 1991/08/11 南部記念 厚別
1 21.14 大木　貴弘 (3) 2003/09/28 日本学生ジュニア 熊谷
2 21.17 佐藤　光浩 (M2) 2003/05/19 東北ＩＣ あづま
3 21.19 (+0.1) 松本　宏二郎 (M1) 2018/08/26 東北総体 仙台
1 45.50 佐藤　光浩 (M2) 2003/06/07 日本選手権 横浜国際
(2) 47.31 松本　宏二郎 (3) 2016/09/17 仙台大競技会 仙台大
(3) 47.36 佐々木　優里 (2) 2022/05/14 仙台大学競技会③ 仙台大学陸上競技場
1 1:52.45 須藤　　聡 (2) 1998/09/12 日本ＩＣ 国立
(2) 1:53.01 渡辺　晟名 (3) 2019/07/27 仙台大競技会 仙台大
(3) 1:53.08 菅原　遥 (3) 2018/07/28 仙台大競技会 仙台大
1 3:51.66 竹内　貴臣 (4) 2000/09/01 日本ＩＣ 国立
2 3:53.58 及川　秀樹 (3) 2004/09/26 日本学生ジュニア 平塚
(3) 3:54.13 髙梨　陸 (2) 2020/10/31 第七回筑波大競技会 筑波大
1 14:35.66 相沢　達也 2004/12/12 日体大記録会 日体大
(2) 14:51.20 髙梨　陸 (1) 2019/01/11 仙台大競技会 仙台大
(3) 14:58.33 佐伯　健太 (4) 2021/11/13 岩手県トラック競技記録会 花巻市日居城野運動公園陸上競技場

1 30:29.32 渡辺　哲也 2000/05/21 東北IC 利府
(2) 31:14.33 佐伯　健太 (3) 2020/10/17 東北/北日本IC 北上
(3) 31:53.39 佐藤　佑志郎 (2) 2017/12/02 日体大競技会 日体大
1 13.97 花沢　　元 (4) 1997/09/13 日本ＩＣ 国立
2 13.98 桃井　　徹 (M1) 2001/06/23 京都府選 西京極
3 14.21 (-1.8) 小関　隼 (M2) 2018/06/30 北日本IC あづま
1 51.99 廣岡　大樹 2000/07/03 北日本IC 仙台
(2) 52.76 佐藤 裕孝 (4) 2016/07/09 秋田県選手権 秋田
(3) 52.83 今野 拓磨 (4) 2016/10/23 個人選 仙台
1 9:03.67 藤田　紀彦 (3) 2000/08/27 東北総合体育大会 秋田県営
2 9:09.01 千葉　宏和 (2) 1997/06/01 東北ＩＣ 宮城
(3) 9:10.50 川中　敏也 (4) 1986/07/13 国体二次予選 宮城
1 40.20 眞野竜吾-鹿野剣之介-松本宏二郎-大上直起 2019/09/12 日本IC 岐阜
2 40.33 阿部龍真・大上直起・杉山響輝・大垣京也 2021.09.17 2021　全日本インカレ陸上 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

