
（様式３）

日付 種目 参加人員 風力

児玉　瑛貴(3)  10.79 小坂　力生(3)  11.00 谷埜　太郎(2)  11.20 岡本　悠弥(3)  11.20 (-0.9) 鈴木　陸宇(2)  11.21 須佐見　容平(2)  11.24 竹田　怜央(1)  11.26 東　大生(3)  11.28

和歌山北 和歌山北 初芝橋本 和歌山工 星林 海南 近大和歌山 笠田

三木　湧吾(3)  21.93 東　大生(3)  22.17 藤谷　颯良(3)  22.33 谷埜　太郎(2)  22.43 小坂　力生(3)  22.47 的野　直矢(3)  22.54 薗　秀太(3)  22.73 和田　晴人(3)  23.29

星林 笠田 和歌山北 初芝橋本 和歌山北 桐蔭 和歌山北 初芝橋本

加藤　伊織(3)  48.40 永尾　礼(3)  50.08 堀口　颯汰(2)  50.13 冨松　時人(3)  50.42 岡　知輝(2)  50.60 東　大生(3)  51.34 川口　聡琢(2)  51.74 松坂　優斗(2)  52.81

桐蔭 和歌山北 熊野 近大和歌山 那賀 笠田 和歌山北 箕島

中村　洋慧(3)  1:55.50 中西　悠吏(3)  1:56.16 大坪　遥斗(2)  1:56.45 佐多　慎乃輔(3)  1:56.54 森岡　篤史(3)  1:57.22 河村　陽向(3)  1:58.13 大地　蘭斗(3)  1:58.50 福島　直樹(2)  2:08.01

和歌山北 和歌山北 那賀 田辺 智辯和歌山 和歌山北 田辺 智辯和歌山

安東　海音(1)  3:56.22 目良　統哉(3)  3:56.54 片山　稜也(2)  3:58.34 宮本　優希(3)  3:58.96 三原　涼雅(3)  3:59.47 福島　直樹(2)  4:00.86 澳　彰吾(2)  4:06.44 和田　勇人(3)  4:08.12

和歌山北 田辺 和歌山北 智辯和歌山 日高 智辯和歌山 和歌山北 日高

三原　涼雅(3)  14:50.12 片山　稜也(2)  14:53.38 宮本　優希(3)  15:00.38 佐野　圭(3)  15:02.31 目良　統哉(3)  15:02.33 惠中　春斗(3)  15:02.44 三栖　滉介(3)  15:02.53 和田　勇人(3)  15:41.89

日高 和歌山北 智辯和歌山 智辯和歌山 田辺 和歌山北 和歌山北 日高

須佐見　容平(2)  15.26 藤井　秀仁(2)  15.48 松本　敢太(3)  15.76 辻　健吾(3)  16.37 菅井　瞳真(2)  16.47 岩田　拓也(2)  16.58 堀口　柊(3)  17.06

海南 橋本 熊野 海南 田辺 海南 和歌山北

堀口　颯汰(2)  55.07 林　久遠(3)  56.29 藤井　秀仁(2)  56.55 須佐見　容平(2)  57.64 辻　健吾(3)  58.31 長澤　飛成(1)  58.53 坂口　敏基(2)  1:01.41

熊野 和歌山工 橋本 海南 海南 向陽 和歌山北

生駒　蓮(3)  9:24.99 山本　悠人(2)  9:35.59 山本　久記(1)  9:37.57 岩橋　快晟(3)  9:38.26 静川　陽向(2)  9:43.18 南方　隼斗(2)  9:43.26 奥村　桜雅(3)  9:43.76 原　貫太(3)  9:59.23

和歌山北 智辯和歌山 和歌山北 智辯和歌山 智辯和歌山 和歌山北 和歌山工 日高

井関　翔真(2)  23:23.75 道　尚冶(2)  25:31.97 湯川　太陽(3)  25:46.22 種子永　蓮(3)  31:28.91 土肥　諄也(3)  33:19.61 岩見　光清(3)  33:41.02 村上　響(2)  41:32.80

