
日付 種目

梅本　怜旺  22.85 (+1.2) 武部　慧  23.14 (+1.2) 小林　夢陽  24.18 (+1.2) 國見　泰輝  24.66 (+1.2) 宮﨑　悠貴  24.71 (+1.2) 岩本　佑生  24.79 (+1.2) 光田　悠羽太  24.83 (+1.2) 笹谷　啓人  25.03 (+1.2)

桐蔭中 野上中 西脇中 東中 向陽中 紀伊中 上富田中 明和中

岡田　晴太  54.39 大地　隆之亮  55.77 京瀧　丈典  55.97 巽　悠人  56.80 谷本　龍一  57.23 西井　健太朗  57.74 吉岡　祐輔  59.01

明和中 上富田中 紀見北中 箕島中 高雄中 西浜中 大成中

田中　駿平  2:06.41 井本　倖清  2:06.61 和田　侑大  2:12.89 平井　巧真  2:13.70 岩本　悠郁斗  2:14.22 小池　奏空  2:14.97

白浜中 白浜中 日高中 西脇中 日進中 大成中

渡辺　敦紀  4:04.41 田中　悠大  4:06.14 土橋　弘典  4:11.68 谷口　僚哉  4:15.61 狩谷　悠世  4:15.99 田中　駿平  4:23.66 前田　朔良  4:23.81 中川　和貴  4:29.51

岩出第二中 ZR-GR 岩出第二中 ZR-GR 岩出中 打田中 松洋中 白浜中 吉備中 大成中

谷口　僚哉  8:54.38 田中　悠大  9:16.62 前田　朔良  9:39.79 稲田　来絆  9:47.39 延明　風依吏  9:55.75 松下　侑乃  10:04.66 吉田　健太郎  10:04.97 川口　旺丞  10:06.71

打田中 ZR 岩出第二中 吉備中 西脇中 高積中 白浜中 龍神中 御坊中

小池　愛幸  15.49 (+1.2) 原田　悠成  15.94 (+1.2) 林　愉月  16.35 (+1.2) 平前　亨真  18.45 (+1.2) 古久保　柊宇  18.79 (+1.2) 高山　朝陽  18.82 (+1.2) 土代　翔太郎  18.96 (+1.2) 百々　春稀  19.29 (+1.2)

桐蔭中 西脇中 上富田中 河西中 龍神中 紀見東中 日高附属中 和大附中

桐蔭中  45.24 明和中  45.48 東中  46.04 高積中  46.11 河西中  46.65 上富田中  47.15 大成中  48.53

中村　和真 林　涼太 長尾　來夢 高木　大輝 大谷　惇仁 光田　悠羽太 湯川　悠斗

梅本　怜旺 林　龍雅 鈴木　海地 岩井　晃成 川上　裕太朗 吉岡　伽矩 南　悠

井沼　佑輔 岡田　晴太 國見　将輝 後藤　玖音 川上　貫太朗 林　愉月 吉岡　祐輔

小池　愛幸 笹谷　啓人 國見　泰輝 三木　遥斗 平前　亨真 大地　隆之亮 中川　和貴

横山　智晴  1.72 出合　晃正  1.60 早田　興世  1.60 金井　龍翔  1.60 西村　格  1.55 出口　敬太  1.50 九鬼　琉杜  1.50

衣笠中 吉備中 河南中 河北中 和大附中 河西中 城東中

沖田　瑛都  1.55 石川　遼  1.50

白浜中 近大和歌山中

辻本　悠晴  6.53 (-0.3) 岩井　晃成  6.14 (-0.3) 安保　悠圭  6.09 (+0.2) 深瀬　太吾  5.89 (-0.9) 河野　龍大  5.73 (+1.7) 笹田　悠仁  5.56 (+1.0) 山口　颯太  5.46 (0.0) 井原　弥祥  5.37 (-0.9)

貴志川中 高積中 近大和歌山中 龍神中 和大附中 西浜中 日進中 日高中

阪本　圭治郎  10.29 笹　将汰  10.26 鈴木　健太  10.15 國部　佑心  10.05 石橋　悠周  9.77 火縄　健太  9.46 綾部　直紀  9.12 大森　晴太  9.09

切目中 大成中 上富田中 城東中 湯川中 清流中 西脇中 東中

今北　晃嗣  1637 西井　健太朗  1481 井谷　元響  1467 小川　慶太  1306 石橋　直弥  1287 齋藤　善  1272 堀尾　佳祐  1259 古久保　柊宇  1210

