
名前 所属 記録 風速 大会名 郡市

棟山　稟登 庄原市 13"29 +0.8 県民大会 庄原市

小田原　功汰 にゃんじゃスポーツ 13"33 +0.7 全国交流会 尾道市

登田　健章 府中空城 13"35 0.0 県民大会 安芸郡

武智　亮真 織田幹雄スポーツクラブ 13"42 +1.5 県民大会 安芸郡

川端　晴人 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 13"53 +0.8 県民大会 福山市

山本　俊 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 13"56 +1.1 県民大会 福山市

武智　亮真 織田幹雄スポーツクラブ 13"57 0.0 県民大会 安芸郡

植田　瑛稀 広島ジュニアオリンピア 13"61 0.0 県民大会 広島市

吉岡  裕修 リトルランナーズ 13"70 +2.0 織田記念 広島市

武智  亮真 海田南小 13"71 +2.0 織田記念 安芸郡

大立  凌輔 三原陸上 13"95 +2.0 織田記念 三原市

清水  璃空 三原陸上 13"97 +0.6 織田記念 三原市

吉岡　裕修 リトルランナーズ広島 13”19 +0.0 県小陸上 広島市

大立　凌輔 三原陸上クラブ 13”19 -0.1 県小陸上 三原市

山本　俊 福山ジュニア 13”45 +0.0 県小陸上 福山市

橋本　鉄太 ユアックさいき 13”51 -1.7 県小陸上 廿日市市

植田　瑛稀 広島JOC 13”52 +0.0 県小陸上 広島市

武智　亮真 織田幹雄スポーツクラブ 13”52 -1.7 県小陸上 安芸郡

川端　晴人 福山ジュニア 13”64 -2.2 県小陸上 福山市

武智　亮真 海田南小学校 13”68 -0.2 全国交流会 安芸郡

山手　柊星 福山ジュニア 13”82 -0.1 県小陸上 福山市

河野　大輝 坂ジュニア陸上 13”89 -1.5 県小陸上 安芸郡

武村　悠斗 湯田陸上 13”96 +0.0 県小陸上 福山市

男子100m　14”00

2018年度標準記録達成者名簿
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。



名前 所属 記録 風速 大会名 郡市

坂井　実夢 びんごWAC 13"36 +1.1 全国交流会 尾道市

坂井　実夢 びんごWAC 13"54 0.5 県民大会 尾道市

坂井　実夢 びんごWAC 13"78 +0.8 織田記念 尾道市

岡田　優愛 ｃｈａｓｋｉジュニア 13"79 +1.5 県民大会 広島市

高山    奏 ＣＨＡＳＫＩ 13"81 +0.8 織田記念 広島市

坂井　実夢 びんごWAC 13”53 -1.3 県小陸上 尾道市

高山　奏 CHASKI 13”74 -0.9 県小陸上 広島市

長門　美佑 アクアパーク 13”92 -0.4 県小陸上 東広島市

松山　みづき 福山ジュニア 13”98 -0.9 県小陸上 福山市

長門　美佑 アクアパーク 14"03 +0.3 県民大会 東広島市

松山みづき 福山ジュニア陸上 14"04 +0.8 織田記念 福山市

島本　優美香 ｃｈａｓｋｉジュニア 14"05 +0.3 県民大会 広島市

松山　みづき 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 14"12 0.6 県民大会 福山市

山口　音々 アクアパーク 14"14 +0.6 県民大会 東広島市

藤田　実央 東広島ＴＦＣ 14"17 0.7 県民大会 東広島市

相本　果蓮 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 14"19 -0.2 県民大会 福山市

