
日付 種目

高垣　光汰(2)  w11.12 (+4.1) 福井　凱斗(3)  w11.19 (+4.1) 岩井　晃成(3)  w11.26 (+4.1) 小川　幸輝磨(3)  w11.27 (+4.1) 林　龍雅(3)  w11.45 (+4.1) 武部　慧(3)  w11.52 (+4.1) 國見　泰輝(3)  w11.61 (+4.1) 上芝　雄大(3)  w11.93 (+2.2)

光洋中 和大附中 高積中 岩出第二中 明和中 野上中 東中 和大附中

岡田　晴太(3)  54.71 京瀧　丈典(3)  56.40 原田　悠成(3)  57.03 高木　大輝(3)  57.20 西井　健太朗(3)  57.34 建石　陽太(3)  1:00.22 高橋　利旺(2)  1:00.26 細谷　翼(2)  1:00.33

明和中 紀見北中 西脇中 高積中 西浜中 紀見北中 西脇中 和大附中

土橋　弘典(3)  2:02.05 武部　慧(3)  2:11.41 熊谷　大侃(3)  2:15.37 福島　和樹(3)  2:18.51 池田　明州哩(3)  2:20.63 竹本　充也(3)  2:23.26 河村　澄空(3)  2:24.94 伊藤　彰将(2)  2:25.43

岩出中 野上中 河北中 河北中 吉備中 紀之川中 西脇中 文成中

渡辺　敦紀(3)  4:01.83 谷口　僚哉(3)  4:20.74 平井　巧真(2)  4:36.13 稲田　来絆(2)  4:37.33 吉田　健太郎(2)  4:42.74 岩本　悠郁斗(2)  4:48.91 尾上　倫太郎(1)  4:49.08 竹本　充也(3)  4:49.19

岩出第二中 県中学新 紀の国AC 西脇中 西脇中 龍神中 日進中 和歌山陸協 紀之川中

前田　朔良(3)  9:42.69 稲田　来絆(2)  9:48.33 平井　巧真(2)  9:50.18 吉田　健太郎(2)  9:50.25 大畑　裕一朗(2)  9:52.52 鳴神　知希(3)  9:56.70 延明　風依吏(2)  10:14.16 高田　冬馬(2)  10:23.85

吉備中 西脇中 西脇中 龍神中 東中 下津第二中 高積中 和歌山パラアスリートクラブ

石橋　直弥(2)  18.36 (-0.1) 古久保　柊宇(2)  19.49 (-0.1) 浦上　真奈斗(2)  20.01 (-0.1) 奥野　啓杜(3)  20.76 (-0.1)

城東中 龍神中 高積中 下津第二中

金井　龍翔(3)  1.55 出合　晃正(3)  1.50 横谷　飛友(3)  1.40 西村　格(3)  1.40 坂本　蒼空(2)  1.35 嶋　遼人(3)  1.35 屋野　凌駕(3)  1.30 宮本　拓音(2)  1.25

河北中 吉備中 野上中 和大附中 和大附中 高積中 野上中 高積中

岩井　晃成(3)  w6.00 (+2.6) 後藤　玖音(2)  5.78 (+1.6) 河野　龍大(3)  w5.70 (+2.3) 深瀬　太吾(3)  5.52 (+1.2) 笹田　悠仁(3)  5.40 (+0.9) 坂東　颯翔(3)  5.28 (-0.5) 立畑　順眞(3)  5.25 (+1.2) 北野　睦樹(3)  w5.17 (+2.3)

高積中 高積中 和大附中 龍神中 西浜中 高積中 海南第三中 紀見北中

深瀬　太吾(3)  12.07 (+1.5) 後藤　玖音(2)  11.63 (+1.9) 坂東　颯翔(3)  10.96 (-0.9)

龍神中 高積中 高積中

國部　佑心(3)  9.21 綾部　直紀(3)  8.62 落合　優太(3)  8.36 堀口　翔琉(3)  8.17 田村　朱輝斗(3)  8.04 藤原　久徳(2)  7.78 大森　晴太(3)  7.30 谷奥　大雅(3)  7.15

城東中 西脇中 東和中 粉河中 城東中 和大附中 東中 東中

九鬼　琉杜(3)  23.23 堀口　翔琉(3)  22.23 久木　オスカル(3)  21.38 髙木　斗真(3)  21.26 尾﨑　　翔(3)  20.83 古川　比瑛(3)  20.28 寒川　斗環(2)  18.63 井上　蓮斗(3)  13.17