美山中 西浜中 上富田中 西脇中 城東中 富田中 河西中 龍神中

7月2日 110mH

7月2日 砲丸投

7月2日 走高跳

7月3日 400m

森　慶太  12.46 (+0.3) 三木　遥斗  12.54 (+0.3) 櫻井　瑠惟  12.60 (+0.3) 新田　潤  12.64 (+0.3) 山口　颯太  12.69 (+0.3) 中田　琥珀  12.70 (+0.3) 山岡　樹季  12.96 (+0.3) 浦川　倫太朗  13.08 (+0.3)

岩出第二中 高積中 西脇中 下津第一中 日進中 野上中 楠見中 衣笠中

前　春馬  4:35.38 谷　弘明  4:38.32 尾上　倫太郎  4:41.22 加茂　史也  4:43.10 片畑　阿弥  4:44.27 森口　能有  4:51.50 堀木　朝日  4:56.70 森　寛太  5:03.76

打田中 白浜中 貴志川中 明和中 野上中 松洋中 田辺中 南部中

高垣　光汰  11.09 (+0.2) 瀧本　瑛太  11.44 (+0.2) 岩鶴　智光  11.86 (+0.2) 南　悠  11.91 (+0.2) 木村　麻大  11.94 (+0.2) 大西　斗真  11.97 (+0.2) 林　涼太  12.09 (+0.2) ディアップ　慧士  12.19 (+0.2)

光洋中 ZR-GR 松洋中 粉河中 大成中 日高中 湯浅中 明和中 金屋中

岩井　晃成  11.07 (+1.2) 福井　凱斗  11.11 (+1.2) 林　龍雅  11.29 (+1.2) 小川　幸輝磨  11.30 (+1.2) 井沼　佑輔  11.39 (+1.2) 成戸　太陽  11.64 (+1.2) 笹田　悠仁  11.78 (+1.2) 平野　怜生  11.81 (+1.2)

高積中 ZR 和大附中 ZR 明和中 岩出第二中 桐蔭中 箕島中 西浜中 粉河中

記録主任 雑賀　秀和

総務 森端　哲哉

2年男子 7月3日 100m

3年男子 7月2日 100m

1年男子 7月3日 100m

7月3日 1500m

 1.35

 1:02.67  58.68  57.89  59.08  1:07.99  1:03.76  1:09.53  1:03.65

 8.28  7.69  6.74

 1.56  1.40  1.35  1.35  1.45  1.35  1.30

 20.35 (+0.9)  17.46 (+0.9)  20.48 (+0.9)  18.12 (+0.9)  20.14 (+0.9)

 9.56  7.35  6.68  6.13  4.73

7/2～7/3 四種競技

 19.18 (+0.9)  19.66 (+0.9)  19.29 (+0.9)

7月3日 走幅跳

7月3日 砲丸投

7月3日 4x100mR

7月2日 走高跳

7月2日 3000m

7月3日 110mH

7月2日 800m

7月3日 1500m

7位 8位

共通男子 7月3日 200m

7月2日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

冨田　進

主催団体名 日本陸連　日本中体連　和歌山陸協　和歌山県中体連 陸協名 和歌山陸上競技協会 審判長：混成 稲田　祐介

競技会名
第 68 回 全日本中学校通信陸上競技大会和歌山県大会
兼　第49回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破大会　兼国体選手選考会

期日・時刻 2022/7/2－3 審判長：トラック 中村　勝久

競技場名 紀三井寺公園補助競技場 審判長：フィールド



日付 種目

森本　琥海  25.69 (+0.6) 松本　彩生  25.95 (+0.6) 藤木　鈴  27.83 (+0.6) 藤原　悠以  28.04 (+0.6) 東山　莉子  28.20 (+0.6) 東　愛結  28.39 (+0.6) 八山　櫻  28.49 (+0.6) 打田　明日香  28.52 (+0.6)

城東中 ZR 桐蔭中 和大附中 向陽中 日進中 紀之川中 高雄中 東中

大川　菜々美  2:19.75 坂本　鶴月  2:20.37 松尾　あかり  2:25.63 吉村　弥依  2:26.09 竪　心結乃  2:30.77 溝口　佳世  2:30.88 佐原　希咲  2:32.17

