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男子 

100m 10.44 原永 貴之 環太平洋大 2015 岡山 

200m 20.99 原永 貴之 環太平洋大 2015 岡山 

400m 46.94 中田 大貴 環太平洋大 2018 春野 

800m 1:50.80 中野 将春 広島経済大 2001 愛媛 

1500m 3:47.35 内冨 恭則 広島経済大 1994 岡山 

5000m 14:10.32 ｻﾑｴﾙ・ｶﾞﾝｶﾞ 広島経済大 2008 春野 

10000m 29:16.52 ｻﾑｴﾙ・ｶﾞﾝｶﾞ 広島経済大 2008 春野 

110mH 14.20 小田 雅士 環太平洋大 2012 丸亀 

400mH 50.81 若江 真志 広島経済大 2001 愛媛 

3000mSC 8:54.72 左達   恵 広島経済大 1998 丸亀 

10000mW 43:06.98 廣藤 耕一 福山大 2012 丸亀 

4×100mR 40.27 環太平洋大（高力・原永・高原・木村） 2014 浜山 

4×400mR 03:09.32 環太平洋大（稲井・中田・大山・有田） 2017 屋島 

走高跳 2m13 鴈田 孝広 広島大 1998 丸亀 

 2m13 石橋 健 岡山商科大 2015 岡山 

 2m13 徳永 和馬 環太平洋大 2016 愛媛 

棒高跳 5m11 萩原  翔 広島大 2008 春野 

走幅跳 7m78 松田 敬佑 環太平洋大 2018 春野 

三段跳 15m83 筒井 敦史 岡山商科大 1998 丸亀 

砲丸投 16m72 幸長 慎一 四国大 2018 春野 

円盤投 51m91 幸長 慎一 四国大 2018 春野 

ﾊﾝﾏｰ投 58m08 江上 智見 徳山大 2011 岡山 

やり投 70m23 中村   望 島根大 1999 松江 

十種競技 7093点 小倉 希望 環太平洋大 2015 岡山 

女子 

100m 11.75 青木 益未 環太平洋大 2014 浜山 

200m 24.56 松田 優美 環太平洋大 2016 愛媛 

400m 55.50 近藤 夏奈 環太平洋大 2016 愛媛 

800m 2:11.93 菊地 里江 松山大 2011 岡山 

1500m 4:26.70 西脇 舞 岡山大 2013 春野 

5000m 16:20.06 矢野 麻利亜 松山大 2010 松江 

10000m 33:40.38 矢野 麻利亜 松山大 2010 松江 



100mH 13.44 青木 益未 環太平洋大 2015 岡山 

400mH 59.31 近藤 夏奈 環太平洋大 2016 愛媛 

3000mSC 10:04.75 高見澤 安珠 松山大 2015 岡山 

5000mW 23:10.93 山本 知佳 高知大 2008 春野 

10000mW 48:32.39 山田 千花 広島大 2017 屋島 

4×100mR 45.90 環太平洋大(川野・松田・竹中・青木) 2015 岡山 

4×400mR 3.47.38 環太平洋大(川田・近藤・今村・塩見) 2015 岡山 

走高跳 1m80 佐山 淳子 美作女大 1990 岡山 

棒高跳 3ｍ80 稲艸 夏姫 環太平洋大 2016 愛媛 

走幅跳 6m19 西内 誠子 高知大 1994 岡山 

三段跳 12m89 西内 誠子 高知大 1994 岡山 

砲丸投 13m75 福代 夏子 島根大 1998 丸亀 

円盤投 47m18 下村 恵美 愛媛女短大 2003 広島 

ﾊﾝﾏｰ投 56ｍ21 居川 汐里 四国大 2013 春野 

やり投 50m78 金本 実華 徳山大 2017 屋島 

七種競技 5258点 安田 夏生 広島大 2018 春野 

 


