
記録集
　　　　　　　　　　　　　一般財団法人

■　主催  和歌山陸上競技協会

第22回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

期日：2022年10月9日（日）

　　　　  ９時3０分競技開始

場所：紀三井寺公園陸上競技場

大会コード：22300004



第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 
 

１．日  時  ２０２２年１０月９日（日） 競技開始 ９時３０分 

               選手受付 ８時００分、審判打合 ８時２０分 

２．場  所  紀三井寺公園陸上競技場   和歌山市毛見 200 TEL. 073-444-7565 

３．主  催  和歌山陸上競技協会 

４．種  目  【選手権大会種目（７種目）】 

種    目 種    別 

１００ｍ 
男子の部 １年生から６年生 学年別で実施 

女子の部 １年生から６年生 学年別で実施 

１５００ｍ 
男子の部 ４年生以下、５年生、６年生 

女子の部 ４年生以下、５年生、６年生 

８０ｍH 
男子の部 ４年生以上 

女子の部 ４年生以上 

４×１００ｍR 
男子の部（全学年対象） 

女子の部（全学年対象） 

走高跳 
男子の部 ４年生以上 

女子の部 ４年生以上 

走幅跳 
男子の部 ４年生以下、５年生、６年生 

女子の部 ４年生以下、５年生、６年生 

ジャベリックボール投 
男子の部 ４年生以上 

女子の部 ４年生以上 

５．参加資格  和歌山県内の小学生とする。 

６．出場制限  出場種目は、１人２種目以内（リレーは含まない。） 

７．申込方法  (1) 年鑑及びホームページの「競技会申込み・出場についての注意事項」を参照

のこと。 

(2) 申込締切日 ９月３０日（金）必着のこと。 

 (3) 申込先、申し込みについての問い合わせ 

                   〒641-0014 和歌山市毛見200 紀三井寺公園陸上競技場内 

                    和歌山陸上競技協会（担当：武田）  TEL 073-444-3662 

８．参 加 料  １種目につき７００円  リレーは１，０００円 

９．表  彰    各種目 1 位に賞状・メダル、8 位までに賞状を授与する。 

10．そ の 他  (1) 各チームとも、１名以上の保護者又はこれに代わる引率者が同伴すること。 

(2) 競技に際してはシューズ又はオールウェザー用のスパイクを使用すること。

（スパイクのピンは全種目 9 ㎜以下を使用すること） 

(3) ８０ｍＨは下記の規定で行う。 

スタートから 

第一ハードル 
高さ インターバル 台数 最終ハードルからフィニッシュ 

13ｍ 70ｃｍ 7ｍ 9 台 11ｍ 

(4) 走高跳の跳び方は「はさみ跳び」とし、脚が最初にバーを越え、マットへの

着地は足裏からとし、背や腰などからの着地は無効試技とする。 

(5) 走幅跳は３回の試技で順位を決定する。 

(6) その他注意事項についてはプログラムに記載しています。 

(7) 参加チームは必ず審判員を 1名以上出してください。 

(8) 新型コロナウイルス感染防止の取組みは、「陸上競技活動再開のガイダンス」

（日本陸上競技連盟策定）及び「新型コロナウイルスに対する大会参加に 

関する留意点とお願い」（当協会作成）に基づいて実施します。 
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競 技 注 意 事 項 

１．競技規則について 

本大会は２０２２年日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規則に基づき、児童である年齢を考慮 

した教育的配慮のもとに競技を進行する。 

２．競技方法について 

①競技に際してはスパイクシューズ（オールウェザー用 9ｍｍ以下のピン、走高跳については 12ｍｍ 

以下、本数は１１本以内とする。）、又は、シューズを使用すること。 

②短距離のスタートはクラウチングスタートを原則とするが、スタンディングスタートも認める。 

スターティングブロックの使用は 4 年生以上とする。 

③スタートは同じ競技者が 2 回不正スタートをしたときは、その競技者を失格としオープン参加と 

して走る。 

④８０ｍハードルの規定 

ｽﾀｰﾄから第 1 ﾊｰﾄﾞﾙ 高さ ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 台数 最終ﾊｰﾄﾞﾙからｺﾞｰﾙ 

１３ｍ ７０ｃｍ ７ｍ ９台 １１ｍ 

   ⑤走高跳の跳躍方法は、はさみ跳びとし、マットへの着地は足裏からとし背・腰等からの着地は 

無効試技とする。走高跳のバーの上げ方は、次の通りである。 

 種 別 練 習 1 2 3 4  

走高跳 
男 子 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 以降 3cm 

女 子 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 以降 3cm 

ジャンプオフは、当該競技者が最後に越えた高さの次の高さから始め、上げ下げの幅は 2 ㎝とする。 

⑥リレーオーダーはプログラムに記載されている選手以外は認めない。 

    リレーのユニフォームは揃えるようにする。 
マークのテープは各チームで準備したものを使用すること。 
また使用後のテープは必ずそのチームの選手が外すこと。 

リレーオーダー用紙は、予選・決勝ともに招集完了時刻の1時間前までに 

情報処理室に提出すること。 

オーダー用紙は受付の時に受取ること。 

リレー競走におけるテイク・オーバー・ゾーンは３０ｍとする。 

⑦トラック競技の予選はタイムレースで行う。 

タイムによる次のラウンドに進む出場者の決定について、最終枠に同記録があるときの処置は、 

写真判定主任が0.001秒単位の実時間を判定して出場者を決定する。 

それでも決定できない時は抽選とする。（競技規則第１６７条２） 

4 年生、5 年生、6 年生１００ｍは A 決勝、B 決勝とする。 

Ａ決勝は予選 1 位から８位までの競技者 

B 決勝は予選９位から 16 位までの競技者とする。（Ｂ決勝は表彰対象外） 

予選が行われた種目の決勝の組合わせおよびレーン順は、招集所横に掲示板を設置します 
ので確認すること。 

    ⑧走幅跳の試技は 3 回とする。 

     ⑨ジャベッリクボール投の試技は 3 回とする。 

ジャベリックボール投は、主催者が用意した器具を使用する。 

やり投に準じて行うが、助走距離は１５ｍ以内とし、距離の計測は器具が最初に地面についた地点 

から計測する。羽を持っての投てき、回転投げを禁止する。 

 ３．場内指令について 

    選手・補助員・競技役員以外は、グラウンド内に入ってはならない。 

グラウンドへの入退場は、すべて係員の誘導指示を受けること。 

また、各チームで主催者が用意する許可証を身に付けた引率者はメインスタンドへの入場を許可する。 
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４．ウオーミングアップ場所について 

①競技場は９時１５分まで使用可能とする。 

②9 時 15 分以降の練習は､雨天練習場を使用する。 

③競技場バックストレート２～８レーンを 1１時５０分から１５時００分まで使用可能とする。 

ただし、走幅跳の競技中のため試技の妨げにならないように注意する事。 

進行方向は第２コーナーから第３コーナーに向かってアップをして下さい。（逆走禁止） 

※アナウンスに注意すること。 

以上②、③については監督・保護者は、チームに徹底させること。 

５．招集について 

   ①第４ゲート付近に招集場所を設ける。（会場見取り図参照の事）。 

    各種目の招集開始・完了時刻は、当該種目の競技開始時刻を基準とする。 

招集開始時刻及び完了時刻は競技日程表に記載しています。 

②選手は、招集開始時刻に集合し、競技者係より最終点呼を受け、アスリートビブスとスパイク 

の点検・確認を受けること。 

    ③招集完了時刻に遅れた場合、当該種目を棄権したものとして処理する。 

    ※招集時刻は、競技日程表を基準とする。 

  ④代理人による招集は一切認めない。 

また出場選手、指導者で許可証着用者以外の招集場所への立入りを禁止する。 

   ⑤リレーメンバーは全員、招集開始時刻には招集所内に待機し、点呼を受けること。 

   ⑥２種目同時に兼ねて出場する競技者は，あらかじめその旨を本人または代理人が招集開始時刻までに 

    「二種目同時出場届」を招集所に提出する。 

 ６．表彰   

①各種目１位に賞状とメダル、８位まで賞状を授与する。 

７．競技場への入退場は、すべて係員の誘導指示を受けること。 

８．アスリートビブスは、ユニフォームの胸と背に確実に付けること。 

跳躍種目はこの限りでない。 

９．レーン順、試技順について 

①トラック競技の予選におけるレーン順及びフィールド競技試技順はプログラム記載の順と 

する。 

②レーンで行う競技においては、欠場者のレーンは空ける。 

１０．チーム控え場所及びスタンドの清掃は、監督・保護者の指示により確実に行うこと。 

 

 

１１．その他 

   ①「新型コロナウイルスに対する大会参加に関する留意点とお願い」に基づき行動すること。 

 ②競技中に発生した傷病について、応急処置は行うが、その他一切の責任を負いません。 

③個人情報の取り扱いについて 

 (1)本大会に関して寄せられた個人情報は、本大会の目的以外に使用しない。 

 (2)参加申込みの提出により、上記(1)の取扱いに承諾したものと見なし、氏名、クラブ名 

   学年、記録を紹介し掲示板に掲載する。また、本大会が認めた報道機関にも公表する。 

   入賞者は報道機関の取材を受けることがある。 

 (3)本大会が認めた報道機関が撮影した写真が、新聞、ホームページ等に公表されることがある。 

④盗難防止のため、貴重品は各チーム・各自で保管する。盗難・置き引きには十分注意する。 
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各チーム（学校）で出したゴミは、確実に持ち帰ること。 
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【トラック競技】

招集時刻 招集時刻

開　　始 完　　了

9:30 女子 4、5、6年80mH 決勝 9:10 9:20 7人

9:35 男子 4、5、6年80mH 決勝 9:15 9:25 4人

10:00 女子 4x100mR 予選 2組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8名 9:40 9:50 18チーム

10:10 男子 4x100mR 予選 2組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8名 9:50 10:00 15チーム

10:20 女子 4年以下1500m 決勝 2組ﾀｲﾑﾚｰｽ 10:00 10:10 24人

10:40 男子 4年以下1500m 決勝 2組ﾀｲﾑﾚｰｽ 10:20 10:30 25人

11:00 女子 5年1500m 決勝 10:40 10:50 17人

11:10 男子 5年1500m 決勝 10:50 11:00 16人

11:20 女子 6年1500m 決勝 11:00 11:10 11人

11:30 男子 6年1500m 決勝 11:10 11:20 13人

11:40 女子 6年100m 予選 5組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位16名 11:20 11:30 39人

11:50 男子 6年100m 予選 4組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位16名 11:30 11:40 32人

12:05 女子 5年100m 予選 3組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位16名 11:45 11:55 25人

12:15 男子 5年100m 予選 4組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位16名 11:55 12:05 32人

12:30 女子 4年100m 予選 5組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位16名 12:10 12:20 42人

12:45 男子 4年100m 予選 5組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位16名 12:25 12:35 43人

13:00 女子 3年100m 予選 3組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8名 12:40 12:50 20人

13:10 男子 3年100m 予選 4組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8名 12:50 13:00 32人

13:25 女子 2年100m 予選 3組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8名 13:05 13:15 23人

13:35 男子 2年100m 予選 4組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8名 13:15 13:25 32人

13:50 女子 1年100m 予選 2組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8名 13:30 13:40 16人

13:55 男子 1年100m 予選 2組ﾀｲﾑﾚｰｽ上位8名 13:35 13:45 15人

14:00 女子 6年100m 決勝 A決勝・B決勝 13:40 13:50

14:05 男子 6年100m 決勝 A決勝・B決勝 13:45 13:55

14:10 女子 5年100m 決勝 A決勝・B決勝 13:50 14:00

14:15 男子 5年100m 決勝 A決勝・B決勝 13:55 14:05

14:20 女子 4年100m 決勝 A決勝・B決勝 14:00 14:10

14:25 男子 4年100m 決勝 A決勝・B決勝 14:05 14:15

14:30 女子 3年100m 決勝 14:10 14:20

14:35 男子 3年100m 決勝 14:15 14:25

14:40 女子 2年100m 決勝 14:20 14:30

14:45 男子 2年100m 決勝 14:25 14:35

14:50 女子 1年100m 決勝 14:30 14:40

14:55 男子 1年100m 決勝 14:35 14:45

15:15 女子 4x100mR 決勝 14:55 15:05

15:20 男子 4x100mR 決勝 15:00 15:10

【跳躍競技】

招集時刻 招集時刻

開 始 完　　了

5年走幅跳 9人

6年走幅跳 15人

5年走幅跳 12人

6年走幅跳 11人

11:00 男子 4、5、6年走高跳 決勝 10:20 10:30 4人

12:00 女子 4、5、6年走高跳 決勝 11:20 11:30 6人

男子 Ｂピット 26人

女子 Ｃピット 22人

【投てき競技】

招集時刻 招集時刻

開 始 完　　了

11:00 男子 4、5、6年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 10:20 10:30 17人

12:00 女子 4、5、6年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 11:20 11:30 15人

ｴﾝﾄﾘｰ数

13:00 4年生以下走幅跳 決勝 12:20 12:30

開始 時刻 種別 種 目 区 分 進出条件

9:30

男子 決勝

8:50 9:00

Ｂピット

女子 決勝 Ｃピット

ｴﾝﾄﾘｰ数開始 時刻 種別 種 目 区 分 備考

競　技　日　程

開始 時刻 種別 種 目 区 分 進出条件 ｴﾝﾄﾘｰ数
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種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 年 競　技　会 競 技 場

１００ｍ     12”06 東　田　光　哉 紀 の 国 Ａ Ｃ 2001 和 歌 山 市 記 録 会 紀 三 井 寺

８００ｍ  2’15”64 福　島　直　樹 紀 の 国 Ａ Ｃ 2017 近 畿 五 府 県 交 流 鴻 の 池

１０００ｍ  2’54”43 福　島　直　樹 紀 の 国 Ａ Ｃ 2018 徳 島 県 強 化 記 録 会 ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

１５００ｍ  4' 38”61 井　澗　翔　太 田 辺 Ａ . Ｃ 2014 和 歌 山 陸 協 記 録 会 紀 三 井 寺

西　川　泰　裕

下　出　和　正

８０ｍH     12”30 福　山　琉　雲 和歌山陸上クラブ 2017 島 根 県 小 学 生 記 録 会 益 田

川　尾・松　村

須佐見・福　島

城  山  晃  典 紀 の 国 Ａ Ｃ 2005 和 歌 山 陸 協 記 録 会 紀 三 井 寺

山　本　晴　海 和歌山陸上クラブ 2021 和 歌 山 陸 協 記 録 会 紀 三 井 寺

走高跳        1ｍ50 松　野　勝　浩 広 瀬 小 1977 和 歌 山 市 小 学 生 陸 上 紀 三 井 寺

ジャベリックボール投       55ｍ35 岩　井　晃　成 和 佐 小 学 校 2019 全 国 小 学 生 交 流 日 産 ｽ ﾀ ｼ ﾞ ｱ ﾑ

コンバインドＡ 2035点 渡　辺　敦　紀 和歌山陸上クラブ 2019 県 小 学 生 選 手 権 紀 三 井 寺

コンバインドＢ 2245点 岩　井　晃　成 和 佐 小 学 校 2019 県 小 学 生 選 手 権 紀 三 井 寺

（注）コンバインド競技は2019年から実施

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 年 競　技　会 競 技 場

１００ｍ     13”14 木　戸　理央音 和歌山陸上クラブ 2021 県 秋 季 陸 上 競 技 大 会 紀 三 井 寺 補 助

８００ｍ  2’23”13 上　畑　真　由 Ｕ Ａ Ｃ 2016 和 歌 山 陸 協 記 録 会 紀 三 井 寺

１０００ｍ  3’05”73 中　　　爽　香 紀 の 国 Ａ Ｃ 2008 和 歌 山 市 リ レ ー カ ー ニ バ ル 紀 三 井 寺

１５００ｍ  4’51”48 上　畑　真　由 Ｕ Ａ Ｃ 2016 県 小 学 生 秋 季 選 手 権 紀 三 井 寺 補 助

（手）8”4 宮　脇　杏　奈 野 上 小 2006 三 郡 市 対 抗 紀 三 井 寺

（電）8”40 田　畑　奈都希 今 福 小 2013 和 歌 山 市 小 学 生 記 録 会 紀 三 井 寺

８０ｍH     12”82 矢　野　優　子 潮 岬 陸 上 ク ラ ブ 2001 全 国 小 学 生 交 流 国 立

野　間・南　方

大　桑・濱　口

走幅跳 4ｍ99 中　村　香　織 西 脇 小 1995 全 国 小 学 生 交 流 国 立

走高跳 1ｍ36 森　川　友　子 富 里 小 1984 西 牟 婁 小 学 生 記 録 会 新 宮 市 民

ジャベリックボール投      53ｍ44 森　川　ほのか み な べ AC 2016 県 小 学 生 秋 季 選 手 権 紀 三 井 寺 補 助

コンバインドＡ 1929点 山　際　伶　美 紀 の 国 Ａ Ｃ 2020 県 小 学 生 選 手 権 紀 三 井 寺

コンバインドＢ 1904点 愛　宕　花　梨 海 南 ア ス リ ー ト 2021 日 清 食 品 カップ和 歌山 大会 紀 三 井 寺

種　　目 記　　録 氏　　名 所　　属 年 競　技　会 競 技 場

藤　田・橋　爪

山　口・宮　﨑

（注）コンバインド競技は2019年から実施

    52”44 紀 の 国 Ａ Ｃ

コンバインドＡ内訳　80ｍＨ 13”78　走高跳1ｍ22
コンバインドＢ内訳　走幅跳  4ｍ38　ジャベリックボール投げ41ｍ52

橿 原

《男女混合の部》 2019年から実施

４×１００ｍR 日 産 ｽ ﾀ ｼ ﾞ ｱ ﾑ

        5ｍ66走幅跳

紀 の 国 Ａ Ｃ

コンバインドＡ内訳　80ｍＨ 13”49　走高跳1ｍ27
コンバインドＢ内訳　走幅跳  4ｍ79　ジャベリックボール投げ52ｍ65

《女子の部》

５０ｍH

４×１００ｍR     52”49

日 産 ｽ ﾀ ｼ ﾞ ｱ ﾑ全 国 小 学 生 交 流

1989

2014

2019

近 畿 五 府 県 交 流

全 国 小 学 生 交 流

４×１００ｍR     49”97 紀 の 国 Ａ Ｃ 2017

三 郡 市 対 抗

《男子の部》

５０ｍH
 

（手）
     7”7

吹 上 小 紀 三 井 寺

和 歌 山 県 小 学 校 記 録
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《男子の部》

種　　目 記　　録 氏　　　　　名 年

1年100ｍ　　 　       　17”02 中　島　大　輔 Ｇ Ｏ Ｂ Ｏ ク ラ ブ 2008

2年100ｍ　　 　       　16”19 中　島　大　輔 Ｇ Ｏ Ｂ Ｏ ク ラ ブ 2009

3年100ｍ　　 　       　15”09 中　島　大　輔 Ｇ Ｏ Ｂ Ｏ ク ラ ブ 2010

4年100ｍ　　 　       　14”09 中　島　大　輔 Ｇ Ｏ Ｂ Ｏ ク ラ ブ 2011

5年100ｍ 13”56 村　松　　　駿 和 歌 山 陸 上 ク ラ ブ 2013

6年100ｍ 12”24 津　名　弘　丈 紀 の 国 Ａ Ｃ 2015

4年以下1500ｍ 5'06”00 上　畑　　　陸 Ｕ Ａ Ｃ 2015

5年1500ｍ 4'55”61 井　関　裕　真 紀 の 国 Ａ Ｃ 2014

6年1500ｍ 4'43”20 福　島　直　樹 紀 の 国 Ａ Ｃ 2017

4×100ｍＲ 51”79 川 尾・松 村・須佐見・福 島 紀 の 国 Ａ Ｃ 2017

4、5、6年80ｍＨ 12”42 須佐見　　容平 紀 の 国 Ａ Ｃ 2017

4年以下走幅跳 4ｍ10 村　松　　　駿 和 歌 山 ゴ ー ル デ ン キ ッズ 2012

5年走幅跳 4ｍ65 村  松    　駿 和 歌 山 陸 上 ク ラ ブ 2013

6年走幅跳 5ｍ12 山  本　晴  海 和 歌 山 陸 上 ク ラ ブ 2020

4、5、6年走高跳 1ｍ40 城  山  晃  典 紀 の 国 Ａ Ｃ 2004

4、5、6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

       55ｍ23 鷹　巣　充　希 紀 の 国 Ａ Ｃ 2020

《女子の部》

種　　目 記　　録 氏　　　　　名 年

1年100ｍ　　 　       　17”60 中　谷　唱　乃 有 功 小 学 校 2020

2年100ｍ　　 　       　16”06 小　川　笑　凜 の か み Ａ Ｃ 2018

3年100ｍ　　 　       　15”57 中　村　紅　翔 和 歌 山 陸 上 ク ラ ブ 2015

4年100ｍ　　 　　       14”80 林　　　華　菜 海南アスリートクラブ 2015

5年100ｍ 13”97 藤　木　志　保 和 歌 山 陸 上 ク ラ ブ 2016

6年100ｍ 13”48 木　戸　理央音 和 歌 山 陸 上 ク ラ ブ 2021

4年以下1500ｍ 5'13”01 上　畑　真　由 Ｕ Ａ Ｃ 2014

5年1500ｍ 5'03”80 菱　山　愛　里 紀 の 国 Ａ Ｃ 2016

6年1500ｍ 4'51”48 上　畑　真　由 Ｕ Ａ Ｃ 2016

4×100ｍＲ 53”86 野 間・南 方・田 中・大 桑 紀 の 国 Ａ Ｃ 2014

4、5、6年80ｍＨ 13”32 南　方　麻　央 紀 の 国 Ａ Ｃ 2017

4年以下走幅跳 3ｍ93 児　島　里　奈 初 島 陸 上 ク ラ ブ 2004

5年走幅跳 4ｍ23 小　畑　南　帆 太 地 陸 上 ク ラ ブ 2007

6年走幅跳 4ｍ90 保　田　美　羽 藤 並 小 学 校 2019

4、5、6年走高跳 1ｍ32 榎　　　葉　月 和 歌 山 陸 上 ク ラ ブ 2009

4、5、6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

53ｍ44 森　川　ほのか み な べ Ａ Ｃ 2016

ジャベッリクボール投・・・２０１５年より実施

所　　　属

所　　　属

(2002～)

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会
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1 : コード 22300004
2 :
3 : コード 301010
4 :
5