和歌山北 日高 紀央館 和歌山北 和歌山北 新宮 紀央館

和歌山北  41.38 星林  42.25 初芝橋本  43.20 桐蔭  43.50 和歌山工  43.60 熊野  43.63 紀央館  43.64 向陽  44.44

小坂　力生(3) 岩井　晴良(2) 中岡　伯公(2) 出口　太智(2) 岡本　悠弥(3) 手谷　大夢(3) 小池　遥太(3) 小池　生真(2)

児玉　瑛貴(3) 鈴木　陸宇(2) 谷埜　太郎(2) 的野　直矢(3) 畑口　陸斗(2) 平岩　晃生(3) 前田　和希(3) 深瀬　滉太(1)

薗　秀太(3) 北尾　悠真(2) 和田　晴人(3) 加藤　伊織(3) 堂野前　玲乙(3) 立山　光清(2) 芝　航太朗(2) 辻本　裕士(2)

藤谷　颯良(3) 三木　湧吾(3) 藤井　颯大(3) 東山　健人(3) 丸山　海翔(1) 堀口　颯汰(2) 榎本　充希(2) 小賀　一瑳(3)

和歌山北  3:22.95 桐蔭  3:23.19 熊野  3:23.67 近大和歌山  3:25.07 那賀  3:25.69 向陽  3:26.42 初芝橋本  3:26.86 田辺  3:29.54

薗　秀太(3) 山田　奨真(3) 平岩　晃生(3) 竹田　怜央(1) 岡　知輝(2) 川井　幸人(3) 谷埜　太郎(2) 山下　快冬(2)

川口　聡琢(2) 加藤　伊織(3) 堀口　颯汰(2) 冨松　時人(3) 山本　遥斗(1) 長澤　飛成(1) 和田　晴人(3) 佐多　慎乃輔(3)

永野　樹(1) 的野　直矢(3) 手谷　大夢(3) 小路　拓実(2) 田中　陸渡(3) 深瀬　滉太(1) 梅本　快(3) 大矢　尚宙(3)

永尾　礼(3) 東山　健人(3) 森本　樹(3) 堀井　昊(2) 大坪　遥斗(2) 小賀　一瑳(3) 東條　心太朗(2) 目良　統哉(3)

東山　健人(3)  1.91 松本　敢太(3)  1.88 堀井　昊(2)  1.85 小宮　泰誠(3)  1.80 中西　巧(3)  1.75 川中　透矢(1)  1.75 森本　樹(3)  1.70 田中　雄斗(1)  1.70

桐蔭 熊野 近大和歌山 日高 近大和歌山 近大和歌山 熊野 和歌山工

田中　一聖(3)  4.40 小路　拓実(2)  3.40 田甫　奨英(1)  2.80

桐蔭 近大和歌山 近大和歌山

薗田　琉維(3)  6.99 (-1.2) 久司　航輝(2)  6.83 (-1.0) 手谷　大夢(3)  6.56 (+0.1) 並松　裕紀(3)  6.41 (+0.4) 南　啓太(3)  6.38 (-1.0) 大矢　尚宙(3)  6.34 (0.0) 角田　伊訓志(3)  6.32 (-0.3) 堀井　昊(2)  6.25 (-0.2)

和歌山北 新宮 熊野 粉河 初芝橋本 田辺 向陽 近大和歌山

薗田　琉維(3)  13.97 (+1.7) 永浜　航佑(3)  13.51 (+1.2) 角田　伊訓志(3)  w13.42 (+2.2) 久保　真吾(2)  13.41 (+1.3) 手谷　大夢(3)  w13.32 (+2.1) 樋口　康平(2)  w13.06 (+2.6) 矢持　皓聖(1)  13.00 (+1.5) 奥村　莉生(1)  12.47 (+1.0)

和歌山北 和歌山商 向陽 紀央館 熊野 和歌山商 開智 和歌山北

桑添　喬偉(2)  15.95 大島　ブルースリー(3)  15.90 岩城　結太(3)  14.72 永江　翔太朗(1)  14.33 藤田　和希(2)  13.54 滝川　樹(3)  12.15 戸田　詩童(2)  10.87 檜皮　勇人(2)  10.65