和大附中 田辺中 西脇中 巽中 岩出第二中 大成中 保田中

久保　凛  4:36.50 大川　菜々美  4:45.35 宮地　杏  4:57.17 吉村　弥依  5:03.45 中前　海莉  5:06.82 松本　華波  5:08.92 山村　芽衣奈  5:10.54 井上　菜々子  5:10.76

潮岬中 ZR 和大附中 向陽中 巽中 海南中 西脇中 古佐田丘中 高積中

中山　琴望  14.66 (+0.3) 片山　恵  14.90 (+0.3) 田中　希歩  15.62 (+0.3) 大貫　愛夏  15.81 (+0.3) 堂山　怜香  16.07 (+0.3) 大坂　春乃  16.32 (+0.3) 玉置　莉奈  16.63 (+0.3) 今森　彩花  19.80 (+0.3)

和大附中 ZR 近大和歌山中 日進中 東和中 東海南中 白浜中 南部中 河西中

桐蔭中  51.60 日進中  52.58 大成中  53.50 白浜中  54.04 明和中  54.09 東和中  54.19 城東中  54.64 吉備中  55.76

愛宕　花梨 薗村　茉里 溝口　佳世 堀口　陽香 中野　実奈 阪本　栞奈 北谷　　香百 吉田　香里奈

松本　彩生 坂本　愛侑 湯川　明彩 大坂　春乃 藤田　新菜 大貫　愛夏 田中　美結 奥林　沙和

柳　緒珠 東山　莉子 西村　友那 尾原　美優 中西　咲華 辻岡　凜桜 森本　琥海 籔野　楓

宮本　あんみ 田中　希歩 玉置　由奈 濱口　千尋 芝嵜　董子 中尾　心美 硲　也華 米田　恋苺

井内　志織  1.60 大久保　碧乃  1.51 吉津　心羽  1.40 谷本　花連  1.40 宮下　結愛  1.35 古久保　百華  1.25

白浜中 ZR 向陽中 野上中 和大附中 河西中 龍神中

岩橋　佳鈴  1.25

貴志川中

谷口　玲  1.25

湯川中

保田　美羽  5.69 (+0.3) 薗村　茉里  5.28 (+1.0) 坂本　愛侑  4.88 (+1.0) 愛宕　花梨  4.75 (+0.1) 濱口　千尋  4.66 (+0.3) 大久保　碧乃  4.59 (+0.8) 松本　惺吏  4.58 (+0.5) 田中　夏萌  4.42 (+1.2)

吉備中 ZR-MR-GR 日進中 日進中 桐蔭中 白浜中 向陽中 龍神中 富田中

岩間　未宙  12.18 関　絢菜  11.27 原　志保  9.98 堀　夏実  9.80 野中　香那  9.72 村瀬　麻愛里  9.10 垣本　夢実  9.08 源地　真紘  9.01

高雄中 日高中 中津中 名田中 古佐田丘中 吉備中 白浜中 日高附属中

小川　愛菜  2112 尾原　美優  1978 堂山　怜香  1891 山口　桃花  1860 畠中　梨紗  1791 吉田　侑莉  1584 谷地　美紀  1536 山本　帆乃香  1505

和大附中 白浜中 東海南中 東中 向陽中 西浜中 高雄中 東陽中

7月2日 100mH

7月2日 走高跳

7月3日 砲丸投

7月3日 200m

木戸　理央音  w12.67 (+2.2) 小原　漣音  w13.73 (+2.2) 大澤　佐奈  w13.84 (+2.2) 新東　萌花  w13.88 (+2.2) 大谷　明依  w14.13 (+2.2) 堂浦　里音  w14.17 (+2.2) 恩地　綾乃  w14.21 (+2.2) 古居　七海  w14.27 (+2.2)

河北中 西脇中 御坊中 富田中 貴志中 東海南中 紀見北中 明和中

橋本　みやび  12.77 (+0.6) 田中　希歩  13.15 (+0.6) 古谷　優奈  13.36 (+0.6) 柳　緒珠  13.53 (+0.6) 東　愛結  13.61 (+0.6) 鈴木　みのり  13.79 (+0.6) 米田　恋苺  13.81 (+0.6) 髙田　夏帆  13.84 (+0.6)