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

10 9 9 30 曇り 18 77 東南東 0.5

10 9 10 0 曇り 18 77 東 0.2

10 9 11 0 曇り 19 78 北東 0.4

10 9 12 0 雨 20 73 東 0.1

10 9 13 0 雨 19.5 78 東南東 0.3

10 9 14 0 雨 19 81 東北東 0.1

10 9 15 0 雨 18 90 東 0.7

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会
主催者 和歌山陸上競技協会
競技場 紀三井寺公園陸上競技場
開催日 2022年10月9日(日)
気象条件

備考
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【男子の部】

種目

1年100m 田中　颯真(1)  18.70 小坂　清人(1)  18.84 井上　翔貴(1)  18.90 喜夛　大和(1)  19.50 橋本　航汰(1)  19.53 湯川　大陸(1)  19.76 ディアップ　琉偉(1)  19.78 白樫　巧光(1)  19.96

風：-1.2 岡崎小学校 紀の国AC 有田JAC 有田JAC 和歌山パラAC 紀の国AC 紀の国AC 浜宮小学校

2年100m 田中　太智(2)  16.80 松岡　優太(2)  16.87 笠松　昇真(2)  17.06 中村　建翔(2)  17.15 福井　翔太(2)  17.94 谷　剣心(2)  18.21 榎本　巧(2)  18.28 内谷　元哉(2)  19.19

風：-1.3 野崎Ｔ＆Ｆ 海南アスリート 田辺AC 海南アスリート 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 海南アスリート 田辺AC

3年100m 湯川　瑠偉(3)  15.59 五味　太志(3)  16.18 大矢　凌央(3)  16.19 垣内　駿佑(3)  16.50 神谷　康心(3)  16.53 山野　今瞬(3)  16.64 米田　晃(3)  16.68 平野　碧(3)  16.73

風：+0.4 紀の国AC ２９SA 紀の国AC ２９SA のかみAC ２９SA 野崎Ｔ＆Ｆ 海南アスリート

4年100m A決勝 上川　颯太(4)  15.00 清水　滉晟(4)  15.46 尾上　功志郎(4)  15.48 田中　洸太(4)  15.77 徳田　貴市(4)  15.77 山﨑　奏太(4)  15.85 榊　裕宇(4)  15.93 竪　雅来斗(4)  16.00

風：+0.3 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ のかみAC 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ のかみAC 和歌山陸上クラブ 根来小学校

4年100m B決勝 齋藤　光(4)  16.16 向谷　虹輝(4)  16.47 西岡　空音(4)  16.66 後藤　莉武(4)  16.74 坪中　理貴(4)  16.76 谷口　和優(4)  16.76 武田　惺那(4)  16.83

風：+0.1 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 本宮子どもスポーツクラブ 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ のかみAC 印南ジュニア

濱　千晄(4)  16.74

のかみAC

5年100m A決勝 山口　隼人(5)  13.98 上地　諒弥(5)  14.30 梅田　信輝(5)  14.69 辻川　海斗(5)  14.85 石津　亮太(5)  15.35 高橋　慶(5)  15.51 小松　長壱(5)  15.62 今西　桜介(5)  15.66

風：-0.3 のかみAC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 有田JAC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC みさき陸上少年団

5年100m B決勝 馬田　樹(5)  15.92 中村　宗介(5)  16.07 津毛　颯人(5)  16.10 樋口　結人(5)  16.19 中林　慶次(5)  16.22 今西　彩人(5)  16.25 山田　那和(5)  16.34 出口　凜人(5)  16.44

風：+0.2 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 有田JAC 海南アスリート 有田JAC 有田JAC

6年100m A決勝 仲　柚佑(6)  13.26 後藤　世逢(6)  14.11 喜多　凌雅(6)  14.38 福田　一真(6)  14.50 齋藤　柚斗(6)  14.74 前中　大輝(6)  14.74 山本　真大(6)  14.75 堀井　遼(6)  14.97

風：0.0 山東小学校 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ のかみAC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ

6年100m B決勝 堀口　莉玖(6)  14.85 田渕　佑樹(6)  14.94 竹中　聡亮(6)  15.14 山口　玄馬(6)  15.16 西　昇成(6)  15.20 樹林　実(6)  15.21 川口　涼玖(6)  15.31 野手　陸斗(6)  15.36

風：-0.2 和歌山陸上クラブ のかみAC 田辺AC 和歌山陸上クラブ 太地陸上クラブ ２９SA 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC

井上　慶祐(4)  5:34.52 佐々木　駿一(4)  5:41.88 平野　碧(3)  5:51.55 江口　太登(3)  5:51.98 武田　惺那(4)  5:52.55 山本　晴輝(3)  6:06.69 横山　幸太朗(4)  6:09.54 玉置　悠偉(3)  6:11.29

有田JAC 印南ジュニア 海南アスリート 上岩出小学校 印南ジュニア のかみAC みなべAC 下津小学校

石津　亮太(5)  5:26.84 山田　那和(5)  5:31.20 今西　彩人(5)  5:32.74 赤土　悠真(5)  5:45.68 小松　長壱(5)  5:47.24 吉田　衛心(5)  5:47.25 今西　桜介(5)  5:49.87 出口　凜人(5)  5:59.33

有田JAC 有田JAC 海南アスリート 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC みさき陸上少年団 有田JAC

齋藤　朗(6)  5:08.90 齋藤　柚斗(6)  5:14.36 金田　倖(6)  5:16.40 山﨑　友善(6)  5:16.98 堀井　遼(6)  5:35.53 大桑　瑠生(6)  5:37.06 坂本　昊佑(6)  5:47.43 寺本　悠雅(6)  5:58.97

笠松小学校 和歌山陸上クラブ みさき陸上少年団 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 潮岬小 みさき陸上少年団

4、5、6年80mH 中山　暁翔(6)  13.44 (-0.1) 大矢　陽翔(5)  15.10 (-0.1) 寺井　祥登(5)  15.77 (-0.1) 坂内　尊(6)  17.62 (-0.1)

風：-0.1 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 田辺AC

和歌山陸上クラブA  55.66 紀の国AC-A  55.82 のかみAC A  57.39 紀の国AC-B  57.46 和歌山陸上クラブB  59.09 野崎Ｔ＆Ｆ A  1:00.97 有田JAC  1:02.70 紀の国AC-C  1:02.83

福田　一真(6) 西川　麟太朗(6) 尾上　功志郎(4) 喜多　凌雅(6) 大桑　瑠生(6) 高橋　慶(5) 喜夛　弘登(6) 中村　宗介(5)

梅田　信輝(5) 後藤　世逢(6) 田渕　佑樹(6) 岡中　亮祥(6) 齋藤　柚斗(6) 川口　涼玖(6) 石津　亮太(5) 小松　長壱(5)

堀口　莉玖(6) 上地　諒弥(5) 前中　大輝(6) 野手　陸斗(6) 山口　玄馬(6) 辻川　海斗(5) 山田　那和(5) 寺井　祥登(5)

土橋　照由(6) 中山　暁翔(6) 山口　隼人(5) 山本　真大(6) 堀井　遼(6) 田中　洸太(4) 出口　凜人(5) 津毛　颯人(5)

中山　暁翔(6)  1.27 藤原　凌玖(6)  1.20 大矢　陽翔(5)  1.10

紀の国AC 由良AC 紀の国AC

神谷　康心(3)  3.54 (-0.8) 尾上　功志郎(4)  3.40 (-0.2) 井上　旺紀(4)  3.27 (-1.5) 山﨑　奏太(4)  3.23 (+0.1) 大矢　凌央(3)  3.19 (-1.0) 坪中　理貴(4)  3.13 (-0.3) 竪　雅来斗(4)  3.10 (-0.9) 辻本　圭佑(4)  3.07 (-0.5)

のかみAC のかみAC 海南アスリート のかみAC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 根来小学校 のかみAC

山口　隼人(5)  4.28 (+0.3) 高橋　慶(5)  3.63 (+1.1) 濵　瑛斗(5)  3.48 (+0.5) 中村　宗介(5)  3.31 (0.0) 根來　慶次(5)  3.22 (+1.0) 泉　一徳(5)  3.08 (+0.4)

のかみAC 野崎Ｔ＆Ｆ 太地陸上クラブ 紀の国AC 紀の国AC 本宮子どもスポーツクラブ

後藤　世逢(6)  4.30 (0.0) 岡中　亮祥(6)  4.29 (+0.7) 西　昇成(6)  4.03 (-0.9) 前中　大輝(6)  4.03 (+0.3) 山本　真大(6)  3.78 (+0.2) 田渕　佑樹(6)  3.72 (+0.5) 野手　陸斗(6)  3.50 (0.0) 竹中　聡亮(6)  3.41 (+0.2)

紀の国AC 紀の国AC 太地陸上クラブ のかみAC 紀の国AC のかみAC 紀の国AC 田辺AC

岡中　亮祥(6)  47.51 赤土　悠真(5)  36.60 上地　諒弥(5)  35.24 尾崎　雄琉(6)  33.75 上川　颯太(4)  33.27 辻川　海斗(5)  32.85 田中　創真(4)  32.64 榊　裕宇(4)  30.79

紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC みなべAC 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在） 総　　　　務：川村　栄司　　　トラック審判長：中村　勝久

天候 温度 風向 風速 湿度 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：冨田　　進　　　記  録  主  任：滝上　勝也

雨 20 東 0.1m/s 73% 　433名（男223名　女210名）

2022年度（第22回）和歌山県秋季小学生陸上競技選手権大会
大会コード：22300004 2022年10月9日（日）

紀三井寺公園陸上競技場

競技場コード：301010

6位 7位 8位

4年以下
1500m

5年
1500m

1位 2位 3位 4位 5位

6年走幅跳

4、5、6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

主催：和歌山陸上競技協会

　参加チーム46チーム

6年
1500m

4x100mR

4、5、6年
走高跳

4年以下
走幅跳

5年走幅跳
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【女子の部】

種目

1年100m 東阪　羽琉(1)  18.43 松岡　咲愛(1)  18.77 青木　早季花(1)  18.85 神谷　晄里(1)  19.00 山口　花咲(1)  19.20 梅田　明珠(1)  19.49 芝　明日菜(1)  20.77

風：-1.0 海南アスリート 海南アスリート 紀の国AC のかみAC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 和歌山パラAC

2年100m 形見　ののか(2)  16.97 張間　葵音(2)  17.08 前田　純怜(2)  17.43 森崎　柚葉(2)  17.57 保田　葉月(2)  17.57 本郷　紗彩(2)  17.86 山本　歩咲(2)  18.64 三浦　優依(2)  18.70

風：+0.3 和歌山陸上クラブ 海南アスリート 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ

3年100m 中谷　唱乃(3)  16.41 日野　杏美(3)  17.17 青木　智有里(3)  17.32 島袋　梨愛(3)  17.33 関　千遥(3)  17.47 芝　春乃(3)  17.47 榎本　葵(3)  17.78 矢田　千紗(3)  18.10

風：+0.7 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 有功東小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山パラAC 紀の国AC 紀の国AC

4年100m A決勝 福田　紗良(4)  14.94 森木　香湖(4)  15.64 白樫　実祈(4)  15.81 前田　美怜(4)  16.01 宮本　涼羽(4)  16.05 北村　結夢(4)  16.16 髙橋　茉衣(4)  16.18 岡本　彩芽(4)  16.27

風：-1.2 西和佐小学校 のかみAC 浜宮小学校 野崎Ｔ＆Ｆ ２９SA 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ

4年100m B決勝 國祐　彩名(4)  16.15 福村　光咲(4)  16.39 榎本　杏南(4)  16.63 小林　結芽(4)  16.85 寺本　彩結(4)  16.87 小河原　凛(4)  17.01 栢木　愛実(4)  17.02

風：0.3 和歌山陸上クラブ 由良AC みさき陸上少年団 紀の国AC みさき陸上少年団 GOBOクラブ のかみAC

5年100m A決勝 光定　椿季(5)  15.01 西　咲帆(5)  15.22 北野　杏夏(5)  15.36 高田　梨帆(5)  15.48 佐藤　凛(5)  15.85 山口　苺華(5)  15.93 岩木　妃乃(5)  15.98 門脇　菜々子(5)  16.68

風：-0.7 野崎Ｔ＆Ｆ 太地陸上クラブ 和歌山陸上クラブ みなべAC 由良AC ゆうゆうスポーツクラブ 有田JAC GOBOクラブ

5年100m B決勝 前芝　恵茉(5)  16.39 塚　咲良(5)  16.51 西川　莉結(5)  16.52 辻川　心愛(5)  16.61 片山　莉央(5)  16.64 久保　沙英(5)  17.05 北林　愛梨(5)  17.23 寺坂　琉衣(5)  17.97

風：-0.6 紀の国AC 本宮子どもスポーツクラブ 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 印南ジュニア 龍神ＳＣ 和歌山陸上クラブ みなべAC

6年100m A決勝 小川　笑凜(6)  13.96 岩井　優奈(6)  14.04 辻村　季咲(6)  14.47 棟保　詩歩(6)  14.62 楠本　ゆら(6)  15.08 中谷　柚巴(6)  15.15 大畑　結愛(6)  15.21 塩崎　莉乃亜(6)  15.22

風：-0.5 のかみAC 紀の国AC のかみAC 和歌山陸上クラブ 海南アスリート 紀の国AC 安原小学校 那智勝浦スポーツ少年団

6年100m B決勝 森田　菜々(6)  15.11 中村　継美(6)  15.18 高尾　麗菜(6)  15.43 田中　愛佳(6)  15.50 安藤　愛莉(6)  15.55 瀧本　湖子(6)  15.68 佐藤　綾乃(6)  15.78

風：-0.3 有田JAC 紀の国AC クマ陸 紀の国AC 海南アスリート 紀の国AC 潮岬小学校

青木　智有里(3)  5:40.82 堀木　こはる(4)  5:53.49 齋藤　有紗(4)  6:01.51 前田　結月(4)  6:03.54 福村　光咲(4)  6:08.24 小河原　凛(4)  6:08.95 白樫　実祈(4)  6:09.02 石橋　美琴(4)  6:09.58

紀の国AC 田辺AC 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 由良AC GOBOクラブ 浜宮小学校 田辺AC

片山　伊織(5)  5:28.52 名畑　瑠那(5)  5:39.13 西　咲帆(5)  5:49.80 吉本　柚珠(5)  5:50.31 片山　葵彩(5)  5:52.42 原﨑　彩來(5)  5:57.14 山口　苺華(5)  5:58.26 東　美心(5)  6:03.95

紀の国AC 紀の国AC 太地陸上クラブ GOBOクラブ 田辺AC 田辺AC ゆうゆうスポーツクラブ みなべAC

森田　菜々(6)  5:20.89 岩井　優奈(6)  5:22.54 大谷　奈央(6)  5:30.82 上舎　芽愛(6)  5:39.52 谷口　和奏(6)  5:43.10 橋崎　真琳(6)  5:49.75 大畑　結愛(6)  5:50.93 中西　柚羽(6)  5:55.34

有田JAC 紀の国AC 印南ジュニア 田辺AC 海南アスリート Team　Arai 安原小学校 紀の国AC

4、5、6年80mH 南方　萌愛(5)  14.17 島田　花(5)  14.38 岩本　麗良(5)  16.03 佐藤　莉唯奈(6)  17.76 山口　陽花(5)  17.80 谷上　莉瑚(6)  17.86

風：-0.2 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC

紀の国AC-A  57.66 のかみAC A  58.35 紀の国AC C  59.81 紀の国AC-B  1:01.29 和歌山陸上クラブ  1:01.58 印南ジュニアＡ  1:02.86 野崎Ｔ＆Ｆ A  1:04.18 有田JAC  1:06.24

南方　萌愛(5) 三宅　望未(5) 山口　陽花(5) 佐藤　莉唯奈(6) 棟保　詩歩(6) 宇津宮　果奈(6) 前田　美怜(4) 森田　友(4)

岩井　優奈(6) 森木　香湖(4) 島田　花(5) 中村　継美(6) 北野　杏夏(5) 津村　紗衣(6) 光定　椿季(5) 森田　菜々(6)

雜賀　柚佳(6) 辻村　季咲(6) 岩本　麗良(5) 瀧本　湖子(6) 古澤　帆波(6) 大谷　奈央(6) 岡本　彩芽(4) 向山　陽毬(5)

中谷　柚巴(6) 小川　笑凜(6) 中西　柚羽(6) 田中　愛佳(6) 小倉　美玲(6) 村上　晏梨(6) 辻川　心愛(5) 岩木　妃乃(5)

島田　花(5)  1.20 岩本　麗良(5)  1.10 小倉　美玲(6)  1.10 南方　萌愛(5)  1.05 山口　陽花(5)  1.05 谷上　莉瑚(6)  1.00

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

國祐　彩名(4)  3.48 (-0.5) 北村　結夢(4)  3.40 (-0.3) 中谷　唱乃(3)  3.18 (-0.1) 森木　香湖(4)  3.13 (-0.2) 小林　結芽(4)  3.07 (-0.5) 堀井　陽まり(4)  2.96 (+0.2) 小早川　希空(4)  2.92 (0.0) 西端　唯李(4)  2.87 (-0.4)

和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 紀の国AC のかみAC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ クマ陸 みなべAC

弓倉　麻友(5)  3.54 (+0.1) 塚　咲良(5)  3.49 (+0.3) 三宅　望未(5)  3.08 (-1.3) 久保　沙英(5)  2.87 (+0.4) 山本　莉央(5)  2.67 (+0.3) 野上　怜愛(5)  2.67 (+0.7) 片山　莉央(5)  2.55 (+0.9) 井上　実音(5)  2.48 (+0.5)

稲原小学校 本宮子どもスポーツクラブ のかみAC 龍神ＳＣ みなべAC のかみAC 印南ジュニア みなべAC

塩崎　莉乃亜(6)  4.01 (+0.1) 小嶋　瑞希(6)  3.93 (+0.6) 岩﨑　舞衣(6)  3.86 (-0.1) 小倉　美玲(6)  3.54 (0.0) 佐藤　莉唯奈(6)  3.42 (-0.5) 泉　優月(6)  3.35 (+0.8) 楠本　ゆら(6)  3.34 (+0.3) 安藤　愛莉(6)  3.31 (+1.3)

那智勝浦スポーツ少年団 田辺AC みなべAC 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 海南アスリート 海南アスリート

小嶋　瑞希(6)  39.29 岩﨑　舞衣(6)  33.26 矢野　安都葉(6)  31.26 宇津宮　果奈(6)  30.25 田中　愛佳(6)  29.21 高田　梨帆(5)  27.75 大谷　奈央(6)  26.28 三宅　望未(5)  26.05

田辺AC みなべAC 和歌山陸上クラブ 印南ジュニア 紀の国AC みなべAC 印南ジュニア のかみAC

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在） 総　　　　務：川村　栄司　　　トラック審判長：中村　勝久

天候 温度 風向 風速 湿度 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：冨田　　進　　　記  録  主  任：滝上　勝也

雨 20 東 0.1m/s 73% 　433名（男223名　女210名）

6年
1500m

2022年度（第22回）和歌山県秋季小学生陸上競技選手権大会
大会コード：22300004 2022年10月9日（日）

紀三井寺公園陸上競技場

競技場コード：301010

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4年以下
1500m

5年
1500m

主催：和歌山陸上競技協会

　参加チーム46チーム

4x100mR

4、5、6年
走高跳

4年以下
走幅跳

5年走幅跳

6年走幅跳

4、5、6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

タナカ　ソウマ オカザキショウガッコウ イノウエ　ショウキ アリダジュニアアスリートクラブ

1  9110 田中　颯真 ( 1 )  岡崎小学校 7  18.44 q 1  532 井上　翔貴 ( 1 )  有田JAC 6  18.60 q

コサカ　キヨト キノクニアスリートクラブ キタ　ヤマト アリダジュニアアスリートクラブ

2  1-394 小坂　清人 ( 1 )  紀の国AC 5  18.70 q 2  528 喜夛　大和 ( 1 )  有田JAC 4  18.86 q

ユカワ　リク キノクニアスリートクラブ シラカシ　タクミ ハマノミヤショウガッコウ

3  1-393 湯川　大陸 ( 1 )  紀の国AC 6  19.23 q 3  9156 白樫　巧光 ( 1 )  浜宮小学校 5  19.32 q

ディアップ　ルイ キノクニアスリートクラブ ハシモト　コウタ ワカヤマパラアスリートクラブ

4  1-350 ディアップ　琉偉 ( 1 )  紀の国AC 3  19.48 q 4  9128 橋本　航汰 ( 1 )  和歌山パラAC 7  19.41 q

ホリグチ　ルイ ワカヤマリクジョウクラブ ツチヤ　コウキ ワカヤマリクジョウクラブ

5  2-651 堀口　留生 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 8  19.77 5  2-655 土屋　洸貴 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 2  19.75

イトガワ　タクマ リュウジンスポーツクラブ タムラ　シュン ユラアスリートクラブ

6  9092 糸川　拓真 ( 1 )  龍神ＳＣ 4  19.92 6  6-652 田村　旬 ( 1 )  由良AC 3  21.48

フルタニ　コウイチ ワカヤマリクジョウクラブ タキ　ショウタ ワカヤマリクジョウクラブ

7  2-652 古谷　晃一 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 2  23.01 7  2-654 瀧　翔太 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 8  22.74

ウエオカ　シンスケ ユラアスリートクラブ

8  6-651 上岡　眞輔 ( 1 )  由良AC 9  23.35

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

タナカ　ソウマ オカザキショウガッコウ

1  9110 田中　颯真 ( 1 )  岡崎小学校 7  18.70

コサカ　キヨト キノクニアスリートクラブ

2  1-394 小坂　清人 ( 1 )  紀の国AC 6  18.84

イノウエ　ショウキ アリダジュニアアスリートクラブ

3  532 井上　翔貴 ( 1 )  有田JAC 5  18.90

キタ　ヤマト アリダジュニアアスリートクラブ

4  528 喜夛　大和 ( 1 )  有田JAC 4  19.50

ハシモト　コウタ ワカヤマパラアスリートクラブ

5  9128 橋本　航汰 ( 1 )  和歌山パラAC 2  19.53

ユカワ　リク キノクニアスリートクラブ

6  1-393 湯川　大陸 ( 1 )  紀の国AC 8  19.76

ディアップ　ルイ キノクニアスリートクラブ

7  1-350 ディアップ　琉偉 ( 1 )  紀の国AC 3  19.78

シラカシ　タクミ ハマノミヤショウガッコウ

8  9156 白樫　巧光 ( 1 )  浜宮小学校 9  19.96

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

1年 男子 100m 予選  

風速 (-1.2 m/s)