相本  果蓮 福山ジュニア陸上 14"24 0.8 織田記念 福山市

上栗　彩葉 アクアパーク 14"25 0.0 県民大会 東広島市

増原　優羽 ｃｈａｓｋｉジュニア 14"28 +0.9 県民大会 広島市

戸能　香織 中野東陸上 14"31 +0.7 県民大会 広島市

岡田  優愛 ＣＨＡＳＫＩ 14"40 +0.8 織田記念 広島市

清老  愛唯 くれＪＡＣ 14"43 +0.8 織田記念 呉市

細川　実優 東広島ＴＦＣ 14"48 +0.3 県民大会 東広島市

山口  音々 アクアパーク 14"48 +1.3 織田記念 東広島市

藤原  愛心 東広島ＴＦＣ 14"50 +1.6 織田記念 東広島市

眞鍋　芽依 織田幹雄スポーツクラブ 14"50 -0.3 県民大会 安芸郡

細川　実優 東広島TFC 14”06 +0.3 県小陸上 東広島市

児玉　凛夏 広島JOC 14”07 +0.3 県小陸上 広島市

山口　音々 アクアパーク 14”13 -0.1 県小陸上 東広島市

岡田　優愛 CHASKI 14”13 -0.4 県小陸上 広島市

藤田　実央 東広島TFC 14”16 +0.7 県小陸上 東広島市

眞鍋　芽依 織田幹雄スポーツクラブ 14”20 -0.7 県小陸上 安芸郡

相本　果蓮 福山ジュニア 14”22 0.0 県小陸上 福山市

平田　暖乃 石内南SKRC 14”31 +0.2 県小陸上 広島市

藤田　実央 東広島TFC 14”40 +1.1 全国交流会 東広島市

田淵　咲良 石内南SKRC 14”43 +0.2 県小陸上 広島市

女子100m　14”50



名前 所属 記録 大会名 郡市

三宅　悠斗 東広島TFC 2’19”97 県小陸上 東広島市

竹内　陽哉 竹尋アスリートクラブ 2’26”01 県小陸上 福山市

奥芝　晟正 CHASKI 2’26”84 県小陸上 広島市

新木　悠雅 東広島TFC 2’27”41 県小陸上 東広島市

新木　大翔 東広島TFC 2’28”05 県小陸上 東広島市

市川　雅也 アクアパーク 2’29”51 県小陸上 東広島市

中村　優太 三原陸上クラブ 2’29”68 県小陸上 三原市

隅田　健一朗 石内南SKRC 2’29”71 県小陸上 広島市

井上　心太 神村学区体育振興会陸上部 2’30”30 県小陸上 福山市

三谷　虎太郎 福山ジュニア 2’30”30 県小陸上 福山市

小田　翔太 広島JOC 2’30”35 県小陸上 広島市

杉山　陽音 新涯JAC 2’30”61 県小陸上 福山市

久保田　成琉 熊野陸上 2’31”63 県小陸上 安芸郡

森戸　優斗 坂ジュニア陸上 2’32”50 県小陸上 安芸郡

井崎　尋斗 神辺走ろう会 2’33”04 県小陸上 福山市

三野　真渚人 多治米小 2’36”35 県小陸上 福山市

西坂　碧斗 石内南SKRC 2’36”84 県小陸上 広島市

島津　純聖 石内南SKRC 2’38”15 県小陸上 広島市

森野　哩気 くれJAC 2’39”02 県小陸上 呉市

沖中　大輝 中条走ろう会 2’39”05 県小陸上 福山市

堀口　稜真 三原陸上クラブ 2’40”60 県小陸上 三原市

寺岡　優 神村学区体育振興会陸上部 2’40”80 県小陸上 福山市

山本　晃也 熊野陸上 2’41”44 県小陸上 安芸郡

吉中　颯汰 因北陸上 2’41”81 県小陸上 尾道市

三崎　ショーン 坂ジュニア陸上 2’41”82 県小陸上 安芸郡

片山　紘希 アクアパーク 2’42”68 県小陸上 東広島市

田淵　惇毅 アクアパーク 2’42”70 県小陸上 東広島市

高山　生吹 三原陸上クラブ 2’42”82 県小陸上 三原市

加登　流空 リトルランナーズ広島 2’43”84 県小陸上 広島市

男子８00m　2’45”



