
日付 種目

林　申雅(3)  21.81 (-1.1) 佐々木　祥吾(3)  22.06 (-0.5) 寺本　陽(3)  22.14 (-0.5) 東　大生(3)  22.14 (-1.1) 泉　奏至(3)  22.23 (-0.5) 三木　湧吾(3)  22.33 (-0.5) 冨田　啓斗(2)  22.35 (-1.1) 山野　遥希(2)  22.36 (-0.1)

大塚 近大附 畝傍 笠田・和 大商大 星林・和 近大附 清風

林　申雅(3)  48.48 加茂　翼(3)  49.14 加藤　伊織(3)  49.66 廣田　奏(3)  49.94 松浦　楓(3)  50.09 井上　静吾(3)  50.38 出原　悠羽(3)  50.49 山根　颯太(3)  50.50

大塚 近大附 桐蔭 添上 八尾 泉陽 阪南大 高田

中村　寛(3)  4:00.16 福島　直樹(2)  4:00.40 金谷　拓紀(3)  4:00.57 葛城　渚(2)  4:00.85 吉山　誠(3)  4:00.94 植木　崇百(3)  4:01.38 立野　晴士(3)  4:02.62 和田　勇人(3)  4:03.69

八尾 智辯和歌山・和 清風 奈良育英 大塚 大塚 生野 日高・和

田原　歩睦(3)  14.84 (0.0) 牧　俊佑(3)  15.00 (0.0) 岡　勇晴(2)  15.43 (0.0) 山内　政成(2)  15.53 (0.0) 大場　智裕(3)  15.57 (0.0) 田中　隆真(3)  15.59 (+1.0) 須佐見　容平(2)  15.73 (+1.0) 山田　明空(2)  15.78 (0.0)

奈良育英 近大附 佐野 大体大浪商 三国丘 畝傍 海南・和 近大附

中嶋　和羽(3)  9:30.42 福澤　舜(3)  9:33.53 生駒　蓮(3)  9:36.01 片山　稜也(2)  9:49.03 岩橋　快晟(3)  9:54.49 南方　隼斗(2)  10:09.89 遠藤　柚希(2)  10:13.07 澤田　勝英(3)  10:14.56

奈良育英 新宮・和 和歌山北・和 和歌山北・和 智辯和歌山・和 和歌山北・和 興國 和泉

長田　悠吾(3)  21:16.37 森岡　寛(3)  22:19.10 中島　佑之(3)  23:18.90 反田　嘉洸(3)  24:41.79 清水　涼太(3)  25:25.17 井関　翔真(2)  26:55.82 吉岡　秀賢(2)  26:58.84 上村　京之将(2)  27:54.09

智辯カレッジ 大会新 智辯カレッジ 大会新 大塚 奈良大附属 大塚 和歌山北・和 大塚 大塚

久司　航輝(2)  7.04 (+1.8) 尾嵜　玄空(3)  6.73 (+1.8) 前田　和希(3)  6.71 (+0.9) 松村　倖輔(3)  6.54 (+2.0) 山田　航大(3)  6.47 (+1.0) 土葛　晃久(3)  6.45 (-0.6) 坂口　晃誠(2)  w6.44 (+3.8) 畠山　晴希(3)  6.42 (+1.4)

新宮・和 東大寺学園 紀央館・和 高田 花園 初芝立命館 初芝橋本 狭山

桑添　喬偉(2)  14.83 岩城　結太(3)  14.73 大野　祐介(3)  14.65 大島　ﾌﾞﾙｰｽﾘｰ(3)  14.62 森川　陽介(2)  14.45 藤原　大心(2)  14.11 築山　真也(2)  13.60 石田　匠(3)  13.06

和歌山工・和 紀央館・和 大体大浪商 海南・和 添上 大体大浪商 大塚 東大寺学園

竹内　郁登(3)  42.63 門田　大樹(3)  40.36 植田　彪雅(2)  37.03 川上　蓮太郎(3)  34.41 福永　凌佑(2)  30.46 岩城　結太(3)  29.13 元栄　伶心(2)  28.56 桑添　喬偉(2)  28.45

近大附 添上 大体大浪商 大塚 鳳 紀央館・和 東大阪大柏原 和歌山工・和

藤田　和希(2)  54.30 石黒　太陽(2)  53.14 芦塚　平次(3)  51.63 門田　大樹(3)  51.45 中谷　空楽(2)  49.08 川原　晴(3)  47.62 式見　真一郎(3)  47.60 野口　佳那人(3)  43.70

向陽・和 添上 山本 添上 大体大浪商 金岡 東大寺学園 近大和歌山・和
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福岡　愛佳莉(2)  25.78 (-0.4) 稲荷　未来(3)  25.86 (-0.1) 南　こはる(2)  25.94 (-0.1) 田中　佑果(3)  26.02 (-1.3) 豊西　遥香(3)  26.26 (-0.1) 林田　悠希(3)  26.33 (-0.1) 川上　穂華(3)  26.46 (-0.1) 藤木　志保(3)  26.53 (-0.1)

