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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

8 28 9 0 晴 29.5 58 北東 1.3
8 28 10 0 曇 30 56 北北東 3.8
8 28 11 0 曇 30 56 北 3.3
8 28 12 0 曇 30 53 北 3
8 28 13 0 曇 30.5 53 北北東 3.6
8 28 14 0 曇 29.5 53 北北東 2.7
8 28 15 0 曇 29.5 52 北北東 3
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気象条件

備考

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 U-16陸上競技大会選考会
主催者 和歌山陸上競技協会
競技場 紀三井寺公園
開催日



日付 種目

高垣　光汰  11.11 (+2.0) 林　龍雅  11.27 (+2.0) 福井　凱斗  11.30 (+2.0) 小川　幸輝磨  11.57 (+2.0) 井沼　佑輔  11.73 (+2.0) 高木　大輝  w11.76 (+2.4) 岡田　晴太  w11.87 (+2.4) 川﨑　隆真  w12.02 (+2.8)

光洋中 明和中 和大附中 岩出第二中 桐蔭中 高積中 明和中 東中

高橋　利旺  w17.14 (+2.8) 中村　和真  w18.58 (+2.8) 藤岡　和希  w19.01 (+2.8) 浦上　真奈斗  w19.27 (+2.8) 古久保　柊宇  w19.28 (+2.8) 岩橋　慎弥  w20.97 (+2.8) 宮本　拓音  w21.73 (+2.8)

西脇中 桐蔭中 高積中 高積中 龍神中 高積中 高積中

石橋　直弥  1.40 栁原　羽琥  1.35 宮本　拓音  1.30 上田　忠輝  1.25 山影　志南  1.15 山﨑　太駕  1.15

城東中 高積中 高積中 高積中 高積中 高積中

安保　悠圭  w5.99 (+4.3) 後藤　玖音  w5.95 (+2.7) 福井　凱斗  w5.95 (+3.2) 山口　颯太  w5.60 (+2.8) 小林　夢陽  w5.50 (+3.4) 岡崎　大知  w5.07 (+2.3) 吉岡　祐人  4.76 (+1.7) 木下　流星  w4.56 (+3.8)

近大和歌山中 高積中 和大附中 日進中 西脇中 東中 開智中 河西中

岩本　佑生  8.78 小山　諒  7.74 寒川　斗環  7.14 西　海誠  6.76 田中　大智  5.78 左巴　僚  5.77 笠松　浩志  5.00 硲田　陽太  3.90

紀伊中 日進中 龍神中 高積中 東中 東中 高積中 高積中

岩井　晃成  w15.94 (+3.2) 梅本　怜旺  w16.02 (+3.2) 林　龍雅  w16.13 (+3.2) 小川　幸輝磨  w16.27 (+3.2) 井沼　佑輔  w16.54 (+3.2) 武部　慧  w16.57 (+3.2) 長尾　來夢  w17.04 (+3.2) 高木　大輝  w17.07 (+3.2)

高積中 桐蔭中 明和中 岩出第二中 桐蔭中 野上中 東中 高積中

渡辺　敦紀  2:29.94 土橋　弘典  2:34.85 田中　悠大  2:35.77 市川　志穏  2:42.90 大畑　裕一朗  2:49.93 平井　巧真  2:51.00 稲田　来絆  2:51.30 吉田　健太郎  2:53.71

岩出第二中 岩出中 岩出第二中 向陽 東中 西脇中 西脇中 龍神中

大谷　惇仁  w15.80 (+3.3) 小池　愛幸  w16.16 (+3.3) 加藤　景太朗  w17.52 (+3.3) 堀尾　佳祐  w18.86 (+3.3) 石橋　直弥  w19.05 (+3.3)

河西中 桐蔭中 城東中 河西中 城東中

奥村　莉生  13.28 (+1.9) 後藤　玖音  w12.39 (+2.9) 深瀬　太吾  11.92 (+0.6) 渋谷　晴翔  w11.12 (+3.0) 佐藤　巧人  w10.45 (+3.5)

和歌山北 高積中 龍神中 明和中 向陽中

堀口　翔琉  27.05 西　海誠  26.56 尾﨑　　翔  26.17 吉本　壮希  24.33 寒川　斗環  17.44 笠松　浩志  11.92 野下　玲皇  11.79 硲田　陽太  7.58

粉河中 高積中 城東中 御坊中 龍神中 高積中 河西中 高積中

岩本　佑生  45.87 尾﨑　　翔  44.89 大畑　龍喜  44.35 中地　洸太  38.43 鷹巣　充希  34.34

紀伊中 城東中 太地中 紀伊中 貴志中

松本　彩生  w12.79 (+3.7) 柳　緒珠  w13.08 (+3.7) 浅見　真白  w13.12 (+3.7) 田中　美結  w13.14 (+3.7) 木戸　理央音  w13.18 (+3.7) 古谷　優奈  w13.34 (+3.7) 宮本　あんみ  w13.54 (+3.7) 岡﨑　礼紗  13.64 (+2.0)