風速 (+0.1 m/s)

《 予選 》

《 決勝 》

q (qualified by result) : プラスによる進出

22/10/09 13:55 ( 2組 0＋8 ) 

決勝   22/10/09 14:55  

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

大会記録   17.02 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2008

風速 (+0.2 m/s)
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

マツオカ　ユウタ カイナンアスリートクラブ タナカ　タイチ ノザキトラックアンドフィールド

1  2004 松岡　優太 ( 2 )  海南アスリート 7  17.30 q 1  867 田中　太智 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  17.09 q

フクイ　ショウタ キノクニアスリートクラブ ウチタニ　モトヤ タナベアスリートクラブ

2  1-349 福井　翔太 ( 2 )  紀の国AC 2  17.85 q 2  902 内谷　元哉 ( 2 )  田辺AC 5  18.37 q

トヨオカ　アキト キノクニアスリートクラブ ツムラ　ソウスケ イナミリクジョウクラブジュニア

3  1-345 豊岡　章杜 ( 2 )  紀の国AC 6  18.49 3  422 津村　壮佑 ( 2 )  印南ジュニア 4  18.65

シメキ　ヒロト ワカヤマリクジョウクラブ オグラ　タクヤ ワカヤマリクジョウクラブ

4  2-528 〆木　優翔 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4  18.56 4  2-521 小倉　拓也 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 7  19.79

モリ　コウセイ タイジリクジョウクラブ ヤマモト　リク キノクニアスリートクラブ

5  482 森　光正 ( 2 )  太地陸上クラブ 9  18.97 5  1-320 山本　理巧 ( 2 )  紀の国AC 9  19.99

オチアイ　ユズト ノカミアスリートクラブ ヒロタ　ソウスケ カイナンアスリートクラブ

6  480 落合　柚登 ( 2 )  のかみAC 5  19.10 6  410 廣田　蒼佑 ( 2 )  海南アスリート 3  21.19

オガハラ　タケル ゴボウクラブ ハマグチ　コウタ ワカヤマリクジョウクラブ

7  607 小河原　健 ( 2 )  GOBOクラブ 8  19.26 7  2-522 濵口　昊大 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 8  21.31

ヒライ　ダイチ イナミリクジョウクラブジュニア ニシカワ　タイチ ノザキトラックアンドフィールド

8  423 平井　大智 ( 2 )  印南ジュニア 3  20.66 8  3-815 西川　大智 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  21.58

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカムラ　ケンショウ カイナンアスリートクラブ カサマツ　ショウマ タナベアスリートクラブ

1  417 中村　建翔 ( 2 )  海南アスリート 7  17.33 q 1  926 笠松　昇真 ( 2 )  田辺AC 6  17.18 q

コンダ　オウスケ ミヤショウガッコウ エノモト　コウ カイナンアスリートクラブ

2  9030 根田　旺佑 ( 2 )  宮小学校 5  18.58 2  416 榎本　巧 ( 2 )  海南アスリート 7  18.17 q

マツイ　ショウタ ノザキトラックアンドフィールド タニ　ケンシン ワカヤマリクジョウクラブ

3  9061 松井　翔大 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  19.48 3  2-544 谷　剣心 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 2  18.30 q

タカハシ　ソウ ノザキトラックアンドフィールド サカキ　ヒサキ ワカヤマリクジョウクラブ

4  3-890 高橋　颯 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  20.00 4  2-523 榊　久輝 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4  18.92

ナカオ　タイセイ ノカミアスリートクラブ フルサカ　カナト ノカミアスリートクラブ

5  482 中尾　太星 ( 2 )  のかみAC 3  20.66 5  481 古阪　嘉那斗 ( 2 )  のかみAC 8  19.57

カワグチ　カツユキ ワカヤマリクジョウクラブ ナカエ　ショウタ ゴボウクラブ

6  2-543 川口　豪之 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 9  20.81 6  625 中江　翔大 ( 2 )  GOBOクラブ 9  20.22

オカモト　コウシ キノクニアスリートクラブ シラカワ　リョウヤ キノクニアスリートクラブ

7  1-374 岡本　康志 ( 2 )  紀の国AC 2  20.86 7  1-362 白川　凌也 ( 2 )  紀の国AC 3  21.82

ツダ　カズト ニーキュウ ドウウラ　コウタ キノクニアスリートクラブ

-  9024 津田　一翔 ( 2 )  ２９SA 8 DNS -  1-330 堂浦　光汰 ( 2 )  紀の国AC 5 DNS

2年 男子 100m 予選   22/10/09 13:35 ( 4組 0＋8 ) 

決勝   22/10/09 14:45  

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   16.19 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2009

《 予選 》

風速 (-0.8 m/s) 風速 (-0.9 m/s)

風速 (-1.4 m/s) 風速 (-1.0 m/s)
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順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

タナカ　タイチ ノザキトラックアンドフィールド

1  867 田中　太智 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  16.80

マツオカ　ユウタ カイナンアスリートクラブ

2  2004 松岡　優太 ( 2 )  海南アスリート 5  16.87

カサマツ　ショウマ タナベアスリートクラブ

3  926 笠松　昇真 ( 2 )  田辺AC 4  17.06

ナカムラ　ケンショウ カイナンアスリートクラブ

4  417 中村　建翔 ( 2 )  海南アスリート 6  17.15

フクイ　ショウタ キノクニアスリートクラブ

5  1-349 福井　翔太 ( 2 )  紀の国AC 9  17.94

タニ　ケンシン ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-544 谷　剣心 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 2  18.21

エノモト　コウ カイナンアスリートクラブ

7  416 榎本　巧 ( 2 )  海南アスリート 8  18.28

ウチタニ　モトヤ タナベアスリートクラブ

8  902 内谷　元哉 ( 2 )  田辺AC 3  19.19

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ゴミ　タイシ ニーキュウ オオヤ　リョウ キノクニアスリートクラブ

1  9104 五味　太志 ( 3 )  ２９SA 6  16.00 q 1  1-331 大矢　凌央 ( 3 )  紀の国AC 4  16.19 q

ヒラノ　アオイ カイナンアスリートクラブ カキウチ　シュンスケ ニーキュウ

2  415 平野　碧 ( 3 )  海南アスリート 7  16.70 q 2  9151 垣内　駿佑 ( 3 )  ２９SA 6  16.43 q

カサノ　リョウスケ ノザキトラックアンドフィールド フジタ　レント ノザキトラックアンドフィールド

3  1100 笠野　伶恭 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  17.00 3  9063 藤田　蓮士 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  17.32

ヤマモト　ハルキ ノカミアスリートクラブ ヤマモト　リツ イナミリクジョウクラブジュニア

4  471 山本　晴輝 ( 3 )  のかみAC 4  17.30 4  419 山本　理都 ( 3 )  印南ジュニア 3  17.35

シオザキ　タイチ ノザキトラックアンドフィールド ヤマグチ　コウマ ワカヤマリクジョウクラブ

5  1386 塩崎　太智 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  17.56 5  2-503 山口　弘馬 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 5  17.38

サカモト　ユウト キノクニアスリートクラブ カシハラ　タイヨウ キノクニアスリートクラブ

6  1-333 坂本　有都 ( 3 )  紀の国AC 9  18.62 6  1-305 柏原　大洋 ( 3 )  紀の国AC 2  18.15

カワグチ　リト ノザキトラックアンドフィールド イセキ　リン ダイシンショウガッコウ

7  1119 川口　琉斗 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  19.10 -  9135 井関　凜 ( 3 )  大新小学校 8 DNS

イワブチ　キミヒロ カイナンアスリートクラブ ノサカ　アオト カイナンアスリートクラブ

8  414 岩渕　仁宏 ( 3 )  海南アスリート 2  19.16 -  411 野坂　蒼斗 ( 3 )  海南アスリート 9 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

風速 (-0.3 m/s)

3年 男子 100m 予選   22/10/09 13:10 ( 4組 0＋8 ) 

決勝   22/10/09 14:35  

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

q (qualified by result) : プラスによる進出

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   15.09 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2010

《 予選 》

風速 (-0.7 m/s) 風速 (-0.5 m/s)
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3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

カミヤ　コウシン ノカミアスリートクラブ ユカワ　ルイ キノクニアスリートクラブ

1  470 神谷　康心 ( 3 )  のかみAC 6  16.17 q 1  1-354 湯川　瑠偉 ( 3 )  紀の国AC 5  15.65 q

ムラカミ　ハルノブ ワカヤマリクジョウクラブ ヤマノ　イマ ニーキュウ

2  2-502 村上　晴信 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 5  16.83 2  9105 山野　今瞬 ( 3 )  ２９SA 7  16.80 q

イワブチ　トウ ニーキュウ ヨネダ　アキラ ノザキトラックアンドフィールド

3  9038 岩渕　都宇 ( 3 )  ２９SA 3  16.99 3  3-855 米田　晃 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  16.81 q

ヤマダ　トモ アリダジュニアアスリートクラブ タマキ　ユイ シモツショウガッコウ

4  537 山田　斗望 ( 3 )  有田JAC 4  17.19 4  2040 玉置　悠偉 ( 3 )  下津小学校 2  17.32

サイカ　ユウキ キノクニアスリートクラブ オガワ　ハルキ ワカヤマリクジョウクラブ

5  1-338 雜賀　裕生 ( 3 )  紀の国AC 7  17.85 [844] 5  2-508 小河　晴輝 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 6  18.30

デヤマ　ヒイロ ノザキトラックアンドフィールド ニシ　ムツキ ノザキトラックアンドフィールド

6  9001 出山　陽彩 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  17.85 [849] 6  9064 西　陸来 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  19.16

モリワキ　ダイチ キノクニアスリートクラブ クリヤマ　コウト ミナベ

7  1-379 森脇　大智 ( 3 )  紀の国AC 9  17.91 7  656 栗山　光人 ( 3 )  みなべAC 3  19.75

タケダ　ユウマ キノクニアスリートクラブ ヒラミ　ユウホ ノザキトラックアンドフィールド

8  1-336 竹田　悠真 ( 3 )  紀の国AC 2  18.98 -  9062 平見　優歩 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ユカワ　ルイ キノクニアスリートクラブ

1  1-354 湯川　瑠偉 ( 3 )  紀の国AC 7  15.59

ゴミ　タイシ ニーキュウ

2  9104 五味　太志 ( 3 )  ２９SA 4  16.18

オオヤ　リョウ キノクニアスリートクラブ

3  1-331 大矢　凌央 ( 3 )  紀の国AC 5  16.19

カキウチ　シュンスケ ニーキュウ

4  9151 垣内　駿佑 ( 3 )  ２９SA 8  16.50

カミヤ　コウシン ノカミアスリートクラブ

5  470 神谷　康心 ( 3 )  のかみAC 6  16.53

ヤマノ　イマ ニーキュウ

6  9105 山野　今瞬 ( 3 )  ２９SA 3  16.64

ヨネダ　アキラ ノザキトラックアンドフィールド

7  3-855 米田　晃 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  16.68

ヒラノ　アオイ カイナンアスリートクラブ

8  415 平野　碧 ( 3 )  海南アスリート 9  16.73

風速 (-0.5 m/s) 風速 (-0.4 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

風速 (+0.4 m/s)

q (qualified by result) : プラスによる進出
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

オノウエ　コウシロウ ノカミアスリートクラブ カミカワ　ソウタ ワカヤマリクジョウクラブ

1  453 尾上　功志郎 ( 4 )  のかみAC 5  15.47 q 1  2-408 上川　颯太 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 4  15.09 q

ヤマサキ　カナタ ノカミアスリートクラブ サイトウ　ヒカル ワカヤマリクジョウクラブ

2  459 山﨑　奏太 ( 4 )  のかみAC 6  15.66 q 2  2-417 齋藤　光 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 3  15.96 q

ニシオカ　クオン ホングウコドモスポーツクラブ ハマ　チアキ ノカミアスリートクラブ

3  708 西岡　空音 ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 3  16.41 q 3  464 濱　千晄 ( 4 )  のかみAC 5  16.39 q

タケダ　セナ イナミリクジョウクラブジュニア イトガワ　ソウマ リュウジンスポーツクラブ

4  407 武田　惺那 ( 4 )  印南ジュニア 4  16.60 q 4  495 糸川　壮真 ( 4 )  龍神ＳＣ 7  17.03 [023]

キタ　リクト キノクニアスリートクラブ コガ　リョウノ キノクニアスリートクラブ

5  1-382 北　陸人 ( 4 )  紀の国AC 8  16.81 5  1-397 古賀　稜埜 ( 4 )  紀の国AC 8  17.03 [025]

オオカワ　ヒナタ ミナベ テラシマ　ライト イワデ

6  653 大川　陽向 ( 4 )  みなべAC 7  17.25 6  9155 寺嶋　来登 ( 4 )  岩出小学校 6  17.45

タナカ　ソウマ キノクニアスリートクラブ ウエノ　リンセイ イワデ

7  1-344 田中　創真 ( 4 )  紀の国AC 9  17.46 7  9019 上野　凛青 ( 4 )  岩出小学校 1  17.89

ユカワ　フウト リュウジンスポーツクラブ マチダ　リクト カイナンアスリートクラブ

8  1359 湯川　楓翔 ( 4 )  龍神ＳＣ 1  18.67 8  406 町田　陸隼 ( 4 )  海南アスリート 9  17.95

ミヤシタ　イツキ ノカミアスリートクラブ タノウエ　ソウゴ ミナベ

9  458 宮下　樹 ( 4 )  のかみAC 2  20.25 9  654 田上　蒼吾 ( 4 )  みなべAC 2  17.96

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

タナカ　コウタ ノザキトラックアンドフィールド トクダ　キイチ ワカヤマリクジョウクラブ

1  3-867 田中　洸太 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  15.79 q 1  2-412 徳田　貴市 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 6  15.76 q

タテ　ガクト ネゴロショウガッコウ サカキ　ユウ ワカヤマリクジョウクラブ

2  9041 竪　雅来斗 ( 4 )  根来小学校 4  15.96 q 2  2-393 榊　裕宇 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 3  15.94 q

ツボナカ　リキ ノザキトラックアンドフィールド ゴトウ　リム キノクニアスリートクラブ

3  1387 坪中　理貴 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  16.14 q 3  1-310 後藤　莉武 ( 4 )  紀の国AC 4  16.47 q

ヤマキ　トモハル ワカヤマリクジョウクラブ ゴトウ　ライト イサオヒガシショウガッコウ

4  2-411 山木　智陽 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 8  17.01 4  9101 後藤　來飛 ( 4 )  有功東小学校 5  16.78

イノウエ　ケイユウ アリダジュニアアスリートクラブ ツジモト　ケイスケ ノカミアスリートクラブ

5  531 井上　慶祐 ( 4 )  有田JAC 6  17.24 5  455 辻本　圭佑 ( 4 )  のかみAC 8  16.83

ナカネ　センタロウ ホングウコドモスポーツクラブ シバタ　アツト タナベアスリートクラブ

6  706 中根　仙太郎 ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 7  17.48 6  754 柴田　篤人 ( 4 )  田辺AC 7  17.18

タキガワ　カイリ アリダジュニアアスリートクラブ ウエノヤマ　ユイタ カイナンアスリートクラブ

7  535 瀧川　海星 ( 4 )  有田JAC 9  17.85 7  413 上野山　結太 ( 4 )  海南アスリート 9  17.83

ミヤマエ　マサト ワカヤマパラアスリートクラブ タキ　ハヤト ワカヤマリクジョウクラブ

8  9150 宮前　将人 ( 4 )  和歌山パラAC 2  18.43 8  2-401 瀧　颯人 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 2  18.97

4年 男子 100m 予選   22/10/09 12:45 ( 5組 0＋16 ) 

決勝   22/10/09 14:25 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   14.09 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2011

《 予選 》

風速 (+0.6 m/s) 風速 (-0.3 m/s)

風速 (-0.7 m/s) 風速 (-0.8 m/s)
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5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

シミズ　コウセイ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-405 清水　滉晟 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 3  15.71 q

ムカイタニ　コウキ ノザキトラックアンドフィールド

2  3-860 向谷　虹輝 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  16.39 q

タニグチ　カズマサ ノカミアスリートクラブ

3  463 谷口　和優 ( 4 )  のかみAC 8  16.64 q

カキハナ　チアキ キノクニアスリートクラブ

4  1-357 垣鼻　千輝 ( 4 )  紀の国AC 9  16.70 [692]

イノウエ　オウキ カイナンアスリートクラブ

5  412 井上　旺紀 ( 4 )  海南アスリート 5  16.70 [697]

タマキ　アキト キノクニアスリートクラブ

6  1-352 玉置　晃士 ( 4 )  紀の国AC 7  17.08

ヨコヤマ　コウタロウ ミナベ

7  655 横山　幸太朗 ( 4 )  みなべAC 1  17.56

クボ　タクミ ニーキュウ

8  9142 久保　拓巳 ( 4 )  ２９SA 2  18.95

フジイ　トウキ ノザキトラックアンドフィールド

-  3-870 藤井　統輝 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6 DNS

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

カミカワ　ソウタ ワカヤマリクジョウクラブ サイトウ　ヒカル ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-408 上川　颯太 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 6  15.00 1  2-417 齋藤　光 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 4  16.16

シミズ　コウセイ ワカヤマリクジョウクラブ ムカイタニ　コウキ ノザキトラックアンドフィールド

2  2-405 清水　滉晟 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 7  15.46 2  3-860 向谷　虹輝 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  16.47

オノウエ　コウシロウ ノカミアスリートクラブ ニシオカ　クオン ホングウコドモスポーツクラブ

3  453 尾上　功志郎 ( 4 )  のかみAC 5  15.48 3  708 西岡　空音 ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 9  16.66

タナカ　コウタ ノザキトラックアンドフィールド ハマ　チアキ ノカミアスリートクラブ

4  3-867 田中　洸太 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  15.77 [763] 4  464 濱　千晄 ( 4 )  のかみAC 6  16.74 [731]

トクダ　キイチ ワカヤマリクジョウクラブ ゴトウ　リム キノクニアスリートクラブ

5  2-412 徳田　貴市 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 8  15.77 [769] 4  1-310 後藤　莉武 ( 4 )  紀の国AC 8  16.74 [731]

ヤマサキ　カナタ ノカミアスリートクラブ ツボナカ　リキ ノザキトラックアンドフィールド

6  459 山﨑　奏太 ( 4 )  のかみAC 4  15.85 6  1387 坪中　理貴 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  16.76 [754]

サカキ　ユウ ワカヤマリクジョウクラブ タニグチ　カズマサ ノカミアスリートクラブ

7  2-393 榊　裕宇 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 3  15.93 7  463 谷口　和優 ( 4 )  のかみAC 2  16.76 [758]

タテ　ガクト ネゴロショウガッコウ タケダ　セナ イナミリクジョウクラブジュニア

8  9041 竪　雅来斗 ( 4 )  根来小学校 2  16.00 8  407 武田　惺那 ( 4 )  印南ジュニア 3  16.83

風速 (-0.7 m/s)

《 決勝 》

風速 (+0.3 m/s) 風速 (+0.1 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

イシヅ　リョウタ アリダジュニアアスリートクラブ ヤマグチ　ハヤト ノカミアスリートクラブ

1  587 石津　亮太 ( 5 )  有田JAC 7  15.15 q 1  443 山口　隼人 ( 5 )  のかみAC 7  13.86 q

コマツ　チョウイチ キノクニアスリートクラブ タカハシ　ケイ ノザキトラックアンドフィールド

2  1-332 小松　長壱 ( 5 )  紀の国AC 4  15.37 q 2  855 高橋　慶 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  15.53 q

ウマダ　イツキ キノクニアスリートクラブ イマニシ　アヤト カイナンアスリートクラブ

3  1-303 馬田　樹 ( 5 )  紀の国AC 9  15.81 q 3  9141 今西　彩人 ( 5 )  海南アスリート 6  16.08 q

ナカバヤシ　ケイジ アリダジュニアアスリートクラブ ナカムラ　ソウスケ キノクニアスリートクラブ

4  580 中林　慶次 ( 5 )  有田JAC 6  15.98 q 4  1-324 中村　宗介 ( 5 )  紀の国AC 4  16.32 q

ヤマダ　ナオ アリダジュニアアスリートクラブ ネゴロ　ケイジ キノクニアスリートクラブ

5  536 山田　那和 ( 5 )  有田JAC 5  16.02 q 5  1-367 根來　慶次 ( 5 )  紀の国AC 9  16.51

ナカオ　カイリ ワカヤマリクジョウクラブ タニグチ　コウ ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-433 仲尾　海琳 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 8  16.99 6  2-444 谷口　巧 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 2  16.86

ヒラヤマ　カケル ワカヤマリクジョウクラブ ウエヤマ　ミズキ ノザキトラックアンドフィールド

7  2-428 平山　翔琉 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 2  19.46 7  9052 上山　瑞生 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  17.11

シンヤマ　オウセイ カイナンアスリートクラブ ニシカワ　ルイト ノザキトラックアンドフィールド

8  402 新山　王彗 ( 5 )  海南アスリート 3  21.12 8  3-650 西川　塁登 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  17.29

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ウメダ　ノブキ ワカヤマリクジョウクラブ カミジ　リョウヤ キノクニアスリートクラブ

1  2-435 梅田　信輝 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 5  14.52 q 1  1-371 上地　諒弥 ( 5 )  紀の国AC 6  14.43 q

ツジカワ　カイト ノザキトラックアンドフィールド ツゲ　ハヤト キノクニアスリートクラブ

2  1378 辻川　海斗 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  14.57 q 2  1-356 津毛　颯人 ( 5 )  紀の国AC 7  15.90 q

イマニシ　オウスケ ミサキリクジョウショウネンダン ヒグチ　ユイト ワカヤマリクジョウクラブ

3  2030 今西　桜介 ( 5 )  みさき陸上少年団 4  15.61 q 3  2-439 樋口　結人 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 4  16.05 q

デグチ　リント アリダジュニアアスリートクラブ イズミ　カズノリ ホングウコドモスポーツクラブ

4  538 出口　凜人 ( 5 )  有田JAC 7  16.04 q 4  704 泉　一徳 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 5  16.44

カミタニ　ユラ ワカヤマリクジョウクラブ イヌイ　ライキ ホングウコドモスポーツクラブ

5  2-431 紙谷　悠良 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 9  17.28 5  703 乾　頼煌 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 8  17.21

