
2019年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼第３５回全国小学生陸上競技交流大会和歌山県予選会

新記録一覧

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日

女子小学1年100m 予選 GR  18.17 40 福田　紗良 サンライズＭＢＣ 2019/6/30

女子小学3年100m 決勝 GR  15.86 75 小川　笑凜 のかみAC 2019/6/30

主催：和歌山陸上競技協会

後援：日本陸上競技連盟　和歌山県教育委員会　和歌山県体育協会  公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団

協賛：日清食品ホールディングス株式会社

会場：紀三井寺公園陸上競技場

備考
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1 : コード 19300003
2 :
3 : コード 301010
4 :
5

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

6 30 9 30 曇 26 76 南南東 4.7

6 30 10 0 曇 26 76 南南東 5.8

6 30 11 0 曇 26.5 76 南東 6.2

6 30 12 0 雨 26 81 東南東 4.5

6 30 13 0 雨 25 81 南東 5

6 30 14 0 雨 24.5 83 南南東 3.4

6 30 15 0 雨 24 83 南東 4.5

6 30 16 0 曇 24 88 南東 1.8

競技場 紀三井寺公園陸上競技場

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 2019年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
主催者 和歌山陸上競技協会

開催日 2019年6月30日(日)
気象条件

備考
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2019年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼第３５回全国小学生陸上競技交流大会和歌山県予選会

【男子の部】

種目 人数
風速
m/s

紀の国AC  53.58 のかみAC  57.14 田辺AC-A  57.61 GOBOクラブ  57.67 和歌山陸上クラブ  57.75 松江小学校  58.79 田辺AC－B  59.36 有田JAC  59.39

藤田　新菜(6) 二川　晴斗(5) 前田　篤志(6) 溝口　佳世(6) 宮本　姫来(6) 今森　彩花(6) 坂本　鶴月(5) 巽　悠人(6)

橋爪　利玖(6) 和田　悠里(6) 柏木　希空(6) 玉置　由奈(6) 吉田　悠華(6) 山本　愛莉(5) 澤越　庵治(5) 梅本　怜旺(6)

山口　桃花(6) 田村　真央(6) 石橋　京華(6) 川口　旺丞(5) 髙石　創太(6) 榎薗　大輝(6) 浜野　楓(5) 佐原　希咲(6)

宮﨑　悠貴(6) 小川　幸輝磨(6) 鈴木　みのり(5) 中川　和貴(6) 大谷　惇仁(6) 楠本　蒼真(6) 浜野　颯(5) 則岡　那奈(6)

瀧本　瑛太(5)  14.63 溝川　雄生(5)  15.06 白木　悠成(5)  15.30 二川　晴斗(5)  15.33 山本　晴海(5)  15.58 浜野　颯(5)  15.92 山本　新大(5)  16.01 佐藤　巧人(5)  16.63

GOBOクラブ 紀の国AC 那智勝浦スポーツ少年団 のかみAC 和歌山陸上クラブ 田辺AC 和歌山陸上クラブ 紀の国AC

林　龍雅(6)  13.28 宮﨑　悠貴(6)  13.37 橋爪　利玖(6)  13.66 大谷　健斗(6)  13.93 小川　幸輝磨(6)  14.27 後垣内　蓮(6)  14.45 楠本　蒼真(6)  14.49 前田　篤志(6)  14.95

２９SA 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ のかみAC 野崎Ｔ＆Ｆ 松江小学校 田辺AC

渡辺　敦紀(6)  2035点 西垣　翔馬(6)  1331点 谷本　龍一(6)  1310点 坂下　颯次朗(5)  1223点 大川　綾斗(6)  1200点 佐々木　陽(6)  846点 嶋本　晄己(5)  846点

和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 田辺AC 紀の国AC みなべAC 田辺AC 田辺AC

８０ｍＨ  13.49 1036  17.01 435  16.25 564  16.76 477  17.23 397 19.98 100  19.22 100

走高跳  1.27 999  1.18 896  1.05 746  1.05 746  1.10 803  1.05 746  1.05 746

岩井　晃成(6)  2245点 下野　照英(6)  1966点 西野　莞太郎(6)  1864点 井沼　佑輔(6)  1828点 井上　皓喜(6)  1784点 安保　悠圭(6)  1754点 槇　伊織(6)  1753点 辻本　悠晴(6)  1747点

和佐小学校 和佐小学校 和歌山ゴールデンキッズ 和歌山陸上クラブ 和歌山ゴールデンキッズ いわでAC 紀の国AC のかみAC

走幅跳  4.79 1115 4.02 899 3.68 804  4.42 1011 3.89 863  4.40 1005 3.77 829  4.21 952

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  52.65 1130  49.56 1067  49.21 1060  37.24 817  42.37 855  33.93 749  42.52 924  36.16 795

徳田　貴市(1)  18.62 上川　颯太(1)  18.75 清水　滉晟(1)  19.15 松本　悠大(1)  19.38 東山　紘士(1)  19.40 中嶋　優翔(1)  19.72 白川　昇汰(1)  20.39 西村　京(1)  20.55

和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 雑賀小学校 海南アスリート 田辺第二小学校 岩出小学校 安原小学校

1年 鈴木　伯(1)  19.25 田中　洸太(1)  19.28 尾上　功志郎(1)  20.93 村上　瑛飛(1)  21.44 荒井　惺太(1)  21.44 岩橋　幸勢(1)  21.61 山下　瑛琉(1)  21.76 井上　慶祐(1)  22.08

100m　９位以下決定戦 安原小学校 野崎Ｔ＆Ｆ のかみAC 印南ジュニア 有功東小学校 大新クラブ 和佐小学校 有田JAC

吉田　衛心(2)  17.38 矢出　航己(2)  17.59 保田　雄規(2)  17.61 石津　亮太(2)  18.62 寺井　祥登(2)  18.69 上地　諒弥(2)  18.72 西岡　佳吾(2)  18.81 藤田　諒造(2)  18.82

海南アスリート サンライズＭＢＣ 藤並小学校 有田JAC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 智辯和歌山小学校 和歌山陸上クラブ

2年 吉田　和功(2)  17.40 津毛　颯人(2)  18.56 濵　瑛斗(2)  19.12 風神　勇斗(2)  19.21 貴志　翼(2)  19.50 辻川　海斗(2)  19.83 山口　隼人(2)  20.32 渡辺　侑紀(2)  20.45

100m　９位以下決定戦 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 太地陸上クラブ 安原小学校 有田JAC 野崎Ｔ＆Ｆ のかみAC 和歌山陸上クラブ

白木　啓太(3)  16.05 福田　一真(3)  17.30 田村　晴大(3)  17.47 芝田　靖輝(3)  17.56 西　昇成(3)  17.68 角谷　瑠唯(3)  17.74 喜夛　弘登(3)  17.80 中道　柾翔(3)  18.00

那智勝浦スポーツ少年団 和歌山陸上クラブ 大新クラブ 有田JAC 太地陸上クラブ 雑賀小学校 有田JAC 海南アスリート

3年 片桐　美洋(3)  17.70 山下　恵生(3)  18.04 貝尻　慧(3)  18.04 川口　涼玖(3)  18.10 中山　暁翔(3)  18.19 竹垣　憲伸(3)  18.21 福井　悠斗(3)  18.51 岡中　亮祥(3)  18.82

100m　９位以下決定戦 和歌山陸上クラブ サンライズＭＢＣ 安原小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 安原小学校 紀の国AC

井沼　孝太(4)  15.48 南出　悠人(4)  15.64 桑田　大翔(4)  15.66 川口　久弥(4)  15.67 山口　颯太(4)  16.12 園木　孝洋(4)  16.29 坂野　夢真(4)  16.38 芝　航永(4)  16.72

和歌山陸上クラブ 海南アスリート 貴志南小学校 和歌山ゴールデンキッズ のかみAC 和歌山陸上クラブ 和歌山ゴールデンキッズ 紀の国AC

4年 南　悠成(4)  16.44 青海　大翔(4)  16.48 島本　悠聖(4)  16.66 白川　諒人(4)  16.75 久保　海翔(4)  16.95 平　崇永(4)  17.08 井関　暖斗(4)  17.17 大久保　海斗(4)  17.42

100m　９位以下決定戦 宮前小学校 いわでAC 大新クラブ いわでAC 岡崎小学校 和歌山陸上クラブ 雑賀小学校 紀の国AC

5年 澤越　庵治(5)  16.04 馬場　朱里斗(5)  16.12 ディアップ　慧士(5)  16.44 川上　裕太朗(5)  16.48 嶋本　崇良(5)  16.53 寺地　優太(5)  16.59 岡田　優平(5)  16.65 荒井　麟太郎(5)  16.98

100m　９位以下決定戦 田辺AC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 木本小学校 田辺AC 新宮市陸上競技スポーツ少年団 サンライズＭＢＣ 有功東小学校

6年 坂本　悠(6)  14.59 谷口　央典(6)  14.92 大谷　惇仁(6)  15.03 濵　正太郎(6)  15.12 巽　悠人(6)  15.58 深瀬　太吾(6)  15.81 中嶋　純平(6)  15.94 榎薗　大輝(6)  16.00

100m　９位以下決定戦 紀の国AC 和歌山ゴールデンキッズ 和歌山陸上クラブ 那智勝浦スポーツ少年団 有田JAC 龍神ＳＣ 紀の国AC 松江小学校

谷　弘明(4)  2:46.99 尾上　倫太郎(4)  2:57.25 松本　健琉(4)  2:58.45 松本　康佑(4)  2:59.37 宮川　陽南太(4)  2:59.91 上田　悠以(4)  3:00.03 小野　智矢(4)  3:00.07 田中　直季(4)  3:02.80

スパスポAC のかみAC 岡崎小学校 吹上小学校 和歌山ゴールデンキッズ のかみAC 海南アスリート 浜の宮小学校

田中　悠大(5)  2:37.35 中野　元斗(5)  2:40.06 川口　旺丞(5)  2:40.06 北畑　遥都(5)  2:51.48 加治前　直仁(5)  2:53.64 百々　春稀(5)  2:54.03 由良　心希(5)  2:54.42 森　秀太(5)  2:55.33

紀の国AC 有功東小学校 GOBOクラブ のかみAC 大新クラブ 小倉小学校 有田JAC いわでAC

福島　和樹(6)  2:29.56 中川　和貴(6)  2:31.01 梅本　怜旺(6)  2:37.12 横田　和馬(6)  2:46.85 執行　奏汰(6)  2:47.30 鳴神　知希(6)  2:47.77 平井　雄琉(6)  2:47.82 木下　凱斗(6)  2:50.15

紀の国AC GOBOクラブ 有田JAC 和歌山ゴールデンキッズ 太地陸上クラブ 紀の国AC 印南ジュニア 田辺AC

紀の国ACーA  54.60 紀の国ACーB  1:01.61 サンライズＭＢＣ-A  1:04.19 みなべAC  1:06.88 雑賀小学校Ａ  1:08.39 安原小学校  1:09.14 紀の国ACーC  1:09.35 野崎Ｔ＆Ｆ  1:10.06

坂本　悠(6) 坂下　颯次朗(5) 梅野　健心(5) 寺村　大輝(4) 関　莉史(4) 貝尻　慧(3) 堀井　旺(4) 上地　諒弥(2)

橋爪　利玖(6) 溝川　雄生(5) 山本　海(5) 前田　壮二郎(4) 橋﨑　琉生(4) 北原　魁斗(3) 芝　航永(4) 馬場　朱里斗(5)

槇　伊織(6) 佐藤　巧人(5) 岡田　優平(5) 森　寛太(4) 中根　悠登(4) 野手　陸斗(3) 大久保　海斗(4) 川口　涼玖(3)

宮﨑　悠貴(6) ディアップ　慧士(5) 上野　凌聖(6) 大川　綾斗(6) 井関　暖斗(4) 喜多　凌雅(3) 玉置　玄奈(4) 細谷　翼(5)

森　慶太(4)  w3.70 (+2.4) 出嶋　誠士朗(4)  3.67 (+1.7) 今西　諒(4)  w3.25 (+2.3) 堀井　旺(4)  w3.21 (+3.0) 越智　斗哉(4)  w3.12 (+3.6) 井邊　颯太(3)  w2.27 (+2.2)

いわでAC 和歌山ゴールデンキッズ 宮前小学校 紀の国AC 由良AC 雑賀小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在）
温度 風向 風速 湿度
26.0℃ 東南東 4.5ｍ/ｓ 81% 　755名（男396名　女359名）

大会コード：19300003 2019年6月30日（日）
紀三井寺公園陸上競技場

競技場コード：301010

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

混合5、6年
4x100mR

12ﾁｰﾑ

5年
100m

48人 -1.8

6年
100m

31人 -2.2

コンバインドA 7人 ※佐々木・嶋本両選手は6位
　同順位になります。

コンバインドＢ 37人

1年
100m

44人

-0.8

-2.7

2年
100m

50人

-4.1

-2.9

3年
100m

44人

-2.4

-2.2

4年
100m

44人

-1.3

-0.7

-2.3

-2.0

4年以下
800m

44人

5年
800m

19人

6年
800m

17人

4x100mR 16ﾁｰﾑ

4年以下
走幅跳

6人

雨

総　　　　務：川村　栄司　　　トラック審判長：中村　勝久
後援：日本陸上競技連盟　和歌山県教育委員会　和歌山県体育協会  公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団
協賛：日清食品ホールディングス株式会社 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：富田　　進　　　記  録  主  任：滝上　勝也

天候 　参加チーム62チーム

主催：和歌山陸上競技協会

3 ページ



2019年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼第３５回全国小学生陸上競技交流大会和歌山県予選会

【女子の部】

種目 人数
風速
m/s

山本　愛莉(5)  15.13 坂本　愛侑(5)  15.34 田中　希歩(5)  15.37 古谷　優奈(5)  15.40 中谷　莉万(5)  15.60 鈴木　みのり(5)  15.69 山際　伶美(5)  15.94 中山　琴望(5)  16.12

松江小学校 和歌山ゴールデンキッズ 紀の国AC 木本小学校 和歌山ゴールデンキッズ 田辺AC 紀の国AC 紀の国AC

保田　美羽(6)  13.77 松本　彩生(6)  13.81 川端　咲月(6)  14.30 藤田　新菜(6)  14.31 吉田　悠華(6)  14.59 岩橋　佳鈴(6)  15.00 和田　悠里(6)  15.35 吉田　侑莉(6)  15.85

藤並小学校 吹上小学校 太地陸上クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ のかみAC 雑賀小学校

堀井　琉杏(6)  1825点 片山　恵(6) 1704点 山口　桃花(6) 1672点 坂部　和歩(6) 1660点 鈴木　那夏(6) 1174点 大江　星和(6) 933点 堂山　怜香(5) 846点 坂本　優綾(6)  788点

紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 本宮子どもスポーツクラブ 田辺AC 海南アスリート 松江小学校

８０ｍＨ  14.12 929  13.95 958  14.47 869  14.54 857  17.38 371  18.46 187  19.17 100  20.43 100

走高跳 1.18 896 1.05 746 1.10 803 1.10 803 803 1.05 746 1.05 746 1.00 600

郡司　香々菜(5) 1704点 吉本　朱里(5) 1585点 弓場　月乃(6) 1546点 浜野　楓(5) 1469点 谷本　葵(6) 1437点 清水　瑛恋(6) 1398点 古久保　凜海(5) 1387点 田尻　詩織(6) 1281点

紀の国AC のかみAC 太地陸上クラブ 田辺AC サンライズＭＢＣ 田辺AC 田辺AC 吹上小学校

走幅跳 3.78 832 3.92 871 4.22 955 3.63 790 3.10 641 3.44 736 3.40 725 3.06 630

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 39.95 872 32.20 714 26.15 591 30.46 679 36.23 796 29.65 662 29.65 662 29.10 651

福田　紗良(1)  19.27 國祐　彩名(1)  20.23 岡本　彩芽(1)  20.51 中村　心南(1)  20.97 岩井　愛乃(1)  21.15 執行　香羽(1)  21.23 十河　依央莉(1)  21.37 石橋　美琴(1)  21.64

サンライズＭＢＣ 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 和佐小学校 太地陸上クラブ 岡崎小学校 田辺AC

中山　愛唯(2)  17.93 西　咲帆(2)  18.70 松窪　栞那(2)  18.71 佐藤　凛(2)  18.74 西田　羽織(2)  18.77 島田　花(2)  19.79 髙山　莉緒(2)  19.98 弓倉　麻友(2)  20.10

和歌山陸上クラブ 太地陸上クラブ GOBOクラブ 由良AC 根来小学校 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 稲原小学校

2年 西川　莉結(2)  18.60 池田　由芽(2)  18.84 松村　怜奈(2)  18.90 佐々木　真優(2)  18.91 岩木　妃乃(2)  19.33 西平　綾花(2)  19.68 沖　杏梨(2)  20.04 土佐　璃歩(2)  20.26

100m　９位以下決定戦 和歌山陸上クラブ 宮小学校 紀の国AC 根来小学校 有田JAC 笠田小 安原小学校 安原小学校

小川　笑凜(3)  15.86 辻村　季咲(3)  16.97 楠本　ゆら(3)  17.23 小嶋　瑞希(3)  17.32 棟保　詩歩(3)  17.39 紀岡　夏奈(3)  18.22 雜賀　柚佳(3)  18.44 古澤　帆波(3)  18.53