和歌山北・和 桐蔭・和 奈学登美ヶ丘 近大附 近大附 添上 大商大 桐蔭・和

福岡　愛佳莉(2)  57.45 酒匂　奏(2)  58.90 吉村　華英(3)  59.77 松葉　優希(3)  1:00.29 長尾　菜美(3)  1:00.80 小沢　有希乃(2)  1:00.83 森本　華樹(3)  1:01.37 河人　美貴(3)  1:01.53

和歌山北・和 生野 近大附 添上 東大阪大敬愛 東大阪大敬愛 一条 智辯カレッジ

濱口　姫生(3)  4:37.49 下大迫　葉里(2)  4:41.94 塩原　希梨(3)  4:42.84 清水　つばさ(3)  4:46.63 出﨑　香菜(2)  4:48.21 小倉　侑々(3)  4:48.50 坂本　有理佳(3)  4:51.06 折田　優希(1)  4:54.69

田辺・和 東大阪大敬愛 大塚 大阪学芸 智辯和歌山・和 智辯和歌山・和 奈良育英 和歌山北・和

丸山　優空(3)  14.69 (-0.1) 川端　美珠生(2)  15.07 (-0.1) 安井　千夏(3)  15.16 (-0.1) 森　優月(2)  15.29 (-0.1) 井口　彩子(3)  15.32 (-0.1) 南方　麻央(2)  16.12 (-0.1) 井戸　奈都未(2)  16.43 (-1.9) 松場　理紗(3)  16.73 (-0.1)

添上 星林・和 桃山学院 帝塚山泉ヶ丘 田辺・和 和歌山北・和 添上 熊野・和

田中　彩貴(3)  24:14.12 奥田　夕楓(2)  25:36.38 草野　湖子(3)  26:33.35 長田　ゆう(3)  28:14.83 加藤　みづき(3)  29:16.17 中條　晴加(2)  29:46.92 藪村　澄蓮(3)  32:24.68 嘉祥寺　華凜(3)  34:27.38

智辯カレッジ 大会新 奈良大附属 大塚 泉北 大阪学芸 泉陽 向陽・和 泉北

前西　咲良(2)  1.66 宮繁　美羽(2)  1.55 山下　璃子(3)  1.50 乾　愛里(2)  1.50 手塚　日菜(2)  1.45

近大和歌山・和 大体大浪商 添上 五條 国際

池田　美咲(3)  1.50 木田　茉友子(3)  1.45

奈情商・県立商 桃山学院

大川　菜々未(2)  1.50

和歌山北・和

上山　友美恵(3)  3.52 片岡　菜乃華(3)  3.30 前田　冬優花(3)  3.20 新田　陽菜(3)  2.90 中田　妃奈里(1)  2.50 岸本　みかさ(3)  2.50

大塚 大会新 大塚 添上 高取国際 近大和歌山・和 大和広陵

上野　美成(1)  2.50

近大和歌山・和

森田　紗矢(2)  5.47 (+0.6) 安井　千夏(3)  5.44 (+0.7) 松田　芽依(3)  5.23 (+0.6) 畑　ひかる(3)  5.17 (+1.0) 乾谷　こころ(3)  5.13 (-0.4) 中俣　真菜美(3)  5.10 (-1.2) 佐原　花音(2)  5.04 (+0.4) 大西　咲季(2)  4.98 (-0.6)

和歌山北・和 桃山学院 橿原 高田 奈情商・県立商 海南・和 向陽・和 泉北

武田　光里(3)  13.85 中原　鈴(3)  13.10 酒井　喜与(3)  12.59 岸　海弥(3)  12.06 嶋本　美海(2)  11.85 蓑田　凪彩(3)  11.71 川島　空(3)  11.42 中井　琴葉(3)  10.31

添上 東大阪大敬愛 紀央館 東大阪大敬愛 添上 添上 大体大浪商 神島

阪本　海月華(3)  39.16 西岡　祥穂(3)  36.37 中原　鈴(3)  36.12 岸　海弥(3)  32.80 蓑田　凪彩(3)  32.23 清水　純夏(3)  31.40 水谷　和佳奈(3)  30.38 吉本　明紗美(2)  27.23

紀央館 智辯カレッジ 東大阪大敬愛 東大阪大敬愛 添上 一条 添上 大塚

上田　優(2)  42.45 乾　奈子(2)  42.02 寺田　莉子(2)  41.77 清水　彩名(3)  39.15 水谷　和佳奈(3)  38.00 福田　陽菜(3)  37.76 小島　優依(3)  37.18 和田　ひより(3)  34.06

東大阪大敬愛 東大阪大敬愛 開智・和 畝傍 添上 藤井寺 添上 五條
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