
2020年度

和歌山陸上競技協会

記録会
（小学生の部）

■　主催  一般財団法人和歌山陸上競技協会

期 日：2021年3月20日（土）

9時30分 競技開始

場 所：紀三井寺公園補助競技場





第１日目（20日）

【トラック競技】
招集
完了

9:00 男子 共通 400mH 1組 8:45 8:50 7名

9:10 女子 共通 400mH 1組 8:55 9:00 4名

1組‐2組 9:05 9:10

3組‐4組 9:20 9:25

5組‐7組 9:35 9:40

1組‐2組 10:05 10:10

3組 10:20 10:25

1組‐4組 10:35 10:40

5組‐8組 10:55 11:00

9組‐12組 11:10 11:15

13組‐16組 11:20 11:25

17組‐20組 11:35 11:40

21組‐24組 11:45 11:50

25組‐26組 12:00 12:05

1組‐4組 12:10 12:15

5組‐8組 12:25 12:30

9組‐12組 12:40 12:45

13組‐16組 12:55 13:00

17組‐20組 13:05 13:10

21組‐24組 13:20 13:25

25組‐28組 13:35 13:40

29組‐33組 13:50 13:55

1組‐3組 14:15 14:20

4組‐6組 14:30 14:35

1組‐3組 15:05 15:10

4組‐6組 15:25 15:30

7組‐10組 15:40 15:45

【トラック競技】(サブトラック)
招集
完了

9:30 男子 小学4年以下 1500m 2組 9:15 9:20 31名

9:50 女子 小学4年以下 1500m 1組 9:35 9:40 14名

10:00 男子 小学5年 1500m 1組 9:45 9:50 10名

10:10 男子 小学6年 1500m 1組 9:55 10:00 11名

10:20 女子 小学5年 1500m 1組 10:05 10:10 6名

10:30 女子 小学6年 1500m 1組 10:15 10:20 8名

11:00 男子 小学5年 100m 3組 10:45 10:50 23名

11:20 男子 小学6年 100m 2組 11:05 11:10 29名

11:35 女子 小学5年 100m 3組 11:20 11:25 18名

11:50 女子 小学6年 100m 5組 11:35 11:40 33名

14:00 男子 小学1年 100m 2組 13:45 13:50 10名

14:10 男子 小学2年 100m 4組 13:55 14:00 25名

14:25 男子 小学3年 100m 4組 14:10 14:15 28名

14:40 男子 小学4年 100m 5組 14:25 14:30 35名

15:00 女子 小学1年 100m 1組 14:45 14:50 7名

15:05 女子 小学2年 100m 2組 14:50 14:55 10名

15:20 女子 小学3年 100m 3組 15:05 15:10 20名

15:35 女子 小学4年 100m 4組 15:20 15:25 27名

ｴﾝﾄﾘｰ数
開始

開始時刻 種別 区分 種 目 組
招集

15:20 男子 共通 400m 10組 77名

14:30 女子 共通 400m 6組 43名

100m 33組 262名

10:50 女子 共通 100m 26組 201名

10:20 女子 共通 1500m 3組 40名

ｴﾝﾄﾘｰ数
開始

9:20 男子 共通 1500m 7組 109名

開始時刻 種別 区分 種 目 組
招集

12:25 男子 共通

競 技 日 程
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第１日目（20日）

招集 招集
開始 完了

9:30 男子 共通 走幅跳 8:50 9:00 18名

10:00 男子 共通 棒高跳 9:00 9:10 4名

男子 21名

女子 13名

男子 小学5年 走幅跳 7名

男子 小学6年 走幅跳 7名

女子 小学5年 走幅跳 8名

女子 小学6年 走幅跳 16名

14:30 女子 共通 棒高跳 13:50 14:00 3名

15:20 女子 共通 走幅跳 14:50 15:00 10名

招集 招集
開始 完了

9:30 女子 共通 円盤投 9:00 9:10 16名

男子 高校 7名

男子 1名

女子 3名

14:00 男子 中学 円盤投 13:30 13:40 10名

共通 1名

高校 11名

競技終了　１６：２０

1.5㎏

15:30 男子 円盤投 15:00 15:10
2.0kg

1.75㎏

12:00 ハンマー投 11:20 11:30

6.0㎏

共通
7.26㎏

4.0㎏

Ｂゾーン

Ｂピット

【投てき競技】

開始時刻 種別 区分 種 目 ｴﾝﾄﾘｰ数 重さ

13:00 12:30 12:40
Ｂピット

Ｃピット

14:30 14:00 14:10
Ｂピット

Ｃピット

Ｂピット

Ｂゾーン

11:30 小学4年以下 走幅跳 11:00 11:10
Ｂピット

Ｃピット

【跳躍競技】

開始時刻 種別 区分 種 目 ｴﾝﾄﾘｰ数 備考

1.0㎏

競 技 日 程
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1組 2組

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

1  1233 浜﨑　煌大 ( 1 )  藤並小学校 (　) 2  1-396 鉄羽　叶芽 ( 1 )  紀の国AC (　)