デヤマ　アオイ ノザキトラックアンドフィールド オクノ　コウスケ カイナンアスリートクラブ

6  1379 出山　碧海 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  17.31 6  407 奥野　晃介 ( 5 )  海南アスリート 3  17.77

ニシ　エイト カイナンアスリートクラブ タマキ　シド シモツショウガッコウ

7  404 西　瑛都 ( 5 )  海南アスリート 3  18.84 -  2041 玉置　心都 ( 5 )  下津小学校 2 DNS

エグチ　タクト カミイワデショウガッコウ ヤマモト　ショウタ ワカヤマリクジョウクラブ

8  9144 江口　拓杜 ( 5 )  上岩出小学校 2  19.64 -  2023 山本　翔太 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 9 DNS

5年 男子 100m 予選   22/10/09 12:15 ( 4組 0＋16 ) 

決勝   22/10/09 14:15 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   13.56 村 松 　駿 和歌山陸上クラブ 2013

《 予選 》

風速 (+0.3 m/s) 風速 (+1.0 m/s)

風速 (+0.5 m/s) 風速 (-1.1 m/s)
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ヤマグチ　ハヤト ノカミアスリートクラブ ウマダ　イツキ キノクニアスリートクラブ

1  443 山口　隼人 ( 5 )  のかみAC 7  13.98 1  1-303 馬田　樹 ( 5 )  紀の国AC 5  15.92

カミジ　リョウヤ キノクニアスリートクラブ ナカムラ　ソウスケ キノクニアスリートクラブ

2  1-371 上地　諒弥 ( 5 )  紀の国AC 5  14.30 2  1-324 中村　宗介 ( 5 )  紀の国AC 3  16.07

ウメダ　ノブキ ワカヤマリクジョウクラブ ツゲ　ハヤト キノクニアスリートクラブ

3  2-435 梅田　信輝 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 6  14.69 3  1-356 津毛　颯人 ( 5 )  紀の国AC 6  16.10

ツジカワ　カイト ノザキトラックアンドフィールド ヒグチ　ユイト ワカヤマリクジョウクラブ

4  1378 辻川　海斗 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  14.85 4  2-439 樋口　結人 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 8  16.19

イシヅ　リョウタ アリダジュニアアスリートクラブ ナカバヤシ　ケイジ アリダジュニアアスリートクラブ

5  587 石津　亮太 ( 5 )  有田JAC 8  15.35 5  580 中林　慶次 ( 5 )  有田JAC 7  16.22

タカハシ　ケイ ノザキトラックアンドフィールド イマニシ　アヤト カイナンアスリートクラブ

6  855 高橋　慶 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  15.51 6  9141 今西　彩人 ( 5 )  海南アスリート 2  16.25

コマツ　チョウイチ キノクニアスリートクラブ ヤマダ　ナオ アリダジュニアアスリートクラブ

7  1-332 小松　長壱 ( 5 )  紀の国AC 9  15.62 7  536 山田　那和 ( 5 )  有田JAC 4  16.34

イマニシ　オウスケ ミサキリクジョウショウネンダン デグチ　リント アリダジュニアアスリートクラブ

8  2030 今西　桜介 ( 5 )  みさき陸上少年団 3  15.66 8  538 出口　凜人 ( 5 )  有田JAC 9  16.44

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカ　ユウ サンドウショウガッコウ ゴトウ　セア キノクニアスリートクラブ

1  9158 仲　柚佑 ( 6 )  山東小学校 5  13.29 q 1  1-306 後藤　世逢 ( 6 )  紀の国AC 7  13.80 q

ホリイ　ハル ワカヤマリクジョウクラブ ヤマモト　マヒロ キノクニアスリートクラブ

2  2-475 堀井　遼 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 7  14.57 q 2  1-376 山本　真大 ( 6 )  紀の国AC 6  14.58 q

マエナカ　タイキ ノカミアスリートクラブ サイトウ　ユズト ワカヤマリクジョウクラブ

3  434 前中　大輝 ( 6 )  のかみAC 6  14.62 q 3  1534 齋藤　柚斗 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 2  14.68 q

ヤマグチ　ゲンマ ワカヤマリクジョウクラブ ホリグチ　リク ワカヤマリクジョウクラブ

4  2-478 山口　玄馬 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4  15.14 q 4  2-451 堀口　莉玖 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4  14.80 q

ハリマ　ハルト カイナンアスリートクラブ キバヤシ　ミノル ニーキュウ

5  409 張間　悠音 ( 6 )  海南アスリート 9  15.21 5  1654 樹林　実 ( 6 )  ２９SA 5  14.94 q

カンダ　ソラタ キノクニアスリートクラブ ノテ　リクト キノクニアスリートクラブ

6  1-323 神田　空汰 ( 6 )  紀の国AC 8  15.46 6  1-343 野手　陸斗 ( 6 )  紀の国AC 8  15.08 q

ヒガシ　アオイ ノカミアスリートクラブ キタ　ヒロト アリダジュニアアスリートクラブ

7  431 東　葵 ( 6 )  のかみAC 3  16.07 7  522 喜夛　弘登 ( 6 )  有田JAC 9  15.65

イド　タイヨウ ミサキリクジョウショウネンダン シンヤマ　ユウセイ カイナンアスリートクラブ

8  2012 井戸　大耀 ( 6 )  みさき陸上少年団 2  16.11 8  403 新山　雄彗 ( 6 )  海南アスリート 3  16.74

《 決勝 》

風速 (-0.3 m/s) 風速 (+0.2 m/s)

6年 男子 100m 予選   22/10/09 11:50 ( 4組 0＋16 ) 

決勝   22/10/09 14:05 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   12.24 津　名　弘　丈 紀の国ＡＣ 2015

《 予選 》

風速 (-1.0 m/s) 風速 (+1.0 m/s)
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3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

フクダ　カズマ ワカヤマリクジョウクラブ タケナカ　ソウスケ タナベアスリートクラブ

1  2-463 福田　一真 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  14.38 q 1  745 竹中　聡亮 ( 6 )  田辺AC 7  14.77 q

キタ　リョウガ キノクニアスリートクラブ ニシ　ショウセイ タイジリクジョウクラブ

2  1-322 喜多　凌雅 ( 6 )  紀の国AC 5  14.43 q 2  815 西　昇成 ( 6 )  太地陸上クラブ 9  14.89 q

タブチ　ユウキ ノカミアスリートクラブ オオクワ　ルイ ワカヤマリクジョウクラブ

3  430 田渕　佑樹 ( 6 )  のかみAC 7  14.84 q 3  2-482 大桑　瑠生 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5  15.41

カワグチ　リク ノザキトラックアンドフィールド スズキ　ライト タナベアスリートクラブ

4  1188 川口　涼玖 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  15.11 q 4  730 鈴木　来都 ( 6 )  田辺AC 8  16.09

カナタ　コウ ミサキリクジョウショウネンダン イシバシ　リョウスケ キノクニアスリートクラブ

5  2010 金田　倖 ( 6 )  みさき陸上少年団 9  15.55 5  1-375 石橋　淳丞 ( 6 )  紀の国AC 3  16.24

イノウエ　ユウト カイナンアスリートクラブ マエダ　ジン ミナベ

6  408 井上　裕斗 ( 6 )  海南アスリート 8  15.57 -  651 前田　仁 ( 6 )  みなべAC 2 DNS

クニスケ　シリュウ ワカヤマリクジョウクラブ ツチハシ　ノブヨシ ワカヤマリクジョウクラブ

7  2-454 國祐　子龍 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 2  16.53 -  2-476 土橋　照由 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4 DNS

ミヤシタ　アオト ノカミアスリートクラブ ニシカワ　リンタロウ キノクニアスリートクラブ

8  436 宮下　蒼翔 ( 6 )  のかみAC 3  16.57 -  1-387 西川　麟太朗 ( 6 )  紀の国AC 6 DNS

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカ　ユウ サンドウショウガッコウ ホリグチ　リク ワカヤマリクジョウクラブ

1  9158 仲　柚佑 ( 6 )  山東小学校 6  13.26 1  2-451 堀口　莉玖 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  14.85

ゴトウ　セア キノクニアスリートクラブ タブチ　ユウキ ノカミアスリートクラブ

2  1-306 後藤　世逢 ( 6 )  紀の国AC 4  14.11 2  430 田渕　佑樹 ( 6 )  のかみAC 4  14.94

キタ　リョウガ キノクニアスリートクラブ タケナカ　ソウスケ タナベアスリートクラブ

3  1-322 喜多　凌雅 ( 6 )  紀の国AC 7  14.38 3  745 竹中　聡亮 ( 6 )  田辺AC 5  15.14

フクダ　カズマ ワカヤマリクジョウクラブ ヤマグチ　ゲンマ ワカヤマリクジョウクラブ

4  2-463 福田　一真 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5  14.50 4  2-478 山口　玄馬 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 3  15.16

サイトウ　ユズト ワカヤマリクジョウクラブ ニシ　ショウセイ タイジリクジョウクラブ

5  1534 齋藤　柚斗 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 3  14.74 [733] 5  815 西　昇成 ( 6 )  太地陸上クラブ 7  15.20

マエナカ　タイキ ノカミアスリートクラブ キバヤシ　ミノル ニーキュウ

6  434 前中　大輝 ( 6 )  のかみAC 2  14.74 [738] 6  1654 樹林　実 ( 6 )  ２９SA 9  15.21

ヤマモト　マヒロ キノクニアスリートクラブ カワグチ　リク ノザキトラックアンドフィールド

7  1-376 山本　真大 ( 6 )  紀の国AC 8  14.75 7  1188 川口　涼玖 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  15.31

ホリイ　ハル ワカヤマリクジョウクラブ ノテ　リクト キノクニアスリートクラブ

8  2-475 堀井　遼 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 9  14.97 8  1-343 野手　陸斗 ( 6 )  紀の国AC 8  15.36

風速 (+0.2 m/s) 風速 (+0.2 m/s)

《 決勝 》

風速 ( 0.0 m/s) 風速 (-0.2 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出
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順位 No. 競技者名 学年 所属 組 Ord. 組順位 記録 備考
イノウエ　ケイユウ アリダジュニアアスリートクラブ

1  531 井上　慶祐 ( 4 )  有田JAC 2 7 1  5:34.52
ササキ　シュンイチ イナミリクジョウクラブジュニア

2  408 佐々木　駿一 ( 4 )  印南ジュニア 2 1 2  5:41.88
ヒラノ　アオイ カイナンアスリートクラブ

3  415 平野　碧 ( 3 )  海南アスリート 1 2 1  5:51.55
エグチ　ダイト カミイワデショウガッコウ

4  9046 江口　太登 ( 3 )  上岩出小学校 1 10 2  5:51.98
タケダ　セナ イナミリクジョウクラブジュニア

5  407 武田　惺那 ( 4 )  印南ジュニア 2 2 3  5:52.55
ヤマモト　ハルキ ノカミアスリートクラブ

6  471 山本　晴輝 ( 3 )  のかみAC 1 11 3  6:06.69
ヨコヤマ　コウタロウ ミナベ

7  655 横山　幸太朗 ( 4 )  みなべAC 2 11 4  6:09.54
タマキ　ユイ シモツショウガッコウ

8  2040 玉置　悠偉 ( 3 )  下津小学校 1 4 4  6:11.29
タキガワ　カイリ アリダジュニアアスリートクラブ

9  535 瀧川　海星 ( 4 )  有田JAC 2 3 5  6:18.20
サカモト　リント ユラアスリートクラブ

10  6-675 坂本　凛飛 ( 4 )  由良AC 2 5 6  6:21.94
ユカワ　フウト リュウジンスポーツクラブ

11  1359 湯川　楓翔 ( 4 )  龍神ＳＣ 2 13 7  6:26.03
ナカムラ　カズキ キノクニアスリートクラブ

12  1-316 中村　和希 ( 4 )  紀の国AC 2 9 8  6:26.52
ヤマダ　トモ アリダジュニアアスリートクラブ

13  537 山田　斗望 ( 3 )  有田JAC 1 6 5  6:26.61
ナカネ　センタロウ ホングウコドモスポーツクラブ

14  706 中根　仙太郎 ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 2 12 9  6:27.70
ハマサキ　イブキ ユラアスリートクラブ

15  6-673 濵﨑　泉颯 ( 3 )  由良AC 1 9 6  6:33.53
サカモト　ハルヒサ キノクニアスリートクラブ

16  1-389 阪本　晴悠 ( 3 )  紀の国AC 1 1 7  6:33.66
ハマ　チアキ ノカミアスリートクラブ

17  464 濱　千晄 ( 4 )  のかみAC 2 10 10  6:43.03
ニシオカ　クオン ホングウコドモスポーツクラブ

18  708 西岡　空音 ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 2 8 11  6:43.69
テラダ　マモル キノクニアスリートクラブ

19  1-335 寺田　葵 ( 2 )  紀の国AC 1 12 8  6:44.45
ウエノヤマ　ユイタ カイナンアスリートクラブ

20  413 上野山　結太 ( 4 )  海南アスリート 2 4 12  6:58.68
シバタ　アツト タナベアスリートクラブ

21  754 柴田　篤人 ( 4 )  田辺AC 2 6 13  7:06.57
シメキ　ヒロト ワカヤマリクジョウクラブ

22  2-528 〆木　優翔 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 1 8 9  7:08.40
ヒライ　ダイチ イナミリクジョウクラブジュニア

23  423 平井　大智 ( 2 )  印南ジュニア 1 5 10  7:12.34
オナカ　シュンタ ホングウコドモスポーツクラブ

24  707 尾中　洵太 ( 3 )  本宮子どもスポーツクラブ 1 3 11  7:34.73
カワグチ　カツユキ ワカヤマリクジョウクラブ

25  2-543 川口　豪之 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 1 7 12  7:38.30

種目別全体結果表

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

4年以下 男子 1500m
22/10/09 10:40 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   4:38.61 井　澗　翔　太 田辺ＡＣ 2014 鴻の池

大会記録   5:06.00 上　畑　　　陸 ＵＡＣ 2015

《 決勝 》
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順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
イシヅ　リョウタ アリダジュニアアスリートクラブ

1  587 石津　亮太 ( 5 )  有田JAC 9  5:26.84
ヤマダ　ナオ アリダジュニアアスリートクラブ

2  536 山田　那和 ( 5 )  有田JAC 13  5:31.20
イマニシ　アヤト カイナンアスリートクラブ

3  9141 今西　彩人 ( 5 )  海南アスリート 7  5:32.74
アカツチ　ハルマ キノクニアスリートクラブ

4  1-365 赤土　悠真 ( 5 )  紀の国AC 8  5:45.68
コマツ　チョウイチ キノクニアスリートクラブ

5  1-332 小松　長壱 ( 5 )  紀の国AC 4  5:47.24
ヨシダ　エイシン キノクニアスリートクラブ

6  1-368 吉田　衛心 ( 5 )  紀の国AC 3  5:47.25
イマニシ　オウスケ ミサキリクジョウショウネンダン

7  2030 今西　桜介 ( 5 )  みさき陸上少年団 5  5:49.87
デグチ　リント アリダジュニアアスリートクラブ

8  538 出口　凜人 ( 5 )  有田JAC 11  5:59.33
テライ　サキト キノクニアスリートクラブ

9  1-346 寺井　祥登 ( 5 )  紀の国AC 10  5:59.37
カワノ　クウマ シオノミサキ

10  2042 河野　空真 ( 5 )  潮岬小学校 1  6:13.25
サトウ　ショウマ シオノミサキ

11  2015 佐藤　翔眞 ( 5 )  潮岬小学校 14  6:18.71
ハマ　エイト タイジリクジョウクラブ

12  825 濵　瑛斗 ( 5 )  太地陸上クラブ 12  6:23.72
ハマサキ　アオイ ユラアスリートクラブ

13  6-671 濵﨑　葵 ( 5 )  由良AC 2  6:27.92
オクノ　コウスケ カイナンアスリートクラブ

14  407 奥野　晃介 ( 5 )  海南アスリート 16  6:41.83
イヌイ　ライキ ホングウコドモスポーツクラブ

15  703 乾　頼煌 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 15  6:47.63
オガワ　カケル ネゴロショウガッコウ

-  9139 小川　翔大 ( 5 )  根来小学校 6 DNS

リザルトリスト

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

5年 男子 1500m
22/10/09 11:10  

和歌山県小学生記録   4:38.61 井　澗　翔　太 田辺ＡＣ 2014 鴻の池

大会記録   4:55.61 井　関　裕　真 紀の国ＡＣ 2014

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
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順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
サイトウ　アキラ カサマツショウガッコウ

1  2031 齋藤　朗 ( 6 )  笠松小学校 4  5:08.90
サイトウ　ユズト ワカヤマリクジョウクラブ

2  1534 齋藤　柚斗 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 7  5:14.36
カナタ　コウ ミサキリクジョウショウネンダン

3  2010 金田　倖 ( 6 )  みさき陸上少年団 12  5:16.40
ヤマサキ　ユウゼン キノクニアスリートクラブ

4  1-309 山﨑　友善 ( 6 )  紀の国AC 5  5:16.98
ホリイ　ハル ワカヤマリクジョウクラブ

5  2-475 堀井　遼 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 10  5:35.53
オオクワ　ルイ ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-482 大桑　瑠生 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 3  5:37.06
サカモト　コウスケ シオノミサキ

7  2017 坂本　昊佑 ( 6 )  潮岬小 2  5:47.43
テラモト　ユウガ ミサキリクジョウショウネンダン

8  2011 寺本　悠雅 ( 6 )  みさき陸上少年団 11  5:58.97
ハリマ　ハルト カイナンアスリートクラブ

9  409 張間　悠音 ( 6 )  海南アスリート 6  5:59.35
ノダ　ソウシ ミサキリクジョウショウネンダン

10  2013 野田　颯示 ( 6 )  みさき陸上少年団 1  6:01.72
ミナミ　ダイチ キノクニアスリートクラブ

11  1-399 南　大智 ( 6 )  紀の国AC 13  6:05.44
シンヤマ　ユウセイ カイナンアスリートクラブ

12  403 新山　雄彗 ( 6 )  海南アスリート 8  6:06.03
マエダ　ジン ミナベ

-  651 前田　仁 ( 6 )  みなべAC 9 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
ナカヤマ　アキト キノクニアスリートクラブ

1  1-381 中山　暁翔 ( 6 )  紀の国AC 6  13.44
オオヤ　ハルト キノクニアスリートクラブ

2  1-329 大矢　陽翔 ( 5 )  紀の国AC 4  15.10
テライ　サキト キノクニアスリートクラブ

3  1-346 寺井　祥登 ( 5 )  紀の国AC 3  15.77
サカウチ　タケル タナベアスリートクラブ

4  731 坂内　尊 ( 6 )  田辺AC 5  17.62

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

6年 男子 1500m
22/10/09 11:30  

和歌山県小学生記録   4:38.61 井　澗　翔　太 田辺ＡＣ 2014 鴻の池

大会記録   4:43.20 福島　直樹 紀の国ＡＣ 2017

《 決勝 》

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

DNS (Did Not Start) : 欠場

紀三井寺公園 [301010]

4年以上 男子 80mH
22/10/09 09:35  

大会記録   12.42 須佐見　　容平 紀の国ＡＣ 2017

和歌山県小学生記録   12.30 福　山　琉　雲   和歌山陸上クラブ 2017

《 決勝 》

風速 (-0.1 m/s)
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予選  

決勝  

1組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 3  54.63 q 2 6  56.23 q
ニシカワ　リンタロウ オノウエ　コウシロウ

 1-387 西川　麟太朗 ( 6 )   453 尾上　功志郎 ( 4 ) 

ゴトウ　セア タブチ　ユウキ

 1-306 後藤　世逢 ( 6 )   430 田渕　佑樹 ( 6 ) 

カミジ　リョウヤ マエナカ　タイキ

 1-371 上地　諒弥 ( 5 )   434 前中　大輝 ( 6 ) 

ナカヤマ　アキト ヤマグチ　ハヤト

 1-381 中山　暁翔 ( 6 )   443 山口　隼人 ( 5 ) 

3 8  59.06 q 4 5  1:00.08 q
タカハシ　ケイ オオクワ　ルイ

 855 高橋　慶 ( 5 )   2-482 大桑　瑠生 ( 6 ) 

カワグチ　リク サイトウ　ユズト

 1188 川口　涼玖 ( 6 )   1534 齋藤　柚斗 ( 6 ) 

ツジカワ　カイト ヤマグチ　ゲンマ

 1378 辻川　海斗 ( 5 )   2-478 山口　玄馬 ( 6 ) 

タナカ　コウタ ホリイ　ハル

 3-867 田中　洸太 ( 4 )   2-475 堀井　遼 ( 6 ) 

5 7  1:00.83 q 6 4  1:02.76
ナカムラ　ソウスケ イマニシ　オウスケ

 1-324 中村　宗介 ( 5 )   2030 今西　桜介 ( 5 ) 

コマツ　チョウイチ テラモト　ユウガ

 1-332 小松　長壱 ( 5 )   2011 寺本　悠雅 ( 6 ) 

テライ　サキト イド　タイヨウ

 1-346 寺井　祥登 ( 5 )   2012 井戸　大耀 ( 6 ) 

ツゲ　ハヤト カナタ　コウ

 1-356 津毛　颯人 ( 5 )   2010 金田　倖 ( 6 ) 

7 2  1:05.67
シオザキ　タイチ

 1386 塩崎　太智 ( 3 ) 

カサノ　リョウスケ

 1100 笠野　伶恭 ( 3 ) 

ムカイタニ　コウキ

 3-860 向谷　虹輝 ( 4 ) 

ツボナカ　リキ

 1387 坪中　理貴 ( 4 ) 

紀三井寺公園 [301010]

共通 男子 4x100mR 22/10/09 10:10 ( 2組 0＋8 ) 

22/10/09 15:20  

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

ミサキリクジョウショウネンダン

みさき陸上少年団

チーム名
キノクニアスリートクラブ ノカミアスリートクラブ

紀の国AC-A のかみAC A

和歌山県小学生記録  

大会記録  

《 予選 》

チーム名

ノザキトラックアンドフィールドエー ワカヤマリクジョウクラブ

野崎Ｔ＆Ｆ A 和歌山陸上クラブB

キノクニアスリートクラブ

紀の国AC-C

49.97 川尾・松村・須佐見・福島 紀の国ＡＣ 2017 日産スタジアム

51.79 川　尾・松　村・須佐見・福　島 紀の国ＡＣ 2017

ノザキトラックアンドフィールドビー

野崎Ｔ＆Ｆ B
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2組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 3  56.66 q 2 7  57.74 q
キタ　リョウガ サイトウ　ヒカル