桐蔭中 桐蔭中 近大和歌山中 城東中 河北中 河西中 桐蔭中 桐蔭中

堂山　怜香  w15.71 (+2.7) 堀口　陽香  w17.40 (+2.2) 寺井　彩華  w17.76 (+2.2) 荊木　緩菜  w18.11 (+2.2) 海野　穂乃花  w18.66 (+2.2) 溝口　和花  w19.72 (+2.7) 中谷　莉子  w19.73 (+2.2) 大前　はなみ  w20.24 (+2.7)

東海南中 白浜中 西浜中 東中 日高中 龍神中 高積中 高積中

井内　志織  1.50 大久保　碧乃  1.45 堀井　琉杏  1.45 古久保　百華  1.35 中村　咲夏  1.30 山田　麻央  1.20 酒井　優心  1.15

白浜中 向陽中 楠見中 龍神中 河北中 河北中 河西中

薗村　茉里  w5.13 (+3.0) 濱口　千尋  w4.92 (+2.8) 坂本　愛侑  4.61 (+0.3) 松本　惺吏  w4.43 (+2.8) 尾原　美優  w4.30 (+2.6) 関　明香里  4.25 (+0.8) 岡　咲良  w4.17 (+5.1) 弓場　月乃  w4.14 (+3.5)

日進中 白浜中 日進中 龍神中 白浜中 桐蔭中 岩出第二中 太地中

関　絢菜  11.10 鳥羽　花楓  8.92 塩崎　奈々  7.70 津田　初季  7.18 竹田　悠愛  5.44 森本　帆香  4.44

日高中 紀伊中 紀伊中 桐蔭中 城東中 高積中

森本　琥海  w17.85 (+3.6) 橋本　みやび  w17.93 (+3.6) 松本　彩生  w18.37 (+3.6) 田中　希歩  w18.94 (+3.6) 柳　緒珠  w19.09 (+3.6) 古谷　優奈  w19.26 (+3.6) 堂山　怜香  w19.77 (+3.6) 宮本　あんみ  w19.77 (+3.6)

城東中 近大和歌山中 桐蔭中 日進中 桐蔭中 河西中 東海南中 桐蔭中

久保　凛  2:50.26 大川　菜々美  2:56.95 坂本　鶴月  3:00.62 長濵　乃彩  3:02.53 吉村　弥依  3:08.81 中前　海莉  3:10.75 竪　心結乃  3:11.18 山下　真央  3:16.57

潮岬中 和大附中 田辺中 由良中 巽中 海南中 岩出第二中 岩出第二中

片山　恵  w14.44 (+4.6) 中山　琴望  w14.94 (+4.6) 木村　愛梨  w15.31 (+4.6) 田中　希歩  w16.13 (+4.6)

近大和歌山中 和大附中 星林 日進中

岡中　麻依  2.50 原　陽菜佳  2.40

近大和歌山中 近大和歌山

薗村　茉里  w11.40 (+3.0) 坂本　愛侑  w10.38 (+2.7) 堀井　琉杏  10.25 (+0.8) 木村　愛梨  w10.20 (+2.9) 濱口　千尋  w9.92 (+2.7) 尾原　美優  w9.90 (+3.2) 抽井　羅未  w9.17 (+4.1) 松本　惺吏  w9.13 (+4.1)

日進中 日進中 楠見中 星林 白浜中 白浜中 西脇中 龍神中

原　志保  31.88 増本　花知  12.91 森本　帆香  8.99

中津中 河北中 高積中

髙田　夏帆  36.22 堀　夏実  27.07 新宅　ゆかり  25.76 田中　美結  24.90 上野山　愛海  18.81 丸山　姫歩  12.81

南部中 名田中 東和中 城東中 保田中 東中

総務：川村　栄司
トラック審判長：中村　勝久
フィールド審判長：冨田　進

主催：和歌山陸上競技協会 記録主任：雑賀　秀和

w (wind assist) : 追風参考
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U―16陸上競技大会選考会（大会コード：22303302）

8月28日 三段跳

8月28日 円盤投

8月28日 100mH

8月28日 棒高跳

U16女子 8月28日 145m

8月28日 1000m

8月28日 走幅跳

8月28日 砲丸投

8月28日 100mH

8月28日 走高跳

8月28日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

共通女子 8月28日 100m

8月28日 三段跳

8月28日 円盤投

8月28日 1000m

8月28日 110mH

8月28日 砲丸投

U16男子 8月28日 145m

8月28日 走高跳

8月28日 走幅跳
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共通男子 8月28日 100m

8月28日 110mH
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