和歌山工 GR 海南 GR 紀央館 紀央館 向陽 海南 和歌山商 星林

大島　ブルースリー(3)  42.54 古川　貴進(3)  41.30 前田　和希(3)  39.88 桑添　喬偉(2)  39.53 藤田　和希(2)  39.14 岩城　結太(3)  37.31 宮田　昴佳(2)  36.88 福山　蒼真(1)  34.41

海南 箕島 紀央館 和歌山工 向陽 紀央館 海南 向陽

尾﨑　奎太(3)  55.35 大島　サムソンリー(2)  50.57 滝川　樹(3)  49.44 木村　侑真(3)  43.94 古川　貴進(3)  43.11 粂田　昊(2)  42.12 戸田　詩童(2)  41.83 北岡　駿光(3)  41.35

紀央館 和歌山工 海南 紀央館 箕島 和歌山工 和歌山商 向陽

藤田　和希(2)  55.22 前田　和希(3)  50.76 鹿嶋　莞慎(3) 古川　貴進(3)  46.31 野口　佳那人(3)  45.10 前田　獅土(2)  44.13 足立　光翼(2)  43.98 中井　大貴(1)  43.77

向陽 紀央館 和歌山北 47.13 箕島 近大和歌山 近大和歌山 開智 開智

前田　和希(3)  5589 松本　敢太(3)  4930 坂口　敏基(2)  3977 大倉　巌(2)  3787 中本　眞(2)  3383 林　凌輔(3)  3357 古賀　蓮都(2)  3326 榎本　充希(2)  3275

紀央館 PHR-GR 熊野 和歌山北 和歌山北 熊野 向陽 和歌山北 紀央館

6/3 100m  11.17 (-1.4) 823 [823]  11.61 (-0.5) 730 [730]  12.24 (-0.5) 605 [605]  12.38 (-1.4) 578 [578]  12.55 (-0.5) 547 [547]  12.25 (-1.4) 603 [603]  12.06 (-1.4) 639 [639]  11.47 (-0.5) 759 [759]

6/3 走幅跳  6.48 (-1.3) 693 [1516]  6.34 (-2.3) 661 [1391]  4.68 (-1.3) 323 [928]  5.53 (+0.4) 487 [1065]  5.33 (0.0) 447 [994]  5.21 (-0.7) 423 [1026]  5.15 (+0.1) 411 [1050]  5.41 (-2.8) 463 [1222]

6/3 砲丸投  12.44 633 [2149]  9.30 444 [1835]  8.83 416 [1344]  7.75 352 [1417]  7.34 327 [1321]  8.75 411 [1437]  7.04 310 [1360]  8.41 391 [1613]

6/3 400m  50.09 810 [2959]  52.39 708 [2543]  52.98 682 [2026]  54.66 613 [2030]  55.12 594 [1915]  58.71 458 [1895]  56.18 552 [1912]  1:00.92 382 [1995]

6/4 110mH  15.72 (+1.2) 765 [3724]  16.26 (+1.2) 704 [3247]  19.90 (+1.2) 357 [2383]  19.68 (+1.2) 375 [2405]  21.38 (+1.3) 248 [2163]  20.58 (+1.3) 305 [2200]  20.60 (+1.3) 303 [2215]  22.59 (+1.3) 174 [2169]

6/4 やり投  49.98 588 [4312]  45.02 515 [3762]  40.22 445 [2828]  35.04 371 [2776]  33.05 342 [2505]  32.36 333 [2533]  19.41 153 [2368]  36.22 388 [2557]

6/4 走高跳  1.87 687 [4999]  1.69 536 [4298]  1.54 419 [3247]  1.51 396 [3172]  1.54 419 [2924]  1.54 419 [2952]  1.57 441 [2809]  1.51 396 [2953]