のかみAC GR のかみAC 雑賀小学校 田辺AC 和歌山陸上クラブ 安原小学校 紀の国AC 和歌山陸上クラブ

3年 福田　陽羽(3)  18.18 丸山　結菜(3)  18.26 島本　寿乃(3)  18.28 東　咲寧(3)  18.56 佐藤　莉唯奈(3)  18.58 安藤　愛莉(3)  18.76 榎本　優音(3)  18.84 岩橋　心杏(3)  19.09

100m　９位以下決定戦 有田JAC 安原小学校 安原小学校 紀の国AC 紀の国AC 雑賀小学校 紀の国AC 紀の国AC

木戸　理央音(4)  15.41 愛宕　花梨(4)  15.69 ステラトス　玲明クラウディア(4)  15.76 小川　莉空(4)  16.12 寺井　彩華(4)  16.16 安保　和佳(4)  16.69 岡本　日菜子(4)  16.87 坂口　こころ(4)  17.04

和歌山陸上クラブ 海南アスリート 紀の国AC 印南ジュニア 紀の国AC いわでAC 紀の国AC 安原小学校

4年 隠塚　帆乃花(4)  17.12 宮井　陽愛(4)  17.27 柳室　姫那(4)  17.59 徳冨　香穏(4)  17.63 戸田　愛梨(4)  17.70 笠松　心菜(4)  17.93 栗山　唯奈(4)  18.03 田村　柚子(4)  18.06

100m　９位以下決定戦 紀の国AC 楠見西小学校 和歌山ゴールデンキッズ 安原小学校 雑賀小学校 田辺AC 野崎Ｔ＆Ｆ 安原小学校

5年 東山　莉子(5)  16.21 池永　理桜(5)  16.29 山口　由依(5)  16.36 馬場　萌里沙(5)  16.58 野上　悠亜(5)  16.74 佐原　美桜(5)  16.86 中原　愛莉(5)  16.86 上地　悠加(5)  16.94

100m　９位以下決定戦 和歌山陸上クラブ 有田JAC 雑賀小学校 野崎Ｔ＆Ｆ のかみAC 有田JAC 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ

6年 笠松　心優(6)  15.71 則岡　那奈(6)  15.85 山田　七瀬(6)  16.11 谷口　陽菜(6)  16.19 田村　真央(6)  16.20 丸山　菜々美(6)  16.24 堀内　美佑(6)  16.55 鈴木　沙奈(6)  16.60

100m　９位以下決定戦 田辺AC 有田JAC 砂山小学校 印南ジュニア のかみAC 安原小学校 楠見小学校 安原小学校

西原　蓮奈(4)  2:50.36 大谷　明依(4)  2:56.22 石橋　雪乃(4)  3:00.79 髙井　初香(4)  3:02.37 岩井　優奈(3)  3:10.26 安田　彩乃(4)  3:13.17 木下　新菜(3)  3:14.73 上舎　芽愛(3)  3:17.05

和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 田辺AC いわでAC 中之島小学校 みなべAC GOBOクラブ 田辺AC

坂本　鶴月(5)  2:40.42 吉田　ひかり(5)  2:44.31 竪　心結乃(5)  2:49.71 長濵　乃彩(5)  2:53.64 辻之内　寿美(5)  2:54.67 溝口　和花(5)  2:57.45 周家　苺珈(5)  2:57.57 池添　優亜(5)  3:01.47

田辺AC サンライズＭＢＣ 根来小学校 由良AC Team　Arai 龍神ＳＣ GOBOクラブ いわでAC

石橋　京華(6)  2:36.35 辻岡　愛蘭(6)  2:36.68 溝口　佳世(6)  2:36.99 宮地　杏(6)  2:43.07 北野　杏奈(6)  2:43.78 玉置　由奈(6)  2:47.70 木下　暖彩(6)  2:51.55 宮西　心花(6)  2:56.19

田辺AC Team　Arai GOBOクラブ 紀の国AC GOBOクラブ GOBOクラブ GOBOクラブ 和歌山ゴールデンキッズ

紀の国ACーA  58.25 和歌山陸上クラブA  1:00.06 紀の国ACーＢ  1:03.64 有田JAC  1:04.53 野崎Ｔ＆Ｆ A  1:04.67 サンライズＭＢＣ-B  1:05.24 楠見小学校  1:05.52 和歌山陸上クラブC  1:05.57

片山　恵(6) 辻岡　凜桜(6) 郡司　香々菜(5) 佐原　美桜(5) 上地　悠加(5) 梅野　心愛(6) 森下　渚(6) 山本　留璃(5)

藤田　新菜(6) 坂部　和歩(6) 山際　伶美(5) 則岡　那奈(6) 大谷　明依(4) 佐々木　みそら(6) 堀内　美佑(6) 東山　莉子(5)

山口　桃花(6) 中西　咲華(6) 山際　那美(5) 佐原　希咲(6) 中原　愛莉(5) 小川　紗季(6) 長藤　清音(5) 室谷　珠紀(5)

田中　希歩(5) 岩橋　佳鈴(6) 中山　琴望(5) 田中　瑠乃(5) 馬場　萌里沙(5) 谷本　葵(6) 中浴　愛梨(5) 若松　亜衣(5)

玉置　奈央(4)  w3.34 (+2.6) 中﨑　理央(4)  w3.22 (+2.1) 平井　巴菜(4)  w3.15 (+4.2) 三宅　沙悠莉(4)  3.14 (+2.0) 岩﨑　舞衣(3)  w3.10 (+3.4) 野中　千裕(4)  w3.06 (+6.5) 原　桃香(4)  w2.93 (+5.7) 畑　ゆずき(4)  2.74 (+0.4)

GOBOクラブ いわでAC 和歌山ゴールデンキッズ のかみAC みなべAC みなべAC 岡崎小学校 野崎Ｔ＆Ｆ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在）
温度 風向 風速 湿度
26.0℃ 東南東 4.5ｍ/ｓ 81% 　755名（男396名　女359名）

6年
100m

27人 -0.4

大会コード：19300003 2019年6月30日（日）
紀三井寺公園陸上競技場

競技場コード：301010

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

5年
100m

50人 -0.7

コンバインドA 13人

コンバインドＢ 34人

1年
100m

16人 -3.9

2年
100m

38人

-4.3

-2.7

3年
100m

55人

-0.1

-3.0

4年
100m

42人

1.1

-3.4

-1.3

-2.7

4年以下
800m

25人

5年
800m

19人

6年
800m

19人

4x100mR 24ﾁｰﾑ

4年以下
走幅跳

12人

雨

総　　　　務：川村　栄司　　　トラック審判長：中村　勝久
後援：日本陸上競技連盟　和歌山県教育委員会　和歌山県体育協会  公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団
協賛：日清食品ホールディングス株式会社 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：富田　　進　　　記  録  主  任：滝上　勝也

天候 　参加チーム62チーム

主催：和歌山陸上競技協会
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1組 2組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 5  54.60 1 9  1:01.61

 21 坂本　悠 ( 6 )   18 坂下　颯次朗 ( 5 ) 

 2 橋爪　利玖 ( 6 )   1 溝川　雄生 ( 5 ) 

 35 槇　伊織 ( 6 )   3 佐藤　巧人 ( 5 ) 

 24 宮﨑　悠貴 ( 6 )   34 ディアップ　慧士 ( 5 ) 

2 4  1:04.19 2 4  1:09.35

 44 梅野　健心 ( 5 )   33 堀井　旺 ( 4 ) 

 47 山本　海 ( 5 )   29 芝　航永 ( 4 ) 

 46 岡田　優平 ( 5 )   31 大久保　海斗 ( 4 ) 

 53 上野　凌聖 ( 6 )   6 玉置　玄奈 ( 4 ) 

3 9  1:06.88 3 8  1:10.40

 128 寺村　大輝 ( 4 )   45 東　奏希 ( 5 ) 

 129 前田　壮二郎 ( 4 )   51 福田　逸斗 ( 5 ) 

 130 森　寛太 ( 4 )   43 細木　友惺 ( 5 ) 

 131 大川　綾斗 ( 6 )   54 原　京吾 ( 5 ) 

4 6  1:08.39 4 7  1:11.46

 191 関　莉史 ( 4 )   105 五味　一真 ( 4 ) 

 190 橋﨑　琉生 ( 4 )   109 深瀬　太吾 ( 6 ) 

 182 中根　悠登 ( 4 )   106 大垣内　聖七 ( 5 ) 

 181 井関　暖斗 ( 4 )   104 寒川　斗環 ( 5 ) 

5 8  1:09.14 5 2  1:12.07

 257 貝尻　慧 ( 3 )   241 樫原　巧美 ( 5 ) 

 261 北原　魁斗 ( 3 )   237 谷地　勇輝 ( 5 ) 

 259 野手　陸斗 ( 3 )   232 谷口　悠磨 ( 5 ) 

 275 喜多　凌雅 ( 3 )   236 大西　伊佐那 ( 5 ) 

6 3  1:10.06 6 3  1:12.76

 163 上地　諒弥 ( 2 )   50 谷本　渉 ( 4 ) 

 168 馬場　朱里斗 ( 5 )   48 矢出　航己 ( 2 ) 

 160 川口　涼玖 ( 3 )   55 吉田　陽太 ( 2 ) 

 162 細谷　翼 ( 5 )   42 山下　恵生 ( 3 ) 

- 2 DNS 7 6  1:15.99

 189 撫養　裕己 ( 3 ) 

 184 西山　遥麻 ( 3 ) 

 192 角谷　瑠唯 ( 3 ) 

 183 濱口　蓮央 ( 3 ) 

- 7 DNS - 5 DNS

安原小学校

チーム名

紀の国ACーA

サンライズＭＢＣ-A

みなべAC

雑賀小学校Ａ

紀三井寺公園 [301010]

共通 男子 4x100mR

雑賀小学校Ｂ

和歌山陸上クラブB

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

野崎Ｔ＆Ｆ

和歌山陸上クラブA

有田JAC

チーム名

紀の国ACーB

紀の国ACーC

サンライズＭＢＣ-B

龍神ＳＣ

岡崎小学校

サンライズＭＢＣ-C

19/6/30 13:25 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   49.97 川尾・松村・須佐見・福島 紀の国ＡＣ 2017 日産スタジアム

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:23:59
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1組 2組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 6  53.40 q 1 6  57.76 q

 36 藤田　新菜 ( 6 )   354 宮本　姫来 ( 6 ) 

 2 橋爪　利玖 ( 6 )   352 吉田　悠華 ( 6 ) 

 20 山口　桃花 ( 6 )   388 髙石　創太 ( 6 ) 

 24 宮﨑　悠貴 ( 6 )   361 大谷　惇仁 ( 6 ) 

2 4  57.87 q 2 7  57.88 q

 88 二川　晴斗 ( 5 )   168 溝口　佳世 ( 6 ) 

 80 和田　悠里 ( 6 )   157 玉置　由奈 ( 6 ) 

 71 田村　真央 ( 6 )   174 川口　旺丞 ( 5 ) 

 95 小川　幸輝磨 ( 6 )   176 中川　和貴 ( 6 ) 

3 5  58.53 q 3 4  58.58 q

 215 今森　彩花 ( 6 )   147 前田　篤志 ( 6 ) 

 216 山本　愛莉 ( 5 )   145 柏木　希空 ( 6 ) 

 216 榎薗　大輝 ( 6 )   130 石橋　京華 ( 6 ) 

 220 楠本　蒼真 ( 6 )   128 鈴木　みのり ( 5 ) 

4 2  1:00.30 q 4 5  1:00.07 q

 114 坂本　鶴月 ( 5 )   302 巽　悠人 ( 6 ) 

 157 澤越　庵治 ( 5 )   297 梅本　怜旺 ( 6 ) 

 124 浜野　楓 ( 5 )   271 佐原　希咲 ( 6 ) 

 156 嶋本　崇良 ( 5 )   273 則岡　那奈 ( 6 ) 

5 7  1:01.35 5 3  1:04.16

 167 後垣内　蓮 ( 6 )   253 丸山　菜々美 ( 6 ) 

 168 馬場　朱里斗 ( 5 )   276 鈴木　海地 ( 6 ) 

 150 上地　悠加 ( 5 )   249 鈴木　沙奈 ( 6 ) 

 133 馬場　萌里沙 ( 5 )   258 山本　凌大 ( 6 ) 

6 3  1:02.15 6 2  1:06.24

 46 岡田　優平 ( 5 )   198 守道　晴空 ( 6 ) 

 52 松﨑　大地 ( 5 )   199 糸川　日彪 ( 6 ) 

 42 國武　珂憐 ( 5 )   203 大倉　叶 ( 6 ) 

 50 吉田　ひかり ( 5 )   202 山田　七瀬 ( 6 ) 

紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 男女共通 4x100mR 予選   19/6/30 09:30 ( 2組 0＋8 ) 

決勝   19/6/30 16:40  

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

《 予選 》

サンライズＭＢＣ

チーム名

和歌山陸上クラブ

GOBOクラブ

田辺AC-A

有田JAC

安原小学校

砂山小学校

チーム名

紀の国AC

のかみAC

松江小学校

田辺AC－B

野崎Ｔ＆Ｆ
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1組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 5  53.58

 36 藤田　新菜 ( 6 ) 

 2 橋爪　利玖 ( 6 ) 

 20 山口　桃花 ( 6 ) 

 24 宮﨑　悠貴 ( 6 ) 

2 3  57.14

 88 二川　晴斗 ( 5 ) 

 80 和田　悠里 ( 6 ) 

 71 田村　真央 ( 6 ) 

 95 小川　幸輝磨 ( 6 ) 

3 7  57.61

 147 前田　篤志 ( 6 ) 

 145 柏木　希空 ( 6 ) 

 130 石橋　京華 ( 6 ) 

 128 鈴木　みのり ( 5 ) 

4 6  57.67

 168 溝口　佳世 ( 6 ) 

 157 玉置　由奈 ( 6 ) 

 174 川口　旺丞 ( 5 ) 

 176 中川　和貴 ( 6 ) 

5 4  57.75

 354 宮本　姫来 ( 6 ) 

 352 吉田　悠華 ( 6 ) 

 388 髙石　創太 ( 6 ) 

 361 大谷　惇仁 ( 6 ) 

6 8  58.79

 215 今森　彩花 ( 6 ) 

 216 山本　愛莉 ( 5 ) 

 216 榎薗　大輝 ( 6 ) 

 220 楠本　蒼真 ( 6 ) 

7 2  59.36

 114 坂本　鶴月 ( 5 ) 

 157 澤越　庵治 ( 5 ) 

 124 浜野　楓 ( 5 ) 

 149 浜野　颯 ( 5 ) 

8 1  59.39

 302 巽　悠人 ( 6 ) 

 297 梅本　怜旺 ( 6 ) 

 271 佐原　希咲 ( 6 ) 

 273 則岡　那奈 ( 6 ) 

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:45:32

松江小学校

田辺AC－B

有田JAC

《 決勝 》

チーム名

紀の国AC

のかみAC

田辺AC-A

GOBOクラブ

和歌山陸上クラブ
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  369 徳田　貴市 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 2  19.28 q 1  288 荒井　惺太 ( 1 )  有功東小学校 7  19.89 q

2  270 鈴木　伯 ( 1 )  安原小学校 1  20.14 q 2  87 尾上　功志郎 ( 1 )  のかみAC 2  20.39 q

3  171 田中　洸太 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  20.42 q 3  118 片山　大翔 ( 1 )  由良AC 1  20.93

4  143 竪　雅来斗 ( 1 )  根来小学校 9  20.74 4  67 西　功合 ( 1 )  太地陸上クラブ 4  20.95

5  338 中田　頼偉 ( 1 )  楠見小学校 5  23.71 5  90 古阪　眞那斗 ( 1 )  のかみAC 6  21.80

6  266 宮田　響人 ( 1 )  安原小学校 8  23.73 6  364 川戸　健輔 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 3  22.37

7  281 宮井　眞弥 ( 1 )  楠見西小学校 4  23.78 7  335 小山　一瑳 ( 1 )  楠見小学校 9  22.68

8  271 鈴木　空河 ( 1 )  安原小学校 3  25.02 8  231 相原　音羽 ( 1 )  岡崎小学校 5  23.26

9  336 大村　泰誠 ( 1 )  楠見小学校 7  25.26 9  38 岩橋　玄悟 ( 1 )  紀の国AC 8  24.60

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  60 東山　紘士 ( 1 )  海南アスリート 5  19.80 q 1  393 清水　滉晟 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 5  18.71 q

2  341 松本　悠大 ( 1 )  雑賀小学校 7  19.87 q 2  132 大川　陽向 ( 1 )  みなべAC 4  20.98

3  273 木下　翔 ( 1 )  安原小学校 8  21.24 3  370 山木　智陽 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 9  21.02