名前 所属 記録 大会名 郡市

岡藤　美音 石内南SKRC 2’26”69 県小陸上 広島市

春日　楓香 リトルランナーズ広島 2’26”69 県小陸上 広島市

愛甲　琴香 アクアパーク 2’30”89 県小陸上 東広島市

本田　海央 東広島TFC 2’31”30 県小陸上 東広島市

清水　彩加 東広島TFC 2’32”30 県小陸上 東広島市

上栗　彩葉 アクアパーク 2’34”93 県小陸上 東広島市

井上　菜名 神村学区体育振興会陸上部 2’35”67 県小陸上 福山市

藤村　心優花 CHASKI 2’37”30 県小陸上 広島市

大住　早永 竹尋アスリートクラブ 2’37”84 県小陸上 福山市

高取　亜也子 東広島TFC 2’38”97 県小陸上 東広島市

三宮　璃音 アクアパーク 2’39”27 県小陸上 東広島市

不田　美菜子 竹尋アスリートクラブ 2’39”72 県小陸上 福山市

山岡　瑠生 庄原アスリートクラブ 2’39”81 県小陸上 庄原市

黒田　奈々 福山ジュニア 2’39”96 県小陸上 福山市

増原　優羽 CHASKI 2’40”01 県小陸上 広島市

當具　里菜 石内南SKRC 2’41”25 県小陸上 広島市

岸田　とあ 石内南SKRC 2’42”73 県小陸上 広島市

土井　凛生 竹尋アスリートクラブ 2’47”02 県小陸上 福山市

松島　日和 新涯JAC 2’47”47 県小陸上 福山市

土利川　芹菜 新涯JAC 2’50”06 県小陸上 福山市

児山　美生 湯田陸上 2’51”55 県小陸上 福山市

丸本　恵里 熊野陸上 2’51”91 県小陸上 安芸郡

蝉谷　咲季 熊野陸上 2’52”30 県小陸上 安芸郡

藤畝　花実 くれJAC 2’53”36 県小陸上 呉市

佐伯　和香 府中空城 2’55”00 県小陸上 安芸郡

女子８00m　2’55”



