
1 対象の大会
① 第 51 回　織田幹雄記念国際陸上競技大会

【 4 月 29日　（土）エディオンスタジアム広島】

② 第 33 回　全国小学生陸上競技交流大会広島県予選会

【 7 月 2 日　（日）　コカ・コーラウエスト広島スタジアム】

③ 第 33 回　全国小学生陸上競技交流大会

【 8 月19 日　（土）　日産スタジアム(神奈川)】

④ 第 42 回　広島県民体育大会 （陸上競技）

【 10 月 1 日　（日）　庄原市上野総合運動公園陸上競技場】

⑤ 第 29 回　広島県小学生陸上競技大会

【 10 月 29 日　（日）　福山竹が端運動公園陸上競技場】

2 対象種目と標準記録

3 備考
①

②

③

④

http://www1.ocn.ne.jp/~hrk34/index.htm

E-Mail：haaa@eos.ocn.ne.jp
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〒730-0011　広島市中区基町4-1　広島県体育協会内

上位8名

ジャベリックボール投げについては標準記録の設定がなく、記録上位8名に達成賞を贈る。

TEL　082-223-3256 FAX　082-222-6991

対象大会において，同一人が同一種目で複数回標準記録を達成した場合は，最も良い記録に
対して標準記録達成賞を贈る。

同一人が，対象大会によって違う種目で標準記録を達成した場合は，それぞれの種目の記録に
ついて標準記録達成賞を贈る。

リレー競技については，その大会のエントリーされていたメンバー全員に標準記録達成賞を贈る。
但し，大会によってエントリーメンバーが異なる場合は，最も良い記録を達成したチームの
エントリーメンバー全員に対して標準記録達成賞を贈る。

広島陸上競技協会



名前 所属 記録 風速 大会名 郡市
坪倉　瑠快 庄原アスリートクラブ 12"80 +1.9 県小陸上 庄原市
坪倉　瑠快 庄原市 12"81 +1.2 県民大会 庄原市
坪倉　瑠快 庄原AC 13"08 +0.2 全国交流会 庄原市
坪倉　瑠快 庄原AC 13"14 -2.8 県交流会 庄原市
三谷　晃士 新涯JAC 13"27 +1.9 県小陸上 福山市
大森　琉翔 三原陸上クラブ 13"51 +1.9 県小陸上 三原市
村上　晃雅 因北陸上 13"54 +1.9 県小陸上 尾道市
安長　隼 酒河小学校 13"56 -1.3 県民大会 三次市

坪倉  瑠快 小奴可小 13"57 +0.8 織田記念 庄原市
三谷　晃士 新涯ＪＡＣ 13"59 +0.2 県民大会 福山市
遊佐　碧依 ＣＨＡＳＫＩ 13"71 -0.9 県交流会 広島市
大森　琉翔 三原陸上スポーツ少年団 13"80 +0.5 県民大会 三原市
森脇　翔 福山ジュニア 13"82 +1.9 県小陸上 福山市

宮田　孝輝 東広島TFC 13"84 +0.4 県民大会 東広島市
竹内　蒼真 福山ジュニア 13"87 +1.8 県小陸上 福山市
安長　隼 みよしＡＣ 13"87 -2.8 県交流会 三次市

遊佐　碧依 CHASKI 13"88 -0.5 織田記念 広島市
村上　晃雅 因北陸上 13"89 0.0 県民大会 尾道市
吉田　凪音 東広島TFC 13"91 +0.2 県民大会 東広島市

公認記録のみ対象です。追い風の場合、風速が2.1m/sec.以上の場合未公認となります。

男子100m　14”00
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名前 所属 記録 風速 大会名 郡市
忰山　渚 CHASKI 13"37 1.6 県小陸上 広島市
忰山　渚 CHASKI 13"59 -2.3 県交流会 広島市
忰山　渚 CHASKI 13"60 +0.2 全国交流会 広島市

江原　美月優 竹尋アスリートクラブ 13"72 +1.6 県小陸上 福山市
坂井　実夢 びんごWAC 13"74 +1.4 県小陸上 尾道市
玉江　華 三原陸上クラブ 13"76 +1.6 県小陸上 三原市
玉江　華 三原陸上スポーツ少年団 13"83 -1.2 県民大会 三原市