6/4 1500m  4:54.83 590 [5589]  4:47.79 632 [4930]  4:32.31 730 [3977]  4:50.53 615 [3787]  5:18.20 459 [3383]  5:28.85 405 [3357]  5:07.47 517 [3326]  5:46.39 322 [3275]

総合 和歌山北 172点 紀央館 64点 熊野 59点 海南 54点 近大和歌山 46点 和歌山工 42点 智辯和歌山 40点 桐蔭 39点

ﾄﾗｯｸ 和歌山北 136点 智辯和歌山 40点 熊野 29点 海南 28点 桐蔭 23点 田辺 23点 日高 22点 初芝橋本 20点

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 紀央館 45点 近大和歌山 34点 海南 26点 向陽 26点 和歌山工 24点 和歌山北 23点 熊野 19点 桐蔭 16点

混成 和歌山北 13点 熊野 11点 紀央館 9点 向陽 3点

主催者 和 歌 山 県

都道府県内の予選会校数・人数

【都道府県大会前の予選会を含む】 和 歌 山

PHR：県高校新　GR：大会新

令和4年６月3日（金）-6月5日（日） （競技場ｺｰﾄﾞ：301010）

1位

男　子

令和4年度全国高等学校総合体育大会　　　秩父宮賜杯　第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会県予選会（大会ｺｰﾄﾞ：22301001） 都道府県名 和歌山
都道府県予選会成績表 会場：紀三井寺公園陸上競技場

3位 4位 5位 6位 7位 8位

風速(m/s）
陸上競技協会 総　　務    吉　田　克　久

100m 73 -0.9

6/4 200m 72 -1.0

2位

6/3 400m 59

6/5 800m 55

6/5

6/3 1500m 62

6/5 5000m 32

6/3 110mH 21 -0.1

6/4 400mH 24

6/4 3000mSC 19

6/5 5000mW 7

6/4 4x100mR 19

6/5 4x400mR 18

6/4 走高跳 15

6/3 棒 高 跳 4

6/3 走 幅 跳 45

6/5 三 段 跳 27

6/3 砲 丸 投 20

6/4 円 盤 投 20

6/5 ハンマー投 18

6/4 や り 投 27

6/3-4 八 種 競 技 11

学

校

対

校

高等学校体育連盟 記録主任    栗　山　真　治
〈気象状況〉

日付 時刻 天候 気温（℃） 湿度（％） 風向

参加校数 33 校 6/3 12:00 晴 27.5 50 北東 1.5
審判長（トラック）山　本　博　司

参加人数 378 名 6/4 12:00

南東 0.7
　　　（投 て き）井　上　英　典

晴 28.5 48 北 4.0
　　　（跳　　躍）氏　野　修　次

　　　（スタート）佐　藤　寛　員

◎最優秀選手 ：前田　和希　紀央館3年
　　　（混成競技）鳥　井　　　昇

　　　（招 集 所）片　山　隆　博

6/5 12:00 曇 25 68



（様式３）

日付 種目 参加人員 風力

坂本　実南(2)  12.42 藤木　志保(3)  12.51 稲荷　未来(3)  12.67 岡　稚奈(3)  12.78 舩渡　真羽(2)  12.81 村山　凜花(2)  12.92 成川　咲菜(2)  13.03 駒木　李音(1)  13.07

和歌山北 桐蔭 桐蔭 桐蔭 初芝橋本 開智 和歌山北 和歌山北

坂本　実南(2)  24.74 福岡　愛佳莉(2)  25.17 藤木　志保(3)  25.42 稲荷　未来(3)  25.84 岡　稚奈(3)  25.90 舩渡　真羽(2)  26.41 村山　凜花(2)  26.62 堀口　紗希(2)  26.72

和歌山北 和歌山北 桐蔭 桐蔭 桐蔭 初芝橋本 開智 田辺

福岡　愛佳莉(2)  57.04 林　華菜(2)  1:00.64 東本　佳依(2)  1:01.13 大江　咲歩(3)  1:01.14 山中　優依(2)  1:01.21 土井　晴加(3)  1:01.22 北口　湖子(3)  1:02.28

