
日付 種目

児玉　瑛貴(1)  w10.92 (+2.1) 山田　晃佑(2)  w10.99 (+2.1) 宮本　康成(3)  w11.12 (+2.1) 上田　敦貴(2)  w11.42 (+2.1) 岡本　悠弥(1)  w11.45 (+2.1) 小坂　力生(1)  w11.52 (+2.1) 東　大生(1)  11.55 (+0.5) 岡田　将英(2)  11.56 (-2.7)

和歌山北 和歌山北 和歌山北 向陽 和歌山工 和歌山北 笠田 海南

林　久遠(1)  50.54 中澤　孝太(3)  50.64 岩井　勝史(3)  51.65 髙橋　正汰(2)  51.69 浴田　龍孝(3)  51.72 中村　大稀(3)  51.94 鎌田　涼平(2)  52.86 岡本　桐弥(2)  52.89

和歌山工 海南 和歌山北 初芝橋本 和歌山北 和歌山北 日高 田辺工

向井　空海(3)  4:04.52 中村　光稀(3)  4:11.85 芝辻　晴裕(3)  4:11.96 安部　広大(2)  4:12.06 大家　利公(2)  4:14.08 安東　伶音(3)  4:15.36 石井　裕真(3)  4:15.93 上北　阿槻(3)  4:16.65

和歌山北 和歌山北 和歌山北 田辺工 田辺工 和歌山北 和歌山北 和歌山北

岡本　隆太(2)  15.42 (+1.0) 松場　文哉(3)  15.45 (+1.0) 辻　健吾(1)  18.10 (+1.0) 松本　敢太(1)  18.46 (+1.0) 平岩　晃生(1)  19.87 (+1.0)

海南 熊野 海南 熊野 熊野

古川　樹(3)  55.02 長岡　佳希(2)  58.36 辻　健吾(1)  1:07.50 森山　大輝(1)  1:13.26

熊野 海南 海南 和歌山商

和歌山北  42.41 熊野  43.58 星林  44.14 海南  44.71 和歌山工  45.26 和歌山商  45.48 日高  45.80 紀央館  48.20

岩井　勝史(3) 古川　樹(3) 田村　蒼馬(2) 滝川　樹(1) 岡本　悠弥(1) 太田　琉稀(2) 土屋　拓士(2) 石方　瑛士(2)

宮本　康成(3) 松場　文哉(3) 登尾　元哉(2) 長岡　佳希(2) 林　久遠(1) 野中　勇希(2) 森　圭佑(2) 前田　和希(1)

児玉　瑛貴(1) 小倉　伊楓(3) 山本　海地(2) 中澤　孝太(3) 山下　拓晃(2) 黑田　匠真(2) 鎌田　涼平(2) 南　尋(1)

山田　晃佑(2) 宮﨑　瑠那(3) 室谷　祐輝(3) 岡本　隆太(2) 堂野前　玲乙(1) 上　大樹(2) 南　敦也(2) 則藤　大和(2)

加藤　綾(2)  1.80 小宮　泰誠(1)  1.75 北畑　歩睦(1)  1.70 松本　敢太(1)  1.70 中西　巧(1)  1.70 山地　海渡(3)  1.70 小森　優希人(1)  1.60

熊野 日高 近大和歌山 熊野 近大和歌山 粉河 近大和歌山

雑賀　勇吏(2)  1.70

近大和歌山

井田　一季(2)  6.35 (-1.0) 松場　文哉(3)  6.26 (-2.7) 塩路　添真(2)  6.22 (+1.5) 宮本　照久(2)  6.11 (+1.0) 薗田　琉維(1)  6.04 (-0.3) 宮本　涼(3)  5.90 (+0.9) 前田　和希(1)  5.82 (-0.7) 森本　宜成(1)  w5.79 (+4.0)

熊野 熊野 和歌山北 桐蔭 和歌山北 熊野 紀央館 南部

大前　敬信(3)  14.21 小林　聖(2)  14.13 大島　ブルースリー(1)  13.98 奥村　夏生(2)  13.12 岩城　結太(1)  12.19 久木　一星(2)  11.73 松本　真拓(2)  8.97 木村　侑真(1)  7.95

和歌山北 紀央館 海南 和歌山北 紀央館 和歌山北 紀央館 紀央館

大前　敬信(3)  42.70 小林　聖(2)  37.59 岩城　結太(1)  31.82 川口　翔(2)  29.04 久木　一星(2)  28.84 古川　貴進(1)  28.56 松本　真拓(2)  27.83 増本　航弥(2)  27.20