2  9062 平見　優歩 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 3  9001 出山　陽彩 ( 1 )  和歌山パラアスリートクラブ (　)

3  9042 﨑山　鉄平 ( 1 )  楠見西小学校 (　) 4  2-501 仲尾　夏樹 ( 1 )  和歌山陸上クラブ (　)

4  1-354 湯川　瑠偉 ( 1 )  紀の国AC (　) 5  9063 藤田　蓮士 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

5  9008 田伏　祐土 ( 1 )  東山東小学校 (　) 6  2001 足立　頌太 ( 1 )  楠見西小学校 (　)

6  9148 弓戸　翠 ( 1 )  広瀬小学校 (　) 7  9036 南　　宗志郎 ( 1 )  ２９SA (　)

7  1-364 寺西　和雲 ( 1 )  紀の国AC (　) 8  9061 川口　琉斗 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

8  9135 井関　凜 ( 1 )  大新小学校 (　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

2  1-363 佐々木　陽琉 ( 1 )  紀の国AC (　)

3  1-338 雜賀　裕生 ( 1 )  紀の国AC (　)

4  1-384 佐藤　遼典 ( 1 )  紀の国AC (　)

5  2-502 村上　晴信 ( 1 )  和歌山陸上クラブ (　)

6  1-353 田中　陸生 ( 1 )  紀の国AC (　)

7  9064 西野　僚太 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

8  1-389 阪本　晴悠 ( 1 )  紀の国AC (　)

(　)

1組 2組

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

2  478 尾上　功志郎 ( 2 )  のかみAC (　) 2  1-360 杉本　侑大 ( 2 )  紀の国AC (　)

3  3-867 田中　洸太 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 3  9143 白川　昇汰 ( 2 )  岩出小学校 (　)

4  2-417 齋藤　光 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　) 4  1-310 後藤　莉武 ( 2 )  紀の国AC (　)

5  2-405 清水　滉晟 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　) 5  2-393 榊　　裕宇 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　)

6  9041 竪　　雅来斗 ( 2 )  根来小学校 (　) 6  9060 井本　悠雅 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

7  2-408 上川　颯太 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　) 7  531 井上　慶祐 ( 2 )  有田JAC (　)

8  2-412 徳田　貴市 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　)

3組 4組

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

2  1-315 魚住　伊吹 ( 2 )  紀の国AC (　) 2  658 横山　幸太郎 ( 2 )  みなべAC (　)

3  9025 沖崎　優心 ( 2 )  吹上小学校 (　) 3  1-337 色谷　浩輝 ( 2 )  紀の国AC (　)

4  9017 北村　恭佑 ( 2 )  雑賀小学校 (　) 4  474 辻本　圭佑 ( 2 )  のかみAC (　)

5  9150 宮前　将人 ( 2 )  和歌山パラアスリートクラブ (　) 5  490 山﨑　奏太 ( 2 )  のかみAC (　)

6  1-361 林　　督真 ( 2 )  紀の国AC (　) 6  2-394 窪井　大智 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　)

7  9065 瀧　　翔太 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 7  412 井上　旺紀 ( 2 )  海南アスリート (　)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

1年 男子 100m

2年 男子 100m

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)
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1組 2組

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

2  1-356 津毛　颯人 ( 3 )  紀の国AC (　) 2  2-424 渡辺　侑紀 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　)

3  587 石津　亮太 ( 3 )  有田JAC (　) 3  1378 辻川　海斗 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