名前 所属 記録 風速 大会名 郡市

神重　翔央 吉和AC 12"13 -0.1 県民大会 尾道市

小松　海斗 府中空城 12"70 -0.1 県民大会 安芸郡

福本　航大 東広島ＴＦＣ 12"71 +0.2 県民大会 東広島市

藤井　亮太 御野陸上ｸﾗﾌﾞ 12"76 -0.1 県民大会 福山市

門主　圭太郎 庄原市 12"78 -0.1 県民大会 庄原市

神重　翔央 吉和AC 12”30 -0.7 県小陸上 尾道市

藤井　亮太 御野陸上 12”78 -0.7 県小陸上 福山市

福本　航大 東広島TFC 12”81 -0.3 県小陸上 東広島市

吉本　悠晃 広島JOC 12”84 -0.7 県小陸上 広島市

小松　海斗 府中空城 12”84 -0.7 県小陸上 安芸郡

吉本　悠晃 広島ジュニアオリンピア 13"09 -0.1 県民大会 広島市

前永　蒼登 東広島ＴＦＣ 13"30 +1.3 県民大会 東広島市

高橋　然 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 13"45 +1.0 県民大会 尾道市

岸　大翔 府中空城 13"93 +1.0 県民大会 安芸郡

岸　大翔 府中空城 13”33 -0.7 県小陸上 安芸郡

前永　蒼登 東広島TFC 13”81 -0.5 県小陸上 東広島市

小田口　浩晟 リトルランナーズ広島 13”93 -0.5 県小陸上 広島市

名前 所属 記録 風速 大会名 郡市

神重　翔央 吉和AC 13”27 -0.4 全国交流会 尾道市

男子８0mH(60cm)　14”00

男子８0mH(70cm)　15”50



名前 所属 記録 風速 大会名 郡市

高山　奏 ｃｈａｓｋｉジュニア 12"76 -0.4 県民大会 広島市

藤原　愛心 東広島ＴＦＣ 12"82 -0.4 県民大会 東広島市

北村　なつき 神辺走ろう会 13"64 -0.4 県民大会 福山市

藤谷　奈々子 庄原市 13"79 +1.6 県民大会 庄原市

石川　菜央 東広島ＴＦＣ 13"80 -0.4 県民大会 東広島市

荻原　南海 アクアパーク 13"81 +1.6 県民大会 東広島市

木谷　心優 ゲールランニングクラブ 13"93 +0.3 県民大会 東広島市

島本　優美香 CHASKI 13”15 -2.7 県小陸上 広島市

藤原　愛心 東広島TFC 13”18 -2.7 県小陸上 東広島市

松浦　くらら 坂ジュニア陸上 13”68 -1.3 県小陸上 安芸郡

石川　菜央 東広島TFC 13”75 -2.7 県小陸上 東広島市

𡌶　ゆうみ 御野陸上 13”93 -0.2 県小陸上 福山市

藤谷　奈々子 庄原アスリートクラブ 13”98 -2.7 県小陸上 庄原市

𡌶　ゆうみ 御野陸上ｸﾗﾌﾞ 14"03 -0.4 県民大会 福山市

歌谷　心 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 14"05 +0.3 県民大会 尾道市

荻原　南海 アクアパーク 14”01 -1.3 県小陸上 東広島市

小畠　碧 東広島TFC 14”06 -1.0 県小陸上 東広島市

木谷　心優 ゲールランニングクラブ 14”19 -0.2 県小陸上 東広島市

名前 所属 記録 風速 大会名 郡市

藤原　愛心 東広島TFC 13”18 -0.4 全国交流会 東広島市

女子８0mH(60cm)　14”50

女子８0mH(70cm)　16”00



名前 所属 記録 大会名 郡市

高垣宗大　川端晴人　山本俊　山手柊星 福山ジュニア陸上Ａ 52"90 県民大会 福山市

山田怜央　河野大輝　森戸優斗　相星周汰　三崎ショーン 坂ジュニア陸上-A 52”81 県小陸上 安芸郡

竹中隼人　今津康誠　登田健章　小松海斗 府中空城Ａ 53"63 県民大会 安芸郡

高垣宗大　川端晴人　山本俊　山手柊星　杉本蒼来 福山ジュニア-A 53”23 県小陸上 福山市

本多諒馬　山本隼人　中石圭亮　森政利己 高美が丘クラブ 54"46 全国交流会 東広島市

前永蒼登　福本航大　三宅悠斗　松本朔哉 東広島ＴＦＣ－Ａ 54"88 県民大会 東広島市