4  125 坂本　凛飛 ( 1 )  由良AC 6  21.67 4  268 丸山　雄生 ( 1 )  安原小学校 3  21.36

5  225 小熊　勇心 ( 1 )  岡崎小学校 9  23.05 5  235 神原　一葉 ( 1 )  岡崎小学校 6  21.50

6  229 嘉味田　翔 ( 1 )  岡崎小学校 3  23.86 6  233 荒内　隼翔 ( 1 )  岡崎小学校 8  21.90

7  246 下井　稟々音 ( 1 )  岡崎小学校 4  24.63 7  265 島本　庵志 ( 1 )  安原小学校 7  22.59

-  342 平方　完知 ( 1 )  雑賀小学校 2 DNS 8  340 瀧　颯人 ( 1 )  楠見小学校 2  23.02

9  424 岡崎　新大 ( 1 )  岡崎小学校 1  24.99

5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  374 上川　颯太 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 6  17.78 q

2  344 中嶋　優翔 ( 1 )  田辺第二小学校 7  19.47 q

3  255 西村　京 ( 1 )  安原小学校 4  19.53 q

4  316 白川　昇汰 ( 1 )  岩出小学校 9  19.82 q

5  251 山下　瑛琉 ( 1 )  和佐小学校 8  20.11 q

6  354 岩橋　幸勢 ( 1 )  大新クラブ 3  20.24 q

7  312 村上　瑛飛 ( 1 )  印南ジュニア 2  20.55 q

8  300 井上　慶祐 ( 1 )  有田JAC 5  20.62 q

-  256 松本　康希 ( 1 )  安原小学校 1 DQ T1

小学1年 男子 100m 予選   19/6/30 09:50 ( 5組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 15:20 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]

風速 (-2.5 m/s) 風速 (-4.3 m/s)

大会記録   17.28 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2008 紀三井寺

《 予選 》

風速 (-2.6 m/s) 風速 (-1.1 m/s)

風速 (+1.5 m/s)

8 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  369 徳田　貴市 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 5  18.62 1  270 鈴木　伯 ( 1 )  安原小学校 5  19.25

2  374 上川　颯太 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 7  18.75 2  171 田中　洸太 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  19.28

3  393 清水　滉晟 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 4  19.15 3  87 尾上　功志郎 ( 1 )  のかみAC 2  20.93

4  341 松本　悠大 ( 1 )  雑賀小学校 2  19.38 4  312 村上　瑛飛 ( 1 )  印南ジュニア 3  21.44 [434]

5  60 東山　紘士 ( 1 )  海南アスリート 8  19.40 5  288 荒井　惺太 ( 1 )  有功東小学校 4  21.44 [439]

6  344 中嶋　優翔 ( 1 )  田辺第二小学校 6  19.72 6  354 岩橋　幸勢 ( 1 )  大新クラブ 7  21.61

7  316 白川　昇汰 ( 1 )  岩出小学校 9  20.39 7  251 山下　瑛琉 ( 1 )  和佐小学校 6  21.76

8  255 西村　京 ( 1 )  安原小学校 3  20.55 8  300 井上　慶祐 ( 1 )  有田JAC 8  22.08

DQ (DisQualified) : 失格

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

T1 : (R163-2) 他の競技者を妨害した

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:30:15

《 決勝 》

風速 (-0.8 m/s) 風速 (-2.7 m/s)

9 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  365 吉田　和功 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 5  18.91 q 1  66 吉田　衛心 ( 2 )  海南アスリート 4  17.23 q

2  142 松野　快吏 ( 2 )  根来小学校 9  20.72 2  291 西岡　佳吾 ( 2 )  智辯和歌山小学校 9  18.65 q

3  16 中村　宗介 ( 2 )  紀の国AC 2  20.83 3  260 風神　勇斗 ( 2 )  安原小学校 1  19.31 q

4  169 村山　颯真 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  21.70 4  100 山口　隼人 ( 2 )  のかみAC 5  19.43 q

5  343 北島　一颯 ( 2 )  雑賀小学校 7  21.80 5  207 藤原　優希 ( 2 )  宮前小学校 8  19.77

6  390 紙谷　悠良 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  22.04 6  234 有田　颯真 ( 2 )  岡崎小学校 7  19.82

7  203 藤田　昊明 ( 2 )  宮前小学校 8  23.32 7  102 深瀬　元斗 ( 2 )  龍神ＳＣ 3  19.96

8  110 田中　颯 ( 2 )  本宮子どもスポーツクラブ 4  23.65 8  389 仲尾　海琳 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  20.17

9  347 井上　大雅 ( 2 )  大新クラブ 1  26.23 9  117 濵﨑　葵 ( 2 )  由良AC 2  20.39

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  48 矢出　航己 ( 2 )  サンライズＭＢＣ 4 w 18.08 q [076] 1  358 保田　雄規 ( 2 )  藤並小学校 6  17.60 q

2  163 上地　諒弥 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3 w 18.08 q [079] 2  306 石津　亮太 ( 2 )  有田JAC 5  18.34 q

3  166 辻川　海斗 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5 w 18.99 q 3  395 藤田　諒造 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 3  18.46 q

4  269 田村　唯人 ( 2 )  安原小学校 7 w 19.44 4  384 潟上　雅空 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4  19.91

5  392 平　湧槙 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6 w 19.49 5  245 中谷　勇翔 ( 2 )  岡崎小学校 9  20.18

6  292 平田　智己 ( 2 )  智辯和歌山小学校 2 w 21.84 6  272 岩﨑　奏太 ( 2 )  安原小学校 8  20.31

7  244 塩見　颯良 ( 2 )  岡崎小学校 9 w 22.73 7  205 若松　俐玖 ( 2 )  宮前小学校 7  24.02

-  107 大垣内　大斗 ( 2 )  龍神ＳＣ 8 DNS -  114 中山　翔温 ( 2 )  由良AC 2 DNS

5組 6組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  40 津毛　颯人 ( 2 )  紀の国AC 6  18.89 q 1  39 寺井　祥登 ( 2 )  紀の国AC 5  18.38 q

2  75 濵　瑛斗 ( 2 )  太地陸上クラブ 5  18.94 q 2  367 渡辺　侑紀 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  18.67 q

3  391 梅田　信輝 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 2  19.83 3  304 貴志　翼 ( 2 )  有田JAC 8  19.07 q

4  206 長澤　士龍 ( 2 )  宮前小学校 9  20.10 4  423 藤谷　奏志 ( 2 )  名草小学校 4  20.17

5  59 楠部　凌健 ( 2 )  海南アスリート 4  21.18 5  290 ステラトス　アレクサンドロス ( 2 )  智辯和歌山小学校 9  20.20

6  41 馬田　樹 ( 2 )  紀の国AC 3  21.22 6  263 山本　翔太 ( 2 )  安原小学校 2  20.27

-  346 小栗　陽輝 ( 2 )  大新クラブ 7 DNS 7  363 守安　佑剛 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 3  21.50

-  101 井畑　嵐翔 ( 2 )  のかみAC 8 DNS 8  61 新山　王彗 ( 2 )  海南アスリート 7  29.32

大会記録   16.52 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2009 紀三井寺

《 予選 》

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

小学2年 男子 100m 予選   19/6/30 10:15 ( 6組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 15:35 ( 2組 ) 

紀三井寺公園 [301010]

風速 (-3.8 m/s) 風速 (-3.5 m/s)

風速 (-9.1 m/s) 風速 (-3.1 m/s)

風速 (+2.4 m/s) 風速 (-2.2 m/s)

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

10 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  66 吉田　衛心 ( 2 )  海南アスリート 6  17.38 1  365 吉田　和功 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4  17.40

2  48 矢出　航己 ( 2 )  サンライズＭＢＣ 7  17.59 2  40 津毛　颯人 ( 2 )  紀の国AC 5  18.56

3  358 保田　雄規 ( 2 )  藤並小学校 5  17.61 3  75 濵　瑛斗 ( 2 )  太地陸上クラブ 6  19.12

4  306 石津　亮太 ( 2 )  有田JAC 8  18.62 4  260 風神　勇斗 ( 2 )  安原小学校 3  19.21

5  39 寺井　祥登 ( 2 )  紀の国AC 9  18.69 5  304 貴志　翼 ( 2 )  有田JAC 9  19.50

6  163 上地　諒弥 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  18.72 6  166 辻川　海斗 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  19.83

7  291 西岡　佳吾 ( 2 )  智辯和歌山小学校 2  18.81 7  100 山口　隼人 ( 2 )  のかみAC 2  20.32

8  395 藤田　諒造 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 3  18.82 8  367 渡辺　侑紀 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 7  20.45

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:31:42

風速 (-4.1 m/s) 風速 (-2.9 m/s)

《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考

11 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  139 白木　啓太 ( 3 )  那智勝浦スポーツ少年団 2  16.38 q 1  42 山下　恵生 ( 3 )  サンライズＭＢＣ 6  18.16 q

2  353 田村　晴大 ( 3 )  大新クラブ 5  17.34 q 2  14 岡中　亮祥 ( 3 )  紀の国AC 3  18.33 q

3  160 川口　涼玖 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  17.72 q 3  183 濱口　蓮央 ( 3 )  雑賀小学校 1  18.35

4  385 片桐　美洋 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 3  17.82 q 4  279 島田　咲成 ( 3 )  安原小学校 7  18.43

5  11 中山　暁翔 ( 3 )  紀の国AC 7  18.25 q 5  331 土岐　央祐 ( 3 )  いわでAC 9  18.86

6  277 福井　悠斗 ( 3 )  安原小学校 4  18.34 q 6  165 門野　凌久 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  18.89

7  194 脇田　雷矢 ( 3 )  雑賀小学校 1  18.64 7  164 佐古　敬史 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  19.38

8  248 藤井　俊輔 ( 3 )  岡崎小学校 9  19.43 8  7 谷奥　琥士郎 ( 3 )  紀の国AC 5  19.49

-  359 増元　志斗 ( 3 )  湯浅小学校 8 DNS 9  339 高井　颯来 ( 3 )  楠見小 2  19.50

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  68 西　昇成 ( 3 )  太地陸上クラブ 3  17.54 q 1  257 貝尻　慧 ( 3 )  安原小学校 6  17.92 q

2  65 中道　柾翔 ( 3 )  海南アスリート 5  17.61 q 2  224 水嶋　奏弥 ( 3 )  岡崎小学校 7  18.42

3  192 角谷　瑠唯 ( 3 )  雑賀小学校 2  17.69 q 3  126 藤原　凌玖 ( 3 )  由良AC 4  18.57

4  161 竹垣　憲伸 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  17.96 q 4  64 井上　裕斗 ( 3 )  海南アスリート 3  18.59

5  19 神田　空汰 ( 3 )  紀の国AC 4  18.73 5  372 堀口　莉玖 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 5  18.65

6  9 有本　光佑 ( 3 )  紀の国AC 9  19.09 6  135 谷口　直樹 ( 3 )  新宮市陸上競技ｽﾎﾟｰﾂ少年団 9  18.84

7  366 國祐　子龍 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 7  20.42 7  221 坂本　蒼佑 ( 3 )  松江小学校 8  19.18

8  184 西山　遥麻 ( 3 )  雑賀小学校 1  20.96 8  210 山本　蓮人 ( 3 )  宮前小学校 2  19.82

-  211 杉野　大悟 ( 3 )  宮前小学校 8 DNS

5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  303 芝田　靖輝 ( 3 )  有田JAC 6  17.25 q

2  381 福田　一真 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 5  17.27 q

3  299 喜夛　弘登 ( 3 )  有田JAC 3  17.55 q

4  170 澤井　陽 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  18.64

5  337 森下　怜治 ( 3 )  楠見小学校 9  18.77

6  329 横山　藍央 ( 3 )  いわでAC 8  18.80

7  148 坂内　尊 ( 3 )  田辺AC 4  18.92

8  322 岡阪　晃貴 ( 3 )  いわでAC 1  19.01

9  240 山﨑　陽司 ( 3 )  岡崎小学校 2  21.03

大会記録   14.50 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2010 紀三井寺

《 予選 》

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

小学3年 男子 100m 予選   19/6/30 10:45 ( 5組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 15:55 ( 2組 ) 

紀三井寺公園 [301010]

風速 ( 0.0 m/s)

風速 (-8.1 m/s) 風速 (-1.9 m/s)

風速 (-4.0 m/s) 風速 (-5.3 m/s)

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

12 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  139 白木　啓太 ( 3 )  那智勝浦スポーツ少年団 5  16.05 1  385 片桐　美洋 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 4  17.70

2  381 福田　一真 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 6  17.30 2  42 山下　恵生 ( 3 )  サンライズＭＢＣ 9  18.04 [033]

3  353 田村　晴大 ( 3 )  大新クラブ 4  17.47 3  257 貝尻　慧 ( 3 )  安原小学校 5  18.04 [036]

4  303 芝田　靖輝 ( 3 )  有田JAC 7  17.56 4  160 川口　涼玖 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  18.10

5  68 西　昇成 ( 3 )  太地陸上クラブ 9  17.68 5  11 中山　暁翔 ( 3 )  紀の国AC 8  18.19

6  192 角谷　瑠唯 ( 3 )  雑賀小学校 3  17.74 6  161 竹垣　憲伸 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  18.21

7  299 喜夛　弘登 ( 3 )  有田JAC 8  17.80 7  277 福井　悠斗 ( 3 )  安原小学校 3  18.51

8  65 中道　柾翔 ( 3 )  海南アスリート 2  18.00 8  14 岡中　亮祥 ( 3 )  紀の国AC 2  18.82

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:32:47

風速 (-2.4 m/s) 風速 (-2.2 m/s)

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  394 井沼　孝太 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 3  16.08 q 1  96 山口　颯太 ( 4 )  のかみAC 4  15.88 q

2  78 川口　久弥 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 2  16.29 q 2  82 坂野　夢真 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 1  16.21 q

3  202 南　悠成 ( 4 )  宮前小学校 6  16.75 q 3  29 芝　航永 ( 4 )  紀の国AC 3  16.46 q

4  181 井関　暖斗 ( 4 )  雑賀小学校 9  17.20 q 4  31 大久保　海斗 ( 4 )  紀の国AC 8  17.04 q

5  267 西村　玄 ( 4 )  安原小学校 7  17.42 5  97 岡田　遼也 ( 4 )  のかみAC 5  17.42

6  295 岩木　美雄 ( 4 )  有田JAC 5  17.95 6  285 靏田　壘 ( 4 )  有功東小学校 6  17.72

7  103 中島　玲介 ( 4 )  龍神ＳＣ 4  18.26 7  27 吉原　謙心 ( 4 )  紀の国AC 9  18.08

8  324 家郷　翼 ( 4 )  いわでAC 8  18.53 8  327 川端　大輝 ( 4 )  いわでAC 7  18.15

9  17 金井　龍王 ( 4 )  紀の国AC 1  19.22 9  351 河野　奏 ( 4 )  大新クラブ 2  18.73

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  383 園木　孝洋 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 4  16.41 q 1  56 南出　悠人 ( 4 )  海南アスリート 4  16.15 q

2  380 平　崇永 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 9  17.30 q 2  318 青海　大翔 ( 4 )  いわでAC 5  16.94 q

3  305 石津　煌介 ( 4 )  有田JAC 6  17.46 3  345 島本　悠聖 ( 4 )  大新クラブ 8  17.22 q

4  80 梅本　裕成 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 5  17.49 4  243 久保　海翔 ( 4 )  岡崎小学校 9  17.40 q

5  298 喜夛　悠斗 ( 4 )  有田JAC 3  18.15 5  274 松尾　大地 ( 4 )  安原小学校 3  17.76

6  249 河村　悠生 ( 4 )  岡崎小学校 2  18.67 6  289 辻　煌成 ( 4 )  有功東小学校 2  18.40

7  238 己斐田　要 ( 4 )  岡崎小学校 8  18.78 7  421 森野　晄太 ( 4 )  宮前小学校 6  18.50

8  105 五味　一真 ( 4 )  龍神ＳＣ 7  18.97 8  50 谷本　渉 ( 4 )  サンライズＭＢＣ 7  19.50

9  422 長田　悠希 ( 4 )  いわでAC 1  25.07

5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  282 桑田　大翔 ( 4 )  貴志南小学校 6  16.19 q

2  319 白川　諒人 ( 4 )  いわでAC 3  16.99 q

3  6 玉置　玄奈 ( 4 )  紀の国AC 4  17.91

4  307 北野　絢太 ( 4 )  有田JAC 5  17.98

5  323 藪本　啓汰 ( 4 )  いわでAC 9  19.03

6  350 明樂　琉希 ( 4 )  大新クラブ 7  19.35

7  227 塩見　吏玖 ( 4 )  岡崎小学校 8  19.92

8  25 森　正翔 ( 4 )  紀の国AC 2  20.02

9  208 竹野　藍都 ( 4 )  宮前小学校 1  21.39

大会記録   14.60 新　谷　拓　也 稲原ＪＡＣ 2004 紀三井寺

《 予選 》

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

小学4年 男子 100m 予選   19/6/30 12:45 ( 5組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 16:15 ( 2組 ) 

紀三井寺公園 [301010]

風速 (-2.0 m/s)

風速 (-1.4 m/s) 風速 (-0.5 m/s)