江原　美月優 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 13"85 -1.2 県民大会 福山市
浦川　侑莉 CHASKI 13"90 +1.6 県小陸上 広島市
坂井　実夢 びんごWAC 13"93 -1.2 県民大会 尾道市
柏原　早希 東広島TFC 14"00 +1.6 県小陸上 東広島市
玉江　華 三原陸上 14"08 -1.7 県交流会 三原市

江原  美月優 竹尋アスリート 14"09 +0.6 県小陸上 福山市
坂井　実夢 びんごＷＡＣ 14"09 0.4 全国交流会 尾道市
出来　瑞 織田幹雄スポーツクラブ 14"13 1.6 県小陸上 安芸郡

浦川　侑莉 Chaskiジュニアスポーツ少年団 14"14 +0.5 県民大会 広島市
遊佐　碧依 東広島TFC 14"18 -1.2 県民大会 東広島市
臂　夏凛 にゃんじゃＳＰ 14"22 -1.7 県交流会 尾道市

坂本　小春 福山ジュニア陸上クラブ 14"24 -2.3 県交流会 福山市
高山　奏 CHASKI 14"25 +1.4 県小陸上 広島市
出来　瑞 織田スポーツ 14"29 -1.0 県交流会 安芸郡

柏原　早希 東広島ＴＦＣ 14"34 -1.7 県交流会 東広島市
有木　望々花 福山ジュニア 14"38 +1.6 県小陸上 福山市
山根　知紗 広島JrOCスポーツ少年団 14"41 -1.2 県民大会 広島市
臂　夏凛 にゃんじゃスポーツ 14"42 +0.3 県小陸上 尾道市
臂　夏凛 にゃんじゃスポーツ 14"42 +1.2 県小陸上 尾道市

山口　音々 福山ジュニア 14"44 +1.4 県小陸上 福山市
藤井  ひより 御野陸上 14"45 +0.6 県小陸上 福山市

女子100m　14”50

公認記録のみ対象です。追い風の場合、風速が2.1m/sec.以上の場合未公認となります。
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名前 所属 記録 大会名 郡市
宮田　孝輝 東広島TFC 2'20"79 県小陸上 東広島市
吉田　凪音 東広島TFC 2'21"88 県小陸上 東広島市
森安　瑛音 三原陸上クラブ 2'25"40 県小陸上 三原市
枡田　健伸 福山ジュニア 2'27"09 県小陸上 福山市
松浦　大起 府中空城 2'27"22 県小陸上 安芸郡
近藤　優成 くれJAC 2'28"51 県小陸上 呉市
三宅　悠斗 東広島TFC 2'31"03 県小陸上 東広島市
宮原　寛弥 アクアパーク 2'31"12 県小陸上 東広島市
井上　史琉 新涯JAC 2'31"94 県小陸上 福山市

隅田　健一朗 石内南SKRC 2'32"56 県小陸上 広島市
坂田　颯磨 CHASKI 2'33"94 県小陸上 広島市
小田　翔太 広島JrOC 2'34"18 県小陸上 広島市

三谷　虎太郎 福山ジュニア 2'34"33 県小陸上 福山市
福田　大翔 石内南SKRC 2'35"05 県小陸上 広島市
田淵　悠希 アクアパーク 2'35"10 県小陸上 東広島市
奥芝　晟正 CHASKI 2'35"64 県小陸上 広島市
東本　直 新涯JAC 2'35"82 県小陸上 福山市

渡辺　慶心 アクアパーク 2'36"07 県小陸上 東広島市
國本　航生 熊野陸上 2'38"01 県小陸上 安芸郡
舘原　陸 神辺走ろう会 2'39"70 県小陸上 福山市

若林　拓音 竹尋アスリートクラブ 2'39"70 県小陸上 福山市
岡崎　翔真 三原陸上クラブ 2'39"74 県小陸上 三原市
近藤　俊輔 熊野陸上 2'40"94 県小陸上 安芸郡

六拾部　翔太 広島JrOC 2'43"71 県小陸上 広島市
曽我　優真 熊野陸上 2'43"76 県小陸上 安芸郡
原田　亜門 石内南SKRC 2'44"37 県小陸上 広島市
宮地　倖平 因北陸上 2'44"60 県小陸上 尾道市