 1-322 喜多　凌雅 ( 6 )   2-417 齋藤　光 ( 4 ) 

オカナカ　アキヨシ ウメダ　ノブキ

 1-319 岡中　亮祥 ( 6 )   2-435 梅田　信輝 ( 5 ) 

ノテ　リクト ホリグチ　リク

 1-343 野手　陸斗 ( 6 )   2-451 堀口　莉玖 ( 6 ) 

ヤマモト　マヒロ フクダ　カズマ

 1-376 山本　真大 ( 6 )   2-463 福田　一真 ( 6 ) 

3 2  1:01.05 q 4 6  1:01.97
キタ　ヒロト シバタ　アツト

 522 喜夛　弘登 ( 6 )   754 柴田　篤人 ( 4 ) 

イシヅ　リョウタ タケナカ　ソウスケ

 587 石津　亮太 ( 5 )   745 竹中　聡亮 ( 6 ) 

ヤマダ　ナオ サカウチ　タケル

 536 山田　那和 ( 5 )   731 坂内　尊 ( 6 ) 

デグチ　リント スズキ　ライト

 538 出口　凜人 ( 5 )   730 鈴木　来都 ( 6 ) 

5 5  1:03.81 6 9  1:06.52
ハマ　チアキ ヤマモト　ハルキ

 464 濱　千晄 ( 4 )   471 山本　晴輝 ( 3 ) 

カミヤ　コウシン ツジモト　ケイスケ

 470 神谷　康心 ( 3 )   455 辻本　圭佑 ( 4 ) 

ヤマサキ　カナタ タニグチ　カズマサ

 459 山﨑　奏太 ( 4 )   463 谷口　和優 ( 4 ) 

ヒガシ　アオイ ミヤシタ　アオト

 431 東　葵 ( 6 )   436 宮下　蒼翔 ( 6 ) 

7 4  1:06.98 8 8  1:08.99
ウエヤマ　ミズキ オオカワ　ヒナタ

 9052 上山　瑞生 ( 5 )   653 大川　陽向 ( 4 ) 

デヤマ　アオイ オサキ　タケル

 1379 出山　碧海 ( 5 )   652 尾崎　雄琉 ( 6 ) 

ニシカワ　ルイト タノウエ　ソウゴ

 3-650 西川　塁登 ( 5 )   654 田上　蒼吾 ( 4 ) 

タナカ　タイチ ヨコヤマ　コウタロウ

 867 田中　太智 ( 2 )   655 横山　幸太朗 ( 4 ) 

1組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 5  55.66 2 7  55.82
フクダ　カズマ ニシカワ　リンタロウ

 2-463 福田　一真 ( 6 )   1-387 西川　麟太朗 ( 6 ) 

ウメダ　ノブキ ゴトウ　セア

 2-435 梅田　信輝 ( 5 )   1-306 後藤　世逢 ( 6 ) 

ホリグチ　リク カミジ　リョウヤ

 2-451 堀口　莉玖 ( 6 )   1-371 上地　諒弥 ( 5 ) 

ツチハシ　ノブヨシ ナカヤマ　アキト

 2-476 土橋　照由 ( 6 )   1-381 中山　暁翔 ( 6 ) 

3 6  57.39 4 4  57.46
オノウエ　コウシロウ キタ　リョウガ

 453 尾上　功志郎 ( 4 )   1-322 喜多　凌雅 ( 6 ) 

タブチ　ユウキ オカナカ　アキヨシ

 430 田渕　佑樹 ( 6 )   1-319 岡中　亮祥 ( 6 ) 

マエナカ　タイキ ノテ　リクト

 434 前中　大輝 ( 6 )   1-343 野手　陸斗 ( 6 ) 

ヤマグチ　ハヤト ヤマモト　マヒロ

 443 山口　隼人 ( 5 )   1-376 山本　真大 ( 6 ) 

6 8  1:00.97 7 3  1:02.70
タカハシ　ケイ キタ　ヒロト

 855 高橋　慶 ( 5 )   522 喜夛　弘登 ( 6 ) 

カワグチ　リク イシヅ　リョウタ

 1188 川口　涼玖 ( 6 )   587 石津　亮太 ( 5 ) 

ツジカワ　カイト ヤマダ　ナオ

 1378 辻川　海斗 ( 5 )   536 山田　那和 ( 5 ) 

タナカ　コウタ デグチ　リント

 3-867 田中　洸太 ( 4 )   538 出口　凜人 ( 5 ) 

8 2  1:02.83
ナカムラ　ソウスケ

 1-324 中村　宗介 ( 5 ) 

コマツ　チョウイチ

 1-332 小松　長壱 ( 5 ) 

テライ　サキト

 1-346 寺井　祥登 ( 5 ) 

ツゲ　ハヤト

 1-356 津毛　颯人 ( 5 ) 

チーム名 チーム名
キノクニアスリートクラブ ワカヤマリクジョウクラブ

紀の国AC-B 和歌山陸上クラブA

アリダジュニアアスリートクラブ タナベアスリートクラブ

有田JAC 田辺AC

ノカミアスリートクラブ ノカミアスリートクラブ

のかみAC B のかみAC C

ワカヤマリクジョウクラブ キノクニアスリートクラブ

和歌山陸上クラブA 紀の国AC-A

《 決勝 》

ノカミアスリートクラブ キノクニアスリートクラブ

のかみAC A 紀の国AC-B

ノザキトラックアンドフィールドエー アリダジュニアアスリートクラブ

野崎Ｔ＆Ｆ A 有田JAC

q (qualified by result) : プラスによる進出

キノクニアスリートクラブ

紀の国AC-C

チーム名 チーム名

ノザキトラックアンドフィールドシー ミナベエーシー

野崎Ｔ＆Ｆ C みなべAC
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ナカヤマ　アキト キノクニアスリートクラブ

中山　暁翔( 6 ) 紀の国AC

フジハラ　リク ユラアスリートクラブ

藤原　凌玖( 6 ) 由良AC

オオヤ　ハルト キノクニアスリートクラブ

大矢　陽翔( 5 ) 紀の国AC

タマキ　シド シモツショウガッコウ

玉置　心都( 5 ) 下津小学校

トップ8

試技順

カミヤ　コウシン ノカミアスリートクラブ

神谷　康心( 3 ) のかみAC

オノウエ　コウシロウ ノカミアスリートクラブ

尾上　功志郎( 4 ) のかみAC

イノウエ　オウキ カイナンアスリートクラブ

井上　旺紀( 4 ) 海南アスリート

ヤマサキ　カナタ ノカミアスリートクラブ

山﨑　奏太( 4 ) のかみAC

オオヤ　リョウ キノクニアスリートクラブ

大矢　凌央( 3 ) 紀の国AC

ツボナカ　リキ ノザキトラックアンドフィールド

坪中　理貴( 4 ) 野崎Ｔ＆Ｆ

タテ　ガクト ネゴロショウガッコウ

竪　雅来斗( 4 ) 根来小学校

ツジモト　ケイスケ ノカミアスリートクラブ

辻本　圭佑( 4 ) のかみAC

ゴトウ　リム キノクニアスリートクラブ

後藤　莉武( 4 ) 紀の国AC

サイトウ　ヒカル ワカヤマリクジョウクラブ

齋藤　光( 4 ) 和歌山陸上クラブ

トクダ　キイチ ワカヤマリクジョウクラブ

徳田　貴市( 4 ) 和歌山陸上クラブ

サカモト　リント ユラアスリートクラブ

坂本　凛飛( 4 ) 由良AC

カキハナ　チアキ キノクニアスリートクラブ

垣鼻　千輝( 4 ) 紀の国AC

ササキ　シュンイチ イナミリクジョウクラブジュニア

佐々木　駿一( 4 ) 印南ジュニア

タマキ　アキト キノクニアスリートクラブ

玉置　晃士( 4 ) 紀の国AC

コガ　リョウノ キノクニアスリートクラブ

古賀　稜埜( 4 ) 紀の国AC

フルサカ　マナト ノカミアスリートクラブ

古阪　眞那斗( 4 ) のかみAC

イシバ　ユウト ノカミアスリートクラブ

石場　友翔( 4 ) のかみAC

オナカ　シュンタ ホングウコドモスポーツクラブ

尾中　洵太( 3 ) 本宮子どもスポーツクラブ

オオカワ　ヒナタ ミナベ

大川　陽向( 4 ) みなべAC

サカモト　ユウト キノクニアスリートクラブ

坂本　有都( 3 ) 紀の国AC

ヤマモト　リツ イナミリクジョウクラブジュニア

山本　理都( 3 ) 印南ジュニア

クリヤマ　コウト ミナベ

栗山　光人( 3 ) みなべAC

コバヤカワ　リュウト クマサンリクジョウクラブ

小早川　龍斗( 4 ) クマ陸

ウエマツ　ヨシユキ イワデチュウオウショウガッコウ

上松　頼幸( 4 ) 中央小学校

ツムラ　ソウスケ イナミリクジョウクラブジュニア

津村　壮佑( 2 ) 印南ジュニア

トップ8

試技順

ヤマグチ　ハヤト ノカミアスリートクラブ

山口　隼人( 5 ) のかみAC

タカハシ　ケイ ノザキトラックアンドフィールド

高橋　慶( 5 ) 野崎Ｔ＆Ｆ

ハマ　エイト タイジリクジョウクラブ

濵　瑛斗( 5 ) 太地陸上クラブ

ナカムラ　ソウスケ キノクニアスリートクラブ

中村　宗介( 5 ) 紀の国AC

ネゴロ　ケイジ キノクニアスリートクラブ

根來　慶次( 5 ) 紀の国AC

イズミ　カズノリ ホングウコドモスポーツクラブ

泉　一徳( 5 ) 本宮子どもスポーツクラブ

タカオ　タイシ クマサンリクジョウクラブ

高尾　大維志( 5 ) クマ陸

イバタ　アラシ ノカミアスリートクラブ

井畑　嵐翔( 5 ) のかみAC

オチ　ケント ユラアスリートクラブ

越智　謙斗( 5 ) 由良AC

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 4年以下 男子 走幅跳 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長 冨田　進
開始時刻　 13:00 　終了時刻　　　　:

6

15  470  －     3.54 -0.8   3.42 -1.0   3.54

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

24  453  ×     3.40 -0.2   ×     3.40

    3.54 -0.8  1-0.8  8      

20  412  3.26 -0.8   2.75 -1.0   3.27 -1.5   3.27

    3.40 -0.2  2-0.2  7      

18  459  3.23 +0.1   3.03 -1.1   3.05 -0.8   3.23

    3.27 -1.5  3-1.5  6      

23  1-331  －     ×     3.19 -1.0   3.19

    3.23 +0.1  4+0.1  5      

2  1387  3.05 -1.3   3.13 -0.3   3.06  0.0   3.13

    3.19 -1.0  5-1.0  4      

21  9041  3.02  0.0   3.10 -0.9   3.08 -1.6   3.10

    3.13 -0.3  6-0.3  3      

1  455  ×     3.07 -0.5   3.04 -0.1   3.07

    3.10 -0.9  7-0.9  2      

3  1-310  3.07 -1.1   2.92 -0.2   ×     3.07

    3.07 -0.5  8-0.5  1      

10  2-417  3.07 -1.1   2.71 -0.8   2.88 -0.1   3.07

    3.07 -1.1  9-1.1       

9  2-412  3.02 -1.2   2.84 -1.2   2.85 -0.5   3.02

    3.07 -1.1  10-1.1       

6  6-675  2.93 -1.2   2.80 -0.9   3.00 +0.1   3.00

    3.02 -1.2  11-1.2       

16  1-357  2.98 -1.2   2.82 -0.7   2.89  0.0   2.98

    3.00 +0.1  12+0.1       

5  408  2.76 -1.1   2.77 -0.5   2.90 -0.5   2.90

    2.98 -1.2  13-1.2       

17  1-352  ×     ×     2.90 -0.9   2.90

    2.90 -0.5  14-0.5       

19  1-397  ×     2.88 -1.1   2.81 -1.7   2.88

    2.90 -0.9  15-0.9       

7  457  ×     2.66 -0.4   2.87  0.0   2.87

    2.88 -1.1  16-1.1       

8  451  2.50 -1.0   2.40 -0.5   2.70 -0.8   2.70

    2.87  0.0  17 0.0       

26  707  2.68 -0.5   2.46 -0.9   2.51 -1.2   2.68

    2.70 -0.8  18-0.8       

14  653  2.53 -1.4   2.55 -0.9   2.56 -0.6   2.56

    2.68 -0.5  19-0.5       

22  1-333  －     2.27 -0.9   2.25 -1.4   2.27

    2.56 -0.6  20-0.6       

25  419  －     2.07  0.0   ×     2.07

    2.27 -0.9  21-0.9       

12  656  －     ×     ×   

    2.07  0.0  22 0.0       

4  496         

   NM -  -     

11  2003         

   DNS -  -     

13  422  ｒ         

   DNS -  -     

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

   DNS -  -     

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

競技場名

所属
試技

1 2

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

ｒ : 試技放棄

期日・時刻
2022/10/9

審判長 冨田　進
開始時刻　 09:30 　終了時刻　 10:40 　

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 5年 男子 走幅跳 決勝

Ord. No. 競技者名
3 4 5 6

9  443  4.13 -0.1   4.18 +0.7 

3回の最高記録
試技

最高記録 順位 得点 備考

紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

+0.3  1

6  855  3.28 -0.1   3.63 +1.1 

          4.28 4.28 +0.3   4.28 +0.3  7

+1.1  2

2  825  3.41 -0.2   3.45 +0.7 

          3.63 3.36 +0.4   3.63 +1.1  6

+0.5  3

5  1-324  3.31  0.0   3.15 +1.2 

          3.48 3.48 +0.5   3.48 +0.5  5

 0.0  4

4  1-367  2.88  0.0   3.19 +0.9 

          3.31 3.16 +1.1   3.31  0.0  4

+1.0  5

1  704  2.99 -0.7   2.65 +1.1 

          3.22 3.22 +1.0   3.22 +1.0  3

+0.4  6

8  500  ×     ×   

          3.08 3.08 +0.4   3.08 +0.4  2

-  -

3  441      

         NM ×    1

-  -

7  6－695      

         DNS  

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

-  -

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

         DNS  

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 4年以上 男子 走高跳 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長
開始時刻　 11:00 　終了時刻　 11:05 　

冨田　進

得点 備考 1.05  1.10  1.15  1.20  1.23  1.25  1.27Ord. No. 競技者名 所属

試技

 1.29

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

2  6－679 o o o xo xxx

xo o xo xxx3  1-381 o o o o

1  1-329 o o xxx

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

-4  2041

3

順位

1

2

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

○ : 有効

最高記録

 1.27

 1.20

 1.10

DNS

無効

試技数

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後
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トップ8

試技順

ゴトウ　セア キノクニアスリートクラブ

後藤　世逢( 6 ) 紀の国AC

オカナカ　アキヨシ キノクニアスリートクラブ

岡中　亮祥( 6 ) 紀の国AC

ニシ　ショウセイ タイジリクジョウクラブ

西　昇成( 6 ) 太地陸上クラブ

マエナカ　タイキ ノカミアスリートクラブ

前中　大輝( 6 ) のかみAC

ヤマモト　マヒロ キノクニアスリートクラブ

山本　真大( 6 ) 紀の国AC

タブチ　ユウキ ノカミアスリートクラブ

田渕　佑樹( 6 ) のかみAC

ノテ　リクト キノクニアスリートクラブ

野手　陸斗( 6 ) 紀の国AC

タケナカ　ソウスケ タナベアスリートクラブ

竹中　聡亮( 6 ) 田辺AC

カンダ　ソラタ キノクニアスリートクラブ

神田　空汰( 6 ) 紀の国AC

オサキ　タケル ミナベ

尾崎　雄琉( 6 ) みなべAC

コバヤカワ　ルイ クマサンリクジョウクラブ

小早川　琉依( 6 ) クマ陸

スズキ　ライト タナベアスリートクラブ

鈴木　来都( 6 ) 田辺AC

キタ　ヒロト アリダジュニアアスリートクラブ

喜夛　弘登( 6 ) 有田JAC

キタ　リョウガ キノクニアスリートクラブ

喜多　凌雅( 6 ) 紀の国AC

ツチハシ　ノブヨシ ワカヤマリクジョウクラブ

土橋　照由( 6 ) 和歌山陸上クラブ

オカナカ　アキヨシ キノクニアスリートクラブ

岡中　亮祥( 6 ) 紀の国AC

アカツチ　ハルマ キノクニアスリートクラブ

赤土　悠真( 5 ) 紀の国AC

カミジ　リョウヤ キノクニアスリートクラブ

上地　諒弥( 5 ) 紀の国AC

オサキ　タケル ミナベ

尾崎　雄琉( 6 ) みなべAC

カミカワ　ソウタ ワカヤマリクジョウクラブ

上川　颯太( 4 ) 和歌山陸上クラブ

ツジカワ　カイト ノザキトラックアンドフィールド

辻川　海斗( 5 ) 野崎Ｔ＆Ｆ

タナカ　ソウマ キノクニアスリートクラブ

田中　創真( 4 ) 紀の国AC

サカキ　ユウ ワカヤマリクジョウクラブ

榊　裕宇( 4 ) 和歌山陸上クラブ

サカウチ　タケル タナベアスリートクラブ

坂内　尊( 6 ) 田辺AC

タノウエ　ソウゴ ミナベ

田上　蒼吾( 4 ) みなべAC

ウマダ　イツキ キノクニアスリートクラブ

馬田　樹( 5 ) 紀の国AC

ナカバヤシ　ケイジ アリダジュニアアスリートクラブ

中林　慶次( 5 ) 有田JAC

ニシ　エイト カイナンアスリートクラブ

西　瑛都( 5 ) 海南アスリート

シミズ　コウセイ ワカヤマリクジョウクラブ

清水　滉晟( 4 ) 和歌山陸上クラブ

タキ　ハヤト ワカヤマリクジョウクラブ

瀧　颯人( 4 ) 和歌山陸上クラブ

クニスケ　シリュウ ワカヤマリクジョウクラブ

國祐　子龍( 6 ) 和歌山陸上クラブ

ウエマツ　ヨシユキ イワデチュウオウショウガッコウ

上松　頼幸( 4 ) 中央小学校

Ord. No.

13

競技場名

競技会名

種目 6年 男子 走幅跳 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長 冨田　進
開始時刻　 09:30 　終了時刻　　　　:

順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

競技者名 所属
試技

3回の最高記録
試技

最高記録

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

1

1  1-319  4.07  0.0   4.18 +0.5   4.29

       4.30  0.0 +1.6   4.30  0.0  8    1-306  ×     4.30  0.0   4.07

2

8  815  3.00 -0.5   4.03 -0.9   4.03

       4.29 +0.7 +0.7   4.29 +0.7  7   

3 セカンド4.03

9  434  3.81  0.0   3.85 -1.1   4.03

       4.03 -0.9 +0.4   4.03 -0.9  6   

4 セカンド3.85

2  1-376  3.78 +0.2   3.72  0.0   ×

       4.03 +0.3 +0.3   4.03 +0.3  5   

5

15  430  3.72 +0.5   ×     ×

       3.78 +0.2     3.78 +0.2  4   

6

6  1-343  3.37 +0.6   3.45 -1.2   3.50

       3.72 +0.5     3.72 +0.5  3   

7

5  745  3.41 +0.2   3.25 -0.8   ×

       3.50  0.0  0.0   3.50  0.0  2   

8

14  1-323  3.40 -0.2   ×     3.39

       3.41 +0.2     3.41 +0.2  1   

9

7  652  3.19 -0.3   3.28 -1.1   3.38

       3.40 -0.2 +0.9   3.40 -0.2    

10

10  488  3.22 +0.2   3.13 -0.7   3.38

       3.38  0.0  0.0   3.38  0.0    

11

4  730  3.31 -0.4   3.37 -0.1   3.17

       3.38 +0.2 +0.2   3.38 +0.2    

12

11  522  2.95 +0.1   3.01 -0.5   3.24

       3.37 -0.1 +0.4   3.37 -0.1    

13

12  1-322  ×     ×     ×

       3.24 +0.4 +0.4   3.24 +0.4    

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

-

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

      DNS -      3  2-476      

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

-      NM -      

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 4年以上 男子 ジャベリックボール投げ 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長
開始時刻　 11:00 　終了時刻　 11:25 　

6

10  1-319  47.51  ↓  ↓  47.51

試技
最高記録 得点

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

4  1-371  ○  35.24  ↓  35.24

 36.60  36.60

 47.51

14  1-365  ○  ↑  36.60

6  1378  ○  ×  32.85  32.85

 33.27  33.27

 33.75

13  2-408  ×  33.27  ↓

16  652  33.75  ↓  ×  33.75

17  731  29.91  ↓  ↓  29.91

 30.79  30.79

 32.64

7  2-393  30.79  ↓  ↓

12  1-344  ○  ×  32.64  32.64

1  580  ○  26.68  ↓  26.68

 27.61  27.61

 28.01

8  1-303  ○  27.61  ↓

15  654  28.01  ↓  ↓  28.01

2  2-405  ○  26.40  ↓

3  404  26.46  ↓  ↓  26.46

 26.68

5  2-454  ×  25.04  ↓  25.04

 25.509  2-401  ○  25.50  ↓  25.50

 26.40  26.40

↑ : ロング

○ : 有効

トップ8

試技順

6

7

8

5

4

3

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

↓ : ショート

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

-DNS

 25.04

11  2003

6

2

7

8

9

10

2

1

 26.46

 29.91

 32.85

 35.24

冨田　進

備考

11

12

13

14

15

16

1

順位

3

4

5
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

マツオカ　サナ カイナンアスリートクラブ ヒガシサカ　ハル カイナンアスリートクラブ

1  1184 松岡　咲愛 ( 1 )  海南アスリート 5  18.38 q 1  422 東阪　羽琉 ( 1 )  海南アスリート 7  18.48 q

カミヤ　ヒカリ ノカミアスリートクラブ ヤマグチ　ニコ キノクニアスリートクラブ

2  494 神谷　晄里 ( 1 )  のかみAC 7  18.55 q 2  1-360 山口　花咲 ( 1 )  紀の国AC 6  19.04 q

アオキ　サキカ キノクニアスリートクラブ ウメダ　アズ ワカヤマリクジョウクラブ

3  1-388 青木　早季花 ( 1 )  紀の国AC 6  18.60 q 3  2-600 梅田　明珠 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 4  19.06 q

