
（様式３）

都道府県予選会成績表　　　　ｺｰﾄﾞ21301001 ｺｰﾄﾞ　301010

日付 種　目 参加人員風　力

坂本　実南 (1)  11.91 久保田　美羽 (3)  12.20 福井　有香 (1)  12.23 藤木　志保 (2)  12.58 成川　咲菜 (1)  12.91 船渡　真羽 (1)  12.95 竹中　瑞貴 (3)  13.06 中俣　真菜美 (2)  13.16
和歌山北 GR 那賀 桐蔭 桐蔭 和歌山北 初芝橋本 星林 海南

坂本　実南 (1)  24.36 久保田　美羽 (3)  25.07 鈴木　七海 (3)  25.80 成川　咲菜 (1)  26.13 藤木　志保 (2)  26.31 岡　稚奈 (2)  26.35 竹中　瑞貴 (3)  26.47 池田　亜里紗 (3)  26.70
和歌山北 PR-PHR-GR 那賀 田辺 和歌山北 桐蔭 桐蔭 星林 和歌山商

鈴木　七海 (3)  57.07 中井　乙未 (3)  59.70 三上　菜乃花 (3)  59.71 赤井　希光 (3)  1:00.14 福岡　愛佳莉 (1)  1:00.53 池田　亜里紗 (3)  1:00.79 前原　愛菜 (3)  1:00.86 岡　稚奈 (2)  1:02.93

田辺 和歌山北 星林 橋本 和歌山北 和歌山商 初芝橋本 桐蔭

小畑　弥生 (3)  2:19.85 谷所　翼 (1)  2:20.32 東山　采耶花 (3) 2:20.61 野田　桂都 (3) 2:25.54 原田　凜果 (2) 2:25.70 髙田　愛唯 (1) 2:25.74 柏木　遥 (3) 2:27.18 松平　風花 (1) 2:32.92

橋本 智辯和歌山 那賀 智辯和歌山 和歌山北 和歌山北 向陽 和歌山北

濱口　姫生 (2)  4:45.12 瀬戸　朱莉 (3)  4:46.75 八幡　羽生 (3)  4:48.08 菱山　愛里 (1)  4:49.55 山本　実那 (3)  4:50.34 前田　暁帆 (2)  4:51.43 柏木　遥 (3)  4:57.42 黒土　萌衣 (1)  4:58.05

田辺 智辯和歌山 智辯和歌山 智辯和歌山 耐久 和歌山北 向陽 和歌山商

前田　暁帆 (2) 10:01.26 瀬戸　朱莉 (3) 10:02.16 濱口　姫生 (2) 10:13.13 八幡　羽生 (3) 10:13.72 小倉　侑々 (2) 10:23.69 山田　桜 (2) 10:23.71 柏木　遥 (3) 10:27.83 細野　実由 (3) 10:37.77

和歌山北 智辯和歌山 田辺 智辯和歌山 智辯和歌山 和歌山北 向陽 海南

福井　有香 (1)  14.21 井口　彩子 (2)  15.04 上野山　真白 (2)  15.21 川端　美珠生 (1)  15.67 南方　麻央 (1)  15.75 末廣　千愛 (3)  16.01 前田　奈那 (3)  16.16 松場　理紗 (2)  16.89
桐蔭 GR 田辺 和歌山北 星林 和歌山北 海南 和歌山商 熊野

赤井　希光 (3)  1:03.98 中井　乙未 (3)  1:05.50 末廣　千愛 (3)  1:05.91 山中　優依 (1)  1:06.10 吉田　風夏 (3)  1:09.54 井口　彩子 (2)  1:12.45

橋本 和歌山北 海南 熊野 和歌山商 田辺

大沼　はるな (3)  26:43.77 川口　温架 (3)  27:11.36 大村　奏 (1)  34:10.79 藪村　澄蓮 (2)  34:46.80 糸川　舞 (1)  34:59.32