男子８00m　2’45”
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名前 所属 記録 大会名 郡市
杉森　月音 竹尋アスリートクラブ 2'29"96 県小陸上 福山市
山根　知紗 広島JrOC 2'33"79 県小陸上 広島市
村川　芽生 石内南SKRC 2'35"72 県小陸上 広島市
山本　彩夏 熊野陸上 2'37"48 県小陸上 安芸郡
占部　栞望 新涯JAC 2'38"11 県小陸上 福山市
中原　千裕 熊野陸上 2'38"92 県小陸上 安芸郡
後藤　真菜 アクアパーク 2'39"22 県小陸上 東広島市
愛甲　琴香 アクアパーク 2'40"75 県小陸上 東広島市
植松　咲花 熊野陸上 2'41"63 県小陸上 安芸郡

大崎　萌々香 坂ジュニア陸上 2'41"70 県小陸上 安芸郡
伏見　藍衣 石内南SKRC 2'42"14 県小陸上 広島市

高取　亜也子 東広島TFC 2'42"27 県小陸上 東広島市
平本　栞那 神村学区体育振興会陸上部 2'42"37 県小陸上 福山市
上栗　彩葉 アクアパーク 2'42"60 県小陸上 東広島市
中本　安咲 くれJAC 2'42"87 県小陸上 呉市
大住　早永 竹尋アスリートクラブ 2'43"64 県小陸上 福山市

藤村　心優花 CHASKI 2'44"29 県小陸上 広島市
山下　蒼來 くれJAC 2'46"70 県小陸上 呉市
中井　美波 東広島TFC 2'47"06 県小陸上 東広島市
黒田　奈々 福山ジュニア 2'47"78 県小陸上 福山市

卜部　日花里 新涯JAC 2'47"86 県小陸上 福山市
両名　鈴 三原陸上クラブ 2'47"88 県小陸上 三原市

梶田　菜々美 ゲールランニングクラブ 2'48"48 県小陸上 東広島市
和木　杏弥 三原陸上クラブ 2'48"73 県小陸上 三原市
森山　遥香 庄原アスリートクラブ 2'50"70 県小陸上 庄原市
堀　菜々美 東広島TFC 2'50"82 県小陸上 東広島市
山岡　瑠生 庄原アスリートクラブ 2'54"00 県小陸上 庄原市
小西　優織 神村学区体育振興会陸上部 2'54"12 県小陸上 福山市
小林　春菜 神村学区体育振興会陸上部 2'54"13 県小陸上 福山市
岡㟢　有里 三原陸上クラブ 2'54"71 県小陸上 三原市

女子８00m　2’55”
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名前 所属 記録 風速 大会名 郡市
遊佐　碧依 CHASKI 12"67 +1.7 県小陸上 広島市
坪倉　瑠快 高須ジュニアスポーツクラブ 13"04 -1.3 県民大会 尾道市
坪倉　瑠快 CHASKI 13"05 +1.7 県小陸上 広島市
三谷　晃士 庄原アスリートクラブ 13"17 +1.7 県小陸上 庄原市
古中　睦人 広島JrOC 13"21 +1.7 県小陸上 広島市
阿部　夏基 東広島TFC 13"32 -0.1 県民大会 東広島市
森安　瑛音 三原陸上スポーツ少年団 13"34 -1.3 県民大会 三原市
河面　柊哉 広島JrOC 13"36 +1.7 県小陸上 広島市
古中　睦人 広島JrOCスポーツ少年団 13"37 -0.1 県民大会 広島市
宇山　温翔 庄原市 13"37 -1.3 県民大会 庄原市
鷲頭　慶士 Chaskiジュニアスポーツ少年団 13"38 -1.3 県民大会 広島市
阿部　夏基 東広島TFC 13"43 +1.7 県小陸上 東広島市
坂田　颯磨 Chaskiジュニアスポーツ少年団 13"63 -1.1 県民大会 広島市
松本　隆也 くれJAC 13"75 +1.7 県小陸上 呉市
河面　柊哉 広島JrOCスポーツ少年団 13"82 -2.9 県民大会 広島市
遊佐　碧依 東広島TFC 13"83 +1.7 県小陸上 東広島市

男子８0mH(60cm)　14”00

公認記録のみ対象です。追い風の場合、風速が2.1m/sec.以上の場合未公認となります。
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名前 所属 記録 風速 大会名 郡市
小畠　芽 東広島TFC 12"73 +1.3 県小陸上 東広島市

藤田　実優 東広島TFC 12"95 +1.3 県小陸上 東広島市
重宗　姫香 竹尋アスリートクラブ 13"08 +1.3 県小陸上 福山市
松永　琴音 御野陸上 13"10 +1.3 県小陸上 福山市
小畠　芽 東広島TFC 13"13 -1.1 県民大会 東広島市