4  1389 上地　諒弥 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 4  1-303 馬田　樹 ( 3 )  紀の国AC (　)

5  2-425 吉田　和功 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　) 5  464 山口　隼人 ( 3 )  のかみAC (　)

6  1-368 吉田　衛心 ( 3 )  紀の国AC (　) 6  1-332 小松　長壱 ( 3 )  紀の国AC (　)

7  2-435 梅田　信輝 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　) 7  2-431 紙谷　悠良 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　)

8  1-383 辻本　太祇 ( 3 )  紀の国AC (　) 8  1-346 寺井　祥登 ( 3 )  紀の国AC (　)

3組 4組

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

2  2-428 平山　翔琉 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　) 2  9055 松井　大知 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

3  1-367 根來　慶次 ( 3 )  紀の国AC (　) 3  402 新山　王彗 ( 3 )  海南アスリート (　)

4  2-438 井上　晃太郎 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　) 4  1-351 福山　結斗 ( 3 )  紀の国AC (　)

5  2-439 樋口　結人 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　) 5  1-324 中村　宗介 ( 3 )  紀の国AC (　)

6  407 奥野　晃介 ( 3 )  海南アスリート (　) 6  9056 川端　来輝 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

7  2-433 仲尾　海琳 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　) 7  9052 上山　瑞生 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

8  1267 浜﨑　瑛大 ( 3 )  藤並小学校 (　) 8  2-440 萬代　春樹 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　)

(　)

1組 2組

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

2  2-451 堀口　莉玖 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　) 2  1-375 石橋　淳丞 ( 4 )  紀の国AC (　)

3  2-463 福田　一真 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　) 3  1-319 岡中　亮祥 ( 4 )  紀の国AC (　)

4  1188 川口　涼玖 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 4  1-317 藤井　俊輔 ( 4 )  紀の国AC (　)

5  812 白木　啓太 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 (　) 5  1535 古川　怜汰 ( 4 )  東山東小学校 (　)

6  1-381 中山　暁翔 ( 4 )  紀の国AC (　) 6  522 喜夛　弘登 ( 4 )  有田JAC (　)

7  1-306 後藤　世逢 ( 4 )  紀の国AC (　) 7  3-198 横山　藍央 ( 4 )  山崎小学校 (　)

8  1654 樹林　実 ( 4 )  ２９SA (　) 8  1393 佐古　敬史 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

3組 4組

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

2  9050 井本　桜雅 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 2  2-473 土橋　照由 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　)

3  408 井上　裕斗 ( 4 )  海南アスリート (　) 3  410 柏木　龍馬 ( 4 )  海南アスリート (　)

4  570 芝田　靖輝 ( 4 )  有田JAC (　) 4  453 東　　葵 ( 4 )  のかみAC (　)

5  1-323 神田　空汰 ( 4 )  紀の国AC (　) 5  403 新山　雄彗 ( 4 )  海南アスリート (　)

6  405 南出　煌太 ( 4 )  海南アスリート (　) 6  1-378 鉄羽　陽太 ( 4 )  紀の国AC (　)

7  572 坂井　斗哉 ( 4 )  有田JAC (　) 7  2-454 國祐　子龍 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　)

8  485 田渕　佑樹 ( 4 )  のかみAC (　) 8  1-388 谷奥　琥士郎 ( 4 )  紀の国AC (　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

3年 男子 100m

4年 男子 100m

風速 (+/-　.　m/s)
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5組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

2  1-355 森本　新士 ( 4 )  紀の国AC (　)

3  1-358 青木　琉生 ( 4 )  紀の国AC (　)

4  1-343 野手　陸斗 ( 4 )  紀の国AC (　)

5  409 張間　悠音 ( 4 )  海南アスリート (　)

6  657 前田　仁 ( 4 )  みなべAC (　)

7  659 高田　圭 ( 4 )  みなべAC (　)

8  1-322 喜多　凌雅 ( 4 )  紀の国AC (　)

1組 2組

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

1  9129 白川　諒人 ( 5 )  岩出小学校 (　) 1  1-331 杖村　侑哉 ( 5 )  紀の国AC (　)

2  2-231 井沼　孝太 ( 5 )  和歌山陸上クラブ (　) 2  505 岩木　美雄 ( 5 )  有田JAC (　)