和歌山北 和歌山北 向陽 向陽 向陽

和歌山北  47.88 桐蔭  48.14 田辺  49.92 星林  50.07 初芝橋本  50.18 熊野  50.88 和歌山商  51.45 日高  51.54
山本　心葉 (3) 岡　稚奈 (2) 井口　彩子 (2) 土井　晴加 (2) 前原　愛菜 (3) 津田　怜奈 (3) 前田　奈那 (3) 寄住　碧 (2)
坂本　実南 (1) 福井　有香 (1) 大江　咲歩 (2) 大谷　理子 (2) 前原　愛梨 (3) 松場　理紗 (2) 池田　亜里紗 (3) 楠本　彩乃 (3)
上野山　真白 (2) 稲荷　未来 (2) 鈴木　七海 (3) 竹中　瑞貴 (3) 大西　結月 (2) 山中　優依 (1) 堂西　結花 (2) 塩路　香乃 (2)
成川　咲菜 (1) 藤木　志保 (2) 荒堀　由樹 (3) 三上　菜乃花 (3) 船渡　真羽 (1) 杉若　美優 (2) 村田　梨夏 (3) 上山　愛明 (3)
和歌山北  3:53.94 田辺  4:02.68 星林  4:04.00 桐蔭  4:05.61 橋本  4:07.23 和歌山商  4:07.47 笠田  4:12.51 海南  4:17.65

福岡　愛佳莉 (1) GR 荒堀　由樹 (3) 大谷　理子 (2) 岡　稚奈 (2) 坂本　結衣 (1) 吉田　風夏 (3) 新井　千穂里 (2) 九鬼　那柚 (2)
成川　咲菜 (1) 大江　咲歩 (2) 土井　晴加 (2) 藤木　志保 (2) 東本　佳依 (1) 池田　亜里紗 (3) 西岡　花凜 (2) 中俣　真菜美 (2)
坂本　実南 (1) 井口　彩子 (2) 𠮷松　ひな (3) 須佐　奈菜子 (2) 赤井　希光 (3) 北地　流羽 (2) 世儀　十那実 (3) 渕川　桃未 (2)
中井　乙未 (3) 鈴木　七海 (3) 三上　菜乃花 (3) 福井　有香 (1) 小畑　弥生 (3) 寺井　琉海 (3) 山田　祐衣 (3) 末廣　千愛 (3)

前西　咲良 (1)  1.60 寺井　琉海 (3)  1.53 大川　菜々未 (1)  1.40 荒木　祐璃菜 (3)  1.40 鈴木　美玲 (3)  1.40 川﨑　百夏 (1)  1.35

近大和歌山 和歌山商 和歌山北 和歌山北 和歌山北 笠田

𠮷松　ひな (3)  1.40 奥山　陽咲 (1)  1.35

星林 南部

田中　みのり (2)  2.80

近大和歌山

辻岡　美咲 (3)  5.40 前西　咲良 (1)  5.39 中俣　真菜美 (2)  5.20 森田　紗矢 (1)  5.16 佐原　花音 (1)  5.07 小西　那々花 (3)  4.96 九鬼　那柚 (2)  4.92 長澤　真生 (2)  4.89

和歌山北 -0.2 近大和歌山 -1.8 海南 0.4 和歌山北 -1.1 向陽 -0.1 向陽 -0.7 海南 0.4 和歌山工 -0.2

森田　紗矢 (1)  11.61 前西　咲良 (1)  11.51 辻岡　美咲 (3)  11.15 中俣　真菜美 (2)  11.12 荒木　祐璃菜 (3)  10.73 寺井　琉海 (3)  10.67 九鬼　那柚 (2)  10.50

和歌山北 -0.2 近大和歌山 -0.2 和歌山北 0.4 海南 0.2 和歌山北 -0.4 和歌山商 -0.1 海南 -0.4

酒井　喜与 (2)  12.50 阪本　海月華 (2)  11.06 岡本　月菜 (3)  10.67 大前　菜々美 (2)  8.94 森口　菜々子 (3)  8.84 境　瑠菜 (3)  8.65 荒木　はるか (3)  8.52 中井　琴葉 (2)  8.18

紀央館 紀央館 紀央館 日高 日高 箕島 那賀 神島

阪本　海月華 (2)  38.96 境　瑠菜 (3)  30.60 井上　遥陽 (3)  28.81 酒井　喜与 (2)  28.11 藤木　心愛 (2)  27.94 岡本　月菜 (3)  26.26 赤坂　安里 (1)  24.56 西村　彩 (2)  24.41

紀央館 箕島 星林 紀央館 星林 紀央館 近大和歌山 向陽

森口　菜々子 (3)  47.33 酒井　喜与 (2)  43.98 大前　菜々美 (2)  33.22 松本　さくら (1)  29.28 玉置　歩加 (1)  19.26 合田　萌夏 (1)  16.38