和歌山北 箕島 橋本 田辺 熊野 星林 向陽

原田　凜果(3)  2:19.22 楠本　七瀬(1)  2:19.47 渕川　桃未(3)  2:21.47 松平　風花(2)  2:22.23 本原　由梨(3)  2:25.49 西岡　花凜(3)  2:28.88 谷口　千桃(3)  2:32.47 髙田　愛唯(2)  2:34.83

和歌山北 智辯和歌山 海南 和歌山北 開智 笠田 日高 和歌山北

小倉　侑々(3)  4:39.37 濱口　姫生(3)  4:43.30 折田　優希(1)  4:43.92 出﨑　香菜(2)  4:44.15 前田　暁帆(3)  4:44.26 菱山　愛里(2)  4:45.68 松平　風花(2)  4:51.87 渕川　桃未(3)  4:59.94

智辯和歌山 田辺 和歌山北 智辯和歌山 和歌山北 智辯和歌山 和歌山北 海南

小倉　侑々(3)  9:43.84 濱口　姫生(3)  9:52.15 前田　暁帆(3)  10:03.96 牧原　優羽(2)  10:13.82 出﨑　香菜(2)  10:14.39 山田　桜(3)  10:15.79 野田　桜花(3)  11:16.16 福田　陽菜(3)  11:23.31

智辯和歌山 田辺 和歌山北 和歌山北 智辯和歌山 和歌山北 紀央館 向陽

福井　有香(2)  14.55 川端　美珠生(2)  14.83 井口　彩子(3)  15.00 松場　理紗(3)  15.52 南方　麻央(2)  15.70 藤井　美乃莉(3)  16.10 鍵野　葵(1)  16.24 岡﨑　仁己(1)  18.18

桐蔭 星林 田辺 熊野 和歌山北 那賀 初芝橋本 日高

山中　優依(2)  1:04.69 松場　理紗(3)  1:07.37 林　華菜(2)  1:08.21 髙石　日瑚(3)  1:09.76 藤井　美乃莉(3)  1:10.87 田村　真瑚(3)  1:13.34 内田　朱音(3)  1:18.04

熊野 熊野 箕島 星林 那賀 星林 星林

宮崎　彩湖(1)  30:48.64 藪村　澄蓮(3)  31:33.02 岡　くるみ(1)  31:48.23 三浦　樹里彩(1)  35:48.16

和歌山北 向陽 和歌山北 和歌山北

和歌山北  47.58 桐蔭  47.60 星林  49.27 田辺  49.91 熊野  49.96 日高  50.33 近大和歌山  50.40 橋本  51.72

成川　咲菜(2) GR 藤木　志保(3) GR 土井　晴加(3) 井口　彩子(3) 米田　愛未(2) 寄住　碧(3) 原　陽菜佳(1) 峯　瑞葉(2)

坂本　実南(2) 稲荷　未来(3) 大谷　理子(3) 堀口　紗希(2) 松場　理紗(3) 玉置　愛梨(2) 辻本　奏音(1) 山西　真由(1)

上野山　真白(3) 岡　稚奈(3) 安本　妃菜乃(2) 大江　咲歩(3) 山中　優依(2) 花光　凜(2) 中田　妃奈里(1) 外山　鈴(1)

福岡　愛佳莉(2) 福井　有香(2) 川端　美珠生(2) 山本　恵衣和(2) 杉若　美優(3) 深尾　玲浬(2) 前西　咲良(2) 東本　佳依(2)

桐蔭  3:59.48 星林  4:01.89 日高  4:04.37 熊野  4:10.18 田辺  4:12.93 近大和歌山  4:13.51 向陽  4:13.71 和歌山商  4:18.15

岡　稚奈(3) 大谷　理子(3) 寄住　碧(3) 杉若　美優(3) 井口　彩子(3) 中田　妃奈里(1) 山添　幸音(2) 畑　茶々(3)

稲荷　未来(3) 川端　美珠生(2) 玉置　愛梨(2) 米田　愛未(2) 堀口　紗希(2) 前西　咲良(2) 佐原　花音(2) 北地　流羽(3)