3  9021 桑田　大翔 ( 5 )  貴志南小学校 (　) 3  1-359 芝　　航永 ( 5 )  紀の国AC (　)

4  1-312 岡本　玲哉 ( 5 )  紀の国AC (　) 4  586 石津　煌介 ( 5 )  有田JAC (　)

5  1-393 堀井　旺 ( 5 )  紀の国AC (　) 5  653 前田　壮二郎 ( 5 )  みなべAC (　)

6  444 山口　颯太 ( 5 )  のかみAC (　) 6  447 上田　悠以 ( 5 )  のかみAC (　)

7  406 南出　悠人 ( 5 )  海南アスリート (　) 7  873 松本　康佑 ( 5 )  吹上小学校 (　)

8  9033 森　　慶太 ( 5 )  岩出中央小学校 (　) 8  521 喜夛　悠斗 ( 5 )  有田JAC (　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

2  1-394 小林　衛人 ( 5 )  紀の国AC (　)

3  2-302 中田　樹希 ( 5 )  和歌山陸上クラブ (　)

4  404 小野　智矢 ( 5 )  海南アスリート (　)

5  651 寺村　大輝 ( 5 )  みなべAC (　)

6  2-313 林　　莉空 ( 5 )  和歌山陸上クラブ (　)

7  654 森　　寛太 ( 5 )  みなべAC (　)

8  1-340 山本　大翔 ( 5 )  紀の国AC (　)

1組 2組

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

2  431 二川　晴斗 ( 6 )  のかみAC (　) 2  1-352 鷹巣　充希 ( 6 )  紀の国AC (　)

3  855 馬場　朱里斗 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 3  1-395 ディアップ　慧士 ( 6 )  紀の国AC (　)

4  2-331 山本　晴海 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　) 4  1-316 佐藤　巧人 ( 6 )  紀の国AC (　)

5  9030 川上　貫太朗 ( 6 )  木本小学校 (　) 5  1-348 谷上　瑞季 ( 6 )  紀の国AC (　)

6  1-301 溝川　雄生 ( 6 )  紀の国AC (　) 6  9134 川上　裕太朗 ( 6 )  木本小学校 (　)

7  811 白木　悠成 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 (　) 7  1-333 坂下　颯次朗 ( 6 )  紀の国AC (　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

6年 男子 100m

5年 男子 100m

風速 (+/-　.　m/s)
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1組 2組

腰№ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 腰№ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

1  1-361 林　　督真 ( 2 )  紀の国AC (　) 1  456 宮下　蒼翔 ( 4 )  のかみAC (　)

2  2-424 渡辺　侑紀 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　) 2  2-469 前野　颯人 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　)

3  1-365 赤土　悠真 ( 3 )  紀の国AC (　) 3  410 柏木　龍馬 ( 4 )  海南アスリート (　)

4  407 奥野　晃介 ( 3 )  海南アスリート (　) 4  1534 齋藤　柚斗 ( 4 )  藤戸台小学校 (　)

5  1-346 寺井　祥登 ( 3 )  紀の国AC (　) 5  1-319 岡中　亮祥 ( 4 )  紀の国AC (　)

6  2-502 村上　晴信 ( 1 )  和歌山陸上クラブ (　) 6  1-355 森本　新士 ( 4 )  紀の国AC (　)

7  2-394 窪井　大智 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　) 7  657 前田　仁 ( 4 )  みなべAC (　)

8  1-351 福山　結斗 ( 3 )  紀の国AC (　) 8  1-388 谷奥　琥士郎 ( 4 )  紀の国AC (　)

9  1-360 杉本　侑大 ( 2 )  紀の国AC (　) 9  659 高田　圭 ( 4 )  みなべAC (　)

10  412 井上　旺紀 ( 2 )  海南アスリート (　) 10  403 新山　雄彗 ( 4 )  海南アスリート (　)

11  1-383 辻本　太祇 ( 3 )  紀の国AC (　) 11  405 南出　煌太 ( 4 )  海南アスリート (　)

12  658 横山　幸太郎 ( 2 )  みなべAC (　) 12  455 口広　健慎 ( 4 )  のかみAC (　)

13  1-367 根來　慶次 ( 3 )  紀の国AC (　) 13  409 張間　悠音 ( 4 )  海南アスリート (　)

