
トラック

フィールド

日付 種目

岩井　晃成  11.41 (-0.6) 福井　凱斗  11.46 (-0.6) 梅本　怜旺  11.59 (-0.6) 高木　大輝  11.79 (+1.5) 井沼　佑輔  11.80 (-0.6) 小林　夢陽  11.92 (+1.5) 深瀬　太吾  11.98 (-0.6) 國見　泰輝  12.03 (+1.5)

高積中 和大附中 桐蔭中 高積中 桐蔭中 西脇中 龍神中 東中

大畑　裕一朗  4:28.29 平井　巧真  4:29.88 稲田　来絆  4:30.78 延明　風依吏  4:32.99 原田　悠成  4:34.33 吉田　健太郎  4:35.12 尾上　倫太郎  4:36.21 鳴神　知希  4:39.99

東中 西脇中 西脇中 高積中 西脇中 龍神中 和歌山陸協 下津第二中

高木　大輝  17.24 (+1.1) 加藤　景太朗  17.36 (+0.3) 高橋　利旺  17.73 (+0.3) 石橋　直弥  17.78 (+0.3) 堀尾　佳祐  18.74 (+0.3) 藤岡　和希  18.90 (+0.3) 川上　貫太朗  19.60 (+1.1) 浦上　真奈斗  19.93 (+0.3)

高積中 城東中 西脇中 城東中 河西中 高積中 河西中 高積中

小林　夢陽  1.60 山影　志南  1.40 宮本　拓音  1.35 栁原　羽琥  1.30 田中　煌基  1.25 上田　忠輝  1.25 山﨑　太駕  1.15

西脇中 高積中 高積中 高積中 海南中 高積中 高積中

岩井　晃成  5.96 (+1.1) 後藤　玖音  5.86 (+1.0) 福井　凱斗  5.34 (+0.8) 坂東　颯翔  5.10 (-0.1) 三木　遥斗  4.82 (-0.1) 佐藤　巧人  4.82 (+0.3) 松本　結太  4.56 (+1.5) 脇坂　優希  4.55 (-0.4)

高積中 高積中 和大附中 高積中 高積中 向陽中 西浜中 紀之川中

深瀬　太吾  11.79 (-0.6) 小川　慶太  10.48 (-0.8) 坂口　賢太郎  9.86 (-0.1) 今村　煌汰  9.69 (-1.2)

龍神中 西脇中 城東中 西脇中

北橋　慶太  7.89 桝屋　雄聖  6.79 山本　一咲  6.08 山田　哲也  6.07 田中　大智  6.01 宇田　裕登  4.94 小北　義裕  4.85 細田　蒼真  4.66

海南中 西浜中 西脇中 西浜中 東中 文成中 和大附中 西浜中

西　海誠  27.32 尾﨑　　翔  27.23 堀口　翔琉  26.83 九鬼　琉杜  24.21 寒川　斗環  17.82 田中　志弥  14.23 小北　義裕  14.22 笠松　浩志  11.19

高積中 城東中 粉河中 城東中 龍神中 海南第三中 和大附中 高積中

鷹巣　充希  41.06 岡本　詢生  26.62 藪田　朔磨  22.78

貴志中 保田中 城東中

110mH 小池　愛幸  17.42

-1.2 桐蔭中

森本　琥海  12.69 (+0.8) 松本　彩生  12.79 (+0.8) 中山　琴望  13.09 (+0.8) 古谷　優奈  13.21 (+0.8) 田中　美結  13.34 (+0.8) 柳　緒珠  13.36 (+0.8) 室谷　珠紀  13.42 (+0.8) 東　愛結  13.63 (-0.9)

城東中 桐蔭中 和大附中 河西中 城東中 桐蔭中 和大附中 紀之川中

吉村　弥依  4:58.24 松尾　あかり  4:59.06 松本　華波  5:00.57 中前　海莉  5:08.66 竪　心結乃  5:10.69 上野山　凛  5:11.21 井上　菜々子  5:13.44 執行　颯夏  5:18.28

巽中 西脇中 西脇中 海南中 岩出第二中 向陽中 高積中 西脇中

田中　希歩  15.74 (-0.5) 堂山　怜香  16.23 (-0.5) 大久保　碧乃  17.12 (-0.5) 寺井　彩華  18.06 (-0.5) 藤原　悠以  18.19 (+1.0) 東　愛結  18.42 (+1.0) 荊木　緩菜  18.70 (-0.5) 佐原　美桜  18.88 (-0.5)

日進中 東海南中 向陽中 西浜中 向陽中 紀之川中 東中 保田中

大久保　碧乃  1.45 山本　帆乃香  1.40 岩橋　佳鈴  1.30 堂山　怜香  1.25 山田　麻央  1.20 井上　きい  1.10

向陽中 東陽中 貴志川中 東海南中 河北中 海南第三中

酒井　優心  1.25

河西中

室谷　珠紀  4.33 (+0.2) 関　明香里  4.26 (+1.3) 山田　恵梨華  4.21 (+0.1) 田中　優美  4.06 (+0.5) 小畑　愁華  3.94 (+0.4) 垣鼻　彩巴  3.93 (+0.1) 岡　咲良  3.90 (+0.2) 原田　果歩  3.78 (+1.0)

和大附中 桐蔭中 貴志川中 貴志川中 河北中 高積中 岩出第二中 高積中

田中　美結  8.73 鳥羽　花楓  8.69 塩崎　奈々  8.24 津田　初季  6.71 岡本　日菜子  6.65 垣端　咲耶  5.74 竹田　悠愛  5.11 久保　詩怜  5.07

城東中 紀伊中 紀伊中 桐蔭中 海南第三中 保田中 城東中 紀之川中

森本　帆香  9.93 増本　花知  9.16

高積中 河北中

新宅　ゆかり  29.94 木戸　理央音  11.27

東和中 河北中

中山　琴望  14.90 (+0.6) 田中　希歩  15.91 (+0.6)

和大附中 日進中

審判長

8月27日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

ジュニア女子 8月27日 100mH

8月27日 砲丸投

8月27日 円盤投

8月27日 走高跳

8月27日 走幅跳

8月27日 1500m

8月27日 100mH

8月27日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

ジュニア男子 8月27日

共通女子 8月27日 100m

8月27日 砲丸投

8月27日 円盤投

8月27日 走幅跳

8月27日 三段跳

8月27日 110mH

8月27日 走高跳

7位 8位

共通男子 8月27日 100m

8月27日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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