近大和歌山中 日進中 河西中 桐蔭中 紀之川中 東陽中 吉備中 南部中

保田　美羽  12.14 (+0.9) 松本　彩生  12.60 (+0.9) 藤田　新菜  12.66 (+0.9) 有嶋　心菜  13.26 (+0.9) 田中　美結  13.29 (+0.9) 吉田　侑莉  13.51 (+0.9) 玉置　由奈  13.75 (+0.9)

吉備中 ZR-GR 桐蔭中 明和中 貴志中 城東中 西浜中 大成中

NM(No Mark)：記録なし

主催団体名 日本陸連　日本中体連　和歌山陸協　和歌山県中体連 陸協名 和歌山陸上競技協会

記録主任 雑賀　秀和

総務 森端　哲哉

競技会名
第 68 回 全日本中学校通信陸上競技大会和歌山県大会
兼　第49回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破大会　兼国体選手選考会

7位 8位

審判長：混成 稲田　祐介

1位 2位 3位 4位 5位 6位

期日・時刻 2022/7/2－3 審判長：トラック 中村　勝久

競技場名 紀三井寺公園補助競技場 審判長：フィールド 冨田　進

3年女子 7月3日 100m

w (wind assist) : 追風参考

ZR：全中参加標準記録突破

GR：大会新

1年女子 7月2日 100m

2年女子 7月3日 100m

 6.39

w 29.82 (+2.5) w 29.29 (+2.5) w 28.92 (+2.5) w 29.47 (+2.5) w 29.79 (+2.5) w 29.24 (+2.5)  29.69 (+0.7) w 32.05 (+2.5)

 1.15  1.25  1.40

 8.63  9.05  6.62  7.35  6.46  5.73  7.65

 16.36 (+1.4)  17.58 (+1.3)  17.63 (+1.2)  20.07 (+1.2)  19.46 (+1.3)

 1.40  1.43  1.20  1.20  1.35

7/2～7/3 四種競技

 16.41 (+1.4)  18.54 (+1.2)  16.05 (+1.4)

7月2日 走幅跳

7月2日 砲丸投

7月3日 4x100mR

7月3日 走高跳

7月2日 1500m

7月3日 100mH

共通女子 7月2日 200m

7月3日 800m



競技会名
主催
主管
会場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日 備考
男子共通800m 予選 ZR  2:00.07 2-521 土橋　弘典 岩出中 2022/7/2
男子共通800m 予選 ZR  2:00.42 6-541 狩谷　悠世 松洋中 2022/7/2
男子共通1500m 決勝 ZR,GR  4:04.41 2-568 渡辺　敦紀 岩出第二中 2022/7/3
男子共通1500m 決勝 ZR,GR  4:06.14 2-1006 田中　悠大 岩出第二中 2022/7/3
男子共通3000m 決勝 ZR  8:54.38 2-576 谷口　僚哉 打田中 2022/7/2
男子2年100m 決勝 ZR,GR  11.09 8-1029 高垣　光汰 光洋中 2022/7/3
男子3年100m 決勝 ZR  11.07 3-690 岩井　晃成 高積中 2022/7/2
男子3年100m 決勝 ZR  11.11 3-666 福井　凱斗 和大附中 2022/7/2
男子3年100m 予選 ZR  11.18 3-666 福井　凱斗 和大附中 2022/7/2
女子共通200m 予選 ZR,=GR  25.59 3-518 森本　琥海 城東中 2022/7/2
女子共通200m 決勝 ZR  25.69 3-518 森本　琥海 城東中 2022/7/2
女子共通800m 予選 ZR,MR,GR  2:12.15 8-510 久保　凛 潮岬中 2022/7/3
女子共通1500m 決勝 ZR  4:36.50 8-510 久保　凛 潮岬中 2022/7/2
女子共通100mH 決勝 ZR  14.66 3-1023 中山　琴望 和大附中 2022/7/3
女子共通走高跳 決勝 ZR  1.60 7-636 井内　志織 白浜中 2022/7/3
女子共通走幅跳 決勝 ZR,MR,GR  5.69 5-502 保田　美羽 吉備中 2022/7/2
女子3年100m 決勝 ZR,GR  12.14 5-502 保田　美羽 吉備中 2022/7/3

第 68 回 全日本中学校通信陸上競技大会和歌山県大会
日本陸連　日本中体連　和歌山陸協　和歌山県中体連

紀三井寺公園補助競技場