松永　琴音 御野陸上クラブ 13"14 +0.3 県民大会 福山市
吉田　寛菜 吉和AC 13"14 +1.3 県小陸上 尾道市
重宗　姫香 竹尋アスリートクラブ 13"18 0.0 県民大会 福山市
吉田　寛菜 吉和AC 13"29 -0.4 県民大会 尾道市
藤田　実優 東広島TFC 13"33 -1.4 県民大会 東広島市
大和　千夏 広島JrOCスポーツ少年団 13"37 -0.5 県民大会 広島市
中曽　琴葉 庄原アスリートクラブ 13"48 +1.3 県小陸上 庄原市
藤原　愛心 東広島TFC 13"48 -0.4 県民大会 東広島市
大和　千夏 広島JrOC 13"52 +1.3 県小陸上 広島市
中曽　琴葉 庄原市 13"57 -0.5 県民大会 庄原市
高山　奏 Chaskiジュニアスポーツ少年団 13"64 +0.3 県民大会 広島市

小川　芭奈 Chaskiジュニアスポーツ少年団 13"69 -0.4 県民大会 広島市
白滝　結衣 熊野陸上 13"73 +1.3 県小陸上 安芸郡
檀上　依里 高須ジュニアスポーツクラブ 13"95 -1.4 県民大会 尾道市

奥本　帆乃花 府中空城 14"00 -0.4 県民大会 安芸郡
出来　瑞 織田幹雄スポーツクラブ 14"09 -1.4 県民大会 安芸郡
林　実怜 ゲールランニングクラブ 14"14 +1.2 県小陸上 東広島市
林　実怜 ゲールランニングクラブ 14"16 0.0 県民大会 東広島市

槇田　彩織 アクアパーク 14"17 0.0 県民大会 東広島市
奥本　帆乃花 府中空城 14"21 +1.2 県小陸上 安芸郡
雛田　夏帆 織田幹雄スポーツクラブ 14"23 +1.7 県小陸上 安芸郡
藤原　愛心 東広島TFC 14"30 +0.7 県小陸上 東広島市
藤井　悠乃 広島JrOCスポーツ少年団 14"30 0.0 県民大会 広島市
小川　瑠夏 サンフラワーSC 14"45 +1.2 県小陸上 豊田郡
槇田　彩織 アクアパーク 14"47 +1.2 県小陸上 東広島市
小川　芭奈 CHASKI 14"48 +1.7 県小陸上 広島市

女子８0mH(60cm)　14”50

公認記録のみ対象です。追い風の場合、風速が2.1m/sec.以上の場合未公認となります。
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名前 所属 記録 風速 大会名 郡市
古中　睦人 広島JrOC 13"71 -0.5 全国交流会 広島市
古中　睦人 広島JrOC 13"96 -1.2 県交流会 広島市
鷲頭　慶士 CHASKI 14"02 -1.2 県交流会 広島市
歌谷　公希 高須子ども会 14"05 -1.2 県交流会 尾道市
宇山  温翔 庄原AC 14"38 -1.2 県交流会 庄原市
河面　柊哉 広島JrOC 14"47 -1.2 県交流会 広島市
坂田　颯磨 CHASKI 14"50 -1.2 県交流会 広島市
渡邉　創太 中条走ろう会 14"76 -1.2 県交流会 福山市
蛯原　駿 東広島TFC 14"91 -2.6 県交流会 東広島市

花岡　知季 横浜 15"22 -1.2 県交流会 安芸郡

男子８0mH(70cm)　15”50

公認記録のみ対象です。追い風の場合、風速が2.1m/sec.以上の場合未公認となります。
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名前 所属 記録 風速 大会名 郡市
小畠　芽 東広島ＴＦＣ 13"38 +1.4 全国交流会 東広島市
小畠　芽 東広島ＴＦＣ 13"52 -0.8 県交流会 東広島市

檀上　依里 高須子ども会 13"77 -0.8 県交流会 尾道市
綾目　ひなの 高須子ども会 13"78 -0.8 県交流会 尾道市
松永　琴音 御野陸上クラブ 13"78 -0.8 県交流会 福山市
吉田　寛菜 吉和アスリート 14"56 -0.8 県交流会 尾道市

