
【男子の部】

種目
湯川　瑠偉(1)  16.63 (+1.8) 田伏　祐土(1)  17.38 (+1.8) 﨑山　鉄平(1)  17.42 (+1.8) 弓戸　翠(1)  17.57 (+1.8) 寺西　和雲(1)  17.59 (+1.8) 佐々木　陽琉(1)  17.83 (+0.7) 田中　陸生(1)  17.88 (+0.7) 藤田　蓮士(1)  18.03 (+0.7)

紀の国AC 東山東小学校 楠見西小学校 広瀬小学校 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ

田中　洸太(2)  16.18 (+0.2) 上川　颯太(2)  16.63 (+0.2) 清水　滉晟(2)  16.68 (+0.2) 徳田　貴市(2)  16.72 (+0.2) 尾上　功志郎(2)  16.76 (+0.2) 山﨑　奏太(2)  16.77 (+0.5) 齋藤　光(2)  16.81 (+0.2)

野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ のかみAC のかみAC 和歌山陸上クラブ

白川　昇汰(2)  16.77 (+0.3) 竪　雅来斗(2)  16.81 (+0.2)

岩出小学校 根来小学校

吉田　衛心(3)  15.21 (+0.8) 上地　諒弥(3)  15.50 (+0.8) 吉田　和功(3)  15.56 (+0.8) 石津　亮太(3)  16.07 (+0.8) 山口　隼人(3)  16.15 (+1.5) 辻川　海斗(3)  16.39 (+1.5) 渡辺　侑紀(3)  16.42 (+1.5) 小松　長壱(3)  16.47 (+1.5)

紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 有田JAC のかみAC 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 紀の国AC

白木　啓太(4)  14.58 (+1.2) 土橋　照由(4)  14.76 (-0.3) 福田　一真(4)  14.99 (+1.2) 川口　涼玖(4)  15.05 (+1.2) 後藤　世逢(4)  15.38 (+1.2) 樹林　実(4)  15.54 (+1.2) 井上　裕斗(4)  15.59 (+1.3) 堀口　莉玖(4)  15.71 (+1.2)

那智勝浦スポーツ少年団 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC ２９SA 海南アスリート 和歌山陸上クラブ

岡本　玲哉(5)  13.77 (+1.4) 山口　颯太(5)  13.89 (+1.4) 森　慶太(5)  14.23 (+1.4) 堀井　旺(5)  14.28 (+1.4) 桑田　大翔(5)  14.46 (+1.4) 南出　悠人(5)  14.61 (+1.4) 井沼　孝太(5)  14.81 (+1.4) 前田　壮二郎(5)  15.01 (+1.5)

紀の国AC のかみAC 岩出中央小学校 紀の国AC 貴志南小学校 海南アスリート 和歌山陸上クラブ みなべAC

溝川　雄生(6)  12.40 (+0.4) 白木　悠成(6)  13.07 (+0.4) 川上　貫太朗(6)  13.19 (+0.4) 坂下　颯次朗(6)  13.52 (+1.9) 川上　裕太朗(6)  13.58 (+1.9) ディアップ　慧士(6)  14.05 (+1.9) 二川　晴斗(6)  14.07 (+0.4)

紀の国AC 那智勝浦スポーツ少年団 木本小学校 紀の国AC 木本小学校 紀の国AC のかみAC

馬場　朱里斗(6)  13.19 (+0.4)

野崎Ｔ＆Ｆ

齋藤　柚斗(4)  5:42.87 芝田　靖輝(4)  5:47.40 赤土　悠真(3)  5:47.46 口広　健慎(4)  5:49.88 寺井　祥登(3)  5:53.94 渡辺　侑紀(3)  5:56.44 岡中　亮祥(4)  5:58.17 井上　裕斗(4)  6:00.63

藤戸台小学校 有田JAC 紀の国AC のかみAC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 海南アスリート

前　春馬(5)  5:06.55 尾上　倫太郎(5)  5:09.11 岡本　玲哉(5)  5:23.73 寺村　大輝(5)  5:27.09 森　寛太(5)  5:31.00 前田　壮二郎(5)  5:40.96 辻　海璃(5)  5:46.72 白川　諒人(5)  6:08.28

