
東　京　情　報　大　学　記　録
+種目によっては歴代２位も記載

男子 赤字＝最近のもの 2015.3.3現在

種　目     記　録   氏　名 　年.月 場所  出身高校

60m(室内) 7"23 高知尾佑樹 2005.2 横浜アリーナ 東金商業

１００ｍ 10"94(電)　+2.0 高知尾佑樹 2007.7.16 市原臨海 東金商業

11"28(+1.3) 小田豪生 2014.5.3 日体大 姉崎

11"2(手) 木村篤次郎 1995.6 順天堂大 西武台

２００ｍ 22"87(電)　+1.0 高知尾佑樹 2007.11.4 国際武道大 東金商業

23"46(-1.01)　 小田豪生 2014.9.15 鴻巣 姉崎

22"5(手) 木村篤次郎 1995.7 国士舘大 西武台

４００ｍ 50"69 伊藤宏樹 2011.5.14 国立 君津

51"78 柴本鋼平 2004.10.10 筑波大 安房

51"1(手) 木村篤次郎 1993 順天堂大 西武台

８００ｍ 2'03"7 柴本鋼平 2003.1 順天堂大 安房

2'07"13（室内） 齊藤義明 2006.2.19 横浜アリーナ 修徳

2'07"1 竹内将夫 1992 千城台

１５００ｍ 4'17"0 丸山裕一 1996.9 国士舘大 佐倉西

4'19"6 竹内将夫 1992.4 中央大 千城台

１マイル(室内) 4'56"53 齊藤義明 2005.2 横浜アリーナ 修徳

３０００ｍ 11'25"16 柴本鋼平 2006.10.1 国際武道大 安房

５０００ｍ 14'43"41 岡田　篤 2014.11.29 鴻巣 市立松戸

14'46"89 国吉　諒 2014.11.8 鴻巣 北山

１００００ｍ 30'48"57 国吉　諒 2013.12.7 鴻巣 北山

35'14"5 竹内将夫 1994.3 国立 千城台

２０ｋｍ 1°02'26 岡田　篤 2015.3.1 立川 市立松戸

1°02'27 四方祥雄 2015.3.1 立川 湘南工科大学付属

ハーフマラソン 1°05'42 四方祥雄 2015.3.1 立川 湘南工科大付属

1°05'54 岡田　篤 2015.3.1 立川 市立松戸

ﾏﾗｿﾝ(42.195km) 2°33'24（非公認） 上原浩輝 2012.1.29 館山 市立柏

2°42'18（非公認） 山中俊樹 2012.1.29 館山 柏陵

１１０Ｈ 16"04(+1.4)　　　過去記録詳細不明 柴本鋼平 2003.1 日体大 安房

16”08 芳賀　渉 2007.7.16 市原臨海 船橋東

15"5(手) 江頭　稔 1996.5 国武大 農大一

２００H 26"12(+2.0) 柴本鋼平 2006.9.30 国際武道大 安房

４００Ｈ 55"84 木村篤次郎 1995.5 国立 西武台

57"36 伊藤宏樹 2011.5.28 順天堂大 君津

３０００ＳＣ 9'58"87 古賀稔彦 2012.4.21 千葉 一関学院

10'41"9 齊藤義明 2004.10.10 筑波大 修徳

４×１００ｍ 44"5 平野,上田,大宮,木村 1996.5 国士舘大

(非公認47"0) 下山,井上,川野,内田 1992.7 成田

４×４００ｍ (非公認3'41"8) 瑞泉,竹内,内田,木村 1993.11 千葉

(非公認3'44"6) 下山,井上,川野,内田 1992.7 成田

走高跳 1m97 柴本鋼平 2003.8 青葉の森 安房

1m85 伊藤宏樹 2010.5.1 国立 君津

棒高跳 5m10 柴本鋼平 2006.9.9 平塚 安房

4m40 鳥海勇嗣 2006.7.15 市原 安房

走幅跳 7m11(+1.2) 小田豪生 2014.8.9 千葉 姉崎

6m81 冨田将志 1996.5 国士舘大 農大三

三段跳 14m54 冨田将志 1996.5 国立 農大三

12m45(+2.0) 柴本鋼平 2006.10.1 国際武道大 安房

砲丸投 11m32 伊藤宏樹 2010.6.12 筑波大学 君津

9m86 芳賀　渉 2007.9.13 国立 船橋東

円盤投 29m41 伊藤宏樹 2010.5.2 国立 君津

28m98 江頭　稔 1996.4 日体大 農大一

やり投 51m25 伊藤宏樹 2010.4.11 国際武道大 君津

50m89 柴本鋼平 2003.10.11 順天堂大 安房

ﾊﾝﾏｰ投 17m41 芳賀　渉 2009.12.5 流通経済大 船橋東

16m16 柴本鋼平 2006.9.30 国際武道大 安房

十種競技

6380点　11"38(+2.5)-6m42(+4.0)-
11m16 -1m80-51"47 -16"59(-1.3) -
28m62-4m00-47m28-4'33"54

伊藤宏樹 2010. 5.15
～16

国立 君津

6368点　11"69(+0.2)-6m53(-1.6)-9m00-1m96-
53"54-16"69(+0.5)-23.61-4m70-48m32-
4'33"90

柴本鋼平 2005.5.13～14 国立 安房

二十種競技

11180点　11"79(+0.7)-6.68(+1.4)-
26.12(+2.0)-8.77-20'00"26-2'08"58-1m95-
54"73-16m16-11'32"66      17"01(+1.3)-
23m05-24"13(+2.5)-4m40-11'25"16-60"92-
39m89-5'07"74-12m45-44'05"80

柴本鋼平 2006.9.30～
10.1

国際武道大 安房

女子

種　目     記　録   氏　名 　年 場所  出身高校

１００ｍ 15"64(-1.8) 秋里侑希 2011.7.10 千葉

(非公認13"9) 千葉佐智子 1993.11 千葉 佐沼

２００ｍ 34"36(-2.3) 秋里侑希 2011.7.10 千葉

棒高跳 3m32 千葉佐智子 1996.5 国士舘大 佐沼

走幅跳 3ｍ85(-1.3) 秋里侑希 2011.7.10 千葉

(非公認3m96) 千葉佐智子 1993.11 千葉 佐沼

砲丸投 (非公認7m34) 千葉佐智子 1994.5 青葉の森 佐沼

円盤投 29m60 千葉佐智子 1994.4 千葉 佐沼

やり投 40m24 千葉佐智子 1994.6 千葉 佐沼
★本人の在学中の記録に限る
★小フォント記録は、参考として判明している歴代２位記録