日高 GR 紀央館 日高 紀央館 箕島 開智

問山　裕海 (3)  36.92 寒川　七彩 (3)  35.86 上野山　真白 (2)  33.36 寺田　莉子 (1)  32.79 奥山　妃来 (2)  31.06 中島　瞳 (3)  27.71 小濱　菜七子 (2)  26.56 土谷　百実 (3)  26.02

串本古座 耐久 和歌山北 開智 和歌山工 開智 近大和歌山 向陽

上野山　真白 (2)  4499 西山　奈都子 (3)  3398 池田　奈優 (3)  3084 大川　菜々未 (1)  2891 谷口　琳 (2)  2416 上野　陽春 (1)  2304 永岡　美羽 (1)  1860

和歌山北 PR-PHR-GR 近大和歌山 開智 和歌山北 紀央館 串本古座 開智

6/5 100mH  15.55 (-0.4) 770  17.96 (-0.4) 493  17.65 (-0.4) 525  19.95 (-0.4) 306  18.50 (-0.4) 438  20.14 (-0.4) 291  20.11 (-0.4) 293

6/5 走高跳  1.59 724  1.44 555  1.32 429  1.44 555  1.35 460  1.23 340  1.23 340

6/5 砲丸投  8.39 425  7.77 385  6.51 304  6.93 331  6.98 334  5.94 267  6.79 322

6/5 200m  25.92 (+1.6) 804  28.12 (+1.6) 621  29.15 (+1.6) 543  29.96 (+1.6) 485  30.35 (+1.6) 458  31.36 (+1.6) 391  35.16 (+1.6) 184

6/6 走幅跳  5.28 (-0.3) 637  4.41 (-0.7) 406  4.65 (-0.6) 466  4.27 (-1.7) 371  3.61 (-0.2) 223  3.61 (-1.5) 223  3.46 (-1.2) 192

6/6 やり投  30.96 495  23.83 360  23.84 361  24.28 369  19.89 287  19.60 281  16.28 220

6/6 800m  2:33.96 644  2:39.52 578  2:50.75 456  2:49.03 474  3:18.03 216  2:45.54 511  3:06.34 309

和歌山北 160.5 紀央館 53 田辺 51 星林 41.5 近大和歌山 41 桐蔭 39 智辯和歌山 34 向陽 28

和歌山北 98 田辺 51 桐蔭 39 智辯和歌山 34 星林 26 向陽 19 橋本 17 和歌山商 16

和歌山北 49.5 紀央館 49 近大和歌山 34 日高 23 星林 15.5 海南 15 箕島 14 開智 11

和歌山北 13 開智 8 近大和歌山 7 紀央館 4 串本古座 3

都道府県内の予選会校数・人数
主催者 和 歌 山 県

【都道府県大会前の予選会を含む】

和 歌 山

PR：和歌山県記録　PHR : 和歌山県高校記録　GR：大会記録

6/5 棒 高 跳 1

6/4 や り 投 20

6/5 円 盤 投

学
校
対
校

6/5-6/6 七 種 競 技 8

8

総合

6/4 ハンマー投 8

三 段 跳 12

８位１位

＜気象状況＞ 高等学校体育連盟

14

19

6/5 走 幅 跳 33

6/6

236/6 砲 丸 投

令和３年度全国高等学校総合体育大会　　　秩父宮賜杯　第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会県予選会
都道府県名 和歌山

会場：紀三井寺公園陸上競技場
令和３年６月４日（金）-6月６日（日）

７位２位 ３位 ４位

6/6 4x400mR 15

6/6 5000mW 6

6/5 4x100mR

6/6 100mH 15 -0.7

6/5 400mH 16

6/4 1500m 39

6/6 3000m 21

6/6 100m 51 -0.1

6/5 200m 42 0.0

５位 ６位

女　　子

6/4 400m 30

6/6 800m

参加人数 232 名

陸上競技協会

参加校数 29 校

総　　務    吉　田　克　久

審判長（トラック）山　本　博　司

　　　（跳　　躍）氏　野　修　次

　　　（投 て き）井　上　英　典

　　（スタート）佐　藤　寛　員

37

坂本　実南（和歌山北）

優秀選手

ﾄﾗｯｸ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

混成

　　　（混成競技）鳥　井　　　昇

6/4 走 高 跳 18

記録主任    栗　山　真　治