城東中 粉河中 高積中 吉備中 城東中 吉備中 龍神中 吉備中

大畑　龍喜(3)  48.47 横谷　飛友(3)  43.34 内田　翔也(3)  38.24 鷹巣　充希(2)  37.15 湯浅　大翔(3)  34.35 百々　春稀(2)  33.67 泉　和哉(2)  32.98 落合　優太(3)  20.16

太地中 野上中 東和中 貴志中 日進中 和大附中 和大附中 東和中

保田　美羽(3)  12.70 (+1.0) 森本　琥海(3)  12.96 (+1.0) 藤田　新菜(3)  13.07 (+1.0) 中山　琴望(2)  13.34 (-0.2) 辻岡　凜桜(3)  13.50 (+1.0) 吉田　侑莉(3)  13.70 (+1.0) 有嶋　心菜(3)  13.75 (-0.2) 藤木　鈴(3)  13.91 (-0.2)

吉備中 城東中 明和中 和大附中 東和中 西浜中 貴志中 和大附中

森本　琥海(3)  w25.94 (+3.2) 東山　莉子(2)  w28.34 (+3.2) 打田　明日香(2)  w28.62 (+3.2) 中西　咲華(3)  w29.00 (+3.2) 大谷　明依(1)  w29.19 (+4.0) 芝嵜　董子(3)  29.64 (+1.4) 尾崎　愛美(3)  w30.09 (+3.2) 荒木　理星(2)  w30.09 (+4.0)

城東中 日進中 東中 明和中 紀の国AC 明和中 紀伊中 高積中
大川　菜々美(3)  2:23.18 長濵　乃彩(2)  2:27.60 井上　菜々子(3)  2:29.20 巽　由奈(3)  2:30.56 吉村　弥依(2)  2:32.44 山下　真央(2)  2:34.51 佐原　希咲(3)  2:35.05 松本　華波(2)  2:35.63

和大附中 由良中 高積中 岩出中 巽中 岩出第二中 保田中 西脇中

吉村　弥依(2)  5:04.08 溝口　和花(2)  5:08.60 井上　菜々子(3)  5:09.27 松本　華波(2)  5:17.05 大津　心優(2)  5:24.86 執行　颯夏(2)  5:27.17 宮本　侑委(3)  5:30.48 松尾　あかり(2)  5:34.62

巽中 龍神中 高積中 西脇中 西脇中 西脇中 文成中 西脇中

中山　琴望(2)  15.02 (+1.5) 保田　美羽(3)  15.30 (+1.5) 堀井　琉杏(3)  15.68 (+1.5) 大貫　愛夏(3)  15.77 (+1.5) 山口　桃花(3)  16.52 (+1.5) 堂山　怜香(2)  w16.98 (+2.6) 阪本　栞奈(3)  w18.06 (+2.6) 松本　惺吏(3)  18.97 (+1.5)

和大附中 吉備中 楠見中 東和中 東中 東海南中 東和中 龍神中

谷本　花連(3)  1.40 吉津　心羽(3)  1.35 堀井　琉杏(3)  1.30 古久保　百華(2)  1.30 綿村　友希(2)  1.25 山口　桃花(3)  1.20 奥林　沙和(2)  1.20

和大附中 野上中 楠見中 龍神中 岩出中 東中 吉備中

小川　愛菜(2)  1.30

和大附中

薗村　茉里(3)  w4.75 (+3.0) 松本　惺吏(3)  4.50 (+2.0) 弓場　月乃(3)  w4.45 (+2.1) 岡本　日菜子(1)  4.35 (+0.9) 三谷　安寿葉(2)  4.34 (+0.9) 坂口　愛依(2)  4.06 (+1.9) 中尾　心美(3)  4.02 (+0.8) 東　愛結(2)  3.96 (+1.9)

日進中 龍神中 太地中 紀の国AC 和大附中 日進中 東和中 紀之川中

宮脇　奈那(3)  9.80 村瀬　麻愛里(2)  8.80 小川　愛菜(2)  8.77 貝野　心咲(3)  8.12 松田　真里奈(2)  7.79 鳥羽　花楓(2)  7.35 塩崎　奈々(2)  6.96 新谷　玲水(3)  6.88

東中 吉備中 和大附中 文成中 龍神中 紀伊中 紀伊中 野上中

磯中　風美(3)  20.39 坂本　直(3)  20.35 早稲田　悠月(3)  18.67 松田　真里奈(2)  15.63 井上　さくら(3)  14.65 新谷　れおな(3)  13.98 髙垣　苗歩(3)  13.76 新谷　有未(3)  12.56

河北中 野上中 高積中 龍神中 明和中 野上中 吉備中 野上中

澁谷　樹(3)  24.60 新宅　ゆかり(3)  17.45

紀伊中 東和中
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