14  531 井上　慶祐 ( 2 )  有田JAC (　) 14  1-358 青木　琉生 ( 4 )  紀の国AC (　)

15  587 石津　亮太 ( 3 )  有田JAC (　) 15  408 井上　裕斗 ( 4 )  海南アスリート (　)

16  570 芝田　靖輝 ( 4 )  有田JAC (　)

1組 1組

腰№ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 腰№ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

1  404 小野　智矢 ( 5 )  海南アスリート (　) 1  1-334 山本　潤 ( 6 )  紀の国AC (　)

2  1-312 岡本　玲哉 ( 5 )  紀の国AC (　) 2  2-355 岩本　悠郁斗 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　)

3  654 森　　寛太 ( 5 )  みなべAC (　) 3  431 二川　晴斗 ( 6 )  のかみAC (　)

4  438 尾上　倫太郎 ( 5 )  のかみAC (　) 4  9144 大畑　裕一朗 ( 6 )  安原小学校 (　)

5  9132 前　　春馬 ( 5 )  紀の川市AC (　) 5  9039 西岡　海風 ( 6 )  加茂川小学校 (　)

6  651 寺村　大輝 ( 5 )  みなべAC (　) 6  598 由良　心希 ( 6 )  有田JAC (　)

7  1276 辻　　海璃 ( 5 )  和佐小学校 (　) 7  813 下向　奏介 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 (　)

8  9129 白川　諒人 ( 5 )  岩出小学校 (　) 8  9101 高田　冬馬 ( 6 )  紀伊コスモス支援 (　)

9  653 前田　壮二郎 ( 5 )  みなべAC (　) 9  1-313 中井　新太 ( 6 )  紀の国AC (　)

10  2-313 林　　莉空 ( 5 )  和歌山陸上クラブ (　) 10  430 北畑　遥都 ( 6 )  のかみAC (　)

11  1-316 佐藤　巧人 ( 6 )  紀の国AC (　)

4年以下 男子 1500m

5年 男子 1500m 6年 男子 1500m

-7 -



試技順 No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 試技順 No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

1  1-383 辻本　太祇 ( 3 )  紀の国AC (　) 1  873 松本　康佑 ( 5 )  吹上小学校 (　)

2  1-389 阪本　晴悠 ( 1 )  紀の国AC (　) 2  447 上田　悠以 ( 5 )  のかみAC (　)

3  464 山口　隼人 ( 3 )  のかみAC (　) 3  1-394 小林　衛人 ( 5 )  紀の国AC (　)

4  1-384 佐藤　遼典 ( 1 )  紀の国AC (　) 4  9021 桑田　大翔 ( 5 )  貴志南小学校 (　)

5  3-198 横山　藍央 ( 4 )  山崎小学校 (　) 5  9033 森　　慶太 ( 5 )  岩出中央小学校 (　)

6  1-323 神田　空汰 ( 4 )  紀の国AC (　) 6  406 南出　悠人 ( 5 )  海南アスリート (　)

7  9042 﨑山　鉄平 ( 1 )  楠見西小学校 (　) 7  444 山口　颯太 ( 5 )  のかみAC (　)

8  1378 辻川　海斗 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

9  1-356 津毛　颯人 ( 3 )  紀の国AC (　)

10  572 坂井　斗哉 ( 4 )  有田JAC (　)

11  1-381 中山　暁翔 ( 4 )  紀の国AC (　)

試技順 No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

1  1-395 ディアップ　慧士 ( 6 )  紀の国AC (　)

2  811 白木　悠成 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 (　)

3  855 馬場　朱里斗 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

4  1-352 鷹巣　充希 ( 6 )  紀の国AC (　)

5  2-331 山本　晴海 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　)

6  1-304 後藤　玖音 ( 6 )  紀の国AC (　)

7  1-316 佐藤　巧人 ( 6 )  紀の国AC (　)

4年以下 男子 走幅跳 5年 男子 走幅跳

6年　男子走幅跳

-8 -



1組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

2  1-351 舩谷　彩華 ( 1 )  紀の国AC (　)

3  9059 平尾　愛莉 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

4  1-315 中谷　唱乃 ( 1 )  紀の国AC (　)