風速 (-3.9 m/s) 風速 (-4.8 m/s)

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

14 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  394 井沼　孝太 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 6  15.48 1  202 南　悠成 ( 4 )  宮前小学校 6  16.44

2  56 南出　悠人 ( 4 )  海南アスリート 4  15.64 2  318 青海　大翔 ( 4 )  いわでAC 4  16.48

3  282 桑田　大翔 ( 4 )  貴志南小学校 5  15.66 3  345 島本　悠聖 ( 4 )  大新クラブ 9  16.66

4  78 川口　久弥 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 8  15.67 4  319 白川　諒人 ( 4 )  いわでAC 7  16.75

5  96 山口　颯太 ( 4 )  のかみAC 7  16.12 5  243 久保　海翔 ( 4 )  岡崎小学校 3  16.95

6  383 園木　孝洋 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 3  16.29 6  380 平　崇永 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 2  17.08

7  82 坂野　夢真 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 9  16.38 7  181 井関　暖斗 ( 4 )  雑賀小学校 8  17.17

8  29 芝　航永 ( 4 )  紀の国AC 2  16.72 8  31 大久保　海斗 ( 4 )  紀の国AC 5  17.42

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:33:37

風速 (-1.3 m/s) 風速 (-0.7 m/s)

《 決勝 》

q (qualified by result) : プラスによる進出
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  175 瀧本　瑛太 ( 5 )  GOBOクラブ 6  14.41 q 1  387 山本　晴海 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 7  15.21 q

2  223 川上　裕太朗 ( 5 )  木本小学校 4  16.03 q 2  157 澤越　庵治 ( 5 )  田辺AC 5  15.47 q

3  23 谷上　瑞季 ( 5 )  紀の国AC 5  16.15 3  45 東　奏希 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 9  16.44

4  47 山本　海 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 7  16.28 4  127 佐藤　蓮 ( 5 )  由良AC 6  16.56

5  4 中村　和真 ( 5 )  紀の国AC 8  17.42 5  222 川上　貫太朗 ( 5 )  木本小学校 4  16.63

6  134 谷口　輝樹 ( 5 )  新宮市陸上競技スポーツ少年団 9  17.64 6  43 細木　友惺 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 8  18.63

7  219 光岡　幸乃輔 ( 5 )  松江小学校 3  18.14 7  283 神倉　聖斗 ( 5 )  貴志南小学校 3  19.48

8  51 福田　逸斗 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 2  18.30 8  230 藤野　友太朗 ( 5 )  岡崎小学校 2  19.73

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  1 溝川　雄生 ( 5 )  紀の国AC 6  14.26 q 1  140 白木　悠成 ( 5 )  那智勝浦スポーツ少年団 7  14.43 q

2  34 ディアップ　慧士 ( 5 )  紀の国AC 4  15.62 q 2  375 山本　新大 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 4  15.39 q

3  185 表　奏希 ( 5 )  雑賀小学校 9  16.41 3  156 嶋本　崇良 ( 5 )  田辺AC 6  15.51 q

4  188 松本　結太 ( 5 )  雑賀小学校 5  16.65 4  136 寺地　優太 ( 5 )  新宮市陸上競技スポーツ少年団 9  15.76 q

5  355 青木　大和 ( 5 )  大新クラブ 8  17.21 5  287 荒井　麟太郎 ( 5 )  有功東小学校 2  16.09 q

6  162 細谷　翼 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  17.67 6  232 谷口　悠磨 ( 5 )  岡崎小学校 8  17.16

7  356 髙田　頼来 ( 5 )  大新クラブ 2  18.78 7  133 谷口　晴樹 ( 5 )  新宮市陸上競技スポーツ少年団 3  17.27

-  247 岡崎　大知 ( 5 )  岡崎小学校 7 DNS 8  108 中田　彩太 ( 5 )  龍神ＳＣ 5  18.90

5組 6組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  149 浜野　颯 ( 5 )  田辺AC 4  15.05 q 1  88 二川　晴斗 ( 5 )  のかみAC 7  14.64 q

2  3 佐藤　巧人 ( 5 )  紀の国AC 5  15.27 q 2  168 馬場　朱里斗 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  15.58 q

3  46 岡田　優平 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 6  15.61 q 3  178 田渕　悠陽 ( 5 )  GOBOクラブ 5  16.09

4  376 川戸　俊佑 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 9  16.36 4  8 平原　亘 ( 5 )  紀の国AC 6  16.43

5  159 一石　純平 ( 5 )  田辺AC 8  17.35 5  228 野浦　聡太 ( 5 )  岡崎小学校 8  17.46

6  193 脇田　嵐丸 ( 5 )  雑賀小学校 7  18.89 6  49 上野　成惟 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 9  18.15

7  214 樫尾　紘 ( 5 )  松江小学校 3  19.18 R 7  104 寒川　斗環 ( 5 )  龍神ＳＣ 2  19.12

-  317 久保田　虎羽 ( 5 )  いわでAC 2 DQ T1 8  212 谷口　晄翔 ( 5 )  宮前小学校 3  19.90

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]

小学5年 男子 100m 予選   19/6/30 11:40 ( 6組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 14:40 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

風速 (-1.2 m/s) 風速 (-1.2 m/s)

大会記録   13.64 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2012 紀三井寺

《 予選 》

風速 (-4.7 m/s) 風速 (-3.3 m/s)

風速 (+1.7 m/s) 風速 (+1.6 m/s)
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  175 瀧本　瑛太 ( 5 )  GOBOクラブ 6  14.63 1  157 澤越　庵治 ( 5 )  田辺AC 5  16.04

2  1 溝川　雄生 ( 5 )  紀の国AC 7  15.06 2  168 馬場　朱里斗 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  16.12

3  140 白木　悠成 ( 5 )  那智勝浦スポーツ少年団 4  15.30 3  34 ディアップ　慧士 ( 5 )  紀の国AC 1  16.44

4  88 二川　晴斗 ( 5 )  のかみAC 5  15.33 4  223 川上　裕太朗 ( 5 )  木本小学校 7  16.48

5  387 山本　晴海 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 9  15.58 5  156 嶋本　崇良 ( 5 )  田辺AC 3  16.53

6  149 浜野　颯 ( 5 )  田辺AC 8  15.92 6  136 寺地　優太 ( 5 )  新宮市陸上競技スポーツ少年団 8  16.59

7  375 山本　新大 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 3  16.01 7  46 岡田　優平 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 4  16.65

8  3 佐藤　巧人 ( 5 )  紀の国AC 2  16.63 8  287 荒井　麟太郎 ( 5 )  有功東小学校 9  16.98

9  214 樫尾　紘 ( 5 )  松江小学校 2  20.44

T1 : (R163-2) 他の競技者を妨害した

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:35:26

DQ (DisQualified) : 失格

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

R (Relief or referee decided) : 救済および審判長等の決定による進出

風速 (-1.8 m/s) 風速 (-2.3 m/s)

《 決勝 》
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  377 大谷　健斗 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5  14.07 q 1  2 橋爪　利玖 ( 6 )  紀の国AC 4  13.48 q

2  21 坂本　悠 ( 6 )  紀の国AC 7  14.57 q 2  147 前田　篤志 ( 6 )  田辺AC 7  14.46 q

3  141 濵　正太郎 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 6  15.05 q 3  216 榎薗　大輝 ( 6 )  松江小学校 5  15.22 q

4  109 深瀬　太吾 ( 6 )  龍神ＳＣ 4  15.36 q 4  12 中嶋　純平 ( 6 )  紀の国AC 2  15.41 q

5  362 上芝　雄大 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 2  15.45 5  258 山本　凌大 ( 6 )  安原小学校 8  16.45

6  151 保富　瑛大 ( 6 )  田辺AC 3  15.86 6  242 榎本　瑠輝 ( 6 )  岡崎小学校 3  17.01

7  32 金井　龍翔 ( 6 )  紀の国AC 9  16.23 -  296 山家　大季 ( 6 )  有田JAC 6 DNS

8  199 糸川　日彪 ( 6 )  砂山小学校 8  17.30

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  138 林　龍雅 ( 6 )  ２９SA 7  13.33 q 1  24 宮﨑　悠貴 ( 6 )  紀の国AC 5  13.35 q

2  220 楠本　蒼真 ( 6 )  松江小学校 4  14.38 q 2  95 小川　幸輝磨 ( 6 )  のかみAC 7  14.28 q

3  361 大谷　惇仁 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  14.54 q 3  167 後垣内　蓮 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  14.36 q

4  302 巽　悠人 ( 6 )  有田JAC 5  15.35 q 4  85 谷口　央典 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 2  14.95 q

5  217 石橋　海志 ( 6 )  松江小学校 9  15.56 5  388 髙石　創太 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4  15.83

6  83 大久保　玲斗 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 2  15.74 6  310 小川　櫂琉 ( 6 )  印南ジュニア 9  16.85

7  53 上野　凌聖 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 8  16.02 7  198 守道　晴空 ( 6 )  砂山小学校 8  17.07

8  276 鈴木　海地 ( 6 )  安原小学校 3  16.18 8  293 平田　怜遠 ( 6 )  智辯和歌山小学校 3  17.21

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  138 林　龍雅 ( 6 )  ２９SA 5  13.28 1  21 坂本　悠 ( 6 )  紀の国AC 4  14.59

2  24 宮﨑　悠貴 ( 6 )  紀の国AC 4  13.37 2  85 谷口　央典 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 5  14.92

3  2 橋爪　利玖 ( 6 )  紀の国AC 6  13.66 3  361 大谷　惇仁 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  15.03

4  377 大谷　健斗 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 7  13.93 4  141 濵　正太郎 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 7  15.12

5  95 小川　幸輝磨 ( 6 )  のかみAC 9  14.27 5  302 巽　悠人 ( 6 )  有田JAC 9  15.58

6  167 後垣内　蓮 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  14.45 6  109 深瀬　太吾 ( 6 )  龍神ＳＣ 3  15.81

7  220 楠本　蒼真 ( 6 )  松江小学校 2  14.49 7  12 中嶋　純平 ( 6 )  紀の国AC 2  15.94

8  147 前田　篤志 ( 6 )  田辺AC 3  14.95 8  216 榎薗　大輝 ( 6 )  松江小学校 8  16.00

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:36:16

《 予選 》

《 決勝 》

風速 (-2.2 m/s) 風速 (-2.0 m/s)

風速 (-4.0 m/s) 風速 (-0.5 m/s)

風速 (-2.9 m/s) 風速 (-0.8 m/s)

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]

小学6年 男子 100m 予選   19/6/30 12:20 ( 4組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 15:00 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

大会記録   12.4 児　玉　恭　寿 田辺東部小 1997 紀三井寺

12.4 東　田　光　哉 紀の国Ｊ．Ａ．Ｃ 2001 紀三井寺
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  137 谷　弘明 ( 4 )  スパスポAC 3  2:46.99 1  226 松本　健琉 ( 4 )  岡崎小学校 6  2:58.45

2  92 尾上　倫太郎 ( 4 )  のかみAC 2  2:57.25 2  357 田中　直季 ( 4 )  浜の宮小学校 4  3:02.80

3  195 松本　康佑 ( 4 )  吹上小学校 8  2:59.37 3  197 城本　大駕 ( 4 )  砂山小学校 3  3:03.71

4  79 宮川　陽南太 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 9  2:59.91 4  200 廣田　禅 ( 4 )  新南小学校 5  3:03.75

5  94 上田　悠以 ( 4 )  のかみAC 5  3:00.03 5  182 中根　悠登 ( 4 )  雑賀小学校 1  3:07.04

6  58 小野　智矢 ( 4 )  海南アスリート 11  3:00.07 6  301 巽　陽南太 ( 4 )  有田JAC 12  3:07.27

7  74 濵　歩斗 ( 4 )  太地陸上クラブ 10  3:06.45 7  201 鈴木　瑠斗 ( 4 )  新南小学校 2  3:07.34

8  128 寺村　大輝 ( 4 )  みなべAC 1  3:08.17 8  286 荒井　駿太 ( 4 )  有功東小学校 13  3:17.35

9  278 後岡　篤紀 ( 4 )  安原小学校 12  3:09.14 9  334 熊　佑一郎 ( 4 )  いわでAC 8  3:25.04

10  382 中田　樹希 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 7  3:09.58 10  239 森　惟心 ( 4 )  岡崎小学校 7  3:25.83

11  30 橋本　莉穏 ( 4 )  紀の国AC 13  3:09.62 11  69 奥村　俊輔 ( 4 )  太地陸上クラブ 10  3:32.26

12  129 前田　壮二郎 ( 4 )  みなべAC 6  3:15.02 12  332 江口　蓮人 ( 4 )  いわでAC 9  3:34.39

13  130 森　寛太 ( 4 )  みなべAC 4  3:20.32 13  36 大畑　悠磨 ( 4 )  紀の国AC 11  3:34.56

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  155 清水　琉生 ( 3 )  田辺AC 16  3:05.54

2  309 井上　陽路 ( 2 )  石垣小 17  3:09.51

3  63 南出　煌太 ( 3 )  海南アスリート 18  3:10.24

4  55 吉田　陽太 ( 2 )  サンライズＭＢＣ 1  3:10.35

5  20 山崎　友善 ( 3 )  紀の国AC 9  3:11.47

6  189 撫養　裕己 ( 3 )  雑賀小学校 2  3:13.18

7  371 前野　颯人 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 15  3:17.47

8  275 喜多　凌雅 ( 3 )  安原小学校 7  3:18.59

9  196 南　諄治 ( 3 )  吹上小学校 13  3:20.28

10  262 和田　典真 ( 3 )  安原小学校 5  3:24.78

11  259 野手　陸斗 ( 3 )  安原小学校 10  3:25.18

12  121 水ノ上　颯 ( 3 )  由良AC 8  3:27.52

13  261 北原　魁斗 ( 3 )  安原小学校 3  3:28.11

14  57 新山　雄彗 ( 3 )  海南アスリート 14  3:31.53

15  120 越智　謙斗 ( 2 )  由良AC 12  3:31.67

16  37 小松　長壱 ( 2 )  紀の国AC 4  3:33.34

17  264 後岡　友紀 ( 2 )  安原小学校 11  3:39.28

-  189 米倉　大虎 ( 3 )  雑賀小学校 6 DNS

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:36:55

小学4年以下 男子 800m
19/6/30 13:50 ( 3組 ) 

和歌山県小学生記録   2:15.64 福　島　直　樹 紀の国ＡＣ 2017 紀三井寺

大会記録   2:29.18 濱　窄　岳　人 田辺ＡＣ 2007 紀三井寺

19 ページ



順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  28 田中　悠大 ( 5 )  紀の国AC 3  2:37.35

2  284 中野　元斗 ( 5 )  有功東小学校 11  2:40.06 [051]

3  174 川口　旺丞 ( 5 )  GOBOクラブ 10  2:40.06 [057]

4  89 北畑　遥都 ( 5 )  のかみAC 17  2:51.48

5  352 加治前　直仁 ( 5 )  大新クラブ 18  2:53.64

6  280 百々　春稀 ( 5 )  小倉小学校 8  2:54.03

7  308 由良　心希 ( 5 )  有田JAC 9  2:54.42

8  330 森　秀太 ( 5 )  いわでAC 4  2:55.33

9  177 東　叶 ( 5 )  GOBOクラブ 7  2:56.48

10  294 横田　輝永 ( 5 )  有田JAC 12  2:58.76

11  44 梅野　健心 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 19  2:59.04

12  254 大畑　裕一朗 ( 5 )  安原小学校 15  3:13.42

13  349 山下　純平 ( 5 )  大新クラブ 5  3:13.77

14  179 西川　奏希 ( 5 )  GOBOクラブ 2  3:14.13

15  236 大西　伊佐那 ( 5 )  岡崎小学校 6  3:19.40

16  106 大垣内　聖七 ( 5 )  龍神ＳＣ 13  3:22.66

17  187 酒井　陽登 ( 5 )  雑賀小学校 16  3:24.29

18  218 梛木　柚人 ( 5 )  松江小学校 1  3:33.70

-  22 中井　新太 ( 5 )  紀の国AC 14 DNS

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:38:19

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

紀三井寺公園 [301010]

小学5年 男子 800m
19/6/30 14:15  

和歌山県小学生記録   2:15.64 福　島　直　樹 紀の国ＡＣ 2017 紀三井寺

大会記録   2:30.59 井　関　裕　真 紀の国ＡＣ 2014 紀三井寺
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順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  26 福島　和樹 ( 6 )  紀の国AC 17  2:29.56