3 40.52 安齋・赤平・今野・鹿野 2016/09/02 日本IC 熊谷
1 3:08.04 大木・佐藤・広澤・上遠野 2003/07/05 日本ＩＣ 横浜国際
2 3:08.46 八木・桜井・向中野・佐藤 2000/09/02 日本ＩＣ 国立
3 3:09.89 水戸大了-遠藤大河-簗場丈-松本宏二郎 2019/10/27 日本選手権リレー 福岡
1 2ｍ18 吉田　　剛 (4) 2002/05/19 東北ＩＣ 宮城
2 2ｍ17 外崎　善久 (3) 1992/07/18 青森県選 青森県営
3 2m16 武田 隆史 (3) 2016/04/24 仙台大競技会 仙台大
1 5ｍ20 佐瀬　一晃 (4) 2009/09/06 日本IC 国立
2 5ｍ00 後藤　瑞樹 (1) 2012/08/18 東北選手権 秋田県営
2 5ｍ00 高橋　智之 (3) 2011/07/18 宮城県選手権 仙台市
2 5ｍ00 柴田　恭平 (3) 2013/05/17 東北IC 宮スタ
2 5ｍ00 宮内　敦史 (1) 2019/09/07 酒田棒高跳記録会 光ヶ丘
1 7m65 (+0.8) 宍戸　大夢 (4) 2019/01/08 仙台大競技会 仙台大
2 7m61 (+1.2) 内田　裕崇 (4) 2019/01/08 仙台大競技会 仙台大
3 7ｍ59 石川　明博 (3) 1997/07/13 宮城県選 宮城
1 15ｍ93 斉藤　大輔 (4) 2009/06/12 日本学生個人選手権 平塚
2 15m82 對馬　勇斗 (3) 2020/08/09 個人選 宮城野原
3 15ｍ54 今野　勝貴 (2) 2012/09/09 日本ＩＣ 国立
1 17ｍ32 新堀　　玄 2004/11/07 国士舘大学競技会 国士館大
2 15ｍ77 大堀　　孝 (4) 1991/06/29 東北地区大学総体 岩手県営
3 15ｍ29 田中　克典 (4) 2008/04/05 東北学連春季 宮城
1 49m26 鈴木　佑弥 (M2) 2019/01/08 仙台大競技会 仙台大
2 47m01 増子　友樹 (3) 2019/01/05 東北IC 利府
3 47ｍ00 小原　雅貴 (4) 2013/10/04 東北学生選手権 仙台市
1 60ｍ84 三科　大作 (3) 2007/09/07 日本学生CH 平塚
2 59ｍ15 今　　広志 (4) 2004/08/28 東北総合体育大会 岩手県営
3 59ｍ14 藤村　　毅 1977/10/16 日本ＩＣ 国立
1 77ｍ76 佐藤　寛大 (4) 2010/05/15 東北IC 仙台市
2 70ｍ88 大塚　勇次 (3) 1997/09/14 日本ＩＣ 国立
3 70ｍ76 齋藤　　研 (4) 2002/04/14 学連春季 宮城
1 6,498 早川　大樹 (3) 2009.05.15-16 東北ＩＣ 仙台市
2 6,496 三國　裕二 (2) 2003.07.04-05 日本ＩＣ 横浜国際
(3) 6,440 三條目　泰樹 (3) 2019.05.17-18 東北IC 利府
1 47:10.84 鈴木　康成 2004/05/15 東北ＩＣ 仙台
(2)
(3)
1 31:01.00 木村　明彦 (3) 2007/01/28 勝田全国マラソン 勝田全国
(2)
(3)
1 1:3:32.00 吾妻　武男 (4) 1986/11/30 東北学生20ｋｍ 阿武隈サイクルロード
2 1:3:40.00 小野　敬弘 (4) 1986/11/30 東北学生20ｋｍ 阿武隈サイクルロード
3 1:3:43.00 川中　敏也 (4) 1986/11/30 東北学生20ｋｍ 阿武隈サイクルロード
1 1:6:11.00 相澤　達也 (3) 2003/11/16 上尾ハーフ 上尾
2 1:6:34.00 渡辺　哲也 (4) 2001/11/17 上尾ハーフ 上尾
(3)
1 1:40:25.00 浜田　幸雄 (4) 1984/03/04 名古屋30ｋｍ 名古屋
(2)
(3)
1 2:27:36.00 兎澤　忠良 (3) 1996/03/01
2 2:29:06.00 渡辺　哲也 2000/03/05 日本学生マラソン 佐倉
3 2:32:09.00 三浦　善晃 (3) 2005/01/29 勝田全国マラソン 勝田全国
1 ()
2 ()
3 ()
1 5:1:32.00 伝法谷　拓 (4) 2012/10/28 全日本競歩高畠大会 高畠
2 5:6:02.00 今野　誠也 (1) 2002/10/27 全日本競歩高畠大会 高畠
(3)

※順位がカッコ書きの場合は、2013年以前のデータとの照合が出来ない為、暫定の順位です。 更新:2022/05/15（仙台大学競技会③）
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