
〈男子〉

記録 　氏　　名 所属
100m 10"56 ※ 宮本　大輔 周陽 2014 東部県体
200m 21"65 宮本　大輔 周陽 2014 全日本中学
400m 49"37 笹村　直也 萩西 2006 ジュニアオリンピック
800m 1'55"27 平本　光紀 中等 2018 全日本中学
1500m 3'57"00 中村　駆 萩東 2012 益田長距離記録会
2000m 5'45"0 尾崎　邦夫 高森 1966 放送陸上
3000m 8'31"21 中村　駆 萩東 2012 全日本中学
110mH 14"45 國分　　徹 通津 1999 全日本中学
110mJH 14"78 國分　　徹 通津 1999 国体
4×100mR 選抜 43"45 塩山・宮﨑・石川・上田 県選抜 2010 ジュニアオリンピック
4×100mR 単独 44"18 田中・宮瀬・松永・江本 上宇部 2015 田島陸上
低4×100mR 47"1 小林・小村・松岡・鶴野 木屋川 1992 ジュニアオリンピック記録会

4×200mR 選抜 1'31"49 古岡・榎原・大隅・後田 下関選 1998 下関市・北九州市対抗陸上

4×200mR 単独 1'32"0 江口・小村・岡村・白野 木屋川 1992 中国中学
電 1'32"27 末永・江口・松岡・小林 木屋川 1994 県体

走高跳 2m00 山本　竜暉 右田 2015 中国中学
棒高跳 4m30 藤村　一和 富田 1993 県中学選手権
走幅跳 6m92 宮瀬　巧斗 上宇部 2016 国体
三段跳 13m67 末広　憲彦 秋月 1994 県体
砲丸投 (4.00Kg) 16m39 安永　稀一 島田 2015 第３５回県記録会
 (5.00Kg) 14m97 安永　稀一 島田 2015 田島陸上

(5.44Kg) 13m46 山室　匡史 秋月 1997 国体
円盤投 (1.00Kg) 44m28 瓦屋　大志　 明木 2002 ジュニアオリンピック最終選考会

 (1.50Kg) 33m07 河本　悠希 浅江 2015 ジュニアオリンピック
ジャベリックスロー 64m88 岩井　寛征 高千帆 2018 ジュニアオリンピック
三種競技Ａ 2960点 宮岡　　正 麻里布 1990 通信陸上
三種競技Ｂ 3080点 坂井　琢磨 勝山 1996 中国中学
四種競技 2460点 高本　真志 川下 2009 中国中学

〈女子〉

記録 　氏　　名 所属
100m 11"89 先村　若奈 高川学園 2020 県記録会（U-15）
200m 24"36 君嶋　愛梨沙 麻里布 2009 全日本中学
400m 56"9 寺山　聡子 小郡 1987 ジュニアオリンピック記録会

電 57"08 寺山　聡子 小郡 1987 全日本ジュニア選抜
800m 2'07"81 市川　良子 浅江 1991 日本選手権
1500m 4'27"30 森廣　彩音 国府 2015 全日本中学
3000m 9'29"80 大久保　南 浅江 2019 中学春季記録会
100mJH 14"0 日野　裕子 桑山 1993 県中学選手権

電 14"06 伊藤　梨乃 萩西 2012 県中学選手権
100mYH 14"05 南野  智美 萩西 2011 ジュニアオリンピック
100mH 14"73 日野　裕子 桑山 1993 国体
4×100mR 選抜 48"09 南野・清水・黒瀬・君嶋 県選抜 2009 ジュニアオリンピック
4×100mR 単独 49"18 竹本・寺尾・寺尾・中川 田布施 2019 中国中学
低4×100mR 50"59 辻野・田中・守富・藤井 富田 1984 ジュニアオリンピック
走高跳 1m73 西原　綾子 勝山 1993 中国中学
棒高跳 2m90 藤原　美保 徳地 2011 中学春季記録会
走幅跳 5m68 石津　和子 明木 1972 県体
三段跳 10m59 岩本　侑子 秋月 1996 県選手権
砲丸投 (2.721Kg) 14m85 冨田　江利奈 島田 2003 福岡市記録会
　　 (4.00Kg) 11m55 冨田　江利奈 島田 2003 県選手権
円盤投　 (1.00Kg) 32m90 冨田　江利奈 島田 2003 ジュニアオリンピック
ジャベリックスロー 54m54 溝部　綾音 深川 2014 ジュニアオリンピック
三種競技Ａ 2972点 高田　広子 勝山 1980 通信陸上
三種競技Ｂ 3100点 白神　有美 福栄 2002 全日本中学
四種競技 3005点 南野  智美 萩西 2011 中国中学
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