2  176 中川　和貴 ( 6 )  GOBOクラブ 1  2:31.01

3  297 梅本　怜旺 ( 6 )  有田JAC 10  2:37.12

4  77 横田　和馬 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 5  2:46.85

5  73 執行　奏汰 ( 6 )  太地陸上クラブ 6  2:47.30

6  15 鳴神　知希 ( 6 )  紀の国AC 9  2:47.77

7  313 平井　雄琉 ( 6 )  印南ジュニア 13  2:47.82

8  154 木下　凱斗 ( 6 )  田辺AC 2  2:50.15

9  328 髙井　佑亮 ( 6 )  いわでAC 14  2:52.41

10  333 明渡　亮 ( 6 )  いわでAC 12  2:56.50

11  348 小山　大地 ( 6 )  大新クラブ 4  2:57.29

12  98 尾上　誠一郎 ( 6 )  のかみAC 15  3:08.46

13  113 岡　孝之輔 ( 6 )  由良AC 16  3:08.53

14  72 奥村　聖也 ( 6 )  太地陸上クラブ 3  3:09.84

15  373 棟保　丈太郎 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  3:11.21

16  325 伊藤　陸人 ( 6 )  いわでAC 7  3:16.12

-  76 西　和輝 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 11 DNS

大会記録   2:25.05 井　関　裕　真 紀の国ＡＣ 2015 紀三井寺

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:43:02

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

紀三井寺公園 [301010]

小学6年 男子 800m
19/6/30 14:25  

和歌山県小学生記録   2:15.64 福　島　直　樹 紀の国ＡＣ 2017 紀三井寺
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審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
1  320 森　慶太 ( 4 )  いわでAC 3 w 3.70 (+2.4)
2  86 出嶋　誠士朗 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 2  3.67 (+1.7)
3  204 今西　諒 ( 4 )  宮前小学校 6 w 3.25 (+2.3)
4  33 堀井　旺 ( 4 )  紀の国AC 4 w 3.21 (+3.0)
5  119 越智　斗哉 ( 4 )  由良AC 1 w 3.12 (+3.6)
6  180 井邊　颯太 ( 3 )  雑賀小学校 5 w 2.27 (+2.2)

小学4年以下 男子 走幅跳 19/6/30 10:00  

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 冨田　進
紀三井寺公園 [301010]

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 09:51:41

和歌山県小学生記録   5.66 城 山 晃 典 紀の国ＡＣ 2005 紀三井寺
大会記録   4.03 松　場　文　哉 田辺ＡＣ 2012 紀三井寺

《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考
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順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  368 渡辺　敦紀 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 2  2035

2  360 西垣　翔馬 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 7  1331

3  150 谷本　龍一 ( 6 )  田辺AC 4  1310

4  18 坂下　颯次朗 ( 5 )  紀の国AC 3  1223

5  131 大川　綾斗 ( 6 )  みなべAC 1  1200

6  144 嶋本　晄己 ( 5 )  田辺AC 5  846

6  152 佐々木　陽 ( 6 )  田辺AC 6  846

順位 No. 競技者名 学年 所属 組 ﾚｰﾝ 組順位 記録 風速 得点 備考

1  368 渡辺　敦紀 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 1 5 1  13.49 (-4.0) [1036]

2  150 谷本　龍一 ( 6 )  田辺AC 1 4 2  16.25 (-4.0) [564]

3  18 坂下　颯次朗 ( 5 )  紀の国AC 1 8 3  16.76 (-4.0) [477]

4  360 西垣　翔馬 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 1 3 4  17.01 (-4.0) [435]

5  131 大川　綾斗 ( 6 )  みなべAC 1 6 5  17.23 (-4.0) [397]

6  144 嶋本　晄己 ( 5 )  田辺AC 1 7 6  19.22 (-4.0) [100]

7  152 佐々木　陽 ( 6 )  田辺AC 1 2 7  19.98 (-4.0) [100]

順位 No. 競技者名 学年 所属 組 Ord. 組順位 記録 得点 備考

1  368 渡辺　敦紀 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 1 3 1  1.27 [999]

2  360 西垣　翔馬 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 1 2 2  1.18 [896]

3  131 大川　綾斗 ( 6 )  みなべAC 1 4 3  1.10 [803]

4  152 佐々木　陽 ( 6 )  田辺AC 1 1 4  1.05 [746]

4  144 嶋本　晄己 ( 5 )  田辺AC 1 5 4  1.05 [746]

4  150 谷本　龍一 ( 6 )  田辺AC 1 6 4  1.05 [746]

4  18 坂下　颯次朗 ( 5 )  紀の国AC 1 7 4  1.05 [746]

種目別全体結果表

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 審判長： 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 男子 混成競技 80mH
19/6/30 11:20  

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 10:00:31

小学5、6年 男子 混成競技 走高跳
19/6/30 13:30  

《 決勝 》

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 10:23:26

審判長：２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 男子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA
19/6/30  

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 審判長： 冨田　進

種目別全体結果表

紀三井寺公園 [301010]

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 10:01:32
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順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

1  253 岩井　晃成 ( 6 )  和佐小学校 8  4.79 (+0.7) 1115

2  379 井沼　佑輔 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 29  4.42 (-0.5) 1011

3  326 安保　悠圭 ( 6 )  いわでAC 20  4.40 (+1.3) 1005

4  93 辻本　悠晴 ( 6 )  のかみAC 30  4.21 (-0.6) 952

5  145 柏木　希空 ( 6 )  田辺AC 18 w 4.06 (+2.9) 910

6  250 下野　照英 ( 6 )  和佐小学校 31  4.02 (+1.9) 899

7  81 井上　皓喜 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 5  3.89 (+0.7) 863

8  71 川端　崇晴 ( 6 )  太地陸上クラブ 33  3.89 (+1.7) 863

9  378 西村　斗希 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 28  3.86 (-0.4) 854

10  314 山下　勇翔 ( 6 )  印南ジュニア 36  3.85 (+1.8) 851

11  35 槇　伊織 ( 6 )  紀の国AC 32 w 3.77 (+3.1) 829

12  5 稲垣　成悟 ( 6 )  紀の国AC 13  3.77 (+0.1) 829

13  91 前田　新太 ( 6 )  のかみAC 2  3.70 (+1.8) 809

14  84 西野　莞太郎 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 17  3.68 (+2.0) 804

15  252 松下　友士 ( 6 )  和佐小学校 25  3.62 (+1.1) 787

16  13 橋本　悠月 ( 6 )  紀の国AC 23  3.58 (-0.7) 776

17  311 林　哉太 ( 5 )  印南ジュニア 27  3.54 (-1.3) 764

18  146 横山　智晴 ( 5 )  田辺AC 3  3.41 (+0.3) 728

19  321 吉岡　祐人 ( 5 )  いわでAC 24  3.40 (-0.1) 725

20  10 鷹巣　充希 ( 5 )  紀の国AC 10 w 3.37 (+2.2) 717

21  99 安部　律希 ( 6 )  のかみAC 16  3.31 (-2.3) 700

22  70 大畑　龍喜 ( 6 )  太地陸上クラブ 22  3.29 (-0.7) 694

23  209 今西　晴万 ( 6 )  宮前小学校 15  3.25 (-0.9) 683

24  315 井田　海斗 ( 5 )  印南ジュニア 1 w 3.24 (+2.5) 680

25  153 谷坂　透弥 ( 6 )  田辺AC 9 w 3.22 (+3.2) 675

26  116 山本　琉成 ( 6 )  由良AC 26 w 3.15 (+2.2) 655

27  52 松﨑　大地 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 37  3.14 (+0.4) 652

28  158 川﨑　稜也 ( 6 )  田辺AC 19  3.01 (-1.7) 616

29  215 久堀　凱歩 ( 6 )  松江小学校 4  2.93 (-1.1) 594

30  111 福澤　陽 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 34  2.92 (+0.2) 591

31  54 原　京吾 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 6  2.83 (+0.9) 566

32  115 寺下　虎太楼 ( 5 )  由良AC 7  2.79 (+1.3) 554

33  123 水ノ上　愛翔 ( 5 )  由良AC 12  2.45 (-0.4) 459

34  112 岩﨑　栄人 ( 5 )  由良AC 14  2.34 (-0.4) 428

35  62 藤田　隆斗 ( 6 )  海南アスリート 21 w 2.12 (+3.1) 367

-  122 中山　廉温 ( 5 )  由良AC 11 DNS (-)

-  124 中野　悠真 ( 5 )  由良AC 35 DNS (-)

19/6/30 11:30  

w (wind assist) : 追風参考

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

リザルトリスト

紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 男子 混成競技 走幅跳

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 10:29:45

審判長： 冨田　進
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審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  253 岩井　晃成 ( 6 )  和佐小学校 4  2245

2  250 下野　照英 ( 6 )  和佐小学校 25  1966

3  84 西野　莞太郎 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 17  1864

4  379 井沼　佑輔 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 35  1828

5  81 井上　皓喜 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 28  1784

6  326 安保　悠圭 ( 6 )  いわでAC 9  1754

7  35 槇　伊織 ( 6 )  紀の国AC 33  1753

8  93 辻本　悠晴 ( 6 )  のかみAC 32  1747

9  378 西村　斗希 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 13  1735

10  145 柏木　希空 ( 6 )  田辺AC 14  1689

11  70 大畑　龍喜 ( 6 )  太地陸上クラブ 26  1688

12  5 稲垣　成悟 ( 6 )  紀の国AC 6  1634

13  314 山下　勇翔 ( 6 )  印南ジュニア 29  1621

13  13 橋本　悠月 ( 6 )  紀の国AC 37  1621

15  315 井田　海斗 ( 5 )  印南ジュニア 36  1568

16  10 鷹巣　充希 ( 5 )  紀の国AC 27  1556

17  311 林　哉太 ( 5 )  印南ジュニア 3  1530

18  321 吉岡　祐人 ( 5 )  いわでAC 7  1520

19  209 今西　晴万 ( 6 )  宮前小学校 24  1500

19  252 松下　友士 ( 6 )  和佐小学校 31  1500

21  71 川端　崇晴 ( 6 )  太地陸上クラブ 20  1490

22  146 横山　智晴 ( 5 )  田辺AC 2  1487

23  158 川﨑　稜也 ( 6 )  田辺AC 5  1371

24  52 松﨑　大地 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 1  1363

25  215 久堀　凱歩 ( 6 )  松江小学校 19  1288

26  91 前田　新太 ( 6 )  のかみAC 34  1257

27  153 谷坂　透弥 ( 6 )  田辺AC 10  1217

28  54 原　京吾 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 30  1208

29  111 福澤　陽 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 21  1184

30  116 山本　琉成 ( 6 )  由良AC 22  1097

31  99 安部　律希 ( 6 )  のかみAC 16  1055

32  123 水ノ上　愛翔 ( 5 )  由良AC 18  1007

33  112 岩﨑　栄人 ( 5 )  由良AC 23  903

34  115 寺下　虎太楼 ( 5 )  由良AC 15  887

35  62 藤田　隆斗 ( 6 )  海南アスリート 11  811

-  122 中山　廉温 ( 5 )  由良AC 8 DNS

-  124 中野　悠真 ( 5 )  由良AC 12 DNS

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 男子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB
19/6/30  

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 10:59:48
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順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

1  253 岩井　晃成 ( 6 )  和佐小学校 8  4.79 (+0.7) 1115

2  379 井沼　佑輔 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 29  4.42 (-0.5) 1011

3  326 安保　悠圭 ( 6 )  いわでAC 20  4.40 (+1.3) 1005

4  93 辻本　悠晴 ( 6 )  のかみAC 30  4.21 (-0.6) 952

5  145 柏木　希空 ( 6 )  田辺AC 18 w 4.06 (+2.9) 910

6  250 下野　照英 ( 6 )  和佐小学校 31  4.02 (+1.9) 899

7  81 井上　皓喜 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 5  3.89 (+0.7) 863

8  71 川端　崇晴 ( 6 )  太地陸上クラブ 33  3.89 (+1.7) 863

9  378 西村　斗希 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 28  3.86 (-0.4) 854

10  314 山下　勇翔 ( 6 )  印南ジュニア 36  3.85 (+1.8) 851

11  35 槇　伊織 ( 6 )  紀の国AC 32 w 3.77 (+3.1) 829

12  5 稲垣　成悟 ( 6 )  紀の国AC 13  3.77 (+0.1) 829

13  91 前田　新太 ( 6 )  のかみAC 2  3.70 (+1.8) 809

14  84 西野　莞太郎 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 17  3.68 (+2.0) 804

15  252 松下　友士 ( 6 )  和佐小学校 25  3.62 (+1.1) 787

16  13 橋本　悠月 ( 6 )  紀の国AC 23  3.58 (-0.7) 776

17  311 林　哉太 ( 5 )  印南ジュニア 27  3.54 (-1.3) 764

18  146 横山　智晴 ( 5 )  田辺AC 3  3.41 (+0.3) 728

19  321 吉岡　祐人 ( 5 )  いわでAC 24  3.40 (-0.1) 725

20  10 鷹巣　充希 ( 5 )  紀の国AC 10 w 3.37 (+2.2) 717

21  99 安部　律希 ( 6 )  のかみAC 16  3.31 (-2.3) 700

22  70 大畑　龍喜 ( 6 )  太地陸上クラブ 22  3.29 (-0.7) 694

23  209 今西　晴万 ( 6 )  宮前小学校 15  3.25 (-0.9) 683

24  315 井田　海斗 ( 5 )  印南ジュニア 1 w 3.24 (+2.5) 680

25  153 谷坂　透弥 ( 6 )  田辺AC 9 w 3.22 (+3.2) 675

26  116 山本　琉成 ( 6 )  由良AC 26 w 3.15 (+2.2) 655

27  52 松﨑　大地 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 37  3.14 (+0.4) 652

28  158 川﨑　稜也 ( 6 )  田辺AC 19  3.01 (-1.7) 616

29  215 久堀　凱歩 ( 6 )  松江小学校 4  2.93 (-1.1) 594

30  111 福澤　陽 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 34  2.92 (+0.2) 591

31  54 原　京吾 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 6  2.83 (+0.9) 566

32  115 寺下　虎太楼 ( 5 )  由良AC 7  2.79 (+1.3) 554

33  123 水ノ上　愛翔 ( 5 )  由良AC 12  2.45 (-0.4) 459

34  112 岩﨑　栄人 ( 5 )  由良AC 14  2.34 (-0.4) 428

35  62 藤田　隆斗 ( 6 )  海南アスリート 21 w 2.12 (+3.1) 367

-  122 中山　廉温 ( 5 )  由良AC 11 DNS (-)

-  124 中野　悠真 ( 5 )  由良AC 35 DNS (-)

審判長： 冨田　進

小学5、6年 男子 混成競技 走幅跳

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]

19/6/30 11:30  

《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 10:58:15

26 ページ



順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

1  253 岩井　晃成 ( 6 )  和佐小学校 31  52.65 1130

2  250 下野　照英 ( 6 )  和佐小学校 5  49.56 1067

3  84 西野　莞太郎 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 34  49.21 1060

4  70 大畑　龍喜 ( 6 )  太地陸上クラブ 4  45.98 994

5  35 槇　伊織 ( 6 )  紀の国AC 35  42.52 924

6  81 井上　皓喜 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 21  42.37 921

7  315 井田　海斗 ( 5 )  印南ジュニア 33  40.73 888

8  378 西村　斗希 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 2  40.39 881

9  13 橋本　悠月 ( 6 )  紀の国AC 19  38.66 845

10  10 鷹巣　充希 ( 5 )  紀の国AC 8  38.34 839

11  209 今西　晴万 ( 6 )  宮前小学校 27  37.28 817

12  379 井沼　佑輔 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 30  37.24 817

13  5 稲垣　成悟 ( 6 )  紀の国AC 11  36.66 805

14  321 吉岡　祐人 ( 5 )  いわでAC 16  36.16 795

14  93 辻本　悠晴 ( 6 )  のかみAC 18  36.16 795

16  145 柏木　希空 ( 6 )  田辺AC 10  35.38 779

17  314 山下　勇翔 ( 6 )  印南ジュニア 28  34.94 770

18  311 林　哉太 ( 5 )  印南ジュニア 3  34.77 766

19  146 横山　智晴 ( 5 )  田辺AC 26  34.41 759

20  158 川﨑　稜也 ( 6 )  田辺AC 15  34.21 755

21  326 安保　悠圭 ( 6 )  いわでAC 24  33.93 749

22  252 松下　友士 ( 6 )  和佐小学校 6  32.13 713

23  52 松﨑　大地 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 12  32.04 711

24  215 久堀　凱歩 ( 6 )  松江小学校 17  31.21 694

25  54 原　京吾 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 36  28.65 642

26  71 川端　崇晴 ( 6 )  太地陸上クラブ 20  27.93 627

27  111 福澤　陽 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 32  26.25 593

28  123 水ノ上　愛翔 ( 5 )  由良AC 22  24.03 548

29  153 谷坂　透弥 ( 6 )  田辺AC 13  23.75 542

30  112 岩﨑　栄人 ( 5 )  由良AC 23  20.43 475

31  91 前田　新太 ( 6 )  のかみAC 37  19.13 448

32  62 藤田　隆斗 ( 6 )  海南アスリート 14  18.92 444

33  116 山本　琉成 ( 6 )  由良AC 29  18.83 442

34  99 安部　律希 ( 6 )  のかみAC 9  14.52 355

35  115 寺下　虎太楼 ( 5 )  由良AC 7  13.44 333

-  124 中野　悠真 ( 5 )  由良AC 1 DNS

-  122 中山　廉温 ( 5 )  由良AC 25 DNS

リザルトリスト

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 10:31:48

審判長： 冨田　進

小学5、6年 男子 混成競技 ジャベリックボール投げ

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]