タマキ　ヒカリ シンナンショウガッコウ サカモト　ウタ キノクニアスリートクラブ

4  2043 玉置　ひかり ( 1 )  新南小学校 2  19.35 q 4  1-359 阪本　うた ( 1 )  紀の国AC 5  20.17

シバ　アスナ ワカヤマパラアスリートクラブ フクムラ　イズミ ユラアスリートクラブ

5  9028 芝　明日菜 ( 1 )  和歌山パラAC 4  20.01 q 5  6-654 福村　衣純 ( 1 )  由良AC 3  21.82

ウエノ　トア イワデ クボ　マレイ リュウジンスポーツクラブ

6  2045 上野　十碧 ( 1 )  岩出小学校 3  20.03 6  9093 久保　茉玲 ( 1 )  龍神ＳＣ 8  21.89

ナカイ　ユナ キノクニアスリートクラブ ミウラ　ユイカ カセダショウガッコウ

7  1-376 中井　結心 ( 1 )  紀の国AC 9  20.09 7  2046 三浦　結香 ( 1 )  笠田小学校 9  22.30

ノカミ　サアヤ ノカミアスリートクラブ ナカモト　ユコ キノクニアスリートクラブ

8  495 野上　紗愛 ( 1 )  のかみAC 8  21.36 -  1-393 中本　結心 ( 1 )  紀の国AC 2 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ヒガシサカ　ハル カイナンアスリートクラブ

1  422 東阪　羽琉 ( 1 )  海南アスリート 6  18.43

マツオカ　サナ カイナンアスリートクラブ

2  1184 松岡　咲愛 ( 1 )  海南アスリート 4  18.77

アオキ　サキカ キノクニアスリートクラブ

3  1-388 青木　早季花 ( 1 )  紀の国AC 7  18.85

カミヤ　ヒカリ ノカミアスリートクラブ

4  494 神谷　晄里 ( 1 )  のかみAC 5  19.00

ヤマグチ　ニコ キノクニアスリートクラブ

5  1-360 山口　花咲 ( 1 )  紀の国AC 9  19.20

ウメダ　アズ ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-600 梅田　明珠 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 8  19.49

シバ　アスナ ワカヤマパラアスリートクラブ

7  9028 芝　明日菜 ( 1 )  和歌山パラAC 3  20.77

タマキ　ヒカリ シンナンショウガッコウ

-  2043 玉置　ひかり ( 1 )  新南小学校 2 DNS

1年 女子 100m 予選   22/10/09 13:50 ( 2組 0＋8 ) 

決勝   22/10/09 14:50  

和歌山県小学生記録   13.14 木　戸　理央音 和歌山陸上クラブ 2021 紀三井寺

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   17.60 中　谷　唱　乃 有功小学校 2020

《 予選 》

風速 (+0.2 m/s) 風速 (+0.5 m/s)

《 決勝 》

風速 (-1.0 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ハリマ　アオネ カイナンアスリートクラブ カタミ　ノノカ ワカヤマリクジョウクラブ

1  424 張間　葵音 ( 2 )  海南アスリート 7  17.54 q 1  2-532 形見　ののか ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4  17.65 q

マエダ　スミレ ノザキトラックアンドフィールド ヤスダ　ハヅキ ノザキトラックアンドフィールド

2  869 前田　純怜 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  17.82 q 2  1389 保田　葉月 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  18.23 q

ミウラ　ユイ ノザキトラックアンドフィールド ヤマモト　アユサ ワカヤマリクジョウクラブ

3  857 三浦　優依 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  18.86 q 3  2-526 山本　歩咲 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  18.97 q

ムカイヤマ　イノリ アリダジュニアアスリートクラブ ヨシダ　アオイ イナミリクジョウクラブジュニア

4  516 向山　祈李 ( 2 )  有田JAC 8  20.12 4  420 吉田　葵 ( 2 )  印南ジュニア 2  19.98

タムラ　カナデ キノクニアスリートクラブ イズミ　ネイ ワカヤマリクジョウクラブ

5  1-380 田村　日奏 ( 2 )  紀の国AC 3  20.37 5  2-520 泉　音維 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 5  20.25

キタムラ　リノ ワカヤマリクジョウクラブ トネガワ　タネ ホングウコドモスポーツクラブ

6  2-527 北村　綾音 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 9  20.87 6  724 利根川　種 ( 2 )  本宮子どもスポーツクラブ 3  21.11

マツシタ　ユズ タイジリクジョウクラブ タナカ　レイカ キノクニアスリートクラブ

7  480 松下　優純 ( 2 )  太地陸上クラブ 2  21.89 7  1-346 田中　麗佳 ( 2 )  紀の国AC 8  21.40

オガワ　ユア ネゴロショウガッコウ

-  9044 小川　結愛 ( 2 )  根来小学校 5 DNS

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

モリサキ　ユズハ ノザキトラックアンドフィールド

1  1132 森崎　柚葉 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  17.85 q

ホンゴウ　サアヤ ワカヤマリクジョウクラブ

2  2-525 本郷　紗彩 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 5  17.97 q

オガタ　ユウカ ノザキトラックアンドフィールド

3  3-1188 緒方　優花 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  19.15

シシド　コハル クロエショウガッコウ

4  9138 宍戸　心春 ( 2 )  黒江小学校 6  19.36

マエダ　メイ キノクニアスリートクラブ

5  1-301 前田　恵依 ( 2 )  紀の国AC 7  19.38

ヨネダ　エミカ ノザキトラックアンドフィールド

6  3-868 米田　笑花 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  19.79

タニダ　アイ ハチマンダイショウガッコウ

7  2047 谷田　愛 ( 2 )  八幡台小学校 3  19.84

サイトウ　ハルカ キノクニアスリートクラブ

8  1-323 齋藤　春花 ( 2 )  紀の国AC 2  22.14

紀三井寺公園 [301010]

2年 女子 100m 予選   22/10/09 13:25 ( 3組 0＋8 ) 

決勝   22/10/09 14:40  

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

和歌山県小学生記録   13.14 木　戸　理央音 和歌山陸上クラブ 2021 紀三井寺

大会記録   16.06 小　川　笑　凜 のかみAC 2018

《 予選 》

風速 (-0.8 m/s) 風速 (-1.1 m/s)

風速 (-1.1 m/s)
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順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

カタミ　ノノカ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-532 形見　ののか ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  16.97

ハリマ　アオネ カイナンアスリートクラブ

2  424 張間　葵音 ( 2 )  海南アスリート 4  17.08

マエダ　スミレ ノザキトラックアンドフィールド

3  869 前田　純怜 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  17.43

モリサキ　ユズハ ノザキトラックアンドフィールド

4  1132 森崎　柚葉 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  17.57 [564]

ヤスダ　ハヅキ ノザキトラックアンドフィールド

5  1389 保田　葉月 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  17.57 [569]

ホンゴウ　サアヤ ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-525 本郷　紗彩 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 8  17.86

ヤマモト　アユサ ワカヤマリクジョウクラブ

7  2-526 山本　歩咲 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 3  18.64

ミウラ　ユイ ノザキトラックアンドフィールド

8  857 三浦　優依 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  18.70

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカタニ　ウタノ キノクニアスリートクラブ ヒノ　アミ キノクニアスリートクラブ

1  1-315 中谷　唱乃 ( 3 )  紀の国AC 6  16.47 q 1  1-309 日野　杏美 ( 3 )  紀の国AC 3  17.26 q

ヤタ　チサ キノクニアスリートクラブ シバ　ハルノ ワカヤマパラアスリートクラブ

2  1-321 矢田　千紗 ( 3 )  紀の国AC 3  17.57 q 2  1656 芝　春乃 ( 3 )  和歌山パラAC 5  17.47 q

シマブクロ　リア イサオヒガシショウガッコウ セキ　チハル ノザキトラックアンドフィールド

3  2025 島袋　梨愛 ( 3 )  有功東小学校 4  17.65 q 3  9057 関　千遥 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  17.86 q

イマニシ　サキノ ミサキリクジョウショウネンダン イマニシ　ユズハ カイナンアスリートクラブ

4  2031 今西　咲乃 ( 3 )  みさき陸上少年団 5  17.98 4  9047 今西　柚花 ( 3 )  海南アスリート 7  18.80

ユミクラ　アヤノ イナハラショウガッコウ マエダ　シュノ ノザキトラックアンドフィールド

5  2011 弓倉　綾乃 ( 3 )  稲原小学校 8  18.70 5  1392 前田　珠乃 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  18.90

ナカモト　ユア キノクニアスリートクラブ ユカワ　ルカ キノクニアスリートクラブ

6  1-391 中本　祐愛 ( 3 )  紀の国AC 2  18.84 -  1-349 湯川　瑠夏 ( 3 )  紀の国AC 6 DNS

ヌマノ　ハルカ イナミリクジョウクラブジュニア

7  413 沼野　暖花 ( 3 )  印南ジュニア 7  19.47

《 決勝 》

風速 (+0.3 m/s)

紀三井寺公園 [301010]

3年 女子 100m 予選   22/10/09 13:00 ( 3組 0＋8 ) 

決勝   22/10/09 14:30  

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

和歌山県小学生記録   13.14 木　戸　理央音 和歌山陸上クラブ 2021 紀三井寺

大会記録   15.57 中　村　紅　翔 和歌山陸上クラブ 2015

《 予選 》

風速 (-1.1 m/s) 風速 (-0.7 m/s)
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3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

アオキ　チユリ キノクニアスリートクラブ

1  1-387 青木　智有里 ( 3 )  紀の国AC 4  17.28 q

エノモト　アオイ キノクニアスリートクラブ

2  1-353 榎本　葵 ( 3 )  紀の国AC 6  17.59 q

フジイ　ミホ カイナンアスリートクラブ

3  421 藤井　実歩 ( 3 )  海南アスリート 5  18.14

コセ　ミサキ クマサンリクジョウクラブ

4  471 小瀬　心咲 ( 3 )  クマ陸 8  19.12

トヨダ　キラ ゴボウクラブ

5  620 豊田　妃空 ( 3 )  GOBOクラブ 7  19.52

マエダ　アオイ ミナベ

6  674 前田　葵 ( 3 )  みなべAC 2  19.58

ナカハラ　ハルカ キノクニアスリートクラブ

-  1-308 中原　悠佳 ( 3 )  紀の国AC 3 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカタニ　ウタノ キノクニアスリートクラブ

1  1-315 中谷　唱乃 ( 3 )  紀の国AC 4  16.41

ヒノ　アミ キノクニアスリートクラブ

2  1-309 日野　杏美 ( 3 )  紀の国AC 6  17.17

アオキ　チユリ キノクニアスリートクラブ

3  1-387 青木　智有里 ( 3 )  紀の国AC 5  17.32

シマブクロ　リア イサオヒガシショウガッコウ

4  2025 島袋　梨愛 ( 3 )  有功東小学校 3  17.33

セキ　チハル ノザキトラックアンドフィールド

5  9057 関　千遥 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  17.47 [461]

シバ　ハルノ ワカヤマパラアスリートクラブ

6  1656 芝　春乃 ( 3 )  和歌山パラAC 7  17.47 [467]

エノモト　アオイ キノクニアスリートクラブ

7  1-353 榎本　葵 ( 3 )  紀の国AC 8  17.78

ヤタ　チサ キノクニアスリートクラブ

8  1-321 矢田　千紗 ( 3 )  紀の国AC 9  18.10

風速 (-0.8 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

風速 (+0.7 m/s)

q (qualified by result) : プラスによる進出
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

フクムラ　ミサキ ユラアスリートクラブ モリキ　カコ ノカミアスリートクラブ

1  6-689 福村　光咲 ( 4 )  由良AC 3  16.21 q 1  462 森木　香湖 ( 4 )  のかみAC 5  15.54 q

イシバシ　ユナ キノクニアスリートクラブ ミヤモト　スズハ ニーキュウ

2  1-355 石橋　優菜 ( 4 )  紀の国AC 4  16.71 q 2  9102 宮本　涼羽 ( 4 )  ２９SA 4  16.16 q

カナタ　アコ ミサキリクジョウショウネンダン エノモト　アンナ ミサキリクジョウショウネンダン

3  2015 金田　杏香 ( 4 )  みさき陸上少年団 9  17.23 3  2014 榎本　杏南 ( 4 )  みさき陸上少年団 6  16.85 q

ヒガシサカ　ミウ カイナンアスリートクラブ モリタ　ユウ アリダジュニアアスリートクラブ

4  2006 東阪　未羽 ( 4 )  海南アスリート 6  17.35 4  574 森田　友 ( 4 )  有田JAC 7  17.31

マツオカ　ヒナ カイナンアスリートクラブ ホリキ　コハル タナベアスリートクラブ

5  2005 松岡　陽愛 ( 4 )  海南アスリート 1  17.69 5  763 堀木　こはる ( 4 )  田辺AC 3  17.36

トノハタ　ヒナタ ミナベ タムラ　カエ ユラアスリートクラブ

6  677 殿畑　ひなた ( 4 )  みなべAC 2  17.76 6  6-653 田村　花衣 ( 4 )  由良AC 9  17.73

コセ　ハルカ クマサンリクジョウクラブ ヨシダ　チサ ワカヤマリクジョウクラブ

7  470 小瀬　陽香 ( 4 )  クマ陸 8  17.92 7  2-396 𠮷田　千紗 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 8  18.29

アサイ　ミサキ イワデチュウオウショウガッコウ ハシモト　ヒヨリ ワカヤマパラアスリートクラブ

-  9045 浅井　美咲 ( 4 )  中央小学校 5 DNS 8  9034 橋本　枇依 ( 4 )  和歌山パラAC 2  18.97

イワサキ　レイコ ヤスダショウガッコウ

-  2050 岩崎　麗子 ( 4 )  保田小学校 7 DNS

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

キタムラ　ユメ ワカヤマリクジョウクラブ マエダ　ミレイ ノザキトラックアンドフィールド

1  2-392 北村　結夢 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 6  15.71 q 1  868 前田　美怜 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  16.02 q

シラカシ　ミノリ ハマノミヤショウガッコウ クニスケ　アヤナ ワカヤマリクジョウクラブ

2  2009 白樫　実祈 ( 4 )  浜宮小学校 4  15.72 q 2  2-407 國祐　彩名 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 5  16.27 q

コバヤシ　ユメ キノクニアスリートクラブ テラモト　サユ ミサキリクジョウショウネンダン

3  1-343 小林　結芽 ( 4 )  紀の国AC 3  16.28 q 3  2016 寺本　彩結 ( 4 )  みさき陸上少年団 6  16.84 q

カヤノキ　ツグミ ノカミアスリートクラブ ホリイ　ヒマリ ワカヤマリクジョウクラブ

4  460 栢木　愛実 ( 4 )  のかみAC 5  16.74 q 4  2-395 堀井　陽まり ( 4 )  和歌山陸上クラブ 3  17.10

オガハラ　リン ゴボウクラブ サイトウ　アリサ ワカヤマリクジョウクラブ

5  604 小河原　凛 ( 4 )  GOBOクラブ 8  17.00 q 5  9026 齋藤　有紗 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 2  17.13

タカガキ　イロハ ノザキトラックアンドフィールド ニシバタ　ユイリ ミナベ

6  3-1119 高垣　彩葉 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  17.16 6  673 西端　唯李 ( 4 )  みなべAC 7  17.41

タナカ　ユウ ゴボウクラブ カミヤ　フウ キノクニアスリートクラブ

7  636 田中　優羽 ( 4 )  GOBOクラブ 7  17.30 7  1-313 神谷　風羽 ( 4 )  紀の国AC 8  17.47

ツジモト　エマ ワカヤマリクジョウクラブ ウチノ　サキ ホングウコドモスポーツクラブ

8  2-397 辻本　恵麻 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 9  17.91 8  703 内野　紗希 ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 9  21.97

4年 女子 100m 予選   22/10/09 12:30 ( 5組 0＋16 ) 

決勝   22/10/09 14:20 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   13.14 木　戸　理央音 和歌山陸上クラブ 2021 紀三井寺

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   14.80 林　　　華　菜 海南アスリートクラブ 2015

《 予選 》

風速 (-0.7 m/s) 風速 (-0.4 m/s)

風速 (-0.1 m/s) 風速 (-0.3 m/s)
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5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

フクダ　サラ ニシワサショウガッコウ

1  9137 福田　紗良 ( 4 )  西和佐小学校 3  15.10 q

タカハシ　マイ ワカヤマリクジョウクラブ

2  2-402 髙橋　茉衣 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 6  16.14 q

オカモト　アヤメ ノザキトラックアンドフィールド

3  1120 岡本　彩芽 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  16.15 q

タマキ　リコ ゴボウクラブ

4  626 玉置　莉子 ( 4 )  GOBOクラブ 9  17.45

カキモト　アキナ サンタショウガッコウ

5  2008 垣本　晃奈 ( 4 )  三田小学校 4  17.46

モトヒラ　アイサ ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-413 元平　藍沙 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 7  17.60

マエダ　アユ ノザキトラックアンドフィールド

7  3-857 前田　愛結 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  18.76

ヒロタ　コトネ カイナンアスリートクラブ

8  429 廣田　ことね ( 4 )  海南アスリート 2  18.79

タマキ　イノリ シンナンショウガッコウ

9  2051 玉置　祈里 ( 4 )  新南小学校 1  19.37

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

フクダ　サラ ニシワサショウガッコウ クニスケ　アヤナ ワカヤマリクジョウクラブ

1  9137 福田　紗良 ( 4 )  西和佐小学校 7  14.94 1  2-407 國祐　彩名 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 5  16.15

モリキ　カコ ノカミアスリートクラブ フクムラ　ミサキ ユラアスリートクラブ

2  462 森木　香湖 ( 4 )  のかみAC 4  15.64 2  6-689 福村　光咲 ( 4 )  由良AC 4  16.39

シラカシ　ミノリ ハマノミヤショウガッコウ エノモト　アンナ ミサキリクジョウショウネンダン

3  2009 白樫　実祈 ( 4 )  浜宮小学校 6  15.81 3  2014 榎本　杏南 ( 4 )  みさき陸上少年団 3  16.63

マエダ　ミレイ ノザキトラックアンドフィールド コバヤシ　ユメ キノクニアスリートクラブ

4  868 前田　美怜 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  16.01 4  1-343 小林　結芽 ( 4 )  紀の国AC 7  16.85

ミヤモト　スズハ ニーキュウ テラモト　サユ ミサキリクジョウショウネンダン

5  9102 宮本　涼羽 ( 4 )  ２９SA 3  16.05 5  2016 寺本　彩結 ( 4 )  みさき陸上少年団 8  16.87

キタムラ　ユメ ワカヤマリクジョウクラブ オガハラ　リン ゴボウクラブ

6  2-392 北村　結夢 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 5  16.16 6  604 小河原　凛 ( 4 )  GOBOクラブ 2  17.01

タカハシ　マイ ワカヤマリクジョウクラブ カヤノキ　ツグミ ノカミアスリートクラブ

7  2-402 髙橋　茉衣 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 8  16.18 7  460 栢木　愛実 ( 4 )  のかみAC 9  17.02

オカモト　アヤメ ノザキトラックアンドフィールド イシバシ　ユナ キノクニアスリートクラブ

8  1120 岡本　彩芽 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  16.27 -  1-355 石橋　優菜 ( 4 )  紀の国AC 6 DNS

風速 (-0.4 m/s)

《 決勝 》

風速 (+0.7 m/s) 風速 (+0.4 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

32



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ニシ　サホ タイジリクジョウクラブ キタノ　アンナ ワカヤマリクジョウクラブ

1  476 西　咲帆 ( 5 )  太地陸上クラブ 4  15.45 q 1  2-442 北野　杏夏 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 6  15.29 q

サトウ　リン ユラアスリートクラブ イワキ　ヒノ アリダジュニアアスリートクラブ

2  6－694 佐藤　凛 ( 5 )  由良AC 5  15.48 q 2  507 岩木　妃乃 ( 5 )  有田JAC 4  15.76 q

カドワキ　ナナコ ゴボウクラブ マエシバ　エマ キノクニアスリートクラブ

3  622 門脇　菜々子 ( 5 )  GOBOクラブ 3  16.26 q 3  1-382 前芝　恵茉 ( 5 )  紀の国AC 9  16.34 q

カタヤマ　リオ イナミリクジョウクラブジュニア ツジカワ　ココア ノザキトラックアンドフィールド

4  409 片山　莉央 ( 5 )  印南ジュニア 7  16.67 q 4  1397 辻川　心愛 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  16.55 q

エノモト　ナオ カイナンアスリートクラブ ツカ　サクラ ホングウコドモスポーツクラブ

5  426 榎本　奈音 ( 5 )  海南アスリート 8  17.00 5  702 塚　咲良 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 3  16.56 q

タカデ　サエ クマサンリクジョウクラブ クボ　サエイ リュウジンスポーツクラブ

6  494 高出　紗衣 ( 5 )  クマ陸 2  17.86 6  498 久保　沙英 ( 5 )  龍神ＳＣ 7  16.91 q

オオグシ　アイリ クマサンリクジョウクラブ シュウケ　ココ ゴボウクラブ

7  492 大串　愛梨 ( 5 )  クマ陸 9  18.30 7  630 周家　心虹 ( 5 )  GOBOクラブ 8  17.44

ウエノヤマ　トワ キノクニアスリートクラブ ノカミ　レナ ノカミアスリートクラブ

-  1-350 上野山　音羽 ( 5 )  紀の国AC 6 DNS 8  444 野上　怜愛 ( 5 )  のかみAC 2  18.77

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ミツサダ　ツバキ ノザキトラックアンドフィールド

1  898 光定　椿季 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  14.96 q

タカダ　リホ ミナベ

2  667 高田　梨帆 ( 5 )  みなべAC 6  15.49 q

ヤマグチ　モカ ユウユウスポーツクラブ

3  9157 山口　苺華 ( 5 )  ゆうゆうスポーツクラブ 4  15.91 q

テラサカ　ルイ ミナベ

4  669 寺坂　琉衣 ( 5 )  みなべAC 3  16.66 q

キタバヤシ　アイリ ワカヤマリクジョウクラブ

5  2-447 北林　愛梨 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 1  16.69 q

ニシカワ　リユ ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-421 西川　莉結 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 9  16.76 q