紀の川市AC のかみAC 紀の国AC みなべAC みなべAC みなべAC 和佐小学校 岩出小学校

下向　奏介(6)  4:59.06 岩本　悠郁斗(6)  5:05.00 佐藤　巧人(6)  5:05.72 西岡　海風(6)  5:05.80 大畑　裕一朗(6)  5:06.57 北畑　遥都(6)  5:11.93 由良　心希(6)  5:17.39 高田　冬馬(6)  5:24.38

那智勝浦スポーツ少年団 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 加茂川小学校 安原小学校 のかみAC 有田JAC 紀伊コスモス支援

土橋　照由(4)  3.70 (+1.4) 白木　啓太(4)  3.63 (-1.4) 吉田　衛心(3)  w3.43 (+3.2) 上地　諒弥(3)  3.30 (-0.4) 横山　藍央(4)  3.22 (+0.6) 神田　空汰(4)  3.14 (0.0) 津毛　颯人(3)  2.96 (+1.7) 山口　隼人(3)  2.88 (+0.2)

和歌山陸上クラブ 那智勝浦スポーツ少年団 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 山崎小学校 紀の国AC 紀の国AC のかみAC

山口　颯太(5)  4.71 (-0.1) 森　慶太(5)  4.26 (+1.2) 南出　悠人(5)  4.05 (+0.6) 上田　悠以(5)  3.76 (+0.9) 松本　康佑(5)  3.40 (+1.8) 小林　衛人(5)  2.66 (+1.1)

のかみAC 岩出中央小学校 海南アスリート のかみAC 吹上小学校 紀の国AC

山本　晴海(6)  5.66 (+1.3) 馬場　朱里斗(6)  4.42 (+0.6) 後藤　玖音(6)  4.42 (+1.5) 白木　悠成(6)  4.31 (+1.6) 佐藤　巧人(6)  4.05 (-0.5) 鷹巣　充希(6)  4.05 (+1.1) ディアップ　慧士(6)  4.05 (+1.8)

和歌山陸上クラブ 県小学生タイ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 那智勝浦スポーツ少年団 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在） 総　　　　務：山本　宜史　　　審判長：山本　博司
天候 温度 風向 風速 湿度 記  録  主  任：栗山　真治
晴 20℃ 南東 1.6ｍ/s 42% 　296名（男163名　女133名）
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【女子の部】

種目

中谷　唱乃(1)  16.99 (+1.1) 芝　春乃(1)  17.85 (+1.1) 矢田　千紗(1)  18.25 (+1.1) 関　千遥(1)  18.45 (+1.1) 湯川　瑠夏(1)  19.01 (+1.1) 平尾　愛莉(1)  19.22 (+1.1) 舩谷　彩華(1)  20.83 (+1.1)

紀の国AC 和歌山パラアスリートクラブ 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC

福田　紗良(2)  15.89 (+1.4) 森木　香湖(2)  w16.41 (+2.4) 北村　結夢(2)  16.70 (+1.4) 國祐　彩名(2)  16.79 (+1.4) 岡本　彩芽(2)  17.62 (+1.4) 小林　結芽(2)  w17.89 (+2.4) 石橋　優菜(2)  w18.12 (+2.4) 池原　杏里(2)  18.62 (+1.4)

西和佐小学校 のかみAC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 紀の国AC 海南アスリート

島田　花(3)  16.68 (-1.6) 平林　明莉(3)  16.78 (-1.6) 南方　萌愛(3)  17.05 (-0.8) 岩木　妃乃(3)  17.18 (-1.6) 上野山　音羽(3)  17.21 (-1.6) 岩本　麗良(3)  17.22 (-1.6) 髙山　蛍(3)  17.50 (+1.0) 保田　紗那(3)  17.64 (+1.0)

紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 有田JAC 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ

山口　陽花(3)  17.64 (+1.0)

紀の国AC

弓戸　蘭奈(3)  17.64 (-0.8)

広瀬小学校

小川　笑凜(4)  14.80 (-1.1) 棟保　詩歩(4)  15.15 (+0.1) 辻村　季咲(4)  15.40 (+0.1) 中谷　柚巴(4)  15.64 (-1.1) 岩井　優奈(4)  15.72 (-1.1) 塩崎　莉乃亜(4)  15.78 (-1.1) 瀧本　湖子(4)  15.91 (+0.1) 沖崎　愛(4)  16.13 (-1.4)