19/6/30 15:15  
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1組 2組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 4  1:05.24 1 8  1:03.64

 38 梅野　心愛 ( 6 )   18 郡司　香々菜 ( 5 ) 

 46 佐々木　みそら ( 6 )   1 山際　伶美 ( 5 ) 

 47 小川　紗季 ( 6 )   6 山際　那美 ( 5 ) 

 45 谷本　葵 ( 6 )   37 中山　琴望 ( 5 ) 

2 2  1:05.97 2 2  1:04.53

 22 寺井　彩華 ( 4 )   272 佐原　美桜 ( 5 ) 

 3 岡本　日菜子 ( 4 )   273 則岡　那奈 ( 6 ) 

 25 板矢　瑞規 ( 4 )   271 佐原　希咲 ( 6 ) 

 8 ステラトス　玲明クラウディア ( 4 )   275 田中　瑠乃 ( 5 ) 

3 5  1:06.07 3 5  1:04.67

 217 川崎　安音 ( 6 )   150 上地　悠加 ( 5 ) 

 209 太田　渚 ( 6 )   146 大谷　明依 ( 4 ) 

 212 津田　菜々美 ( 6 )   136 中原　愛莉 ( 5 ) 

 213 小畑　瑞季 ( 6 )   133 馬場　萌里沙 ( 5 ) 

4 7  1:06.66 4 9  1:05.52

 148 関　明香里 ( 5 )   222 森下　渚 ( 6 ) 

 140 栗山　唯奈 ( 4 )   225 堀内　美佑 ( 6 ) 

 137 畑　さくら ( 5 )   223 長藤　清音 ( 5 ) 

 135 箱木　仁胡 ( 5 )   227 中浴　愛梨 ( 5 ) 

5 8  1:08.60 5 7  1:05.57

 101 玉置　莉奈 ( 5 )   330 山本　留璃 ( 5 ) 

 99 西　洸香 ( 6 )   356 東山　莉子 ( 5 ) 

 104 岩﨑　舞衣 ( 3 )   355 室谷　珠紀 ( 5 ) 

 100 高田　夏帆 ( 5 )   347 若松　亜衣 ( 5 ) 

6 6  1:09.74 6 6  1:07.78

 254 徳冨　香穏 ( 4 )   170 北島　葵彩 ( 5 ) 

 252 橋本　塁 ( 4 )   191 川本　苺夏 ( 5 ) 

 247 田村　柚子 ( 4 )   173 阪中　奏心 ( 5 ) 

 256 坂口　こころ ( 4 )   192 山口　由依 ( 5 ) 

7 9  1:19.47 7 3  1:10.75

 184 玉井　杏奈 ( 3 )   49 白樫　葉瑠 ( 5 ) 

 179 磯　夢乃 ( 3 )   43 淵上　京香 ( 5 ) 

 183 坂口　日咲 ( 3 )   53 佐藤　彩芽 ( 5 ) 

 169 中筋　思 ( 3 )   48 山下　心暖 ( 5 ) 

- 3 DQ R1 8 4  1:14.09

 158 川手　菜央 ( 5 )   344 御前　百加 ( 3 ) 

 155 木下　暖彩 ( 6 )   348 泉　優月 ( 3 ) 

 167 周家　苺珈 ( 5 )   331 古澤　帆波 ( 3 ) 

 160 北野　杏奈 ( 6 )   341 棟保　詩歩 ( 3 ) 

GOBOクラブ 和歌山陸上クラブB

楠見小学校

みなべAC 和歌山陸上クラブC

安原小学校 雑賀小学校Ｂ

雑賀小学校Ｃ サンライズＭＢＣ-A

チーム名 チーム名

サンライズＭＢＣ-B 紀の国ACーＢ

紀の国ACーＣ 有田JAC

松江小学校 野崎Ｔ＆Ｆ A

野崎Ｔ＆Ｆ B

共通 女子 4x100mR
19/6/30 13:35 ( 3組 ) 

和歌山県小学生記録   52.49 野　間・南　方・大　桑・濱　口 紀の国ＡＣ 2014 橿原

《 決勝 》

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]
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3組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 5  58.25

 14 片山　恵 ( 6 ) 

 36 藤田　新菜 ( 6 ) 

 20 山口　桃花 ( 6 ) 

 15 田中　希歩 ( 5 ) 

2 3  1:00.06

 335 辻岡　凜桜 ( 6 ) 

 337 坂部　和歩 ( 6 ) 

 345 中西　咲華 ( 6 ) 

 358 岩橋　佳鈴 ( 6 ) 

3 6  1:06.48

 263 神倉　マリア ( 6 ) 

 261 長谷川　歩美 ( 5 ) 

 264 齊藤　瑞音 ( 5 ) 

 262 田窪　彩乃 ( 6 ) 

4 4  1:09.94

 177 喜多　由依菜 ( 4 ) 

 195 戸田　愛梨 ( 4 ) 

 180 栗山　稀衣 ( 4 ) 

 186 笠松　実紀 ( 4 ) 

5 9  1:13.12

 201 橋本　都雅 ( 5 ) 

 199 大西　心桜 ( 5 ) 

 200 竹田　夏莉菜 ( 5 ) 

 198 伊澤　凜 ( 5 ) 

6 7  1:13.46

 233 北野　佳子 ( 4 ) 

 236 中川　天音 ( 3 ) 

 230 下井　心々音 ( 3 ) 

 234 原　桃香 ( 4 ) 

7 2  1:14.16

 134 岡本　穂香 ( 4 ) 

 151 畑　ゆずき ( 4 ) 

 145 上田　真央奈 ( 4 ) 

 147 中野　妃菜 ( 5 ) 

8 8  1:15.41

 89 西川　柊花 ( 4 ) 

 87 深瀬　香乃 ( 4 ) 

 86 小柳　和奏 ( 3 ) 

 88 溝口　和花 ( 5 ) 

R1 : (R170-7 1)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした
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雑賀小学校Ａ

砂山小学校

岡崎小学校

野崎Ｔ＆Ｆ C

龍神ＳＣ

DQ (DisQualified) : 失格

チーム名

紀の国ACーA

和歌山陸上クラブA

貴志南小学校
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  40 福田　紗良 ( 1 )  サンライズＭＢＣ 3  18.17 q  GR 1  144 岡本　彩芽 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  21.18 q

2  342 國祐　彩名 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 6  19.49 q 2  60 執行　香羽 ( 1 )  太地陸上クラブ 5  21.61 q

3  16 中村　心南 ( 1 )  紀の国AC 9  20.03 q 3  349 中田　桃菜 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 8  22.01

4  131 石橋　美琴 ( 1 )  田辺AC 4  20.26 q 4  332 元平　藍沙 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 2  22.24

5  239 岩井　愛乃 ( 1 )  和佐小学校 8  20.38 q 5  321 雑村　優 ( 1 )  大新クラブ 9  23.29

6  232 十河　依央莉 ( 1 )  岡崎小学校 2  20.46 q 6  346 富﨑　叶愛子 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 7  23.35

7  142 土井　深央 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  21.77 7  231 廣本　菜緒 ( 1 )  岡崎小学校 3  23.39

-  361 星河　和花 ( 1 )  宮前小学校 5 DNS 8  141 前田　愛結 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  23.67

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  40 福田　紗良 ( 1 )  サンライズＭＢＣ 6  19.27

2  342 國祐　彩名 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 7  20.23

3  144 岡本　彩芽 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  20.51

4  16 中村　心南 ( 1 )  紀の国AC 4  20.97

5  239 岩井　愛乃 ( 1 )  和佐小学校 8  21.15

6  60 執行　香羽 ( 1 )  太地陸上クラブ 2  21.23

7  232 十河　依央莉 ( 1 )  岡崎小学校 9  21.37

8  131 石橋　美琴 ( 1 )  田辺AC 5  21.64

 GR : 大会新記録
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DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

《 決勝 》

風速 (-3.9 m/s)

大会記録   18.32 東　村　美　緒 野崎Ｔ＆Ｆ 2018 紀三井寺

《 予選 》

風速 (-0.4 m/s) 風速 (-3.2 m/s)

小学1年 女子 100m 予選   19/6/30 10:05 ( 2組 0＋8 ) 

決勝   19/6/30 15:30  

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  17 松村　怜奈 ( 2 )  紀の国AC 7  19.40 q 1  351 中山　愛唯 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  18.05 q

2  112 佐々木　真優 ( 2 )  根来小学校 6  19.65 q 2  139 辻川　心愛 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  20.13

3  78 三宅　望未 ( 2 )  のかみAC 5  20.61 3  105 高田　梨帆 ( 2 )  みなべAC 3  20.21

4  313 大村　彩華 ( 2 )  楠見小学校 9  20.80 4  238 野浦 　咲季 ( 2 )  岡崎小学校 8  20.91

5  315 南口　こゆき ( 2 )  雑賀小学校 8  21.21 5  125 澤越　奈子 ( 2 )  田辺AC 4  20.96

6  83 野上　怜愛 ( 2 )  のかみAC 4  21.89 6  13 井戸　志歩香 ( 2 )  紀の国AC 2  22.09

7  54 竹中　友理 ( 2 )  サンライズＭＢＣ 2  22.67 7  117 谷坂　芙佳 ( 2 )  田辺AC 7  22.57

8  39 開　心寧 ( 2 )  サンライズＭＢＣ 3  22.85

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  163 松窪　栞那 ( 2 )  GOBOクラブ 5  19.10 q 1  58 西　咲帆 ( 2 )  太地陸上クラブ 6  18.35 q

2  329 西川　莉結 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4  19.35 q 2  113 西田　羽織 ( 2 )  根来小学校 2  18.46 q

3  323 池田　由芽 ( 2 )  宮小学校 7  19.51 q 3  269 岩木　妃乃 ( 2 )  有田JAC 5  19.32 q

4  206 和田　七海 ( 2 )  三田小学校 9  20.59 4  242 沖　杏梨 ( 2 )  安原小学校 3  19.95 q

5  19 西澤　蘭 ( 2 )  紀の国AC 3  21.49 5  312 西平　綾花 ( 2 )  笠田小 4  19.96 q

6  44 小川　菜都季 ( 2 )  サンライズＭＢＣ 2  22.36 6  9 山口　陽花 ( 2 )  紀の国AC 7  20.86

7  235 谷口　真優 ( 2 )  岡崎小学校 8  23.46 7  106 寺地　絢星 ( 2 )  新宮市陸上競技スポーツ少年団 9  21.01

-  34 前北　梨緒 ( 2 )  紀の国AC 6 DNS 8  314 山口　芽衣 ( 2 )  雑賀小学校 8  21.95

5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  96 佐藤　凛 ( 2 )  由良AC 5 w 18.59 q

2  12 島田　花 ( 2 )  紀の国AC 8 w 18.71 q

3  340 髙山　莉緒 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6 w 19.19 q

4  277 弓倉　麻友 ( 2 )  稲原小学校 4 w 19.23 q

5  245 土佐　璃歩 ( 2 )  安原小学校 2 w 19.26 q

6  240 丸山　歩那 ( 2 )  東山東小学校 3 w 20.92

7  343 根本　愛奈 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 7 w 22.04

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  351 中山　愛唯 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  17.93 1  329 西川　莉結 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 5  18.60

2  58 西　咲帆 ( 2 )  太地陸上クラブ 4  18.70 2  323 池田　由芽 ( 2 )  宮小学校 9  18.84

3  163 松窪　栞那 ( 2 )  GOBOクラブ 9  18.71 3  17 松村　怜奈 ( 2 )  紀の国AC 6  18.90

4  96 佐藤　凛 ( 2 )  由良AC 5  18.74 4  112 佐々木　真優 ( 2 )  根来小学校 8  18.91

5  113 西田　羽織 ( 2 )  根来小学校 7  18.77 5  269 岩木　妃乃 ( 2 )  有田JAC 7  19.33

6  12 島田　花 ( 2 )  紀の国AC 8  19.79 6  312 西平　綾花 ( 2 )  笠田小 2  19.68

7  340 髙山　莉緒 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 3  19.98 7  242 沖　杏梨 ( 2 )  安原小学校 3  20.04

8  277 弓倉　麻友 ( 2 )  稲原小学校 2  20.10 8  245 土佐　璃歩 ( 2 )  安原小学校 4  20.26

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出
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風速 (+4.1 m/s)

《 決勝 》

風速 (-4.3 m/s) 風速 (-2.7 m/s)

風速 (-4.3 m/s) 風速 (+0.8 m/s)

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

大会記録   16.51 湊　　　杏　梨 太地陸上クラブ 2008 紀三井寺

《 予選 》

風速 (-4.6 m/s) 風速 (-3.0 m/s)

紀三井寺公園 [301010]

小学2年 女子 100m 予選   19/6/30 10:30 ( 5組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 15:45 ( 2組 ) 

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  27 雜賀　柚佳 ( 3 )  紀の国AC 4 w 17.40 q 1  72 辻村　季咲 ( 3 )  のかみAC 6  17.62 q

2  250 紀岡　夏奈 ( 3 )  安原小学校 7 w 17.60 q 2  324 梅本　実花 ( 3 )  八幡小学校 5  18.46

3  331 古澤　帆波 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 6 w 17.65 q 3  29 谷上　莉瑚 ( 3 )  紀の国AC 3  19.57

4  189 安藤　愛莉 ( 3 )  雑賀小学校 8 w 18.16 q 4  7 寺西　彩笑 ( 3 )  紀の国AC 8  19.73

5  31 岩橋　心杏 ( 3 )  紀の国AC 5 w 18.18 q 5  30 幡井　璃愛 ( 3 )  紀の国AC 7  19.84

6  230 下井　心々音 ( 3 )  岡崎小学校 9 w 18.68 6  183 坂口　日咲 ( 3 )  雑賀小学校 2  20.13

7  179 磯　夢乃 ( 3 )  雑賀小学校 2 w 19.82 7  336 山本　陽香 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 4  20.59

-  294 岩下　愛賀 ( 3 )  いわでAC 3 DNS 8  185 土居　智花 ( 3 )  雑賀小学校 9  21.18

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  188 楠本　ゆら ( 3 )  雑賀小学校 2  17.11 q 1  255 丸山　結菜 ( 3 )  安原小学校 5  17.69 q

2  35 東　咲寧 ( 3 )  紀の国AC 6  17.91 q 2  10 佐藤　莉唯奈 ( 3 )  紀の国AC 4  17.79 q

3  248 島本　寿乃 ( 3 )  安原小学校 5  18.08 q 3  276 福田　陽羽 ( 3 )  有田JAC 6  17.82 q

4  4 榎本　優音 ( 3 )  紀の国AC 7  18.35 q 4  278 村上　晏梨 ( 3 )  印南ジュニア 8  18.36

5  319 嶋田　凛空 ( 3 )  大新クラブ 4  18.56 5  338 富﨑　深華子 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 7  18.45

6  241 丸山　歩楓 ( 3 )  東山東小学校 9  19.65 6  181 佐々木　優希 ( 3 )  雑賀小学校 3  20.81

7  52 松﨑　夕妃 ( 3 )  サンライズＭＢＣ 8  19.73 7  190 藤井　音寧 ( 3 )  雑賀小学校 9  23.06

-  26 前北　紗李 ( 3 )  紀の国AC 3 DNS 8  268 大江　玲衣 ( 3 )  智辯和歌山小学校 2  24.28

5組 6組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  75 小川　笑凜 ( 3 )  のかみAC 6 w 15.33 q 1  341 棟保　詩歩 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 4  17.62 q

2  360 西川　優来 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 4 w 18.57 2  172 谷　倖羽 ( 3 )  雑賀小学校 8  18.49

3  344 御前　百加 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 5 w 19.41 3  236 中川　天音 ( 3 )  岡崎小学校 7  18.89

4  293 岩橋　香歩 ( 3 )  いわでAC 8 w 19.59 4  93 福澤　理生 ( 3 )  本宮子どもスポーツクラブ 6  19.50

5  129 前田　綾香 ( 3 )  田辺AC 7 w 20.21 5  57 中尾　由愛 ( 3 )  海南アスリート 5  19.55

6  297 山本　結月 ( 3 )  いわでAC 3 w 20.37 6  184 玉井　杏奈 ( 3 )  雑賀小学校 3  20.12

7  82 上村　莉愛 ( 3 )  のかみAC 2 w 20.39 7  193 松本　和佳奈 ( 3 )  雑賀小学校 9  20.63

8  251 廣本　綾音 ( 3 )  安原小学校 2  22.81

7組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  132 小嶋　瑞希 ( 3 )  田辺AC 6  17.37 q

2  169 中筋　思 ( 3 )  雑賀小学校 3  18.50

3  304 林　梨桜 ( 3 )  いわでAC 9  18.54

4  348 泉　優月 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 4  19.02

5  280 山下　由乃 ( 3 )  印南ジュニア 7  19.34

6  143 前田　結菜 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  20.67

7  400 東山　莉子 ( 3 )  海南アスリート 8  22.21

8  289 土生川　凜 ( 3 )  いわでAC 2  22.59

風速 (-3.4 m/s)

風速 (+0.2 m/s) 風速 (-1.0 m/s)

風速 (+2.8 m/s) 風速 (-2.9 m/s)