ムカイヤマ　ヒマリ アリダジュニアアスリートクラブ

7  515 向山　陽毬 ( 5 )  有田JAC 8  18.29

モリ　キサキ ミナベ

8  676 森　希彩妃 ( 5 )  みなべAC 2  18.95

ハタナカ　ハツキ キノクニアスリートクラブ

-  1-384 畑中　芭月 ( 5 )  紀の国AC 7 DNS

紀三井寺公園 [301010]

5年 女子 100m 予選   22/10/09 12:05 ( 3組 0＋16 ) 

決勝   22/10/09 14:10 ( 2組 ) 

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

和歌山県小学生記録   13.14 木　戸　理央音 和歌山陸上クラブ 2021 紀三井寺

大会記録   13.97 藤　木　志　保 和歌山陸上クラブ 2015

《 予選 》

風速 (-0.6 m/s) 風速 (-1.1 m/s)

風速 (-0.9 m/s)
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ミツサダ　ツバキ ノザキトラックアンドフィールド マエシバ　エマ キノクニアスリートクラブ

1  898 光定　椿季 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  15.01 1  1-382 前芝　恵茉 ( 5 )  紀の国AC 5  16.39

ニシ　サホ タイジリクジョウクラブ ツカ　サクラ ホングウコドモスポーツクラブ

2  476 西　咲帆 ( 5 )  太地陸上クラブ 5  15.22 2  702 塚　咲良 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 6  16.51

キタノ　アンナ ワカヤマリクジョウクラブ ニシカワ　リユ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-442 北野　杏夏 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 4  15.36 3  2-421 西川　莉結 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 2  16.52

タカダ　リホ ミナベ ツジカワ　ココア ノザキトラックアンドフィールド

4  667 高田　梨帆 ( 5 )  みなべAC 9  15.48 4  1397 辻川　心愛 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  16.61

サトウ　リン ユラアスリートクラブ カタヤマ　リオ イナミリクジョウクラブジュニア

5  6－694 佐藤　凛 ( 5 )  由良AC 6  15.85 5  409 片山　莉央 ( 5 )  印南ジュニア 9  16.64

ヤマグチ　モカ ユウユウスポーツクラブ クボ　サエイ リュウジンスポーツクラブ

6  9157 山口　苺華 ( 5 )  ゆうゆうスポーツクラブ 3  15.93 6  498 久保　沙英 ( 5 )  龍神ＳＣ 3  17.05

イワキ　ヒノ アリダジュニアアスリートクラブ キタバヤシ　アイリ ワカヤマリクジョウクラブ

7  507 岩木　妃乃 ( 5 )  有田JAC 8  15.98 7  2-447 北林　愛梨 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 8  17.23

カドワキ　ナナコ ゴボウクラブ テラサカ　ルイ ミナベ

8  622 門脇　菜々子 ( 5 )  GOBOクラブ 2  16.68 8  669 寺坂　琉衣 ( 5 )  みなべAC 4  17.97

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ムネヤス　シホ ワカヤマリクジョウクラブ ツジムラ　キサキ ノカミアスリートクラブ

1  2-452 棟保　詩歩 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  14.43 q 1  440 辻村　季咲 ( 6 )  のかみAC 4  14.33 q

オオハタ　ユメ ヤスハラショウガッコウ サイカ　ユズカ キノクニアスリートクラブ

2  9032 大畑　結愛 ( 6 )  安原小学校 4  14.83 q 2  1-339 雜賀　柚佳 ( 6 )  紀の国AC 5  15.04 q

サトウ　アヤノ シオノミサキ タナカ　アイカ キノクニアスリートクラブ

3  2016 佐藤　綾乃 ( 6 )  潮岬小学校 5  15.42 q 3  1-314 田中　愛佳 ( 6 )  紀の国AC 6  15.36 q

ムラカミ　アンリ イナミリクジョウクラブジュニア イワブチ　ウサ ニーキュウ

4  401 村上　晏梨 ( 6 )  印南ジュニア 7  15.72 4  9098 岩渕　宇咲 ( 6 )  ２９SA 7  15.66

エノモト　ユウネ キノクニアスリートクラブ イズミ　ユヅキ ワカヤマリクジョウクラブ

5  1-310 榎本　優音 ( 6 )  紀の国AC 9  15.81 5  2-460 泉　優月 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  15.78

ウツノミヤ　カナ イナミリクジョウクラブジュニア オオシマ　メイ ミサキリクジョウショウネンダン

6  432 宇津宮　果奈 ( 6 )  印南ジュニア 2  15.92 6  2018 大嶋　芽 ( 6 )  みさき陸上少年団 9  16.26

キシ　イツキ ワカヤマリクジョウクラブ タニグチ　ワカナ カイナンアスリートクラブ

7  2-480 岸　泉月 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  16.38 7  428 谷口　和奏 ( 6 )  海南アスリート 3  16.30

クボ　アヤカ ニーキュウ ウエムラ　リリア ノカミアスリートクラブ

8  9025 久保　絢華 ( 6 )  ２９SA 3  17.51 8  437 上村　莉愛 ( 6 )  のかみAC 2  17.96

《 決勝 》

風速 (-0.7 m/s) 風速 (-0.6 m/s)

紀三井寺公園 [301010]

6年 女子 100m 予選   22/10/09 11:40 ( 5組 0＋16 ) 

決勝   22/10/09 14:00 ( 2組 ) 

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

和歌山県小学生記録   13.14 木　戸　理央音 和歌山陸上クラブ 2021 紀三井寺

大会記録   13.48 木　戸　理央音 和歌山陸上クラブ 2021

《 予選 》

風速 (+0.1 m/s) 風速 (-0.4 m/s)
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3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

イワイ　ユウナ キノクニアスリートクラブ オガワ　エリン ノカミアスリートクラブ

1  1-345 岩井　優奈 ( 6 )  紀の国AC 5  14.08 q 1  438 小川　笑凜 ( 6 )  のかみAC 7  13.75 q

アンドウ　アイリ カイナンアスリートクラブ ナカムラ　ツグミ キノクニアスリートクラブ

2  1191 安藤　愛莉 ( 6 )  海南アスリート 6  15.23 q 2  1-311 中村　継美 ( 6 )  紀の国AC 5  15.15 q

モリタ　ナナ アリダジュニアアスリートクラブ タカオ　レナ クマサンリクジョウクラブ

3  573 森田　菜々 ( 6 )  有田JAC 7  15.27 q 3  499 高尾　麗菜 ( 6 )  クマ陸 6  15.30 q

ナカニシ　ユズハ キノクニアスリートクラブ ニシカワ　ユラ ワカヤマリクジョウクラブ

4  1-336 中西　柚羽 ( 6 )  紀の国AC 4  15.91 4  2-453 西川　優来 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4  15.63

フルサワ　ホナミ ワカヤマリクジョウクラブ ヤノ　アズハ ワカヤマリクジョウクラブ

5  2-456 古澤　帆波 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  16.04 5  2-483 矢野　安都葉 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  15.99

マエダ　ニコ ノザキトラックアンドフィールド フクザワ　リオ ホングウコドモスポーツクラブ

6  650 前田　朱心 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  16.42 6  708 福澤　理生 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 2  16.22

ツムラ　サエ イナミリクジョウクラブジュニア ハタイ　リア キノクニアスリートクラブ

7  421 津村　紗衣 ( 6 )  印南ジュニア 3  16.43 7  1-356 幡井　璃愛 ( 6 )  紀の国AC 3  16.33

エカワ　カオン ワカヤマリクジョウクラブ

8  2-481 江川　佳穏 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 9  16.92

5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

クスモト　ユラ カイナンアスリートクラブ

1  1126 楠本　ゆら ( 6 )  海南アスリート 4  14.82 q

ナカタニ　ユズハ キノクニアスリートクラブ

2  1-317 中谷　柚巴 ( 6 )  紀の国AC 5  15.08 q [079]

シオザキ　リノア ナチカツラスポーツショウネンダ

2  813 塩崎　莉乃亜 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 7  15.08 q [079]

タキモト　ココ キノクニアスリートクラブ

4  1-318 瀧本　湖子 ( 6 )  紀の国AC 6  15.41 q

ナギ　リナ キノクニアスリートクラブ

5  1-389 梛　莉銘 ( 6 )  紀の国AC 8  15.83

ノダ　アキ キノクニアスリートクラブ

6  1-352 野田　明希 ( 6 )  紀の国AC 9  16.34

マエダ　ユナ ノザキトラックアンドフィールド

7  870 前田　結菜 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  16.93

ヤマシタ　ユノ イナミリクジョウクラブジュニア

8  447 山下　由乃 ( 6 )  印南ジュニア 2  16.99

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

オガワ　エリン ノカミアスリートクラブ モリタ　ナナ アリダジュニアアスリートクラブ

1  438 小川　笑凜 ( 6 )  のかみAC 7  13.96 1  573 森田　菜々 ( 6 )  有田JAC 6  15.11

イワイ　ユウナ キノクニアスリートクラブ ナカムラ　ツグミ キノクニアスリートクラブ

2  1-345 岩井　優奈 ( 6 )  紀の国AC 5  14.04 2  1-311 中村　継美 ( 6 )  紀の国AC 4  15.18

ツジムラ　キサキ ノカミアスリートクラブ タカオ　レナ クマサンリクジョウクラブ

3  440 辻村　季咲 ( 6 )  のかみAC 4  14.47 3  499 高尾　麗菜 ( 6 )  クマ陸 5  15.43

ムネヤス　シホ ワカヤマリクジョウクラブ タナカ　アイカ キノクニアスリートクラブ

4  2-452 棟保　詩歩 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  14.62 4  1-314 田中　愛佳 ( 6 )  紀の国AC 8  15.50

クスモト　ユラ カイナンアスリートクラブ アンドウ　アイリ カイナンアスリートクラブ

5  1126 楠本　ゆら ( 6 )  海南アスリート 9  15.08 5  1191 安藤　愛莉 ( 6 )  海南アスリート 7  15.55

ナカタニ　ユズハ キノクニアスリートクラブ タキモト　ココ キノクニアスリートクラブ

6  1-317 中谷　柚巴 ( 6 )  紀の国AC 2  15.15 6  1-318 瀧本　湖子 ( 6 )  紀の国AC 2  15.68

オオハタ　ユメ ヤスハラショウガッコウ サトウ　アヤノ シオノミサキ

7  9032 大畑　結愛 ( 6 )  安原小学校 8  15.21 7  2016 佐藤　綾乃 ( 6 )  潮岬小学校 3  15.78

シオザキ　リノア ナチカツラスポーツショウネンダ

8  813 塩崎　莉乃亜 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 1  15.22

サイカ　ユズカ キノクニアスリートクラブ

9  1-339 雜賀　柚佳 ( 6 )  紀の国AC 3  15.32

風速 (-0.9 m/s) 風速 (-0.1 m/s)

風速 (+0.7 m/s)

《 決勝 》

風速 (-0.5 m/s) 風速 (-0.3 m/s)

q (qualified by result) : プラスによる進出
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順位 No. 競技者名 学年 所属 組 Ord. 組順位 記録 備考
アオキ　チユリ キノクニアスリートクラブ

1  1-387 青木　智有里 ( 3 )  紀の国AC 1 9 1  5:40.82
ホリキ　コハル タナベアスリートクラブ

2  763 堀木　こはる ( 4 )  田辺AC 2 5 1  5:53.49
サイトウ　アリサ ワカヤマリクジョウクラブ

3  9026 齋藤　有紗 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 2 1 2  6:01.51
マエダ　ユナ キノクニアスリートクラブ

4  1-358 前田　結月 ( 4 )  紀の国AC 2 3 3  6:03.54
フクムラ　ミサキ ユラアスリートクラブ

5  6-689 福村　光咲 ( 4 )  由良AC 2 8 4  6:08.24
オガハラ　リン ゴボウクラブ

6  604 小河原　凛 ( 4 )  GOBOクラブ 2 12 5  6:08.95
シラカシ　ミノリ ハマノミヤショウガッコウ

7  2009 白樫　実祈 ( 4 )  浜宮小学校 2 6 6  6:09.02
イシバシ　ミコト タナベアスリートクラブ

8  746 石橋　美琴 ( 4 )  田辺AC 2 7 7  6:09.58
イマニシ　ユズハ カイナンアスリートクラブ

9  9047 今西　柚花 ( 3 )  海南アスリート 1 3 2  6:10.32
マツオカ　ヒナ カイナンアスリートクラブ

10  2005 松岡　陽愛 ( 4 )  海南アスリート 2 13 8  6:15.87
タナカ　ユウ ゴボウクラブ

11  636 田中　優羽 ( 4 )  GOBOクラブ 2 4 9  6:33.45
シバ　ハルノ ワカヤマパラアスリートクラブ

12  1656 芝　春乃 ( 3 )  和歌山パラAC 1 4 3  6:33.75
マエダ　アオイ ミナベ

13  674 前田　葵 ( 3 )  みなべAC 1 1 4  6:38.39
ヤマネ　メイ イナミリクジョウクラブジュニア

14  428 山根　明依 ( 3 )  印南ジュニア 1 2 5  6:41.79
タマキ　リコ ゴボウクラブ

15  626 玉置　莉子 ( 4 )  GOBOクラブ 2 15 10  6:45.25
サイトウ　ユズキ ユラアスリートクラブ

16  6－680 齊藤　柚希 ( 4 )  由良AC 2 9 11  6:59.95
ハリマ　アオネ カイナンアスリートクラブ

17  424 張間　葵音 ( 2 )  海南アスリート 1 5 6  7:12.91
ハラダ　アズミ キノクニアスリートクラブ

18  1-372 原田　亜純 ( 4 )  紀の国AC 2 10 12  7:22.78
ムカイヤマ　イノリ アリダジュニアアスリートクラブ

19  516 向山　祈李 ( 2 )  有田JAC 1 7 7  7:43.89
アラキ　ハナ ユラアスリートクラブ

20  6-672 荒木　花 ( 4 )  由良AC 2 14 13  8:00.39
ハシヅメ　ユキノ キノクニアスリートクラブ

21  1-385 橋爪　雪乃 ( 3 )  紀の国AC 1 6 8  8:29.18
ユカワ　イロハ シガショウ

-  2048 湯川　椛 ( 2 )  志賀小学校 1 8 - DNS
アサイ　ミサキ イワデチュウオウショウガッコウ

-  9045 浅井　美咲 ( 4 )  中央小学校 2 2 - DNS
ユカワ　ホタル シガショウ

-  2049 湯川　蛍 ( 4 )  志賀小学校 2 11 - DNS

種目別全体結果表

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

4年以下 女子 1500m
22/10/09 10:20 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   4:51.48 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺補助

大会記録   5:13.01 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2014

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
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順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
カタヤマ　イオリ キノクニアスリートクラブ

1  1-371 片山　伊織 ( 5 )  紀の国AC 9  5:28.52
ナバタ　ルナ キノクニアスリートクラブ

2  1-312 名畑　瑠那 ( 5 )  紀の国AC 4  5:39.13
ニシ　サホ タイジリクジョウクラブ

3  476 西　咲帆 ( 5 )  太地陸上クラブ 17  5:49.80
ヨシモト　ユズ ゴボウクラブ

4  606 吉本　柚珠 ( 5 )  GOBOクラブ 8  5:50.31
カタヤマ　アオイ タナベアスリートクラブ

5  780 片山　葵彩 ( 5 )  田辺AC 10  5:52.42
ハラサキ　サラ タナベアスリートクラブ

6  771 原﨑　彩來 ( 5 )  田辺AC 7  5:57.14
ヤマグチ　モカ ユウユウスポーツクラブ

7  9157 山口　苺華 ( 5 )  ゆうゆうスポーツクラブ 5  5:58.26
ヒガシ　ミコ ミナベ

8  672 東　美心 ( 5 )  みなべAC 1  6:03.95
カサマツ　キホ タナベアスリートクラブ

9  775 笠松　希帆 ( 5 )  田辺AC 11  6:05.31
エノモト　ナオ カイナンアスリートクラブ

10  426 榎本　奈音 ( 5 )  海南アスリート 2  6:17.30
トヨダ　ララ ゴボウクラブ

11  612 豊田　徠空 ( 5 )  GOBOクラブ 16  6:20.44
シュウケ　ココ ゴボウクラブ

12  630 周家　心虹 ( 5 )  GOBOクラブ 15  6:30.34
ヤマモト　リオ ミナベ

13  671 山本　莉央 ( 5 )  みなべAC 14  6:30.71
ユカワ　ユウア リュウジンスポーツクラブ

14  1244 湯川　結愛 ( 5 )  龍神ＳＣ 12  6:31.09
ミウラ　アヤカ カセダショウガッコウ

15  1533 三浦　綾花 ( 5 )  笠田小学校 3  6:40.84
フルクボ　リオ リュウジンスポーツクラブ

16  499 古久保　凛音 ( 5 )  龍神ＳＣ 6  6:41.64
ウエモリ　ミノリ タナベアスリートクラブ

17  752 上森　心順 ( 5 )  田辺AC 13  7:00.76

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

5年 女子 1500m
22/10/09 11:00  

和歌山県小学生記録   4:51.48 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺補助

大会記録   5:03.80 菱山　愛里 紀の国ＡＣ 2016

《 決勝 》
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順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
モリタ　ナナ アリダジュニアアスリートクラブ

1  573 森田　菜々 ( 6 )  有田JAC 6  5:20.89
イワイ　ユウナ キノクニアスリートクラブ

2  1-345 岩井　優奈 ( 6 )  紀の国AC 4  5:22.54
オオタニ　ナオ イナミリクジョウクラブジュニア

3  448 大谷　奈央 ( 6 )  印南ジュニア 11  5:30.82
カンジャ　メイナ タナベアスリートクラブ

4  734 上舎　芽愛 ( 6 )  田辺AC 5  5:39.52
タニグチ　ワカナ カイナンアスリートクラブ

5  428 谷口　和奏 ( 6 )  海南アスリート 2  5:43.10
ハシザキ　マリン チーム　アライ

6  9005 橋崎　真琳 ( 6 )  Team　Arai 7  5:49.75
オオハタ　ユメ ヤスハラショウガッコウ

7  9032 大畑　結愛 ( 6 )  安原小学校 8  5:50.93
ナカニシ　ユズハ キノクニアスリートクラブ

8  1-336 中西　柚羽 ( 6 )  紀の国AC 3  5:55.34
イトガワ　ワカナ リュウジンスポーツクラブ

9  1362 糸川　和奏 ( 6 )  龍神ＳＣ 10  6:24.53
ヤマシタ　ユノ イナミリクジョウクラブジュニア

10  447 山下　由乃 ( 6 )  印南ジュニア 1  6:26.00
ヒラオ　ユウア ノザキトラックアンドフィールド

-  9051 平尾　優愛 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
ミナカタ　モア キノクニアスリートクラブ

1  1-399 南方　萌愛 ( 5 )  紀の国AC 7  14.17
シマダ　ハナ キノクニアスリートクラブ

2  1-340 島田　花 ( 5 )  紀の国AC 6  14.38
イワモト　レイラ キノクニアスリートクラブ

3  1-362 岩本　麗良 ( 5 )  紀の国AC 4  16.03
サトウ　リイナ キノクニアスリートクラブ

4  1-357 佐藤　莉唯奈 ( 6 )  紀の国AC 3  17.76
ヤマグチ　ヒナ キノクニアスリートクラブ

5  1-375 山口　陽花 ( 5 )  紀の国AC 9  17.80
タニウエ　リコ キノクニアスリートクラブ

6  1-332 谷上　莉瑚 ( 6 )  紀の国AC 8  17.86
マツムラ　レナ キノクニアスリートクラブ

-  1-326 松村　怜奈 ( 5 )  紀の国AC 5 DNS

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

6年 女子 1500m
22/10/09 11:20  

和歌山県小学生記録   4:51.48 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺補助

大会記録   4:51.48 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016

《 決勝 》

風速 (-0.2 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

4年以上 女子 80mH
22/10/09 09:30  

大会記録   13.32 南方　麻央 紀の国ＡＣ 2017

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
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予選  

決勝  

1組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 4  57.09 q 2 3  57.57 q
ミナカタ　モア ミヤケ　ノゾミ

 1-399 南方　萌愛 ( 5 )   445 三宅　望未 ( 5 ) 

イワイ　ユウナ モリキ　カコ

 1-345 岩井　優奈 ( 6 )   462 森木　香湖 ( 4 ) 

サイカ　ユズカ ツジムラ　キサキ

 1-339 雜賀　柚佳 ( 6 )   440 辻村　季咲 ( 6 ) 

ナカタニ　ユズハ オガワ　エリン

 1-317 中谷　柚巴 ( 6 )   438 小川　笑凜 ( 6 ) 

3 2  59.87 q 4 9  1:04.59
ムネヤス　シホ ハラサキ　サラ

 2-452 棟保　詩歩 ( 6 )   771 原﨑　彩來 ( 5 ) 

キタノ　アンナ カンジャ　メイナ

 2-442 北野　杏夏 ( 5 )   734 上舎　芽愛 ( 6 ) 

フルサワ　ホナミ カサマツ　キホ

 2-456 古澤　帆波 ( 6 )   775 笠松　希帆 ( 5 ) 

オグラ　ミレイ カタヤマ　アオイ

 2-474 小倉　美玲 ( 6 )   780 片山　葵彩 ( 5 ) 

5 6  1:04.83 6 1  1:05.65
テラサカ　ルイ オオシマ　メイ

 669 寺坂　琉衣 ( 5 )   2018 大嶋　芽 ( 6 ) 

イワサキ　マイ テラモト　サユ

 665 岩﨑　舞衣 ( 6 )   2016 寺本　彩結 ( 4 ) 

タカダ　リホ カナタ　アコ

 667 高田　梨帆 ( 5 )   2015 金田　杏香 ( 4 ) 

イノウエ　ミオ エノモト　アンナ

 668 井上　実音 ( 5 )   2014 榎本　杏南 ( 4 ) 

7 8  1:09.59 8 7  1:10.16
カワグチ　ユウカ ヤマシタ　ユノ

 3-1100 川口　結加 ( 4 )   447 山下　由乃 ( 6 ) 

セキ　チハル ヌマノ　ハルカ

 9057 関　千遥 ( 3 )   413 沼野　暖花 ( 3 ) 

モリサキ　ユズハ ヤマネ　メイ

 1132 森崎　柚葉 ( 2 )   428 山根　明依 ( 3 ) 

タカガキ　イロハ カタヤマ　リオ

 3-1119 高垣　彩葉 ( 4 )   409 片山　莉央 ( 5 ) 

9 5  1:12.78
マエダ　スミレ

 869 前田　純怜 ( 2 ) 

