
東　京　情　報　大　学  AC　記　録
+種目によっては歴代２位も記載

男子 赤字=今年度、あるいは最近 2011.6.30現在

種　目     記　録   氏　名 　年.月 場所  出身高、大 勤務等

６０ｍ 8"17　+1.6 マッキン　ケネス ジェームス 2010.4.24 東大 東情大教

１００ｍ 11"24　+0.5 瀬戸口直雅 2011.4.17 上柚木 東京経済大

11"37　-0.9 青木健二 2007.10.28 東大 船橋北 千葉商科大

30才100m 12"57　-0.4 マッキン　ケネス ジェームス 2008.5.17 熊谷 東情大教

40才100m 13"13　+2.6  追風参考 豊田章弘 2008.7.13 千葉 東情大事務

２００ｍ 24"52  +1.8 砂川哲樹 2008.7.13 千葉 中部商,東情大

25"35　　　+1.0 神子雅行 2008.7.13 千葉 安房、日大 都教員

４００ｍ 50"91 青木健二 2007.11.3 国際武道大 船橋北 千葉商科大

54"32 神子智孝 2008.5.3 日体大 館山 旭化成

８００ｍ 2'39"18 マッキン　ケネス ジェームス 2008.8.25 鴨川 東情大教

１５００ｍ 4'30"02 北田恵士 2009.9.12 国士舘大 船橋東,日大 千葉工大院

4'36"35 神子智孝 2008.3.23 東大 館山 旭化成

30才1500m 4'49"24 竹内将夫 2009.7.12 千葉 千城台、東情大 サンコーテック

５０００ｍ 16’36"63 北田恵士 2009.10.17 千葉 船橋東、日大 千葉工大院

17'24"81 竹内将夫 2009.10.4 千葉 千城台、東情大 サンコーテック

１００００ｍ

5km（ロード） 23'50 マッキン　ケネス ジェームス 2008.3.2 富津臨海 東情大教

10km(ロード) 36'33 竹内将夫 2009.1.25 館山 千城台,東情大 サンコーテック

46'58 マッキン　ケネスジェームス 2010.3.28 八王子綾南 東情大教

ハーフマラソン 1゜40'48 豊田章弘 2011.3.6 静岡駿府

ﾏﾗｿﾝ(42.195km) 3゜03’02　 竹内将夫 2011.1.30 館山 千城台,東情大 サンコーテック

3゜21'23 ラビロット エルベ 2009.3.29 佐倉

１１０Ｈ 16"56(+0.2)　 柴本鋼平 200７．6.10 千葉 安房,東情大 東農大事務

16"61(-0.5) 芳賀　渉 2010.4.10 千葉 船橋東、東情大 日立情報制御ソリューションズ

16"3(+0.4)　手動 柴本鋼平 2007.10.28 東大 安房,東情大 東農大事務

２００H 27"62(+1.7) 青木健二 2007.11.4 国際武道大 船橋北

31"66(+1.7) マッキン　ケネス　ジェームス 2007.11.4 国際武道大 東情大教

４００Ｈ 70"58 マッキン　ケネス ジェームス 2009.4.19 千葉 東情大教

３０００ＳＣ 10'15"50 北田恵士 2009.10.11 順大 船橋東,日大 千葉工大院

４×１００ｍ 46"24 川山、柴本、神子雅、神子孝 2009.7.12 千葉

46"44 砂川、石井、柴本、神子 2008.7.13 千葉

４×４００ｍ 3'46"53 神子智、マッキン、神子雅、柴本 2008.7.13 千葉

3'46"87 川山、柴本、神子智、神子雅 2009.7.12 千葉

走高跳 2m00 神子智孝 2008.8.10 千葉 館山 旭化成

1m95 柴本鋼平 2007.6.10 千葉 安房,東情大 東農大事務

棒高跳 4m80 柴本鋼平 2007.5.19 熊谷 安房、東情大 東農大事務

4m50 神子雅行 2008.3.2 ベルドーム 安房,日大 都教員