幸田聖翔　大高史人　清水璃空　大立凌輔　井上莉生 三原陸上クラブ 54”37 県小陸上 三原市

岩崎倭士　登田健章　竹中隼人　小松海斗　福部峻也 府中空城-A 54”44 県小陸上 安芸郡

松島壮史　吉本悠晃　川手晧生　植田瑛稀 広島JOC-A 54”93 県小陸上 広島市

天川佑介　松本陽汰　大久保大和　神重翔央 吉和ＡＣ－Ａ 55"91 県民大会 尾道市

加登流空　小田口浩晟　御田寺朔久　吉岡裕修　井上友義 リトルランナーズ広島 55”23 県小陸上 広島市

松本朔哉　福本航大　三宅悠斗　綾佑心　土田涼大 東広島TFC-A 55”30 県小陸上 東広島市

真鳥将太朗　槙本陽之輔　三輪大翔　細川祥輔 CHASKI-A 55”96 県小陸上 広島市

竹中隼人　今津康誠　登田健章　小松海斗 府中空城 56"20 織田記念 安芸郡

松島壮史　吉本悠晃　植田瑛稀　畑山絢哉 広島ＪｒＯＣスポーツ 56"29 県民大会 広島市

清水爽良　平山智悠　西坂碧斗　石尾海波 石内南ＳＫＲＣ 56"30 県民大会 広島市

佐藤晟悠　原広翔　山本廉　三谷虎太郎 福山ジュニア陸上Ｂ 56"33 県民大会 福山市

本多諒馬　山本隼人　武智優輝　森政利己 高美が丘小 56"53 織田記念 東広島市

幸田聖翔　清水璃空　大高史人　大立凌輔 三原陸上 56"85 織田記念 三原市

前永蒼登　福本航大　三宅悠斗　松本朔哉 東広島ＴＦＣ 56"93 織田記念 東広島市

福部峻也　中村善　岸大翔　岩崎倭士 府中空城Ｂ 56"96 県民大会 安芸郡

天川佑介　松本陽汰　大久保大和　神重翔央　小林秀人 吉和AC-A 56”58 県小陸上 尾道市

男子４×１００mR　57”00



名前 所属 記録 大会名 郡市

愛甲琴香　上栗彩葉　山口音々　長門美佑　荻原南海 アクアパーク 53”88 県小陸上 東広島市

島本優美香　岡田優愛　増原優羽　高山奏 CHASKI-A 53”88 県小陸上 広島市

島本優美香　岡田優愛　増原優羽　高山奏 ChaskiジュニアＡ 54"25 県民大会 広島市

愛甲琴香　長門美佑　上栗彩葉　山口音々 アクアパーク 54"45 県民大会 東広島市

島本優美香　岡田優愛　増原優羽　高山奏 CHASKI 54"66 全国交流会 広島市

石川菜央　藤田実央　細川実優　藤原愛心 東広島ＴＦＣ－Ａ 55"30 県民大会 東広島市

石川菜央　藤田実央　細川実優　藤原愛心　畝千尋 東広島TFC-A 55”45 県小陸上 東広島市

石高沙綾　田淵咲良　岡藤美音　平田暖乃 石内南ＳＫＲＣ 56"18 県民大会 広島市

関藤美遥　松山みづき　関藤遥郁　相本果蓮 福山ジュニア陸上Ａ 56"49 県民大会 福山市

上栗彩葉　長門美佑　愛甲琴香　山口音々 アクアパーク 56"81 織田記念 東広島市

岡田優愛　高山奏　増原優羽　島本優美香 ＣＨＡＳＫＩ 56"90 織田記念 広島市

石高沙綾　田淵咲良　山崎実和　平田暖乃　高場朱里 石内南SKRC-A 56”25 県小陸上 広島市

上原青泉　髙松紗希　平石彩夏　眞鍋芽依 織田幹雄スポーツクラブ-A 56”38 県小陸上 安芸郡

石川菜央　藤田実央　細川実優　藤原愛心 東広島ＴＦＣ 57"29 織田記念 東広島市

石高沙綾　田淵咲良　高場朱里　平田暖乃 石内南ＳＫＲＣ 57"86 織田記念 広島市

土井和奏　髙松紗希　平石彩夏　眞鍋芽依 織田幹雄スポーツ 57"89 県民大会 安芸郡

山治果央　髙松羽奏　森吉胡都　北村なつき 神辺走ろう会Ａ 58"28 県民大会 福山市

畝千尋　堀菜々美　川西彩月　藤井彩奈 東広島ＴＦＣ－Ｂ 58"39 県民大会 東広島市

土井和奏　瀬野和花　平石彩夏　眞鍋芽依 織田幹雄スポーツ 58"52 織田記念 安芸郡

佐藤日和　仁井杏奈　歌谷心　平谷璃乃 高須ジュニア 58"81 県民大会 尾道市

清水彩加　本田海央　川西彩月　藤井彩奈　小畠碧 東広島TFC-B 58”29 県小陸上 東広島市

女子４×100mＲ　59”00



名前 所属 記録 風速 大会名 郡市

相星　周汰 坂ジュニア陸上 4m86 +1.8 県小陸上 安芸郡

ワヌナム　晟有 竹尋アスリートクラブ 4m68 +1.4 県小陸上 福山市