奥本　帆乃花 府中空城 14"61 -0.8 県交流会 安芸郡
林　実怜 ゲールランニングクラブ 14"97 -0.8 県交流会 東広島市

槇田　彩織 アクアパーク 15"04 -1.1 県交流会 東広島市
白滝  結衣 熊野陸上 15"08 -2.0 県交流会 安芸郡
中曽  琴葉 庄原AC 15"13 -1.1 県交流会 庄原市
藤本　真穂 中条走ろう会 15"33 -2.0 県交流会 福山市
山本  彩夏 熊野陸上 15"35 -1.1 県交流会 安芸郡

藤谷　奈々子 庄原AC 15"85 -2.0 県交流会 庄原市

女子８0mH(60cm)　16”00

公認記録のみ対象です。追い風の場合、風速が2.1m/sec.以上の場合未公認となります。
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名前 所属 記録 大会名 郡市
吉田凪音,宮田孝輝,阿部夏基,鈴木斗雄哉,福本航大 東広島TFC-A 53"55 県小陸上 東広島市
吉田凪音,宮田孝輝,阿部夏基,鈴木斗雄哉 東広島TFC 53"88 全国交流会 東広島市
吉田凪音,宮田孝輝,阿部夏基,鈴木斗雄哉 東広島TFC－A 53"88 県民大会 東広島市
吉田凪音,宮田孝輝,阿部夏基,鈴木斗雄哉 東広島TFC 54"94 県交流会 東広島市
井上史琉,永原莉玖,後藤聖空,三谷晃士 新涯JAC－A 55"35 県民大会 福山市
遊佐碧依,杉本大惺,鷲頭慶士,上土井雄哉 Chaskiジュニアスポーツ少年団Ａ 55"74 県民大会 広島市
豊原大世,森脇翔,木村祐樹,竹内蒼真,槇尾侑也 福山ジュニア-A 55"78 県小陸上 福山市
後藤聖空,井上史琉,東本直,三谷晃士 新涯JAC-A 55"88 県小陸上 福山市
伊藤大輔,赤宗拓弥,高橋敦大,金谷俐希,蛯原駿 東広島TFC-B 55"97 県小陸上 東広島市
遊佐碧依,杉本大惺,鷲頭慶士,上土井雄哉 CHASKI-A 55"98 県小陸上 広島市
吉田凪音,宮田孝輝,阿部夏基,鈴木斗雄哉 東広島TFC 56"03 織田記念 東広島市
コルソン采史也,近藤優成,前場悠大,福村悠生 くれJAC－B 56"27 県民大会 呉市
楢原大翔,大立凌輔,石井一輝,大森琉翔,髙原夕城斗 三原陸上クラブ 56"30 県小陸上 三原市
川端晴人,森脇翔,槇尾侑也,木村祐樹 福山ジュニア陸上クラブＡ 56"30 県民大会 福山市
伊藤大輔,赤宗拓弥,高橋敦大,金谷俐希 東広島TFC－B 56"53 県民大会 東広島市

男子４×１００mR　57”00
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名前 所属 記録 大会名 郡市
忰山渚,浦川侑莉,澤原瑞希,小川芭奈 Chaskiジュニアスポーツ少年団Ａ 55"39 県民大会 広島市
忰山渚,浦川侑莉,澤原瑞希,小川芭奈 CHASKI-A 55"60 県小陸上 広島市
辰本心音,江原美月優,杉森月音,重宗姫香 竹尋アスリートクラブＡ 55"98 県民大会 福山市
大原千朋,山根知紗,藤井悠乃,大和千夏 広島JrOC・A 56"00 県交流会 広島市
藤原愛心,小畠芽,藤田実優,柏原早希 東広島ＴＦＣ－Ａ 56"10 県民大会 東広島市
辰本心音,江原美月優,杉森月音,重宗姫香 竹尋アスリートクラブ-A 56"24 県小陸上 福山市
辰本心音,江原美月優,杉森月音,重宗姫香 竹尋アスリートクラブ 56"44 県交流会 福山市
藤原愛心,小畠芽,藤田実優,柏原早希,黒原那津 東広島TFC-A 56"63 県小陸上 東広島市
菅野夏希,藤原里音,山本真央,小林咲花 湯田陸上 56"63 県交流会 福山市
大原千朋,山根知紗,満山彩耶,大和千夏,藤井悠乃 広島JrOC-A 56"67 県小陸上 広島市
忰山渚,小川芭奈,澤原瑞希,永野陽菜 CHASKI 56"69 織田記念 広島市
大原千朋,山根知紗,前田椎名,大和千夏 広島ＪｒＯＣ 56"70 全国交流会 広島市
杉森月音,重宗姫香,辰本心音,江原美月優 竹尋アスリート 56"75 織田記念 福山市
大原千朋,山根知紗,前田椎名,大和千夏 広島JrOCスポーツ少年団Ａ 56"75 県民大会 広島市
藤原愛心,小畠芽,藤田実優,柏原早希 東広島ＴＦＣ 57"01 織田記念 東広島市
藤井咲菜子,松永琴音,藤野原桜,藤井ひより 御野陸上クラブＡ 57"92 県民大会 福山市
山本彩夏,宗森瑠璃子,中原千裕,桑原なゆみ,湯浅夏妃 熊野陸上-A 57"98 県小陸上 安芸郡
関藤美遥,松山みずき,早間穂香,相本果蓮 福山ジュニア陸上クラブＡ 58"02 県民大会 福山市

