
兼都道府県駅伝選手選考会 303080

種目名

池邉　裕太(2)  34.95 晄　眞空(3)  35.92 芝田　岳(3)  36.00 松場　文哉(2)  36.29 濱田　魁人(2)  36.50 林　久遠(3)  36.58 豊田　康介(1)  36.65 山田　晃佑(1)  37.00

桃山学院大 熊野 大阪産業大 熊野 開智 明和中 桐蔭 和歌山北

小林　大輝(2)  1:25.75 前田　竜希(2)  1:26.74 岡西　純兵(2)  1:27.18 橋爪　虎太郎(2)  1:31.50 芝　虹成(1)  1:35.95 石井　稔啓(2)  1:38.64

桐蔭 笠田 桐蔭 笠田 開智 箕島中

田中　陽貴(1)  4:15.48 松岡　晃佑(2)  4:23.33 下川　高輝(2)  4:23.72 坂倉　幸之介(1)  4:40.73 中筋　陸駆(3)  4:50.81 貴志　友幸(3)  5:22.09

桐蔭 泉北・大阪 泉北・大阪 智辯和歌山 和歌山パラアスリートクラブ 和歌山パラアスリートクラブ

植阪　嶺児(3)  8:42.33 池本　篤史(3)  8:48.07 髙石　陽平  9:02.13 佐野　圭(3)  9:07.95 宮本　優希(3)  9:10.85 岩橋　快晟(3)  9:13.95 福島　直樹(2)  9:14.70 三原　涼雅(3)  9:14.87

古佐田丘中 智辯和歌山 和歌山陸協 和大附中 東陽中 貴志川中 河北中 御坊中

和田　智(2)  15:51.17 谷本　悠  16:06.14 松本　稜也(3)  16:31.31 木尾　昌彦  16:35.45 福井　創大(1)  16:38.24 前田　賢二  16:38.69 東本　拓也  16:49.12 五味　海心(2)  17:07.84

和歌山大 和歌山陸協 紀央館 和歌山陸協 智辯和歌山 和歌山陸協 和歌山陸協 熊野

安達　蓮(3)  38.42 伊藤　大翔(3)  38.84 尾川　翔一  39.65 赤阪　凛人(1)  42.33 竹中　風優(1)  43.28 井上　悠夢(1)  45.56

熊野 桃山学院大 京都陸協 開智 熊野 鳳・大阪

水口　智貴(1)  4.40 福井　誠大(1)  4.00 前中　颯斗(1)  3.00 猪野　樹希(1)  2.90

近大和歌山 近大和歌山 近大和歌山中 近大和歌山

川口　翔(1)  52.33 晄　眞空(3)  47.85 松場　文哉(2)  39.47 岡本　奏汰(2)  36.28 小倉　伊楓(2)  36.00

紀央館 熊野 熊野 開智 熊野

晄　眞空(3)  10.27 松場　文哉(2)  10.01 小倉　伊楓(2)  7.62

熊野 熊野 熊野

鳴神　知希(6)  5:17.02 木下　翼(5)  5:42.11

紀の国AC 貴志小学校

堂西　愛加(2)  41.84 小栗　七海(2)  42.10 中野　悠菜(2)  42.85 南方　美羽(2)  43.02 恩田　怜奈(2)  43.26 野村　真佑(2)  43.54 細田　葵瑚(1)  43.59 中井　乙未(1)  43.94

和歌山北 和歌山北 和歌山北 和歌山北 和歌山北 紀央館 和歌山北 和歌山北

世儀　十那実(1)  1:47.24 山本　有理佐(1)  2:08.99 宮本　花那(1)  2:11.18

笠田 智辯中 智辯中

山田　美優(2)  5:21.96 井邊　節子(1)  5:32.68 山中　優歩(1)  5:38.51

桐蔭 智辯和歌山 桐蔭

大木原　礼彩(3)  10:14.48 大江　咲歩(3)  10:16.00 菱山　愛里(2)  10:27.42 谷所　翼(2)  10:42.81 中西　陽菜(3)  10:48.40 野田　桂都(1)  10:50.30 上村　椿(1)  10:54.23 三宅　愛香(2)  11:32.86

東陽中 田辺中 海南中 下津第二中 松洋中 智辯和歌山 龍神中 TeamArai

稲谷　凪紗(2)  2.40

桐蔭

松本　万鈴(3)  10.36 喜多嶋　良子  10.24 岡本　月菜(1)  10.12

和歌山北 三重マスターズ 紀央館

山中　弓月  32.21

和歌山マスターズ

木下　桜(1)  9.35 武内　栞愛(1)  6.25

古佐田丘中 東海南中

総務： 中村　勝久

トラック審判長： 山本　博司

フィールド審判長： 氏野　修次

記録主任： 滝上　勝也

やり投

2019年11月24日(日)　決勝一覧表

1500m

共通女子 300m

高校男子

5000m

300mH

砲丸投

小学生男子 1500m

棒高跳

主催：和歌山陸上競技協会
気象状況：2019年11月24日(日)10時現在　天候：曇　気温：１８.0℃　湿度：85％　　北　0.8m/S

6位 7位 8位

共通男子 300m

3000m

第６回和歌山陸上競技協会記録会
紀三井寺公園補助競技場

1位 2位 3位 4位 5位

600m

棒高跳

砲丸投

1500m

3000m

600m

やり投

砲丸投