原　広翔 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 4m66 +1.3 県民大会 福山市

松本　陽汰 吉和AC 4m60 +2.0 県小陸上 尾道市

原　広翔 福山ジュニア 4m49 +1.8 県小陸上 福山市

コルソン　采史也 くれJAC 4m48 +1.2 県小陸上 呉市

松島　壮史 広島JOC 4m46 +1.4 県小陸上 広島市

松本　陽汰 吉和AC 4m41 +0.1 県民大会 尾道市

土田　涼大 東広島TFC 4m40 +1.8 県小陸上 東広島市

松島　壮史 広島ジュニアオリンピア 4m39 +0.2 県民大会 広島市

綾　佑心 東広島TFC 4m38 +1.4 県小陸上 東広島市

山田　怜央 坂ジュニア陸上 4m38 +1.5 県小陸上 安芸郡

山本　廉 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 4m34 +0.5 県民大会 福山市

藤田　輝真 湯田陸上 4m27 +1.5 県小陸上 福山市

山本　廉 福山ジュニア 4m27 +1.8 県小陸上 福山市

新木　悠雅 東広島ＴＦＣ 4m26 +0.1 県民大会 東広島市

平井　健太 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 4m23 +0.6 県民大会 尾道市

新木　大翔 東広島ＴＦＣ 4m23 +0.9 県民大会 東広島市

松本　陽汰 吉和AC 4m22 -0.3 全国交流会 尾道市

登田　健章 府中空城 4m20 +2.0 県小陸上 安芸郡

男子走幅跳　４ｍ２０



名前 所属 記録 風速 大会名 郡市

川西　彩月 東広島TFC 4m44 +1.4 県小陸上 東広島市

関藤　遥郁 福山ジュニア 4m35 +1.0 県小陸上 福山市

川西　彩月 東広島ＴＦＣ 4m29 +0.9 県民大会 東広島市

藤本　伊織 竹尋アスリートクラブ 4m23 +1.1 県小陸上 福山市

畝　千尋 東広島TFC 4m22 +0.4 県小陸上 東広島市

岡藤　美音 石内南ＳＫＲＣ 4m19 +1.4 県民大会 広島市

谷尾　花 にゃんじゃスポーツ 4m11 +1.0 県小陸上 尾道市

谷口　優月 ｃｈａｓｋｉジュニア 4m10 0.0 県民大会 広島市

関藤　遥郁 福山ｼﾞｭﾆｱ陸上 4m01 +0.8 県民大会 福山市

小野　美幸 ゲールランニングクラブ 3m98 +0.8 県小陸上 東広島市

畝　千尋 東広島ＴＦＣ 3m97 +0.4 県民大会 東広島市

小野　美幸 ゲールランニングクラブ 3m96 +1.2 県民大会 東広島市

川西　彩月 東広島TFC 3m96 -1.4 全国交流会 東広島市

中村　樹 因北陸上 3m93 +0.8 県小陸上 尾道市

平石　彩夏 織田幹雄スポーツクラブ 3m88 +0.3 県民大会 安芸郡

藤本　伊織 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 3m88 +0.5 県民大会 福山市

小林　花梨 福山ジュニア 3m86 +0.8 県小陸上 福山市

佐藤　日和 高須ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 3m80 -0.1 県民大会 尾道市

女子走幅跳　３ｍ８０



名前 所属 記録 大会名 郡市

名前 所属 記録 大会名 郡市

北村　なつき 神辺走ろう会 1m25 全国交流会 福山市

名前 所属 記録 大会名 郡市

檜高　陽斗 布野小学校 ５５ｍ５０ 三次市予選 三次市

新田　結大 可部AC ４５ｍ２４ 広島市予選 広島市

新木　大翔 東広島TFC ４５ｍ１０ 東広島市予選 東広島市

名前 所属 記録 大会名 郡市

田中　千遥 三原陸上 ４５ｍ８１ 全国交流会 三原市

中西　咲菜 サンフラワーSC ３７ｍ４０ 豊田郡予選 豊田郡

西野　有里菜 粟屋 ３４ｍ１７ 三次市予選 三次市

今年度は県交流会が未開催のため、郡市予選と全国交流会の

結果から上位3名に達成証を発行します

男子走高跳　１ｍ３０

該当者なし

女子走高跳　１ｍ２０

男子ジャベリックボール投

女子ジャベリックボール投げ