女子４×100mＲ　59”00
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名前 所属 記録 大会名 郡市

女子４×100mＲ　59”00

早間穂香,松山みずき,有木望々花,相本果蓮,豊原那奈 福山ジュニア-A 58"03 県小陸上 福山市
菅野夏希,藤原里音,山本真央,小林咲花,白浜七葉 湯田陸上 58"15 県小陸上 福山市
田中美遙,小山寧々,岡田優愛,高山奏 Chaskiジュニアスポーツ少年団Ｂ 58"37 県民大会 広島市
菅野夏希,藤原里音,山本真央,小林咲花 湯田陸上 58"38 織田記念 福山市
菅野夏希,藤原里音,山本真央,小林咲花 湯田陸上 58"50 県民大会 福山市
奥本帆乃花,杉村茉優,石本紗英,岡田悠里 府中空城 58"51 県民大会 安芸郡
大久保彩耶,森迫菜羽,三次菜々,吉田寛菜,丹羽綺菜 吉和AC 58"59 県小陸上 尾道市
三島愛珠,占部栞望,澤田心音,比羅榎姫 新涯JAC 58"60 県交流会 福山市
杉村茉優,岡田悠里,石本紗英,奥本帆乃花 府中空城 58"66 織田記念 安芸郡
細川実優,中井美波,石川菜央,堀部小波 東広島ＴＦＣ－Ｂ 58"89 県民大会 東広島市
雛田夏帆,岡谷柚花,石田楓花,出来瑞,勝井瑠菜 織田幹雄スポーツクラブ-B 58"94 県小陸上 安芸郡
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名前 所属 記録 風速 大会名 郡市
安原　康喜 湯田陸上 4m71 -1.4 県小陸上 福山市
前場　悠大 くれJAC 4m46 -1.5 県小陸上 呉市
野見　明輝 中野東 4m40 +1.5 県交流会 広島市
安原　康喜 湯田陸上 4m34 +0.7 県交流会 福山市
前場　悠大 くれＪＡＣ 4m30 +0.7 県交流会 呉市
野見　明輝 中野東 4m30 +0.8 全国交流会 広島市
武智　優輝 高美が丘クラブ 4m26 +0.8 県交流会 東広島市
木村　祐樹 福山ジュニア 4m23 -2.0 県小陸上 福山市
安原　康喜 湯田陸上 4m61 +0.1 県民大会 福山市

鈴木　斗雄哉 東広島TFC 4m61 -0.2 県民大会 東広島市
伊藤　大輔 東広島TFC 4m45 -0.1 県民大会 東広島市
遊佐　碧依 Chaskiジュニアスポーツ少年団 4m38 -0.6 県民大会 広島市
前場　悠大 くれJAC 4m31 -0.4 県民大会 呉市

男子走り幅跳び　４ｍ２０

公認記録のみ対象です。追い風の場合、風速が2.1m/sec.以上の場合未公認となります。
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名前 所属 記録 風速 大会名 郡市
忰山　渚 Chaskiジュニアスポーツ少年団 4m67 -0.6 県民大会 広島市