のかみAC 和歌山陸上クラブ のかみAC 紀の国AC 紀の国AC 那智勝浦スポーツ少年団 紀の国AC 吹上小学校

愛宕　花梨(5)  w13.89 (+2.3) 小原　漣音(5)  w13.91 (+2.3) 舩谷　咲良(5)  w14.60 (+2.9) 大谷　明依(5)  w14.70 (+2.9) 寺井　彩華(5)  w14.74 (+2.3) 板矢　瑞規(5)  w15.16 (+2.9) 隠塚　帆乃花(5)  w15.26 (+2.3) 坂口　こころ(5)  w15.55 (+2.9)

海南アスリート 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC ２９SA

田中　希歩(6)  13.85 (+0.9) 中山　琴望(6)  13.92 (+0.9) 中谷　莉万(6)  w13.94 (+2.3) 古谷　優奈(6)  14.02 (+0.9) 郡司　香々菜(6)  14.05 (+1.7) 東山　莉子(6)  14.12 (+0.9) 浅見　真白(6)  14.22 (+0.9) 堂山　怜香(6)  14.31 (+0.9)

紀の国AC 紀の国AC 有功小学校 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ

岩井　優奈(4)  5:57.55 橋崎　真琳(4)  6:03.40 岩本　麗良(3)  6:07.74 西澤　蘭(3)  6:15.92 寺西　彩笑(4)  6:18.31 佐藤　莉唯奈(4)  6:22.94 大畑　結愛(4)  6:27.18 西澤　杏(1)  6:29.09

紀の国AC Team　Arai 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 安原小学校 紀の国AC

大谷　明依(5)  5:24.00 口井　菜暖(5)  5:27.49 安田　彩乃(5)  5:49.42 山家　三奈(5)  6:03.97 野中　千裕(5)  7:05.56 鍋嶌　あいむ(5)  7:21.50

野崎Ｔ＆Ｆ 北野上小学校 みなべAC 有田JAC みなべAC 紀の国AC

吉村　弥依(6)  5:01.43 中前　海莉(6)  5:03.17 長濵　乃彩(6)  5:18.37 山鷲　虹羽(6)  5:23.11 三枝　由奈(6)  5:37.03 田中　希歩(6)  5:57.33 大村　凛(6)  6:10.79

紀の国AC 紀の国AC 由良AC 亀川小学校 田中小学校 紀の国AC 紀の国AC

塩崎　莉乃亜(4)  3.54 (+1.5) 泉　優月(4)  2.98 (+2.0) 三宅　望未(3)  2.95 (+1.4) 佐藤　莉唯奈(4)  2.90 (+1.4) 平林　明莉(3)  2.90 (+0.6) 谷上　莉瑚(4)  2.85 (+1.1) 國祐　彩名(2)  2.81 (-0.2) 古澤　帆波(4)  2.78 (-0.5)

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

愛宕　花梨(5)  4.23 (+0.9) 安田　彩乃(5)  3.67 (+0.2) 前岡　成(5)  3.58 (+0.2) 野中　千裕(5)  3.45 (+0.4) 舩谷　咲良(5)  3.43 (-0.2) 隠塚　帆乃花(5)  3.35 (-0.7) 上田　真央奈(5)  2.71 (+0.5)

海南アスリート みなべAC 紀の国AC みなべAC 紀の国AC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ

郡司　香々菜(6)  4.36 (-0.6) 吉本　朱里(6)  4.11 (-0.6) 石丸　万葉(6)  3.92 (+0.4) 中山　琴望(6)  3.84 (+0.1) 関　明香里(6)  3.80 (-0.3) 中原　愛莉(6)  3.74 (+0.5) 坂口　愛依(6)  3.57 (-0.5) 横山　美空(6)  3.56 (+0.7)

紀の国AC のかみAC みなべAC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 山崎小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在） 総　　　　務：山本　宜史　　　審判長：山本　博司
天候 温度 風向 風速 湿度 記  録  主  任：栗山　真治
晴 20℃ 南東 1.6ｍ/s 42% 　296名（男163名　女133名）
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日付 種目

