
鹿大記録集 

[男子] 
種目 記録 氏名 競技会 場所 期日  

100m 10.49 内田 大介 九州インカレ 大分 H11 

200m 21.00 内田 大介 全日本インカレ 国立 H11 

400m 47.43 神園 幸太郎 全日本インカレ 横浜国際 H15 

800m 1:50.22 大津屋 省吾 鹿児島学生陸上 鹿屋 R3 

1500m 3:54.30 前田 伸一 九州選手権 水前寺 S56 

5000m 14:18.8 右田 孝志 熊本選手権 水前寺 S60 

10000m 29:51.61 柴田 栗佑 平成国際大競技会 鴻巣 R3 

20000m 65:37.39 鮎川 俊一 九州インカレ 宮崎 H14 

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1:07:36. 七里 雄大 雲仙小浜ハーフ 雲仙 H22 

110mH 14.38 西方 竜太郎 NIFS記録会 鹿屋体大 H24 

400mH 52.74 倉津 怜也 九州インカレ かきどまり H21 

3000mSC 9:04.55 藤本 悠太郎 九州インカレ 博多の森 R4 

5000mW 21:21.51 高橋 宏敬 実業団記録会 国分 H29 

10000mW 43:01.45 紙屋 俊彦 全日本インカレ 横浜国際 H15 

20kmW 1:32.29 高橋 宏敬 全日本競歩 能美 H29 

4×100mR 41.09 上村洸樹 上村凌 日髙 中村 九州インカレ 博多の森 H28 

4×400mR 3:12.51 吉岡 肝付 大津屋 勇島 九州インカレ 熊本 R1 

走高跳 2.15 久島 貴大 九州インカレ 久留米 H22 

走幅跳   7.65 肝付 宇紀   九州インカレ    熊本   R1 

三段跳 15.80 田坂 裕輝 日中韓交流 中国  H29 

棒高跳 4.40 福永 一則 記録会 鴨池 S46 

砲丸投 15.25 川崎 正法 日本ジュニア 熊本 H10 

円盤投 49.66 濱田 正信 強化別記録会 鴨池 H24 

やり投 66.30 鎌田 隼人 秋季熊本陸協記録会 うまかな H27 

ﾊﾝﾏｰ投 45.22 橋本 純一 九州インカレ 宮崎 S42 

十種競技 6716 肝付 宇紀 学連競技会 鹿屋体大 H30 

  



[女子] 
種目 記録 氏名 競技会 場所 期日  

100m 11.90 塗木 ひかる 県選手権 鴨池 R4 

200m 24.54 永野 麻理 県選手権 鴨池 H22 

400m 55.00 永野 麻理 県選手権 鴨池 H22 

800m 2:14.24 柳田 しげ子 日本学生種目別 平塚 H10 

1500m 4:34.05 柳田 しげ子 九州インカレ 博多の森 H10 

3000m 9:51.72 深堀 美咲 強化種目別記録会 鴨池 H21 

5000m 17:10.69 深堀 美咲 バリアントゲームズ 山口 H21 

100mH 13.84 柴 梨沙 国民体育大会 岡山 H17 

400mH 64.05 西薗 奈緒子 県選手権 鴨池 H21 

3000mSC 11:54.62 西 佳苗 九州インカレ 諫早 H29 

5000mW 31:25.37 北野 夏鈴 県３次記録会 鴨池 H29 

4×100mR 47.39 岩坪 永野 西薗 中村 九州選手権 KKWING H21 

4×400mR 3:55.98 西薗 永野 中迫 小畑 西日本インカレ 西京極 H20 

走高跳 1.70 室屋 美喜 九州選手権 宮崎 H9 

走幅跳 5.73 柴 梨沙 日本選手権 国立 H17 

三段跳 12.32 吉田 加代 九州インカレ 博多の森 H20 

砲丸投 13.97 立和田 真紀 国民体育大会 ｴｺﾊﾟｽﾀｼﾞｱﾑ H15 

円盤投 42.78 坂梨 登美代 全国教員養成大学 筑波 S50 

やり投 41.04 新見 多穂 九州インカレ 鴨池 H8 

ﾊﾝﾏｰ投 41.57 立和田 真紀 県選手権 鴨池 H15 

七種競技 4880 柴 梨沙 日本選手権 国立 H17 

 