福井　有香(2) 土井　晴加(3) 塩路　香乃(3) 松場　理紗(3) 田中　心(2) 辻本　奏音(1) 戸口　歩香(3) 津村　朱梨(3)

藤木　志保(3) 安本　妃菜乃(2) 花光　凜(2) 山中　優依(2) 大江　咲歩(3) 原　陽菜佳(1) 北口　湖子(3) 堂西　結花(3)

前西　咲良(2)  1.59 大川　菜々未(2)  1.56 上野山　真白(3)  1.53 鍵野　葵(1)  1.53 宮所　日向(1)  1.45 吉田　遥香(3)  1.45 戸口　歩香(3)  1.45 奥山　陽咲(2)  1.40

近大和歌山 和歌山北 和歌山北 初芝橋本 日高 箕島 向陽 南部

谷口　琳(3)  1.40

紀央館

中田　妃奈里(1)  2.70 公文　瑠那(1)  2.60 上野　美成(1)  2.40

近大和歌山 近大和歌山 近大和歌山

前西　咲良(2)  w5.68 (+4.5) 森田　紗矢(2)  w5.46 (+4.2) 佐原　花音(2)  5.33 (+1.7) 山西　真由(1)  5.30 (+1.5) 花光　凜(2)  5.29 (+1.4) 中俣　真菜美(3)  5.19 (+1.6) 長澤　真生(3)  w5.08 (+2.2) 成川　咲菜(2)  w4.98 (+3.8)

近大和歌山 和歌山北 向陽 橋本 日高 海南 和歌山工 和歌山北

中俣　真菜美(3)  11.58 (+0.7) 前西　咲良(2)  11.35 (+0.8) 森田　紗矢(2)  11.24 (+0.6) 九鬼　那柚(3)  10.89 (-0.4) 長澤　真生(3)  10.55 (-0.1) 南方　麻央(2)  10.54 (0.0) 木村　愛梨(1)  10.27 (+0.8)

海南 近大和歌山 和歌山北 海南 和歌山工 和歌山北 星林

酒井　喜与(3)  12.90 阪本　海月華(3)  10.29 中井　琴葉(3)  10.22 合田　萌夏(2)  9.53 大前　菜々美(3)  9.39 永江　そら(3)  9.15 八田　怜奈(1)  9.01 松前　希佳(1)  8.66

紀央館 紀央館 神島 開智 日高 紀央館 日高 熊野

阪本　海月華(3)  44.20 永江　そら(3)  33.65 本田　依亜(3)  30.15 増本　珂奈(2)  29.50 藤木　心愛(3)  27.67 酒井　喜与(3)  27.54 西村　彩(3)  27.30 八田　怜奈(1)  21.34

紀央館 GR 紀央館 星林 星林 星林 紀央館 向陽 日高

酒井　喜与(3)  44.97 玉置　歩加(2)  43.68 松本　さくら(2)  40.59 大前　菜々美(3)  36.92 松元　美月(2)  36.75 石川　沙都(2)  30.20 久木　志音(1)  30.12 西村　彩(3)  25.79

紀央館 箕島 紀央館 日高 海南 向陽 和歌山商 向陽

寺田　莉子(2)  44.85 野中　葉月(2)  38.02 上野山　真白(3)  35.53 奥山　妃来(3)  34.60 山中　琴葉(2)  31.79 西山　咲良(1)  30.96 森田　紗矢(2)  30.77 岩﨑　愛璃(3)  28.73

開智 田辺 和歌山北 和歌山工 熊野 星林 和歌山北 田辺

上野山　真白(3)  4760 大川　菜々未(2)  3541 中西　晶萌(1)  2943 谷口　琳(3)  2784 山本　夏未(1)  2550 竹田　沙紀(1)  2466

和歌山北 GR 和歌山北 日高 紀央館 向陽 和歌山北

6/4 100mH w 14.87 (+2.3) 859 [859] w 17.73 (+2.3) 517 [517] w 18.56 (+2.3) 432 [432] w 18.14 (+2.3) 474 [474] w 18.72 (+2.3) 417 [417] w 18.95 (+2.3) 395 [395]