和歌山北 紀央館 紀央館 紀央館 和歌山北 箕島 紀央館 星林

川口　翔(2)  55.92 畠中　悠人(3)  41.11 尾﨑　奎太(1)  36.83 太田　琉稀(2)  35.38 冨田　耕一(3)  35.21 寒川　瑛平(2)  34.99 大島　ブルースリー(1)  34.26 鹿嶋　莞慎(1)  25.98

紀央館 和歌山 紀央館 和歌山商 和歌山 和歌山商 海南 和歌山北

堂西　愛加(3)  12.51 (-0.2) 久保田　美羽(2)  12.64 (-0.1) 中村　紗也(3)  12.64 (-0.2) 上野山　真白(1)  12.82 (-0.2) 稲荷　未来(1)  12.92 (-0.2) 藤木　志保(1)  12.94 (-0.2) 竹中　瑞貴(2)  13.07 (-0.1) 城　まなみ(3)  13.12 (-0.1)

和歌山北 那賀 和歌山 和歌山北 桐蔭 桐蔭 星林 那賀

山田　祐衣(2)  1:03.52 前原　愛菜(2)  1:03.66 池田　亜里紗(2)  1:06.37 森田　帆南(2)  1:08.43 西岡　花凜(1)  1:08.47 須佐　奈菜子(1)  1:08.75 世儀　十那実(2)  1:09.20 新井　千穂里(1)  1:10.03

笠田 初芝橋本 和歌山商 近大和歌山 笠田 桐蔭 笠田 笠田

細野　実由(2)  5:11.74 前岩　佑奈(3)  5:13.38 柏木　遥(2)  5:19.97 西谷　美咲(2)  5:24.43 西井　華心(2)  5:28.86 岡田　結衣(3)  5:34.98 谷口　千桃(1)  5:37.69 御前　絢加(2)  5:40.93

海南 南部 向陽 向陽 和歌山商 南部 日高 和歌山商

城　まなみ(3)  15.24 (-2.8) 細田　葵瑚(2)  16.73 (-2.8) 前田　奈那(2)  17.33 (-2.8) 吉田　風夏(2)  17.61 (-2.8) 津村　朱梨(1)  20.24 (-2.8)

那賀 和歌山北 和歌山商 和歌山商 和歌山商

末廣　千愛(2)  1:08.29 西山　奈都子(2)  1:15.34

海南 近大和歌山

和歌山北  49.21 桐蔭  52.04 日高  54.47 和歌山商  54.57

中井　乙未(2) 宮之原　凜(1) 寄住　碧(1) 前田　奈那(2)

堂西　愛加(3) 藤木　志保(1) 中澤　実久(1) 池田　亜里紗(2)

上野山　真白(1) 稲荷　未来(1) 上山　愛明(2) 吉田　風夏(2)

中野　悠菜(3) 岡　稚奈(1) 楠本　彩乃(2) 奥山　妃菜(1)

寺井　琉海(2)  1.45 𠮷松　ひな(2)  1.40 吉田　遥香(1)  1.40 荒木　祐璃菜(2)  1.35 鈴木　美玲(2)  1.30

和歌山商 星林 箕島 和歌山北 和歌山北

土井　莉央(2)  1.40

南部

辻岡　美咲(2)  4.95 (-0.6) 南方　美羽(3)  4.88 (+1.3) 中俣　真菜美(1)  4.84 (-0.2) 宮之原　凜(1)  4.46 (+1.0) 中澤　実久(1)  4.28 (+1.5) 城田　夏生(3)  4.16 (-0.9) 長澤　真生(1)  4.14 (+0.2) 岩橋　美奈(1)  3.85 (+1.3)

和歌山北 和歌山北 海南 桐蔭 日高 和歌山工 和歌山工 桐蔭

垣内　優里(3)  12.09 岡室　さくら(3)  11.07 酒井　喜与(1)  10.45 阪本　海月華(1)  9.36 岡本　月菜(2)  9.31 山原　優(3)  8.78 森口　菜々子(2)  8.55 大前　菜々美(1)  8.13

海南 神島 紀央館 紀央館 紀央館 和歌山北 日高 日高

阪本　海月華(1)  32.38 境　瑠菜(2)  25.47 岡本　月菜(2)  23.54 酒井　喜与(1)  21.73 藤木　心愛(1)  20.68 本田　依亜(1)  18.92 井上　遥陽(2)  16.84

紀央館 箕島 紀央館 紀央館 星林 星林 星林

野間　名津巳(3)  44.91 上野山　真白(1)  32.31 中島　瞳(2)  24.88 奥山　妃来(1)  22.32 小濱　菜七子(2)  21.33

和歌山北 和歌山北 開智 和歌山工 近大和歌山

競技会名 和歌山陸上競技協会記録会(高校生)
期日・時刻 2020/7/25 審判長

競技場名 紀三井寺公園 記録主任

主催団体名 和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会
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