山田　晃佑(2)  10.90 (-1.0) 南　敦也(2)  11.01 (-1.0) 廣谷　帝紀  11.05 (-1.0) 岡本　悠弥(1)  11.08 (-0.8) 藤野　大翔(2)  11.09 (-1.0) 今井　秀晃  11.17 (-1.0) 中嶋　一登  11.21 (-1.0) 上田　敦貴(2)  11.33 (-0.8)

和歌山北 日高 W.A.S 和歌山工 橋本 29SA 和歌山陸協 向陽

林　久遠(1)  49.66 高倉　亮太(2)  50.41 髙橋　正汰(2)  50.85 野崎　景勝(2)  52.13 冨松　時人(1)  52.84 長谷川　倖生(1)  53.04 山本　季慎(2)  53.17 山下　拓晃(2)  53.28

和歌山工 和歌山商 初芝橋本 星林 近大和歌山 星林 和歌山北 和歌山工

向井　空海(3)  4:04.75 中西　悠吏(1)  4:05.88 福島　直樹(3)  4:06.50 三原　涼雅(1)  4:06.73 谷本　大祥(2)  4:07.18 谷口　博紀  4:09.91 中村　洋慧(1)  4:10.38 惠中　春斗(1)  4:11.60

和歌山北 和歌山北 河北中 日高 和歌山工 和歌山陸協 和歌山北 和歌山北

森井　健心(2)  57.15 竹中　風優(2)  59.94 辻　健吾(1)  1:01.19 平岩　晃生(1)  1:01.51 森山　大輝(1)  1:05.64 中西　正太  1:11.82 堂野前　玲乙(1)  1:15.15

向陽 熊野 海南 熊野 和歌山商 W.A.S 和歌山工

水口　智貴(2)  4.60 福井　誠大(2)  3.70 田中　一聖(1)  3.70 前中　颯斗(2)  3.50

近大和歌山 近大和歌山 桐蔭 近大和歌山中

宮本　照久(2)  6.54 (-0.1) 薗田　琉維(1)  6.53 (+0.6) 井田　一季(2)  6.41 (+0.6) 濱口　遥規  6.09 (-0.2) 古久保　壮舞(2)  6.05 (+0.4) 野瀬　大稀(2)  6.01 (-0.1) 永浜　航佑(1)  5.98 (+0.5) 塩路　添真(2)  5.98 (+0.4)

桐蔭 和歌山北 熊野 W.A.S 熊野 笠田 和歌山商 和歌山北

箕浦　聡哉  23.91
近大生物理工・和歌山

北亦　将成  61.31

W.A.S

稲垣　快飛(3)  25.59 森　颯良(2)  19.33 渡里　将也(2)  19.17 阿部　徳太朗(2)  19.07 小伏　祐成(2)  17.90 國部　　佑心(1)  16.41 澤村　元(2)  16.15 田川　大悟(2)  15.76

粉河中 河西中 開智中 明和中 高積中 城東中 紀見北中 紀見北中

小林　聖(2)  39.06 岩城　結太(1)  36.83 古川　貴進(1)  35.84 川口　翔(2)  35.34 久木　一星(2)  35.14 増本　航弥(2)  29.41 松本　真拓(2)  29.07 寒川　瑛平(2)  28.81

紀央館 紀央館 箕島 紀央館 和歌山北 星林 紀央館 和歌山商

松本　真拓(2)  38.96 滝川　樹(1)  35.73 大島　ブルースリー(1)  34.73 川口　翔(2)  32.96

紀央館 海南 海南 紀央館

20日（土）ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在）　21日（日）は8時50分に雨天中止となる。 総　　　　務：山本　宜史　　　トラック審判長：山本　博司
天候 温度 風向 風速 湿度 記  録  主  任：栗山　真治
晴 20℃ 南東 1.6ｍ/s 42%