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

大会記録   15.89 林　　　華 菜 海南アスリート 2014 紀三井寺

《 予選 》

風速 (+2.3 m/s) 風速 (+1.4 m/s)

紀三井寺公園 [301010]

小学3年 女子 100m 予選   19/6/30 11:00 ( 7組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 16:05 ( 2組 ) 

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  75 小川　笑凜 ( 3 )  のかみAC 4  15.86  GR 1  276 福田　陽羽 ( 3 )  有田JAC 5  18.18

2  72 辻村　季咲 ( 3 )  のかみAC 3  16.97 2  255 丸山　結菜 ( 3 )  安原小学校 4  18.26

3  188 楠本　ゆら ( 3 )  雑賀小学校 5  17.23 3  248 島本　寿乃 ( 3 )  安原小学校 9  18.28

4  132 小嶋　瑞希 ( 3 )  田辺AC 7  17.32 4  35 東　咲寧 ( 3 )  紀の国AC 6  18.56

5  341 棟保　詩歩 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 9  17.39 5  10 佐藤　莉唯奈 ( 3 )  紀の国AC 7  18.58

6  250 紀岡　夏奈 ( 3 )  安原小学校 8  18.22 6  189 安藤　愛莉 ( 3 )  雑賀小学校 8  18.76

7  27 雜賀　柚佳 ( 3 )  紀の国AC 6  18.44 7  4 榎本　優音 ( 3 )  紀の国AC 2  18.84

8  331 古澤　帆波 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 2  18.53 8  31 岩橋　心杏 ( 3 )  紀の国AC 3  19.09

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

 GR : 大会新記録

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:13:37

《 決勝 》

風速 (+0.1 m/s) 風速 (-3.0 m/s)

33 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  22 寺井　彩華 ( 4 )  紀の国AC 6  17.09 q 1  3 岡本　日菜子 ( 4 )  紀の国AC 5  17.12 q

2  119 笠松　心菜 ( 4 )  田辺AC 9  17.94 q 2  32 隠塚　帆乃花 ( 4 )  紀の国AC 9  17.69 q

3  25 板矢　瑞規 ( 4 )  紀の国AC 3  18.14 3  295 池添　杏実 ( 4 )  いわでAC 3  18.46

4  89 西川　柊花 ( 4 )  龍神ＳＣ 4  18.17 4  401 中田　愛音 ( 4 )  楠見小学校 8  19.57

5  310 仲谷　来美 ( 4 )  いわでAC 8  18.69 5  134 岡本　穂香 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  19.75

6  180 栗山　稀衣 ( 4 )  雑賀小学校 7  19.16 6  28 鍋嶌　あいむ ( 4 )  紀の国AC 2  19.83

7  320 石井　結芽 ( 4 )  大新クラブ 1  19.83 7  87 深瀬　香乃 ( 4 )  龍神ＳＣ 7  20.88

8  357 上川　瑞葵 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 5  20.46 -  270 山家　三奈 ( 4 )  有田JAC 4 DNS

9  138 土井　理央 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  21.28

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  8 ステラトス　玲明クラウディア ( 4 )  紀の国AC 3  15.90 q 1  301 安保　和佳 ( 4 )  いわでAC 3  17.00 q

2  281 小川　莉空 ( 4 )  印南ジュニア 5  16.50 q 2  195 戸田　愛梨 ( 4 )  雑賀小学校 6  17.35 q

3  256 坂口　こころ ( 4 )  安原小学校 7  17.19 q 3  140 栗山　唯奈 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  17.62 q

4  258 宮井　陽愛 ( 4 )  楠見西小学校 2  17.25 q 4  21 北野　明奈 ( 4 )  紀の国AC 2  18.08

5  247 田村　柚子 ( 4 )  安原小学校 6  17.71 q 5  73 白井　美音 ( 4 )  のかみAC 8  18.63

6  126 後藤　栞音 ( 4 )  田辺AC 4  18.13 6  145 上田　真央奈 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  19.04

7  252 橋本　塁 ( 4 )  安原小学校 9  18.85 7  243 風神　優衣 ( 4 )  安原小学校 9  19.66

8  176 吉田　結星 ( 4 )  雑賀小学校 8  19.50 8  298 内田　沙良 ( 4 )  いわでAC 7  20.16

5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  56 愛宕　花梨 ( 4 )  海南アスリート 6  16.01 q

2  327 木戸　理央音 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 7  16.03 q

3  254 徳冨　香穏 ( 4 )  安原小学校 5  17.33 q

4  62 柳室　姫那 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 2  17.71 q

5  233 北野　佳子 ( 4 )  岡崎小学校 9  17.98

6  90 田中　莉夢 ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 4  18.03

7  290 松野　愛空 ( 4 )  いわでAC 3  19.50

8  282 沼野　愛美里 ( 4 )  印南ジュニア 8  19.82

9  246 土佐　琉歌 ( 4 )  安原小学校 1  21.33

風速 (-2.8 m/s) 風速 (-1.8 m/s)

風速 (-5.8 m/s)

大会記録   14.88 児　島　里　奈 初島陸上クラブ 2004 紀三井寺

《 予選 》

風速 (-0.4 m/s) 風速 (-3.7 m/s)

小学4年 女子 100m 予選   19/6/30 13:00 ( 5組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 16:25 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]

リザルトリスト

34 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  327 木戸　理央音 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 5  15.41 1  32 隠塚　帆乃花 ( 4 )  紀の国AC 9  17.12

2  56 愛宕　花梨 ( 4 )  海南アスリート 7  15.69 2  258 宮井　陽愛 ( 4 )  楠見西小学校 7  17.27

3  8 ステラトス　玲明クラウディア ( 4 )  紀の国AC 4  15.76 3  62 柳室　姫那 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 8  17.59

4  281 小川　莉空 ( 4 )  印南ジュニア 6  16.12 4  254 徳冨　香穏 ( 4 )  安原小学校 4  17.63

5  22 寺井　彩華 ( 4 )  紀の国AC 8  16.16 5  195 戸田　愛梨 ( 4 )  雑賀小学校 6  17.70

6  301 安保　和佳 ( 4 )  いわでAC 9  16.69 6  119 笠松　心菜 ( 4 )  田辺AC 2  17.93

7  3 岡本　日菜子 ( 4 )  紀の国AC 2  16.87 7  140 栗山　唯奈 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  18.03

8  256 坂口　こころ ( 4 )  安原小学校 3  17.04 8  247 田村　柚子 ( 4 )  安原小学校 3  18.06

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:14:19

《 決勝 》

風速 (-1.1 m/s) 風速 (-3.4 m/s)

35 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  70 中谷　莉万 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 2  15.48 q 1  128 鈴木　みのり ( 5 )  田辺AC 5 w 14.95 q

2  1 山際　伶美 ( 5 )  紀の国AC 6  15.57 q 2  37 中山　琴望 ( 5 )  紀の国AC 6 w 15.90 q

3  77 野上　悠亜 ( 5 )  のかみAC 5  16.28 q 3  136 中原　愛莉 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4 w 16.28 q

4  274 池永　理桜 ( 5 )  有田JAC 9  16.36 q 4  150 上地　悠加 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7 w 16.39 q

5  353 坂口　愛依 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 7  16.43 5  224 上平　有亜 ( 5 )  楠見小学校 2 w 16.75

6  85 井本　結月 ( 5 )  のかみAC 8  16.71 6  109 鉄山　莉庵 ( 5 )  中之島小学校 8 w 17.01

7  162 豊田　彩空 ( 5 )  GOBOクラブ 3  16.75 7  226 福田　英 ( 5 )  楠見小学校 9 w 17.16

8  84 上村　心愛 ( 5 )  のかみAC 4  16.76 8  333 元平　杏奈 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 3 w 17.80

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  219 古谷　優奈 ( 5 )  木本小学校 4  15.09 q 1  216 山本　愛莉 ( 5 )  松江小学校 5  15.04 q

2  192 山口　由依 ( 5 )  雑賀小学校 5  16.01 q 2  133 馬場　萌里沙 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  16.12 q

3  272 佐原　美桜 ( 5 )  有田JAC 6  16.34 q 3  227 中浴　愛梨 ( 5 )  楠見小学校 4  16.56

4  223 長藤　清音 ( 5 )  楠見小学校 9  16.43 4  347 若松　亜衣 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 6  16.57

5  261 長谷川　歩美 ( 5 )  貴志南小学校 3  16.75 5  148 関　明香里 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  17.17

6  355 室谷　珠紀 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 7  17.12 6  303 貴志　さくら ( 5 )  いわでAC 3  17.23

7  53 佐藤　彩芽 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 8  17.87 7  210 梶谷　好夏 ( 5 )  松江小学校 9  17.25

8  296 長田　美優 ( 5 )  いわでAC 1  18.04 8  200 竹田　夏莉菜 ( 5 )  砂山小学校 2  19.07

9  300 小林　こころ ( 5 )  いわでAC 2  18.61

5組 6組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  15 田中　希歩 ( 5 )  紀の国AC 6  15.64 q 1  63 坂本　愛侑 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 5  15.58 q

2  359 久保　玲奈 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 5  16.72 2  356 東山　莉子 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 6  15.97 q

3  291 瀧川　真奈未 ( 5 )  いわでAC 7  16.98 3  330 山本　留璃 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 4  16.64

4  6 山際　那美 ( 5 )  紀の国AC 4  17.67 4  24 谷越　陽妃 ( 5 )  紀の国AC 7  17.02

5  328 髙山　雫 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 9  18.11 5  135 箱木　仁胡 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  17.49

6  220 古野　颯来 ( 5 )  楠見小学校 3  18.26 6  137 畑　さくら ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  17.74

7  260 山野　紗奈 ( 5 )  貴志南小学校 2  18.35 -  266 久保田　千尋 ( 5 )  和大附属小学校 2 DNS

8  120 平野　佑季 ( 5 )  田辺AC 8  18.74 -  259 尾山　乃愛 ( 5 )  貴志南小学校 3 DNS

9  147 中野　妃菜 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 1  19.89

風速 (-1.4 m/s) 風速 (-2.9 m/s)

風速 (+0.4 m/s) 風速 (-3.4 m/s)

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

大会記録   14.04 中　谷　ほのか 紀の国ＡＣ 2004 紀三井寺

《 予選 》

風速 (+1.0 m/s) 風速 (+3.2 m/s)

紀三井寺公園 [301010]

小学5年 女子 100m 予選   19/6/30 12:00 ( 6組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 14:50 ( 2組 ) 

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

36 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  216 山本　愛莉 ( 5 )  松江小学校 4  15.13 1  356 東山　莉子 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 5  16.21

2  63 坂本　愛侑 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 8  15.34 2  274 池永　理桜 ( 5 )  有田JAC 3  16.29

3  15 田中　希歩 ( 5 )  紀の国AC 2  15.37 3  192 山口　由依 ( 5 )  雑賀小学校 6  16.36

4  219 古谷　優奈 ( 5 )  木本小学校 7  15.40 4  133 馬場　萌里沙 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  16.58

5  70 中谷　莉万 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 6  15.60 5  77 野上　悠亜 ( 5 )  のかみAC 7  16.74

6  128 鈴木　みのり ( 5 )  田辺AC 5  15.69 6  272 佐原　美桜 ( 5 )  有田JAC 8  16.86 [853]

7  1 山際　伶美 ( 5 )  紀の国AC 9  15.94 7  136 中原　愛莉 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  16.86 [858]

8  37 中山　琴望 ( 5 )  紀の国AC 3  16.12 8  150 上地　悠加 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  16.94

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:15:03

《 決勝 》

風速 (-0.7 m/s) 風速 (-1.3 m/s)

37 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  322 保田　美羽 ( 6 )  藤並小学校 8  13.83 q 1  202 山田　七瀬 ( 6 )  砂山小学校 5  16.22 q

2  61 川端　咲月 ( 6 )  太地陸上クラブ 9  14.31 q 2  273 則岡　那奈 ( 6 )  有田JAC 4  16.28 q

3  358 岩橋　佳鈴 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5  14.96 q 3  283 谷口　陽菜 ( 6 )  印南ジュニア 8  16.49 q [485]

4  127 笠松　心優 ( 6 )  田辺AC 3  15.62 q 4  262 田窪　彩乃 ( 6 )  貴志南小学校 6  16.49 [486]

5  71 田村　真央 ( 6 )  のかみAC 6  15.75 q 5  118 上玉　和葉 ( 6 )  田辺AC 1  16.52

6  253 丸山　菜々美 ( 6 )  安原小学校 1  16.17 q 6  229 前田　鈴 ( 6 )  楠見小学校 3  16.91

7  249 鈴木　沙奈 ( 6 )  安原小学校 4  16.40 q 7  222 森下　渚 ( 6 )  楠見小学校 7  17.34

8  38 梅野　心愛 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 2  16.54 8  149 大谷　実久 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  17.50

9  213 小畑　瑞季 ( 6 )  松江小学校 7  17.12 9  263 神倉　マリア ( 6 )  貴志南小学校 9  19.42

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  196 松本　彩生 ( 6 )  吹上小学校 7 w 13.92 q

2  36 藤田　新菜 ( 6 )  紀の国AC 4 w 14.14 q

3  352 吉田　悠華 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 1 w 14.53 q

4  80 和田　悠里 ( 6 )  のかみAC 3 w 15.14 q

5  174 吉田　侑莉 ( 6 )  雑賀小学校 8 w 15.40 q

6  225 堀内　美佑 ( 6 )  楠見小学校 6 w 16.20 q

7  228 中田　思音 ( 6 )  楠見小学校 5 w 17.13

8  94 平岸　由宇 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 9 w 20.55

-  74 井畑　怜愛 ( 6 )  のかみAC 2 DNS

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  322 保田　美羽 ( 6 )  藤並小学校 6  13.77 1  127 笠松　心優 ( 6 )  田辺AC 5  15.71

2  196 松本　彩生 ( 6 )  吹上小学校 7  13.81 2  273 則岡　那奈 ( 6 )  有田JAC 9  15.85

3  61 川端　咲月 ( 6 )  太地陸上クラブ 4  14.30 3  202 山田　七瀬 ( 6 )  砂山小学校 8  16.11

4  36 藤田　新菜 ( 6 )  紀の国AC 5  14.31 4  283 谷口　陽菜 ( 6 )  印南ジュニア 3  16.19

5  352 吉田　悠華 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  14.59 5  71 田村　真央 ( 6 )  のかみAC 7  16.20

6  358 岩橋　佳鈴 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 9  15.00 6  253 丸山　菜々美 ( 6 )  安原小学校 4  16.24

7  80 和田　悠里 ( 6 )  のかみAC 2  15.35 7  225 堀内　美佑 ( 6 )  楠見小学校 6  16.55

8  174 吉田　侑莉 ( 6 )  雑賀小学校 3  15.85 8  249 鈴木　沙奈 ( 6 )  安原小学校 2  16.60

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:19:07

風速 (+3.7 m/s)

《 決勝 》

風速 (-0.4 m/s) 風速 (-2.7 m/s)

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

大会記録   13.3 篠　田　友　希 宮原小 1989 紀三井寺

《 予選 》

風速 (-1.8 m/s) 風速 (-4.6 m/s)

紀三井寺公園 [301010]

小学6年 女子 100m 予選   19/6/30 12:35 ( 3組 0＋16 ) 

決勝   19/6/30 15:10 ( 2組 ) 

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  339 西原　蓮奈 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 6  2:50.36 1  110 岩井　優奈 ( 3 )  中之島小学校 3  3:10.26

2  146 大谷　明依 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  2:56.22 2  164 木下　新菜 ( 3 )  GOBOクラブ 16  3:14.73

3  123 石橋　雪乃 ( 4 )  田辺AC 4  3:00.79 3  122 上舎　芽愛 ( 3 )  田辺AC 1  3:17.05

4  287 髙井　初香 ( 4 )  いわでAC 1  3:02.37 4  308 酒井　都桜 ( 3 )  いわでAC 10  3:23.30

5  102 安田　彩乃 ( 4 )  みなべAC 5  3:13.17 5  292 明渡　遥 ( 3 )  いわでAC 17  3:23.98

6  156 西　華那 ( 4 )  GOBOクラブ 3  3:17.42 6  165 北野　芙佳 ( 3 )  GOBOクラブ 2  3:28.21

7  307 松場　愛紗 ( 4 )  いわでAC 7  3:32.36 7  306 岩本　彩世 ( 3 )  いわでAC 6  3:29.14

8  288 南出　楓果 ( 4 )  いわでAC 2  3:35.53 8  159 東　一妃 ( 3 )  GOBOクラブ 13  3:32.01

9  244 大畑　結愛 ( 3 )  安原小学校 15  3:33.73

10  318 岩橋　歌奈 ( 3 )  大新クラブ 14  3:35.76

11  175 平井　咲羽 ( 3 )  雑賀小学校 7  3:41.68

12  178 丸田　周 ( 3 )  雑賀小学校 8  3:42.24

13  305 筒井　彩羽 ( 3 )  いわでAC 5  3:46.04

14  194 土山　夏澄 ( 3 )  雑賀小学校 9  3:47.07

15  86 小柳　和奏 ( 3 )  龍神ＳＣ 12  3:47.11

16  205 藤本　愛華 ( 2 )  宮前小学校 4  4:15.19

17  267 宮川　優月 ( 2 )  智辯和歌山小学校 11  4:19.80

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:19:58

和歌山県小学生記録   2:23.92 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺

大会記録   2:39.06 菱　山　愛　里 紀の国ＡＣ 2015 紀三井寺

《 決勝 》

紀三井寺公園 [301010]

