
兵庫教育大学陸上競技部歴代最高記録 在学生

種目 選手 記録 大会名 日付 場所 種目 選手 記録 大会名 日付 場所
100ｍ 吉井　克行 11"01 全国教育系大学 1993/08/01 丸山 100ｍ 明石　智美 12"54 関西インカレ 1996/05/21 鴻ノ池
200ｍ 楠本　一樹 22"38 第１回岡山県記録会 2010/04/11 岡山 200ｍ 松下　こころ 26"39 強化・普及記録会 2013/05/18 鴻ノ池
400ｍ 楠本　一樹 48"67 第１回岡山県記録会 2010/04/10 岡山 400ｍ 山下　優佳 1'03"05 全国教育系大学 2007/08/04 上越市営
800ｍ 松岡　太嗣 1'53"34 第90回関西インカレ 2013/05/12 長居 800ｍ 山下　優佳 2'22"16 関西インカレ 2009/05/08 西京極
1500ｍ 松岡　太嗣 3'59"96 第90回関西インカレ 2013/05/09 長居 1500ｍ 廣瀬　さやか 4'49"56 関西学生学年別 2010/10/19 長居第2

3000ｍ 平野　智子 10'15"10 尼崎中長距離記録会 2005/10/26 尼崎
5000ｍ 豊田　洋平 15'08"36 尼崎中長距離記録会 2012/05/25 尼崎 5000ｍ 平野　智子 17'42"76 西日本インカレ 2004/09/10 岡山
10000ｍ 豊田　洋平 32'59"45 第３回学連競技会 2009/12/13 金岡 10000ｍ - - - - -

ハーフマラソン 圓井　大介 1゜11'27" 兵庫レディース 1996/02/18 西脇 ハーフマラソン 平野　智子 1゜22'22" 岡山県ハーフマラソン選手権 2007/02/25 井原
マラソン 豊田　洋平 2゜37'45" 篠山ABCマラソン 2012/03/06 篠山 マラソン 廣瀬　さやか 3゜04'37" 篠山ABCマラソン 2011/03/06 篠山

ウルトラマラソン 上野　秀敏 10゜09'40" えびす・だいこく100ｋｍマラソン 2008/05/25 島根 ウルトラマラソン山下　恵理佳 14'13"50 しまなみ街道100ｋｍウルトラ遠足 2006/06/02 広島－愛媛

110ｍH 水野　敦司 16"16 近畿地区国立大学 2013/08/12 万博 100ｍH 能勢　祐子 17"40 全国教育系大学 1988/08/07 駒沢
400ｍH 山平　裕寿 56"95 兵庫選手権 1996/06/29 明石 400ｍH 大寺麻友 1'09"74 第２６回姫路市記録会 2017/09/09 姫路
3000ｍSC 圓井　大介 9'37"30 西日本インカレ 1995/10/01 3000ｍSC - - - - -

北本　直也 石野　志季
岡田　英敏 松下　こころ
芳賀沼　絹太 井川　愛子
山中　慎也 岸本　千佳
池田　雄大 早川　玲子
播田　聡輝 仲上　馨子
岩崎　涼 日浦　美佳
阿江　基希 小田　あけみ
清水　翔吾
岩崎　涼
谷口　雄哉
松岡　太嗣

走高跳 藤本　孝仁 2ｍ01 近畿地区国立大学 2000/08/13 加古川 走高跳 - - - - -
棒高跳 津田　英也 5ｍ00 近畿選手権 2008/09/06 長居第2 棒高跳 - - - - -
走幅跳 下山　和久 6ｍ63 関西学生学年別 1984/10/27 明石 走幅跳 松尾　加奈恵 5ｍ42 関西インカレ 1996/05/21 鴻ノ池
三段跳 甲　泰行 14ｍ38 関西学生学年別 2002/11/05 万博 三段跳 西村　風菜 9ｍ55 全国教育系大学 2013/08/03 円山
砲丸投 船引　規正 12ｍ09 大体大競技会 2008/04/19 浪商 砲丸投 飯尾　有紀子 11ｍ08 関西学生学年別 2004/10/21 長居第2
円盤投 濱　重幸 38ｍ23 姫路選手権 1998/09/23 姫路 円盤投 坂本　久美 33ｍ52 関西インカレ 1990/05/03 ユニバー

ハンマー投 船引　規正 32ｍ37 兵庫秋季記録会 2008/10/04 ユニバー ハンマー投 近田　茜 47ｍ75 全日本個人選手権 2015/06/12-14 平塚
やり投 浅田　武成 53ｍ70 近畿地区国立大学 1990/08/26 紀三井寺 やり投 木下　貴恵 32ｍ04 全国教育系大学 2010/08/08 鴻ノ池

十種競技 山平　裕寿 4133点 兵庫選手権 1993/07/17-18 明石 七種競技 - - - - -
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