紀三井寺公園陸上競技場

w (wind assist) : 追風参考

主催：和歌山陸上競技協会

2020年度　和歌山陸上競技協会記録会
大会コード：21300311 2021年3月20日（土）－21日（日）

3月20日 円盤投

3月20日 ﾊﾝﾏｰ投

3月20日 円盤投

高校男子 3月21日 砲丸投

3月21日 走幅跳

3月21日 砲丸投

3月21日 やり投

中学男子 3月21日 110mH

3月20日 円盤投

3月20日 ﾊﾝﾏｰ投

3月21日 三段跳

3月21日 砲丸投

3月20日 棒高跳

3月20日 走幅跳

3月20日 400mH

3月21日 走高跳

3月21日 110mH

3月21日 300mH

3月21日 3000m

3月21日 5000m

3月21日 800m

3月20日 1500m

3月21日 300m

3月20日 400m

7位 8位

共通男子 3月20日 100m

3位 4位 5位 6位

3月21日 200m

1位 2位



日付 種目

坂本　実南(3)  12.30 (-1.9) 福井　有香(3)  12.56 (-1.9) 上野山　真白(1)  12.96 (-1.9) 成川　咲菜(3)  12.99 (-1.9) 池田　亜里紗(2)  13.01 (-0.3) 竹中　瑞貴(2)  13.14 (-1.9) 藤木　志保(1)  13.16 (-1.9) 中俣　真菜美(1)  13.18 (-0.9)

貴志中 桐蔭中 和歌山北 下津第二中 和歌山商 星林 桐蔭 海南

中井　乙未(2)  59.94 三上　菜乃花(2)  1:00.88 池田　亜里紗(2)  1:01.39 赤井　希光(2)  1:01.47 東本　佳依(3)  1:01.59 山田　祐衣(2)  1:02.08 前原　愛菜(2)  1:02.29 末廣　千愛(2)  1:03.17

和歌山北 星林 和歌山商 橋本 古佐田丘中 笠田 初芝橋本 海南

大川　菜々美(1)  4:49.73 山本　実那(2)  4:55.08 柏木　遥(2)  4:57.17 児玉　みのり(1)  4:58.09 細野　実由(2)  4:58.32 濵　芹奈(2)  5:02.35 西谷　美咲(2)  5:06.67 岡　心実(2)  5:10.38

和大附中 耐久 向陽 古佐田丘中 海南 亀川中 向陽 下津第二中

赤井　希光(2)  1:06.77 吉田　風夏(2)  1:12.22 藤井　美乃莉(1)  1:13.88 津村　朱梨(1)  1:15.84

橋本 和歌山商 那賀 和歌山商

臼井　晴香(3)  3.40 田畑　奈都希(1)  3.30

神戸大・和歌山 神戸大・和歌山

小西　那々花(2)  w4.99 (+2.9) 辻岡　美咲(2)  4.93 (+2.0) 中俣　真菜美(1)  4.90 (-0.6) 村田　梨夏(2)  4.72 (+0.9) 九鬼　那柚(1)  4.49 (-0.2)

向陽 和歌山北 海南 和歌山商 海南

阪本　海月華(1)  33.49 岡本　月菜(2)  28.82 井上　遥陽(2)  28.04 藤木　心愛(1)  24.32 西村　彩(1)  21.60 木下　桜(2)  20.67 本田　依亜(1)  20.17 早稲田　悠月(1)  15.99

紀央館 紀央館 星林 星林 向陽 古佐田丘中 星林 高積中

森口　菜々子(2)  41.19 酒井　喜与(1)  36.73 大前　菜々美(1)  27.72

日高 紀央館 日高

20日（土）ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在）　21日は8時50分に雨天中止となる。 総　　　　務：山本　宜史　　　トラック審判長：山本　博司
天候 温度 風向 風速 湿度 記  録  主  任：栗山　真治
晴 20℃ 南東 1.6ｍ/s 42%

中学女子 3月21日 100mH

3月21日 走幅跳

3月21日 砲丸投

w (wind assist) : 追風参考

主催：和歌山陸上競技協会

3月20日 ﾊﾝﾏｰ投

3月21日 やり投

3月21日 砲丸投

3月20日 円盤投

3月20日 走幅跳

3月21日 三段跳

3月21日 走高跳

3月20日 棒高跳

3月21日 300mH

3月20日 400mH

3月21日 3000m

3月21日 100mH

3月21日 800m

3月20日 1500m

3月21日 300m

3月20日 400m

共通女子 3月20日 100m

3月21日 200m

7位 8位
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紀三井寺公園陸上競技場
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