6/4 走高跳  1.62 759 [1618]  1.50 621 [1138]  1.29 399 [831]  1.38 491 [965]  1.26 369 [786]  1.20 312 [707]

6/4 砲丸投  9.92 524 [2142]  8.38 424 [1562]  6.22 285 [1116]  6.61 310 [1275]  4.86 199 [985]  5.96 269 [976]

6/4 200m  26.33 (0.0) 769 [2911]  28.47 (0.0) 594 [2156]  29.47 (0.0) 520 [1636]  29.91 (0.0) 488 [1763]  29.95 (0.0) 486 [1471]  28.72 (0.0) 575 [1551]

6/5 走幅跳  5.34 (+1.2) 654 [3565]  4.74 (-0.5) 490 [2646]  4.44 (+1.5) 413 [2049]  3.93 (+0.7) 292 [2055]  4.32 (+1.5) 384 [1855]  4.14 (+0.4) 340 [1891]

6/5 やり投  35.90 589 [4154]  22.56 337 [2983]  21.63 319 [2368]  23.56 355 [2410]  10.96 123 [1978]  13.90 177 [2068]

6/5 800m  2:37.15 606 [4760]  2:41.29 558 [3541]  2:39.77 575 [2943]  2:59.07 374 [2784]  2:40.05 572 [2550]  2:56.51 398 [2466]

総合 和歌山北 161点 紀央館 57.5点 桐蔭 56点 星林 53点 近大和歌山 49点 田辺 43点 熊野 38点 日高 38点

ﾄﾗｯｸ 和歌山北 105点 桐蔭 56点 智辯和歌山 35点 田辺 35点 熊野 33点 星林 33点 箕島 13点 向陽 12点

ﾌｨｰﾙﾄﾞ 紀央館 50.5点 近大和歌山 44点 和歌山北 38点 海南 20点 星林 20点 日高 20点 向陽 14点 開智 13点

混成 和歌山北 18点 日高 6点 紀央館 5点 向陽 4点

主催者 和 歌 山 県

都道府県内の予選会校数・人数

【都道府県大会前の予選会を含む】 和 歌 山

GR：大会新

女　子

令和4年度全国高等学校総合体育大会　　　秩父宮賜杯　第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会県予選会（大会ｺｰﾄﾞ：22301001） 都道府県名 和歌山
都道府県予選会成績表 会場：紀三井寺公園陸上競技場

令和4年６月3日（金）-6月5日（日） （競技場ｺｰﾄﾞ：301010）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6/5 100m 54 -2.1

6/4 200m 48 -1.0

6/3 400m 25

6/5 800m 38

6/3 1500m 35

6/5 3000m 17

16

6/3 100mH 16 -1.4

6/4 400mH 12

6/5 4x400mR 13

6/5 5000mW 6

6/4 4x100mR

6/3 棒 高 跳 3

6/4 走 幅 跳 31

6/5 三 段 跳 11

6/5 砲 丸 投 26

7

6/4 円 盤 投 13

6/3 ハ ン マ ー 投 9

学

校

対

校

6/3 や り 投 17

6/4-5 七 種 競 技

総　　務    吉　田　克　久
風速(m/s）気温（℃） 湿度（％）天候

高等学校体育連盟 記録主任    栗　山　真　治

陸上競技協会

6/3 北東 1.527.5 50

日付 風向

晴参加校数 27 校

6/4 北 429 48晴217 名

6/5 南東 0.725 68曇

　　　（招 集 所）片　山　隆　博

〈気象状況〉

時刻

12:00

12:00

12:00

　　　（跳　　躍）氏　野　修　次

　　　（投 て き）井　上　英　典

走高跳 146/3

◎最優秀選手 ：阪本　海月華　　紀央館3年
　　　（混成競技）鳥　井　　　昇

審判長（トラック）山　本　博　司

　　　（スタート）佐　藤　寛　員

参加人数