走幅跳 6m52(-0.3) 柴本鋼平 2007.6.10 千葉 安房、東情大 東農大事務

6m26(+1.8) 石井佑典 2008.10.13 千葉 館山

三段跳 12m70(+0.5) 柴本鋼平 2007.6.10 千葉 安房,東情大 東農大事務

12m30(+0.9) 川山昭平 2009.7.12 千葉 館山 国武大

砲丸投(7.26kg) 11m48 押元圭一 2010.7.11 千葉 安房、法大 南房総市公務員

40才砲丸投(5.443kg) 7m92 石井政弘 2007.6.10 千葉 安房、日大 東情大教

40才砲丸投(5.000kg) 8m62 豊田章弘 2008.7.13 千葉 東情大事務

40才砲丸投(6.000kg) 7m94 豊田章弘 2010.7.11 千葉

円盤投 28m15 押元圭一 2010.7.11 千葉 安房、法大 南房総市公務員

25m13 神子智孝 2008.6.14 日体大 館山 旭化成

やり投 60m14 押元圭一 2010.6.26 千葉 安房、法大 南房総市公務員

46m99 望月大輝 2010.7.11 千葉 安房 望月スポーツ

ﾊﾝﾏｰ投 16m65 押元圭一 2010.7.11 千葉 安房、法大 南房総市公務員

15m79 マッキン　ケネスジェームス 2007.6.10 千葉 東情大教

十種競技

5404点　11"25(+3.7)-5m78(+2.7)-
9m61-1m70-50"91-16"34(+3.0)-
24m84-2.60-34m87-4'55"23

青木健二 2007.11.3
～4

国際武道大 船橋北 千葉商科大

5283点　11"77(+3.1)-5.74(+3.3)-9m20-2m00-
58"60-17"86(+3.1)-22m93-3m40-32m79-4'38"25

神子智孝 2009.10.31～
11/1

国際武道大 館山 旭化成

二十種競技

女子

種　目     記　録   氏　名 　年 場所  出身高、大 勤務等

１００ｍ 13"71　+1.5 藤田紗里花 2008.7.13 千葉 若松(中学)

13"90　+0.6 市原花南絵 2008.7.13 千葉 若松(中学) 船橋高

２００ｍ 29"63　+1.3 市原花南絵 2008.7.13 千葉 若松(中学) 船橋高

30"81　　　-0.8 鈴木大和 2010.7.11 千葉 安房,東学大 鴨川中教員

28"39　　-1.1　別登録参加の参考記録 市原花南絵　(千葉県立船橋高校) 2009.9.12 千葉 船橋 船橋高

４００ｍ

８００ｍ 2'51"43 佐野かほる 2009.7.12 千葉 安房、玉川大 千葉県教

2'53"70 マッキン　ミト 2008.7.13 千葉

１５００ｍ

５０００ｍ

１００００ｍ

ﾏﾗｿﾝ(42.195) 3゜54'34 マッキン　ミト 2009.3.29 佐倉

１0０Ｈ

４００Ｈ

４×１００ｍ 56"06 佐々木、太田、市原、藤田 2008.7.13 千葉

5８"71 鈴木、市原、佐野、川上 2010.7.11 千葉

４×４００ｍ

走高跳 1m45 佐々木麻衣 2007.6.10 千葉 市立船橋

1m25 鈴木大和 2009.7.12 千葉 安房、東学大 光中教員

棒高跳 2m71 鈴木大和 2009.8.4 市川 安房、東学大 光中教員

走幅跳 4m56　+0.4 鈴木大和 2009.7.12 千葉 安房,東学大 光中教員

4m42　+1.0 市原花南絵 2008.7.13 千葉 若松(中学) 船橋高

砲丸投 7m58 中村千恵 2008.7.13 千葉 椙山女学院

7m54 鈴木大和 2010.7.11 千葉 安房、東学大 鴨川中教員

やり投 34m79 中村千恵 2008.7.13 千葉 椙山女学院

20m07 鈴木大和 2009.7.12 千葉 安房、東学大 光中教員