澤原　瑞希 Chaskiジュニアスポーツ少年団 4m26 +0.2 県民大会 広島市
宗森　瑠璃子 熊野陸上 4m23 -0.5 県小陸上 安芸郡
渡邉　未優羽 ゲールランニングクラブ 4m17 -0.1 県小陸上 東広島市
渡邉　未優羽 ゲールランニングクラブ 4m16 +0.4 県民大会 東広島市
桑原　なゆみ 熊野陸上 4m16 -0.2 県小陸上 安芸郡
藤井　咲菜子 御野陸上クラブ 4m14 +1.0 県交流会 福山市
渡邉　未優羽 ゲールランニングクラブ 4m13 +1.7 県交流会 東広島市
宗森　瑠璃子 熊野陸上 4m12 +0.7 全国交流会 安芸郡
占部　栞望 新涯JAC 4m08 +0.4 県民大会 福山市

藤井　ひより 御野陸上クラブ 4m04 -0.2 県民大会 福山市
八幡　有美 ゲールランニングクラブ 4m04 +1.7 県交流会 東広島市
堀部　小波 東広島TFC 4m00 +0.1 県民大会 東広島市

藤井　咲菜子 御野陸上クラブ 3m99 +0.2 県民大会 福山市
杉村　茉優 府中空城 3m97 -0.8 県小陸上 安芸郡
杉村　茉優 府中空城 3m96 +0.1 県民大会 安芸郡

大崎　萌々香 坂ジュニア 3m94 +1.2 県交流会 安芸郡
堀部　小波 東広島TFC 3m92 -1.0 県小陸上 東広島市
辰本　心音 竹尋アスリートクラブ 3m91 -0.8 県小陸上 福山市
三次　菜々 吉和AC 3m90 -1.0 県小陸上 尾道市
川西　彩月 東広島TFC 3m89 +0.3 県小陸上 東広島市
小川　瑠夏 サンフラワーSC 3m88 +0.1 県民大会 豊田郡
石本　紗英 府中空城 3m86 +0.1 県民大会 安芸郡
満山　彩耶 広島JrOCスポーツ少年団 3m85 0.0 県民大会 広島市
畝　千尋 東広島TFC 3m84 +0.5 県小陸上 東広島市

迫田　なるみ 東広島TFC 3m82 +1.7 県交流会 東広島市
上田　優月 ゲールランニングクラブ 3m81 -0.8 県小陸上 東広島市

女子走り幅跳び　３ｍ８０

公認記録のみ対象です。追い風の場合、風速が2.1m/sec.以上の場合未公認となります。
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名前 所属 記録 大会名 郡市
髙原　夕城斗 三原陸上 1m31 県交流会 三原市
髙原　夕城斗 三原陸上 1m30 全国交流会 三原市

名前 所属 記録 大会名 郡市
荒川　夏都 熊野第四 1m26 県交流会 安芸郡
荒川　夏都 熊野第四 1m20 全国交流会 安芸郡

大久保　彩耶 吉和アスリート 1m20 県交流会 尾道市
曽利　美羽 三原陸上 1m20 県交流会 三原市
石本　紗英 府中空城 1m20 県交流会 安芸郡
中山　凉帆 横浜 1m20 県交流会 安芸郡

男子走り高跳び　１ｍ３０

女子走り高跳び　１ｍ２０
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名前 所属 記録 大会名 郡市
近藤　優成 くれＪＡＣ 48m60 全国交流会 呉市
藤井　　響 熊野第一 46m45 県交流会 呉市
胡本　大輝 くれＪＡＣ 45m04 県交流会 福山市
小寺　将太 竹尋アスリートクラブ 44m58 県交流会 東広島市
金谷　俐希 東広島ＴＦＣ 44m52 県交流会 安芸郡
小西　慶生 熊野第一 44m06 県交流会 安芸郡
三輪　颯太 坂 43m32 県交流会 東広島市
新木　大翔 東広島ＴＦＣ 42m42 県交流会 東広島市

名前 所属 記録 大会名 郡市
菅安　恵子 びんごＷＡＣ 47m37 県交流会 尾道市
庵地　束紗 竹尋アスリートクラブ 43m57 県交流会 福山市
島津　純葉 石内南ＳＫＲＣ 41m20 県交流会 広島市
藤野原　桜 御野陸上クラブ 38m90 県交流会 福山市
岩崎　明依 府中空城 33m80 県交流会 安芸郡

西野　有里菜 粟屋小学校 33m73 県交流会 三次市
森本　明日香 海田南 33m72 県交流会 安芸郡
吉田　美緒 尾道疾風クラブ 32m52 県交流会 尾道市

男子ジャベリックボール投げ

女子ジャベリックボール投げ
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