小学4年以下 女子 800m
19/6/30 14:05 ( 2組 ) 

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]
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順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  114 坂本　鶴月 ( 5 )  田辺AC 3  2:40.42

2  50 吉田　ひかり ( 5 )  サンライズＭＢＣ 15  2:44.31

3  111 竪　心結乃 ( 5 )  根来小学校 6  2:49.71

4  95 長濵　乃彩 ( 5 )  由良AC 18  2:53.64

5  107 辻之内　寿美 ( 5 )  Team　Arai 8  2:54.67

6  88 溝口　和花 ( 5 )  龍神ＳＣ 12  2:57.45

7  167 周家　苺珈 ( 5 )  GOBOクラブ 9  2:57.57

8  299 池添　優亜 ( 5 )  いわでAC 14  3:01.47

9  49 白樫　葉瑠 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 19  3:01.58

10  161 杉本　姫寿奈 ( 5 )  GOBOクラブ 5  3:03.55

11  48 山下　心暖 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 17  3:04.06

12  43 淵上　京香 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 2  3:04.37

13  23 菖蒲奥　妃羅 ( 5 )  紀の国AC 1  3:11.78

14  158 川手　菜央 ( 5 )  GOBOクラブ 13  3:12.47

15  275 田中　瑠乃 ( 5 )  有田JAC 11  3:19.52

16  264 齊藤　瑞音 ( 5 )  貴志南小学校 16  3:26.89

17  257 坂上　美來 ( 5 )  小倉小学校 10  3:30.44

18  51 小川　環季 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 4  3:35.22

19  204 阪本　樹蘭吏 ( 5 )  宮前小学校 7  3:56.93

紀三井寺公園 [301010]

和歌山県小学生記録   2:23.92 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:20:52

大会記録   2:29.07 菱　山　愛　里 紀の国ＡＣ 2016 紀三井寺

リザルトリスト

小学5年 女子 800m
19/6/30 14:20  

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

40 ページ



順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  130 石橋　京華 ( 6 )  田辺AC 7  2:36.35

2  108 辻岡　愛蘭 ( 6 )  Team　Arai 2  2:36.68

3  168 溝口　佳世 ( 6 )  GOBOクラブ 1  2:36.99

4  5 宮地　杏 ( 6 )  紀の国AC 16  2:43.07

5  160 北野　杏奈 ( 6 )  GOBOクラブ 17  2:43.78

6  157 玉置　由奈 ( 6 )  GOBOクラブ 4  2:47.70

7  155 木下　暖彩 ( 6 )  GOBOクラブ 10  2:51.55

8  67 宮西　心花 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 6  2:56.19

9  271 佐原　希咲 ( 6 )  有田JAC 11  2:59.96

10  47 小川　紗季 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 9  3:00.15

11  326 藤木　鈴 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 19  3:06.41

12  215 今森　彩花 ( 6 )  松江小学校 13  3:07.97

13  46 佐々木　みそら ( 6 )  サンライズＭＢＣ 5  3:08.46

14  203 大倉　叶 ( 6 )  砂山小学校 18  3:09.54

15  66 岡本　未希 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 15  3:20.42

16  279 稲田　ほなみ ( 6 )  印南ジュニア 14  3:43.49

-  316 堀　美奈希 ( 6 )  潮岬陸上クラブ 3 DNS

-  350 大川　菜々美 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8 DNS

-  317 原　優心 ( 6 )  志賀小学校 12 DNS

和歌山県小学生記録   2:23.92 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺

大会記録   2:25.37 菱　山　愛　里 紀の国ＡＣ 2017 紀三井寺

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:22:58

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003]

紀三井寺公園 [301010]

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

リザルトリスト

小学6年 女子 800m
19/6/30 14:30  
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審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考

1  166 玉置　奈央 ( 4 )  GOBOクラブ 9 w 3.34 (+2.6)

2  286 中﨑　理央 ( 4 )  いわでAC 3 w 3.22 (+2.1)

3  64 平井　巴菜 ( 4 )  和歌山ゴールデンキッズ 2 w 3.15 (+4.2)

4  81 三宅　沙悠莉 ( 4 )  のかみAC 11  3.14 (+2.0)

5  104 岩﨑　舞衣 ( 3 )  みなべAC 1 w 3.10 (+3.4)

6  103 野中　千裕 ( 4 )  みなべAC 10 w 3.06 (+6.5)

7  234 原　桃香 ( 4 )  岡崎小学校 7 w 2.93 (+5.7)

8  151 畑　ゆずき ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  2.74 (+0.4)

9  182 岡本　果音 ( 3 )  雑賀小学校 12 w 2.46 (+6.2)

10  171 納谷　日菜子 ( 3 )  雑賀小学校 6 w 2.42 (+3.6)

11  187 河井　耀 ( 3 )  雑賀小学校 8  2.13 (+1.4)

-  237 土井　実紅 ( 3 )  岡崎小学校 5 NM (-)

NM (No Marks) : 記録無し

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:38:42

和歌山県小学生記録   4.99 中　村　香　織 西脇小 1995 国立

大会記録   3.55 佐　原　花　音 有田ジュニアＡＣ 2015 紀三井寺

《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

小学4年以下 女子 走幅跳
19/6/30 10:00  
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審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
1  11 堀井　琉杏 ( 6 )  紀の国AC 3  1825
2  14 片山　恵 ( 6 )  紀の国AC 10  1704
3  20 山口　桃花 ( 6 )  紀の国AC 2  1672
4  337 坂部　和歩 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4  1660
5  92 鈴木　那夏 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 8  1174
6  116 大江　星和 ( 6 )  田辺AC 12  933
7  55 堂山　怜香 ( 5 )  海南アスリート 6  846
8  208 坂本　優綾 ( 6 )  松江小学校 5  788
9  101 玉置　莉奈 ( 5 )  みなべAC 9  690
10  207 岩根　羽奏 ( 6 )  松江小学校 7  673
10  209 太田　渚 ( 6 )  松江小学校 11  673
10  218 山田　琉奈 ( 6 )  松江小学校 13  673
13  91 杉垣　楓 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 1  615

審判長：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  14 片山　恵 ( 6 )  紀の国AC 3  13.95 958
2  11 堀井　琉杏 ( 6 )  紀の国AC 5  14.12 929
3  20 山口　桃花 ( 6 )  紀の国AC 4  14.47 869
4  337 坂部　和歩 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  14.54 857
5  92 鈴木　那夏 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 8  17.38 371
6  207 岩根　羽奏 ( 6 )  松江小学校 7  19.41 100
7  91 杉垣　楓 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 2  22.80 100

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  116 大江　星和 ( 6 )  田辺AC 4  18.46 187
2  101 玉置　莉奈 ( 5 )  みなべAC 2  18.87 117
3  55 堂山　怜香 ( 5 )  海南アスリート 5  19.17 100
4  209 太田　渚 ( 6 )  松江小学校 7  20.27 100
5  208 坂本　優綾 ( 6 )  松江小学校 6  20.43 100
6  218 山田　琉奈 ( 6 )  松江小学校 3  20.81 100

風速 (-0.6 m/s)

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:51:40

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 冨田　進
紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 女子 混成競技 80mH 19/6/30 11:25 ( 2組 ) 

《 決勝 》

風速 (-2.3 m/s)

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:40:03

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 冨田　進
紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 19/6/30  
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審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考
1  11 堀井　琉杏 ( 6 )  紀の国AC 2  1.18 896
2  337 坂部　和歩 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 1  1.10 803
2  20 山口　桃花 ( 6 )  紀の国AC 4  1.10 803
2  92 鈴木　那夏 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 10  1.10 803
5  55 堂山　怜香 ( 5 )  海南アスリート 7  1.05 746
5  14 片山　恵 ( 6 )  紀の国AC 12  1.05 746
7  116 大江　星和 ( 6 )  田辺AC 6  1.05 746
8  208 坂本　優綾 ( 6 )  松江小学校 3  1.00 688
9  209 太田　渚 ( 6 )  松江小学校 9  0.90 573
9  101 玉置　莉奈 ( 5 )  みなべAC 11  0.90 573
9  207 岩根　羽奏 ( 6 )  松江小学校 13  0.90 573
12  218 山田　琉奈 ( 6 )  松江小学校 8  0.90 573
13  91 杉垣　楓 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 5  0.85 515

紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 女子 混成競技 走高跳 19/6/30 14:30  

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:52:18

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 冨田　進
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審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
1  18 郡司　香々菜 ( 5 )  紀の国AC 19  1704
2  76 吉本　朱里 ( 5 )  のかみAC 5  1585
3  59 弓場　月乃 ( 6 )  太地陸上クラブ 29  1546
4  124 浜野　楓 ( 5 )  田辺AC 2  1469
5  45 谷本　葵 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 14  1437
6  115 清水　瑛恋 ( 6 )  田辺AC 25  1398
7  121 古久保　凜海 ( 5 )  田辺AC 16  1387
8  197 田尻　詩織 ( 6 )  吹上小学校 21  1281
9  345 中西　咲華 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 12  1241
9  68 柿原　更 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 31  1241
11  99 西　洸香 ( 6 )  みなべAC 9  1228
12  217 川崎　安音 ( 6 )  松江小学校 24  1221
13  79 田渕　悠乃 ( 5 )  のかみAC 6  1160
13  69 薗村　茉里 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 27  1160
15  335 辻岡　凜桜 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 15  1120
16  97 藤原　歩梨 ( 6 )  由良AC 13  1112
17  100 高田　夏帆 ( 5 )  みなべAC 30  1102
18  285 横山　美空 ( 5 )  いわでAC 10  1061
19  42 國武　珂憐 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 22  1045
20  2 阿部　早希 ( 5 )  紀の国AC 23  1015
21  302 吉川　莉央 ( 6 )  いわでAC 18  1009
22  41 角谷　実咲 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 8  989
23  284 岩橋　莉子 ( 5 )  いわでAC 20  980
24  221 田和　向日葵 ( 5 )  楠見小学校 26  973
25  65 丸山　姫歩 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 3  893
26  98 芝田　夏希 ( 5 )  由良AC 17  883
27  33 谷口　友彩 ( 5 )  紀の国AC 11  848
28  325 井上　釉稀 ( 5 )  和歌浦小学校 7  830
29  309 西田　麗羽 ( 5 )  いわでAC 4  800
30  211 上髙家　璃香 ( 6 )  松江小学校 1  754
31  354 宮本　姫来 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 33  733
32  214 久世　玲桜 ( 5 )  松江小学校 28  652
33  334 上野　紅羽 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 34  581
-  265 松尾　侑歩 ( 5 )  有功東小学校 32 DNF

《 決勝 》

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/07/01 11:52:55

リザルトリスト

２０１９年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会 [19300003] 冨田　進
紀三井寺公園 [301010]

小学5、6年 女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 19/6/30  
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審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考
1  59 弓場　月乃 ( 6 )  太地陸上クラブ 19 w 4.22 (+2.2) 955
2  76 吉本　朱里 ( 5 )  のかみAC 17  3.92 (+0.8) 871
3  18 郡司　香々菜 ( 5 )  紀の国AC 23  3.78 (+1.4) 832
4  124 浜野　楓 ( 5 )  田辺AC 18  3.63 (+1.9) 790
5  115 清水　瑛恋 ( 6 )  田辺AC 32 w 3.44 (+2.6) 736
6  121 古久保　凜海 ( 5 )  田辺AC 9  3.40 (+0.9) 725
7  345 中西　咲華 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 16  3.40 (+1.4) 725
8  335 辻岡　凜桜 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 1  3.37 (+0.9) 717
9  97 藤原　歩梨 ( 6 )  由良AC 7 w 3.30 (+2.4) 697
10  354 宮本　姫来 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 31  3.25 ( 0.0) 683
11  69 薗村　茉里 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 26 w 3.20 (+3.0) 669
12  79 田渕　悠乃 ( 5 )  のかみAC 15  3.18 (+0.5) 664
13  68 柿原　更 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 13  3.11 ( 0.0) 644
14  45 谷本　葵 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 14  3.10 (+1.6) 641
15  197 田尻　詩織 ( 6 )  吹上小学校 21 w 3.06 (+2.7) 630
16  98 芝田　夏希 ( 5 )  由良AC 4  2.95 (+1.2) 599
17  99 西　洸香 ( 6 )  みなべAC 34 w 2.93 (+3.4) 594
18  217 川崎　安音 ( 6 )  松江小学校 33  2.88 (+0.4) 580
19  285 横山　美空 ( 5 )  いわでAC 11  2.88 (+2.0) 580
20  265 松尾　侑歩 ( 5 )  有功東小学校 28  2.84 (-0.2) 568
21  33 谷口　友彩 ( 5 )  紀の国AC 24 w 2.76 (+2.9) 546
22  2 阿部　早希 ( 5 )  紀の国AC 20 w 2.71 (+4.3) 532
23  221 田和　向日葵 ( 5 )  楠見小学校 27 w 2.71 (+2.2) 532
24  100 高田　夏帆 ( 5 )  みなべAC 22  2.58 (-0.3) 496
25  325 井上　釉稀 ( 5 )  和歌浦小学校 6  2.51 (+0.1) 476
26  284 岩橋　莉子 ( 5 )  いわでAC 3  2.50 (+0.8) 473
27  309 西田　麗羽 ( 5 )  いわでAC 12  2.45 (+1.3) 459
28  42 國武　珂憐 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 25 w 2.42 (+2.8) 451
29  211 上髙家　璃香 ( 6 )  松江小学校 2 w 2.31 (+3.1) 420
30  302 吉川　莉央 ( 6 )  いわでAC 29  2.27 (+0.6) 409
31  214 久世　玲桜 ( 5 )  松江小学校 5  2.26 (+1.6) 406
32  41 角谷　実咲 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 10  2.10 (+0.1) 361
33  65 丸山　姫歩 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 30  2.04 (+0.9) 344
-  334 上野　紅羽 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8 NM (-) 50

NM (No Marks) : 記録無し
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審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考
1  18 郡司　香々菜 ( 5 )  紀の国AC 28  39.95 872
2  45 谷本　葵 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 12  36.23 796
3  76 吉本　朱里 ( 5 )  のかみAC 1  32.20 714
4  124 浜野　楓 ( 5 )  田辺AC 7  30.46 679
5  121 古久保　凜海 ( 5 )  田辺AC 14  29.65 662
5  115 清水　瑛恋 ( 6 )  田辺AC 26  29.65 662
7  197 田尻　詩織 ( 6 )  吹上小学校 15  29.10 651
8  217 川崎　安音 ( 6 )  松江小学校 23  28.61 641
9  99 西　洸香 ( 6 )  みなべAC 11  28.27 634
10  41 角谷　実咲 ( 6 )  サンライズＭＢＣ 30  27.95 628
11  100 高田　夏帆 ( 5 )  みなべAC 9  26.89 606
12  302 吉川　莉央 ( 6 )  いわでAC 2  26.60 600
13  68 柿原　更 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 21  26.42 597
14  42 國武　珂憐 ( 5 )  サンライズＭＢＣ 8  26.28 594
15  59 弓場　月乃 ( 6 )  太地陸上クラブ 5  26.15 591
16  65 丸山　姫歩 ( 5 )  和歌山ゴールデンキッズ 3  24.08 549
17  334 上野　紅羽 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 17  23.18 531
18  345 中西　咲華 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 22  22.46 516
19  284 岩橋　莉子 ( 5 )  いわでAC 20  21.99 507
20  79 田渕　悠乃 ( 5 )  のかみAC 31  21.47 496
21  69 薗村　茉里 ( 6 )  和歌山ゴールデンキッズ 25  21.20 491
22  2 阿部　早希 ( 5 )  紀の国AC 4  20.82 483
23  285 横山　美空 ( 5 )  いわでAC 24  20.75 481
24  221 田和　向日葵 ( 5 )  楠見小学校 19  18.77 441
25  97 藤原　歩梨 ( 6 )  由良AC 16  17.48 415
26  335 辻岡　凜桜 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  16.87 403
27  325 井上　釉稀 ( 5 )  和歌浦小学校 13  14.46 354
28  309 西田　麗羽 ( 5 )  いわでAC 34  13.84 341
29  211 上髙家　璃香 ( 6 )  松江小学校 29  13.49 334
30  33 谷口　友彩 ( 5 )  紀の国AC 18  11.94 302
31  98 芝田　夏希 ( 5 )  由良AC 32  11.06 284
32  214 久世　玲桜 ( 5 )  松江小学校 27  9.16 246
-  354 宮本　姫来 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 10 NM 50
-  265 松尾　侑歩 ( 5 )  有功東小学校 33 DNS

19/6/30 14:15  

《 決勝 》

NM (No Marks) : 記録無し
DNS (Did Not Start) : 欠場
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