5  1656 芝　　春乃 ( 1 )  和歌山パラアスリートクラブ (　)

6  9057 関　　千遥 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

7  1-321 矢田　千紗 ( 1 )  紀の国AC (　)

8  1-349 湯川　瑠夏 ( 1 )  紀の国AC (　)

1組 2組

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

2  2-407 國祐　彩名 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　) 2  2-406 富﨑　叶愛子 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　)

3  2-392 北村　結夢 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　) 3  488 森木　香湖 ( 2 )  のかみAC (　)

4  9137 福田　紗良 ( 2 )  西和佐小学校 (　) 4  1-343 小林　結芽 ( 2 )  紀の国AC (　)

5  3-855 岡本　彩芽 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 5  3-857 前田　愛結 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

6  420 池原　杏里 ( 2 )  海南アスリート (　) 6  1-355 石橋　優菜 ( 2 )  紀の国AC (　)

1組 2組

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

2  1-350 上野山　音羽 ( 3 )  紀の国AC (　) 2  9053 西　　泉妃 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

3  1-326 松村　怜奈 ( 3 )  紀の国AC (　) 3  1-365 南　　和花 ( 3 )  紀の国AC (　)

4  1397 辻川　心愛 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 4  9130 弓戸　蘭奈 ( 3 )  広瀬小学校 (　)

5  1-338 平林　明莉 ( 3 )  紀の国AC (　) 5  1533 西平　綾花 ( 3 )  笠田小学校 (　)

6  1-340 島田　花 ( 3 )  紀の国AC (　) 6  1-399 南方　萌愛 ( 3 )  紀の国AC (　)

7  1-362 岩本　麗良 ( 3 )  紀の国AC (　) 7  470 三宅　望未 ( 3 )  のかみAC (　)

8  507 岩木　妃乃 ( 3 )  有田JAC (　) 8  1-367 村田　結菜 ( 3 )  紀の国AC (　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

2  2-437 髙山　蛍 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　)

3  2-441 保田　紗那 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　)

4  9031 南　　采花 ( 3 )  ２９SA (　)

5  2-421 西川　莉結 ( 3 )  和歌山陸上クラブ (　)

6  1-375 山口　陽花 ( 3 )  紀の国AC (　)

7  471 野上　怜愛 ( 3 )  のかみAC (　)

3年 女子 100m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

1年 女子 100m

風速 (+/-　.　m/s)

2年 女子 100m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)
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1組 2組

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

2  1-352 野田　明希 ( 4 )  紀の国AC (　) 2  1-318 瀧本　湖子 ( 4 )  紀の国AC (　)

3  1-345 岩井　優奈 ( 4 )  紀の国AC (　) 3  461 辻村　季咲 ( 4 )  のかみAC (　)

4  459 小川　笑凜 ( 4 )  のかみAC (　) 4  2-456 古澤　帆波 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　)

5  1-317 中谷　柚巴 ( 4 )  紀の国AC (　) 5  1-389 梛　　莉銘 ( 4 )  紀の国AC (　)

6  813 塩崎　莉乃亜 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 (　) 6  502 赤松　真帆 ( 4 )  有田JAC (　)

7  1-339 雜賀　柚佳 ( 4 )  紀の国AC (　) 7  2-452 棟保　詩歩 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　)

8  1-311 中村　継美 ( 4 )  紀の国AC (　) 8  1191 安藤　愛莉 ( 4 )  雑賀小学校 (　)

3組 4組

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

2  2-453 西川　優来 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　) 2  9038 沖崎　愛 ( 4 )  吹上小学校 (　)

3  1-332 谷上　莉瑚 ( 4 )  紀の国AC (　) 3  1-356 幡井　璃愛 ( 4 )  紀の国AC (　)

4  2-464 富﨑　深華子 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　) 4  2-461 山本　陽香 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　)

5  2-460 泉　　優月 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　) 5  460 上村　莉愛 ( 4 )  のかみAC (　)

6  1-357 佐藤　莉唯奈 ( 4 )  紀の国AC (　) 6  870 前田　結菜 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

7  1-310 榎本　優音 ( 4 )  紀の国AC (　) 7  2-473 田井　里奈 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　)

8  1-344 寺西　彩笑 ( 4 )  紀の国AC (　)