ヤスダ　ハヅキ

 1389 保田　葉月 ( 2 ) 

ミウラ　ユイ

 857 三浦　優依 ( 2 ) 

オガタ　ユウカ

 3-1188 緒方　優花 ( 2 ) 

リザルトリスト

第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004]

紀三井寺公園 [301010]

共通 女子 4x100mR 22/10/09 10:00 ( 2組 0＋8 ) 

22/10/09 15:15  

キノクニアスリートクラブ

紀の国AC-A

和歌山県小学生記録  

大会記録  

《 予選 》

チーム名

52.49 野　間・南　方・大　桑・濱　口 紀の国ＡＣ 2014 橿原

53.86 野　間・南　方・田　中・大　桑 紀の国ＡＣ 2014

ミナベエーシー

みなべAC

ワカヤマリクジョウクラブ

和歌山陸上クラブ

ノザキトラックアンドフィールドビー

野崎Ｔ＆Ｆ B

ノザキトラックアンドフィールドシー

野崎Ｔ＆Ｆ C

チーム名

タナベアスリートクラブ

田辺AC

ノカミアスリートクラブ

のかみAC A

イナミリクジョウクラブジュニアビー

印南ジュニアＢ

ミサキリクジョウショウネンダン

みさき陸上少年団
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2組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 7  59.41 q 2 1  1:00.30 q
ヤマグチ　ヒナ サトウ　リイナ

 1-375 山口　陽花 ( 5 )   1-357 佐藤　莉唯奈 ( 6 ) 

シマダ　ハナ ナカムラ　ツグミ

 1-340 島田　花 ( 5 )   1-311 中村　継美 ( 6 ) 

イワモト　レイラ タキモト　ココ

 1-362 岩本　麗良 ( 5 )   1-318 瀧本　湖子 ( 6 ) 

ナカニシ　ユズハ タナカ　アイカ

 1-336 中西　柚羽 ( 6 )   1-314 田中　愛佳 ( 6 ) 

3 3  1:01.64 q 4 9  1:02.30 q
ウツノミヤ　カナ マエダ　ミレイ

 432 宇津宮　果奈 ( 6 )   868 前田　美怜 ( 4 ) 

ツムラ　サエ ミツサダ　ツバキ

 421 津村　紗衣 ( 6 )   898 光定　椿季 ( 5 ) 

オオタニ　ナオ オカモト　アヤメ

 448 大谷　奈央 ( 6 )   1120 岡本　彩芽 ( 4 ) 

ムラカミ　アンリ ツジカワ　ココア

 401 村上　晏梨 ( 6 )   1397 辻川　心愛 ( 5 ) 

5 6  1:03.70 q 6 4  1:06.30
モリタ　ユウ トヨダ　ララ

 574 森田　友 ( 4 )   612 豊田　徠空 ( 5 ) 

モリタ　ナナ ヨシモト　ユズ

 573 森田　菜々 ( 6 )   606 吉本　柚珠 ( 5 ) 

ムカイヤマ　ヒマリ シュウケ　ココ

 515 向山　陽毬 ( 5 )   630 周家　心虹 ( 5 ) 

イワキ　ヒノ カドワキ　ナナコ

 507 岩木　妃乃 ( 5 )   622 門脇　菜々子 ( 5 ) 

7 2  1:09.06 8 8  1:09.74
ユカワ　ユウア ニシバタ　ユイリ

 1244 湯川　結愛 ( 5 )   673 西端　唯李 ( 4 ) 

クボ　サエイ ヤマモト　リオ

 498 久保　沙英 ( 5 )   671 山本　莉央 ( 5 ) 

フルクボ　リオ ヒガシ　ミコ

 499 古久保　凛音 ( 5 )   672 東　美心 ( 5 ) 

イトガワ　ワカナ モリ　キサキ

 1362 糸川　和奏 ( 6 )   676 森　希彩妃 ( 5 ) 

9 5  1:10.04
カミヤ　ヒカリ

 494 神谷　晄里 ( 1 ) 

カヤノキ　ツグミ

 460 栢木　愛実 ( 4 ) 

ノカミ　レナ

 444 野上　怜愛 ( 5 ) 

ウエムラ　リリア

 437 上村　莉愛 ( 6 ) 

チーム名
キノクニアスリートクラブ

紀の国AC C

アリダジュニアアスリートクラブ

有田JAC

イナミリクジョウクラブジュニアエー

印南ジュニアＡ

ノカミアスリートクラブ

のかみAC B

リュウジンスポーツクラブ

龍神ＳＣ

チーム名

ノザキトラックアンドフィールドエー

野崎Ｔ＆Ｆ A

キノクニアスリートクラブ

紀の国AC-B

ゴボウクラブ

GOBOクラブ

ミナベエーシービー

みなべAC　B
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1組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考

1 5  57.66 2 8  58.35
ミナカタ　モア ミヤケ　ノゾミ

 1-399 南方　萌愛 ( 5 )   445 三宅　望未 ( 5 ) 

イワイ　ユウナ モリキ　カコ

 1-345 岩井　優奈 ( 6 )   462 森木　香湖 ( 4 ) 

サイカ　ユズカ ツジムラ　キサキ

 1-339 雜賀　柚佳 ( 6 )   440 辻村　季咲 ( 6 ) 

ナカタニ　ユズハ オガワ　エリン

 1-317 中谷　柚巴 ( 6 )   438 小川　笑凜 ( 6 ) 

3 6  59.81 4 4  1:01.29
ヤマグチ　ヒナ サトウ　リイナ

 1-375 山口　陽花 ( 5 )   1-357 佐藤　莉唯奈 ( 6 ) 

シマダ　ハナ ナカムラ　ツグミ

 1-340 島田　花 ( 5 )   1-311 中村　継美 ( 6 ) 

イワモト　レイラ タキモト　ココ

 1-362 岩本　麗良 ( 5 )   1-318 瀧本　湖子 ( 6 ) 

ナカニシ　ユズハ タナカ　アイカ

 1-336 中西　柚羽 ( 6 )   1-314 田中　愛佳 ( 6 ) 

5 7  1:01.58 6 9  1:02.86
ムネヤス　シホ ウツノミヤ　カナ

 2-452 棟保　詩歩 ( 6 )   432 宇津宮　果奈 ( 6 ) 

キタノ　アンナ ツムラ　サエ

 2-442 北野　杏夏 ( 5 )   421 津村　紗衣 ( 6 ) 

フルサワ　ホナミ オオタニ　ナオ

 2-456 古澤　帆波 ( 6 )   448 大谷　奈央 ( 6 ) 

オグラ　ミレイ ムラカミ　アンリ

 2-474 小倉　美玲 ( 6 )   401 村上　晏梨 ( 6 ) 

7 2  1:04.18 8 3  1:06.24
マエダ　ミレイ モリタ　ユウ

 868 前田　美怜 ( 4 )   574 森田　友 ( 4 ) 

ミツサダ　ツバキ モリタ　ナナ

 898 光定　椿季 ( 5 )   573 森田　菜々 ( 6 ) 

オカモト　アヤメ ムカイヤマ　ヒマリ

 1120 岡本　彩芽 ( 4 )   515 向山　陽毬 ( 5 ) 

ツジカワ　ココア イワキ　ヒノ

 1397 辻川　心愛 ( 5 )   507 岩木　妃乃 ( 5 ) 

紀の国AC C

《 決勝 》

チーム名
キノクニアスリートクラブ

紀の国AC-A

q (qualified by result) : プラスによる進出

ノザキトラックアンドフィールドエー

野崎Ｔ＆Ｆ A

ワカヤマリクジョウクラブ

和歌山陸上クラブ

キノクニアスリートクラブ

ノカミアスリートクラブ

チーム名

イナミリクジョウクラブジュニアエー

紀の国AC-B
キノクニアスリートクラブ

のかみAC A

有田JAC
アリダジュニアアスリートクラブ

印南ジュニアＡ
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シマダ　ハナ キノクニアスリートクラブ

島田　花( 5 ) 紀の国AC

イワモト　レイラ キノクニアスリートクラブ

岩本　麗良( 5 ) 紀の国AC

オグラ　ミレイ ワカヤマリクジョウクラブ

小倉　美玲( 6 ) 和歌山陸上クラブ

ミナカタ　モア キノクニアスリートクラブ

南方　萌愛( 5 ) 紀の国AC

ヤマグチ　ヒナ キノクニアスリートクラブ

山口　陽花( 5 ) 紀の国AC

タニウエ　リコ キノクニアスリートクラブ

谷上　莉瑚( 6 ) 紀の国AC

トップ8

試技順

クニスケ　アヤナ ワカヤマリクジョウクラブ

國祐　彩名( 4 ) 和歌山陸上クラブ

キタムラ　ユメ ワカヤマリクジョウクラブ

北村　結夢( 4 ) 和歌山陸上クラブ

ナカタニ　ウタノ キノクニアスリートクラブ

中谷　唱乃( 3 ) 紀の国AC

モリキ　カコ ノカミアスリートクラブ

森木　香湖( 4 ) のかみAC

コバヤシ　ユメ キノクニアスリートクラブ

小林　結芽( 4 ) 紀の国AC

ホリイ　ヒマリ ワカヤマリクジョウクラブ

堀井　陽まり( 4 ) 和歌山陸上クラブ

コバヤカワ　ノア クマサンリクジョウクラブ

小早川　希空( 4 ) クマ陸

ニシバタ　ユイリ ミナベ

西端　唯李( 4 ) みなべAC

トノハタ　ヒナタ ミナベ

殿畑　ひなた( 4 ) みなべAC

スズキ　ナノハ ホングウコドモスポーツクラブ

鈴木　那葉( 4 ) 本宮子どもスポーツクラブ

カワグチ　ユウカ ノザキトラックアンドフィールド

川口　結加( 4 ) 野崎Ｔ＆Ｆ

タカガキ　イロハ ノザキトラックアンドフィールド

高垣　彩葉( 4 ) 野崎Ｔ＆Ｆ

ツジモト　エマ ワカヤマリクジョウクラブ

辻本　恵麻( 4 ) 和歌山陸上クラブ

ユミクラ　アヤノ イナハラショウガッコウ

弓倉　綾乃( 3 ) 稲原小学校

ヤタ　チサ キノクニアスリートクラブ

矢田　千紗( 3 ) 紀の国AC

ヌマノ　ハルカ イナミリクジョウクラブジュニア

沼野　暖花( 3 ) 印南ジュニア

ナカムラ　レナ ノザキトラックアンドフィールド

中村　怜夏( 4 ) 野崎Ｔ＆Ｆ

イヌイ　ライサ ホングウコドモスポーツクラブ

乾　らいさ( 4 ) 本宮子どもスポーツクラブ

タナカ　レイカ キノクニアスリートクラブ

田中　麗佳( 2 ) 紀の国AC

マツシタ　ユズ タイジリクジョウクラブ

松下　優純( 2 ) 太地陸上クラブ

ヤマネ　メイ イナミリクジョウクラブジュニア

山根　明依( 3 ) 印南ジュニア

ナカハラ　ハルカ キノクニアスリートクラブ

中原　悠佳( 3 ) 紀の国AC

トップ8

試技順

ユミクラ　マユ イナハラショウガッコウ

弓倉　麻友( 5 ) 稲原小学校

ツカ　サクラ ホングウコドモスポーツクラブ

塚　咲良( 5 ) 本宮子どもスポーツクラブ

ミヤケ　ノゾミ ノカミアスリートクラブ

三宅　望未( 5 ) のかみAC

クボ　サエイ リュウジンスポーツクラブ

久保　沙英( 5 ) 龍神ＳＣ

ヤマモト　リオ ミナベ

山本　莉央( 5 ) みなべAC

ノカミ　レナ ノカミアスリートクラブ

野上　怜愛( 5 ) のかみAC

カタヤマ　リオ イナミリクジョウクラブジュニア

片山　莉央( 5 ) 印南ジュニア

イノウエ　ミオ ミナベ

井上　実音( 5 ) みなべAC

モリ　キサキ ミナベ

森　希彩妃( 5 ) みなべAC

テラサカ　ルイ ミナベ

寺坂　琉衣( 5 ) みなべAC

マツムラ　レナ キノクニアスリートクラブ

松村　怜奈( 5 ) 紀の国AC

ウエノヤマ　トワ キノクニアスリートクラブ

上野山　音羽( 5 ) 紀の国AC

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 4年以下 女子 走幅跳 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長 冨田　進
開始時刻　 13:00 　終了時刻　 13:45 　

6

9  2-407  3.36 -1.4   3.34 -0.5   3.48 -0.5   3.48

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

6  2-392  ×     3.40 -0.3   3.36 -0.5   3.40

    3.48 -0.5  1-0.5  8      

11  1-315  3.13 -1.2   3.09 -0.6   3.18 -0.1   3.18

    3.40 -0.3  2-0.3  7      

16  462  3.13 -0.2   3.11 -0.6   2.99 -0.9   3.13

    3.18 -0.1  3-0.1  6      

1  1-343  3.07 -0.5   2.90 -0.6   3.05 -0.1   3.07

    3.13 -0.2  4-0.2  5      

14  2-395  2.80 -0.7   2.95 -0.6   2.96 +0.2   2.96

    3.07 -0.5  5-0.5  4      

3  497  2.87 -0.8   2.92  0.0   2.80 +0.4   2.92

    2.96 +0.2  6+0.2  3      

13  673  ×     2.87 -0.4   2.72 -0.4   2.87

    2.92  0.0  7 0.0  2      

8  677  2.66 -1.3   2.86 -0.5   ×     2.86

    2.87 -0.4  8-0.4  1      

15  704  2.73 -0.2   2.70 -0.2   2.80 -1.0   2.80

    2.86 -0.5  9-0.5       

21  3-1100  2.66 -1.3   ×     2.59 -0.4   2.66

    2.80 -1.0  10-1.0       

18  3-1119  2.56  0.0   2.60 -0.5   2.64 -1.6   2.64

    2.66 -1.3  11-1.3       

12  2-397  ×     2.42 -0.5   2.61 -0.1   2.61

    2.64 -1.6  12-1.6       

17  2011  2.53  0.0   2.29 -0.3   2.31 -1.1   2.53

    2.61 -0.1  13-0.1       

5  1-321  －     2.43 -0.5   ×     2.43

    2.53  0.0  14 0.0       

20  413  2.29 -0.7   2.31 -0.4   2.17 -0.8   2.31

    2.43 -0.5  15-0.5       

7  3-1120  2.24 -1.0   2.11 -0.8   2.17 +0.1   2.24

    2.31 -0.4  16-0.4       

4  709  2.08 -1.0   2.07 -0.7   ×     2.08

    2.24 -1.0  17-1.0       

2  1-346  ×     ×     －   

    2.08 -1.0  18-1.0       

19  480  ×     －     ×   

   NM -  -     

22  428  ×     ×     ×   

   NM -  -     

10  1-308         

   NM -  -     

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

   DNS -  -     

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

冨田　進
開始時刻　 09:30 　終了時刻　 10:10 　

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

種目 5年 女子 走幅跳 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長

6

11  2012  3.54 +0.1   3.49 +0.3   3.48 +0.3   3.54

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

8  702  3.49 +0.3   2.97 +0.9   3.23 -0.1   3.49

    3.54 +0.1  1+0.1  8      

2  445  2.94 -0.3   2.97 +0.5   3.08 -1.3   3.08

    3.49 +0.3  2+0.3  7      

7  498  2.86 +0.5   2.87 +0.4   2.54 +0.9   2.87

    3.08 -1.3  3-1.3  6      

3  671  2.67 +0.3   2.60 +1.4   ×     2.67

    2.87 +0.4  4+0.4  5      

12  444  ×     2.40 +0.6   2.67 +0.7   2.67

    2.67 +0.3  5+0.3  4      

1  409  2.35  0.0   －     2.55 +0.9   2.55

    2.67 +0.7  6+0.7  3      

5  668  2.48 +0.5   2.47 -0.4   ×     2.48

    2.55 +0.9  7+0.9  2      

4  676  ×     ×     2.40 +1.7   2.40

    2.48 +0.5  8+0.5  1      

6  669         

    2.40 +1.7  9+1.7       

9  1-326         

   DNS -  -     

10  1-350         

   DNS -  -     

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

   DNS -  -     

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 4年以上 女子 走高跳 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長
開始時刻　 12:00 　終了時刻　 12:00 　

得点 備考 1.00  1.05  1.10  1.15  1.20  1.23

無効

Ord. No. 競技者名 所属

試技

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

5  1-362 o o o xxx

xxo xxx4  1-340 o o o o

3  2-474 o o xo xxx

2  1-399 o o xxx

xxx

6  1-375 o xo xxx

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

○ : 有効

最高記録

 1.20

 1.10

 1.10

 1.05

 1.05

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

 1.00 61  1-332 o

冨田　進

順位

1

2

3

4

5

試技数

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）
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トップ8

試技順

シオザキ　リノア ナチカツラスポーツショウネンダ

塩崎　莉乃亜( 6 ) 那智勝浦スポーツ少年団

コジマ　ミズキ タナベアスリートクラブ

小嶋　瑞希( 6 ) 田辺AC

イワサキ　マイ ミナベ

岩﨑　舞衣( 6 ) みなべAC

オグラ　ミレイ ワカヤマリクジョウクラブ

小倉　美玲( 6 ) 和歌山陸上クラブ

サトウ　リイナ キノクニアスリートクラブ

佐藤　莉唯奈( 6 ) 紀の国AC

イズミ　ユヅキ ワカヤマリクジョウクラブ

泉　優月( 6 ) 和歌山陸上クラブ

クスモト　ユラ カイナンアスリートクラブ

楠本　ゆら( 6 ) 海南アスリート

アンドウ　アイリ カイナンアスリートクラブ

安藤　愛莉( 6 ) 海南アスリート

ナギ　リナ キノクニアスリートクラブ

梛　莉銘( 6 ) 紀の国AC

ムラカミ　アンリ イナミリクジョウクラブジュニア

村上　晏梨( 6 ) 印南ジュニア

エノモト　ユウネ キノクニアスリートクラブ

榎本　優音( 6 ) 紀の国AC

コジマ　ミズキ タナベアスリートクラブ

小嶋　瑞希( 6 ) 田辺AC

イワサキ　マイ ミナベ

岩﨑　舞衣( 6 ) みなべAC

ヤノ　アズハ ワカヤマリクジョウクラブ

矢野　安都葉( 6 ) 和歌山陸上クラブ

ウツノミヤ　カナ イナミリクジョウクラブジュニア

宇津宮　果奈( 6 ) 印南ジュニア

タナカ　アイカ キノクニアスリートクラブ

田中　愛佳( 6 ) 紀の国AC

タカダ　リホ ミナベ

高田　梨帆( 5 ) みなべAC

オオタニ　ナオ イナミリクジョウクラブジュニア

大谷　奈央( 6 ) 印南ジュニア

ミヤケ　ノゾミ ノカミアスリートクラブ

三宅　望未( 5 ) のかみAC

ユミクラ　マユ イナハラショウガッコウ

弓倉　麻友( 5 ) 稲原小学校

イノウエ　ミオ ミナベ

井上　実音( 5 ) みなべAC

エカワ　カオン ワカヤマリクジョウクラブ

江川　佳穏( 6 ) 和歌山陸上クラブ

カキモト　アキナ サンタショウガッコウ

垣本　晃奈( 4 ) 三田小学校

キシ　イツキ ワカヤマリクジョウクラブ

岸　泉月( 6 ) 和歌山陸上クラブ

スズキ　ナノハ ホングウコドモスポーツクラブ

鈴木　那葉( 4 ) 本宮子どもスポーツクラブ

イヌイ　ライサ ホングウコドモスポーツクラブ

乾　らいさ( 4 ) 本宮子どもスポーツクラブ

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

開始時刻　 09:30 　終了時刻　 10:10 　

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 6年 女子 走幅跳 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長 冨田　進

6

10  813  4.01 +0.1   ×     ×     4.01

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

6  733  3.49 +0.4   3.93 +0.6   3.52 +1.1   3.93

    4.01 +0.1  1+0.1  8      

7  665  3.86 -0.1   3.83 +0.2   ×     3.86

    3.93 +0.6  2+0.6  7      

8  2-474  3.54  0.0   ×     ×     3.54

    3.86 -0.1  3-0.1  6      

1  1-357  3.42 -0.5   2.97 -1.1   3.38 -0.1   3.42

    3.54  0.0  4 0.0  5      

5  2-460  3.01 +0.2   3.35 +0.8   2.93 +1.2   3.35

    3.42 -0.5  5-0.5  4      

11  1126  3.34 +0.3   ×     3.30 +1.2   3.34

    3.35 +0.8  6+0.8  3      

2  1191  ×     3.31 +1.3   3.25 +0.8   3.31

    3.34 +0.3  7+0.3  2      

3  1-389  3.11 -0.1   3.23 +0.9   ×     3.23

    3.31 +1.3  8+1.3  1      

9  401  2.98 -0.2   －     3.04 +1.8   3.04

    3.23 +0.9  9+0.9       

4  1-310  3.01 -0.3   ×     2.97 +0.6   3.01

    3.04 +1.8  10+1.8       

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

－ : パス

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

    3.01 -0.3  11-0.3       

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

競技会名 第２２回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 [22300004] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 4年以上 女子 ジャベリックボール投げ 決勝 期日・時刻
2022/10/9

審判長
開始時刻　 12:00 　終了時刻　 12:19 　

6

13  733  39.29  ↓  ↓  39.29

試技
最高記録

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

 31.2610  2-483  31.26  ↓  ↓  31.26

 33.26  33.26

 39.29

14  665  33.26  ↓  ↓

 27.757  667  ○  ×  27.75  27.75

 29.21  29.214

 30.25

3  1-314  29.21  ↓  ↓

12  432  30.25  ↓  ↓  30.25

 25.671  2012  ○  25.67  ↓  25.67

 26.05  26.05

 26.28

11  445  26.05  ↓  ↓

6  448  26.28  ↓  ↓  26.28

 20.57  20.57

 22.05

15  2-481  ○  ↑  20.57

5  668  ○  22.05  ↓  22.05

9  704  14.56  ↓  ↓

4  2-480  ×  14.86  ↓  14.86

 15.218  2008  15.21  ↓  ×  15.21

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

↓ : ショート

↑ : ロング

○ : 有効

順位

1

2

3

4

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

 12.202  709  ○  ↓  12.20  12.20

 14.56  14.56

 14.86

備考

11

12

13

14

15

得点

5

6

7

8

9

10

冨田　進

3

2

1

トップ8

試技順

8

7

6

5
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