
日付 参加者 種目
宮本　康成(3)  10.99 (+0.9) 小倉　伊楓(3)  11.03 (+0.9) 西谷　勇紀(3)  11.19 (+0.9) 岩井　勝史(3)  11.23 (+0.9) 室谷　祐輝(3)  11.27 (+0.9) 古川　樹(3)  11.28 (+0.9) 小原　聖真(3)  11.40 (+0.9) 村瀬　怜音(3)  11.51 (+0.9)

和歌山北 熊野 日高 和歌山北 星林 熊野 市和歌山 初芝橋本
村松　駿(3)  22.09 (-0.3) 宮本　康成(3)  22.44 (-0.3) 中澤　孝太(3)  23.08 (-0.3) 西谷　勇紀(3)  23.27 (-0.3) 室谷　祐輝(3)  23.28 (-0.3) 中村　大稀(3)  23.43 (-0.3) 小原　聖真(3)  23.82 (-0.3) 諏訪　皓己(3)  24.37 (-0.3)

星林 和歌山北 海南 日高 星林 和歌山北 市和歌山 初芝橋本
村松　駿(3)  49.13 中澤　孝太(3)  51.16 中村　大稀(3)  51.32 五味　海心(3)  53.88 前田　竜希(3)  54.05 松下　大祐(3)  55.78 久保　春樹(3)  57.98 新田　隼(3)  1:00.32
星林 海南 和歌山北 熊野 笠田 和歌山北 紀央館 紀央館
田村　翔(3)  2:04.98 溝口　倫生(3)  2:06.93 夏見　宙茉(3)  2:11.17 夏見　亮佑(3)  2:12.83 今村　斗音(3)  2:19.42 久保　春樹(3)  2:22.53
和歌山北 南部 和歌山高専 紀央館 和歌山東 紀央館
中村　光稀(3)  4:06.60 向井　空海(3)  4:08.91 芝辻　晴裕(3)  4:09.43 石井　裕真(3)  4:12.85 安東　伶音(3)  4:14.10 下津　開生(3)  4:19.11 上北　阿槻(3)  4:21.51 北野　暖(3)  4:23.78
和歌山北 和歌山北 和歌山北 和歌山北 和歌山北 智辯和歌山 和歌山北 和歌山北
下津　開生(3)  15:21.01 芝辻　晴裕(3)  15:31.85 上北　阿槻(3)  15:35.78 安東　伶音(3)  15:39.42 北山　諒太(3)  15:43.28 中村　光稀(3)  15:51.57 向井　空海(3)  16:14.26 松本　凪流(3)  16:21.59
智辯和歌山 和歌山北 和歌山北 和歌山北 智辯和歌山 和歌山北 和歌山北 南部
古湖　逸斗(3)  16.24 (-1.5)

田辺
古川　樹(3)  52.58 古湖　逸斗(3)  59.00
熊野 HR 田辺
山地　海渡(3)  1.65
粉河
諏訪　皓己(3)  6.51 (-0.5) 椿原　晟也(3)  5.84 (+0.1)

初芝橋本 和歌山工
大前　敬信(3)  15.23 畠中　悠人(3)  9.10
和歌山北 和歌山
大前　敬信(3)  46.33
和歌山北
白井　理暉(3)  49.48 畠中　悠人(3)  42.53 冨田　耕一(3)  34.68 橋本　琉海(3)  30.98
星林 和歌山 和歌山 初芝橋本

天候 気温（℃） 湿度（％） 風向 風速(m/s） 主催：

開始時（10：00） 晴 33 53 北北東 1.4 総務： 吉田　克久

正　　午 晴 35 45 北東 1.9 記録主任： 栗山　真治

終了時（15：00） 雨 25 88 北北東 1.5 ﾄﾗｯｸ競技審判長： 山本　博司

開始時（9：00） 晴 31.5 60 北北東 0.3 跳躍競技審判長： 氏野　修次

正　　午 晴 33 58 北東 1.8 投擲競技審判長： 井上　英典

終了時（1７：00） 晴 32 61 北 1.4 招集所審判長： 片山　隆博

※大会１日目　競技途中に大雨洪水警報が発令され中止となる 混成競技審判長： 鳥井　昇
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一般財団法人和歌山陸上競技協会

男子 　第３回和歌山陸上競技記録会(高校３年生)
20２０年８月２２日（土）・２３日（日）

　 男子　成績一覧表 紀三井寺公園陸上競技場（競技場ｺｰﾄﾞ：301010）
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日付 参加者 種目
堂西　愛加(3)  12.43 (+1.6) 中村　紗也(3)  12.45 (+1.6) 中野　悠菜(3)  13.21 (+1.6) 福田　千夏(3)  13.51 (+0.9) 寒川　陽菜(3)  13.69 (+0.9) 右田　麻耶子(3)  13.72 (+1.6) 中本　さくら(3)  14.04 (+0.9)

和歌山北 和歌山 和歌山北 星林 南部 星林 星林
堂西　愛加(3)  25.98 (-0.4) 中村　紗也(3)  26.29 (-0.4) 中野　悠菜(3)  27.61 (-0.4) 福田　千夏(3)  28.49 (-0.4) 右田　麻耶子(3)  28.56 (-0.4)

和歌山北 和歌山 和歌山北 星林 星林
木下　美咲(3)  2:37.63
海南
楠本　凪(3)  4:49.00 福居　夏帆(3)  4:53.86 前岩　佑奈(3)  5:24.17 岡田　結衣(3)  5:33.34
智辯和歌山 智辯和歌山 南部 南部
楠本　凪(3)  10:12.46 福居　夏帆(3)  10:19.93 前岩　佑奈(3)  11:31.07 岡田　結衣(3)  11:57.31
智辯和歌山 智辯和歌山 南部 南部
城　まなみ(3)  15.20 (-0.4) 坂本　恵(3)  16.03 (-0.4)

那賀 神島
日根　千晴(3)  w5.52 (+2.9) 稲谷　凪紗(3)  w5.27 (+3.6) 出立　風佳(3)  4.82 (+0.3) 城田　夏生(3)  w4.38 (+2.7)

桐蔭 公認4.89(+0.6) 桐蔭 公認5.11(+0.9) 日高 和歌山工 公認4.37(+1.5)

南方　美羽(3)  11.55 (+0.5) 城田　夏生(3)  8.86 (-1.7)

和歌山北 和歌山工
垣内　優里(3)  12.53 岡室　さくら(3)  12.08
海南 神島
山原　優(3)  44.43
和歌山北
野間　名津巳(3)  41.76
和歌山北

主催：

総務： 吉田　克久

天候 気温（℃） 湿度（％） 風向 風速(m/s） 記録主任： 栗山　真治

開始時（10：00） 晴 33 53 北北東 1.4 ﾄﾗｯｸ競技審判長： 山本　博司

正　　午 晴 35 45 北東 1.9 跳躍競技審判長： 氏野　修次

終了時（15：00） 雨 25 88 北北東 1.5 投擲競技審判長： 井上　英典

開始時（9：00） 晴 31.5 60 北北東 0.3 招集所審判長： 片山　隆博

正　　午 晴 33 58 北東 1.8 混成競技審判長： 鳥井　昇

終了時（1７：00） 晴 32 61 北 1.4

※大会１日目　競技途中に大雨洪水警報が発令され中止となる
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