1組 2組

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

2  1-301 隠塚　帆乃花 ( 5 )  紀の国AC (　) 2  9048 南　　佳那 ( 5 )  ２９SA (　)

3  428 愛宕　花梨 ( 5 )  海南アスリート (　) 3  1-361 板矢　瑞規 ( 5 )  紀の国AC (　)

4  1-342 岡本　日菜子 ( 5 )  紀の国AC (　) 4  1392 大谷　明依 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

5  2-312 木戸　理央音 ( 5 )  和歌山陸上クラブ (　) 5  1-328 舩谷　咲良 ( 5 )  紀の国AC (　)

6  2-314 小原　漣音 ( 5 )  和歌山陸上クラブ (　) 6  9049 坂口　こころ ( 5 )  ２９SA (　)

7  1-391 寺井　彩華 ( 5 )  紀の国AC (　) 7  1-305 前岡　成 ( 5 )  紀の国AC (　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

2  2-311 上川　瑞葵 ( 5 )  和歌山陸上クラブ (　)

3  1100 畑　　ゆずき ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

4  1120 上田　真央奈 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

5  1-319 北野　明奈 ( 5 )  紀の国AC (　)

6  2-317 吉野　美音 ( 5 )  和歌山陸上クラブ (　)

7  1132 岡本　穂香 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

風速 (+/-　.　m/s)

4年 女子 100m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

5年 女子 100m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)
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1組 2組

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

2  2-356 堂山　怜香 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　) 2  665 石丸　万葉 ( 6 )  みなべAC (　)

3  1-309 田中　希歩 ( 6 )  紀の国AC (　) 3  434 吉本　朱里 ( 6 )  のかみAC (　)

4  1-380 山際　伶美 ( 6 )  紀の国AC (　) 4  666 高田　夏帆 ( 6 )  みなべAC (　)

5  1280 古谷　優奈 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　) 5  2-342 室谷　珠紀 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　)

6  2-333 東山　莉子 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　) 6  1531 中谷　莉万 ( 6 )  有功小学校 (　)

7  857 浅見　真白 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 7  3-180 瀧川　真奈未 ( 6 )  山崎小学校 (　)

8  1-378 中山　琴望 ( 6 )  紀の国AC (　) 8  2-350 若松　亜依 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　)

3組 4組

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

2  433 野上　悠亜 ( 6 )  のかみAC (　) 2  668 玉置　莉奈 ( 6 )  みなべAC (　)

3  1119 中原　愛莉 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 3  1-327 菖蒲奥　妃羅 ( 6 )  紀の国AC (　)

4  2-334 久保　玲奈 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　) 4  1-322 郡司　香々菜 ( 6 )  紀の国AC (　)

5  3-860 馬場　萌里沙 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 5  3-870 関　　明香里 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

6  436 田渕　悠乃 ( 6 )  のかみAC (　) 6  2-241 髙山　雫 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　)

7  2-346 坂口　愛依 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　) 7  2-349 山本　留璃 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　)

8  1379 上地　悠加 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

5組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

2  2-357 坂下　満琉 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　)

3  5-103 横山　美空 ( 6 )  山崎小学校 (　)

4  867 畑　　さくら ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

5  6-684 長濵　乃彩 ( 6 )  由良AC (　)

6  435 上村　心愛 ( 6 )  のかみAC (　)

7  1-314 山際　那美 ( 6 )  紀の国AC (　)

1組 1組

腰№ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 腰№ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

1  1-344 寺西　彩笑 ( 4 )  紀の国AC (　) 1  512 山家　三奈 ( 5 )  有田JAC

2  9005 橋崎　真琳 ( 4 )  Team　Arai (　) 2  673 安田　彩乃 ( 5 )  みなべAC

3  420 池原　杏里 ( 2 )  海南アスリート (　) 3  9035 口井　菜暖 ( 5 )  北野上小学校

4  1656 芝　　春乃 ( 1 )  和歌山パラアスリートクラブ (　) 4  1-333 鍋嶌　あいむ ( 5 )  紀の国AC

5  1-357 佐藤　莉唯奈 ( 4 )  紀の国AC (　) 5  669 野中　千裕 ( 5 )  みなべAC

6  9051 平尾　優愛 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 6  1392 大谷　明依 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ

7  1-345 岩井　優奈 ( 4 )  紀の国AC (　)

8  9026 齋藤　有紗 ( 2 )  藤戸台小学校 (　)

9  1-341 井戸　志歩香 ( 3 )  紀の国AC (　)

10  9032 大畑　結愛 ( 4 )  安原小学校 (　)

11  1-362 岩本　麗良 ( 3 )  紀の国AC (　)

12  1-373 西澤　杏 ( 1 )  紀の国AC (　)

13  2-473 田井　里奈 ( 4 )  和歌山陸上クラブ(　)

14  1-334 西澤　蘭 ( 3 )  紀の国AC (　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

5年 女子 1500m4年以下 女子 1500m

6年 女子 100m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)
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1組

腰№ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

1  9133 山鷲　虹羽 ( 6 )  亀川小学校 (　)

2  1-346 吉村　弥依 ( 6 )  紀の国AC (　)

3  1190 竪　　心結乃 ( 6 )  根来小学校 (　)

4  6-684 長濵　乃彩 ( 6 )  由良AC (　)

5  9046 三枝　由奈 ( 6 )  田中小学校 (　)

6  1-335 中前　海莉 ( 6 )  紀の国AC (　)

7  1-309 田中　希歩 ( 6 )  紀の国AC (　)

8  1-324 大村　凛 ( 6 )  紀の国AC (　)

試技順 No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 試技順 No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

1  2-461 山本　陽香 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　) 8  2-407 國祐　彩名 ( 2 )  和歌山陸上クラブ (　)

2  471 野上　怜愛 ( 3 )  のかみAC (　) 9  470 三宅　望未 ( 3 )  のかみAC (　)

3  2-456 古澤　帆波 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　) 10  1-332 谷上　莉瑚 ( 4 )  紀の国AC (　)

4  813 塩崎　莉乃亜 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 (　) 11  1-367 村田　結菜 ( 3 )  紀の国AC (　)

5  1-339 雜賀　柚佳 ( 4 )  紀の国AC (　) 12  1-357 佐藤　莉唯奈 ( 4 )  紀の国AC (　)

6  1-338 平林　明莉 ( 3 )  紀の国AC (　) 13  1-365 南　　和花 ( 3 )  紀の国AC (　)

7  2-460 泉　　優月 ( 4 )  和歌山陸上クラブ (　)

試技順 No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 試技順 No. 競技者名 学年 所属 順位 記録

1  669 野中　千裕 ( 5 )  みなべAC (　) 1  5-103 横山　美空 ( 6 )  山崎小学校 (　)

2  1-328 舩谷　咲良 ( 5 )  紀の国AC (　) 2  1-378 中山　琴望 ( 6 )  紀の国AC (　)

3  673 安田　彩乃 ( 5 )  みなべAC (　) 3  436 田渕　悠乃 ( 6 )  のかみAC (　)

4  1120 上田　真央奈 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　) 4  1190 竪　　心結乃 ( 6 )  根来小学校 (　)

5  1-342 岡本　日菜子 ( 5 )  紀の国AC (　) 5  2-346 坂口　愛依 ( 6 )  和歌山陸上クラブ (　)

6  428 愛宕　花梨 ( 5 )  海南アスリート (　) 6  668 玉置　莉奈 ( 6 )  みなべAC (　)

7  1-305 前岡　成 ( 5 )  紀の国AC (　) 7  434 吉本　朱里 ( 6 )  のかみAC (　)

8  1-301 隠塚　帆乃花 ( 5 )  紀の国AC (　) 8  433 野上　悠亜 ( 6 )  のかみAC (　)

9  3-870 関　明香里 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

10  1-380 山際　伶美 ( 6 )  紀の国AC (　)

11  666 高田　夏帆 ( 6 )  みなべAC (　)

12  665 石丸　万葉 ( 6 )  みなべAC (　)

13  1-327 菖蒲奥　妃羅 ( 6 )  紀の国AC (　)

14  1119 中原　愛莉 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ (　)

15  1-314 山際　那美 ( 6 )  紀の国AC (　)

16  1-322 郡司　香々菜 ( 6 )  紀の国AC (　)

6年 女子 1500m

4年以下 女子 走幅跳

5年 女子 走幅跳 6年 女子 走幅跳
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