
日付 種目

藤野　大翔  w10.40 (+3.8) 中野　翔大  w10.44 (+3.8) 浦川　和希  w10.68 (+3.8) 小坂　力生  w10.71 (+3.8) 上田　敦貴  w10.72 (+3.8) 東　大生  w10.81 (+3.8) 岸岡　龍生  w10.84 (+3.8) 前田　和希  w10.87 (+3.8)

大阪教育大 大阪体育大 SPORCE・奈良 和歌山北 中京大 笠田 花園・京都 紀央館
東　大生  w21.74 (+4.0) 谷埜　太郎  22.15 (+1.7) 金丸　凛王  22.15 (+1.7) 前田　和希  22.16 (+1.7) 小坂　力生  w22.24 (+4.0) 竹田　怜央  22.25 (+1.7) 廣谷　帝紀  22.29 (+1.7) 小池　生真  w22.45 (+4.0)

笠田 初芝橋本 花園・京都 紀央館 和歌山北 近大和歌山 W.A.S 向陽
渡辺　敦紀  49.60 吉里　憧大  50.21 竹田　怜央  50.60 和中　龍一郎  50.96 永尾　礼  51.42 坪井　佑達  51.88 大坪　遥斗  52.06 岡　知輝  52.19
岩出第二中 和歌山大 近大和歌山 大阪体育大 和歌山北 大阪陸協・大阪 那賀 那賀
阪上　蒼太  4:07.42 濵路　悠真  4:07.92 市川　志穏  4:08.27 東本　拓也  4:10.63 月野　雄斗  4:12.83 上地　白竜  4:13.48 辻本　聖一朗  4:13.58 小住　渉太  4:14.18
和歌山大 熊野 向陽 和歌山陸協 W.A.S 新宮 スターヒルズ・大阪 耐久
田中　悠大  8:52.34 阪上　蒼太  8:57.30 市川　志穏  9:10.89 土屋　力輝  9:13.24 前川　璃空  9:14.00 濱崎　隆哉  9:25.46 五味田　佑虎  9:25.98 前田　朔良  9:28.31
岩出第二中 和歌山大 向陽 桐蔭 向陽 海南 熊野 吉備中
濵路　悠真  15:50.88 山本　昂城  16:40.82 増山　凱士  16:47.69 上田　恭大  16:55.42 南村　智哉  16:57.93 巽　寛太  17:26.23 田中　陸渡  17:36.36 西野　和希  17:40.91
熊野 和歌山パラアスリートクラブ 那賀 海南 耐久 那賀 那賀 串本古座
岩田　拓也  w15.83 (+4.5) 髙島　未来翔  w16.38 (+4.0) 稲垣　快飛  w16.45 (+4.0) 鈴木　伯都  w16.51 (+4.5) 仲谷　尚馬  w16.81 (+4.5) 小川　剛史  w19.31 (+4.0) 奥田　光惺  w20.35 (+4.0)

海南 和歌山北 那賀 熊野 初芝橋本 和歌山 熊野
井上　駆  52.13 永尾　礼  56.95 北尾　悠真  57.14 小松　拓矢  59.05 堂野前　玲乙  1:00.20 坂口　敏基  1:01.45 伊藤　大翔  1:02.44
東京海上日動CS・東京 和歌山北 星林 TSP 和歌山工 和歌山北 TSP
和歌山大A  43.22 花園・京都  43.70 和歌山大B  44.37 向陽  44.37 和歌山大C  44.41 那賀B  44.61 熊野  44.96 和歌山工  45.18
田村　蒼馬 髙田　怜 谷村　風真 深瀬　滉太 滝下　連太郎 稲垣　心海 山下　佳介 五十住　晴登
吉里　憧大 金丸　凛王 片山　尚則 小池　生真 木戸　海斗 岡　知輝 畑本　大翔 鷹巣　光希
井上　悠夢 阿部　叶夢 内田　直希 辻本　裕士 高原　昌平 山本　遥斗 松場　大和 中山　凪海
吉田　頼人 森田　隼斗 大岡　諒真 長澤　飛成 小西　航平 稲垣　快飛 堀口　颯汰 畑口　陸斗
那賀  3:26.15 和歌山北  3:27.64 花園・京都  3:33.91 和歌山大A  3:34.53 向陽A  3:39.25 熊野B  3:41.01 海南  3:41.50 耐久  3:41.72
山本　遥斗 川口　聡琢 森田　隼斗 西谷　眞人 小池　生真 宮野　優波 前山　奏 福島　哉太
北畠　青空　 永尾　礼 舩越　凌聖 木戸　海斗 深瀬　滉太 五味田　佑虎 岩田　拓也 小住　渉太
大坪　遥斗 白鳥　由清 金丸　凛王 片山　尚則 市川　志穏 浅井　悠希 口井　淳平 石本　蒼斗
岡　知輝 坂口　敏基 仮屋薗　漣 阪上　蒼太 辻本　裕士 山下　佳介 新家　匠馬 吉田　知史
竹川　倖生  5.40 澤　慎吾  5.30 福原　健斗  4.60
丸元産業・静岡 きらぼし銀行・東京 関西大・奈良
村上　輝  16.98 桑添　喬偉  14.48 岩城　結太  12.85 田上　貴之  10.01 檜皮　勇人  8.67
日本体育施設・三重 和歌山工 紀央館 和歌山マスターズ 星林
前田　和希  35.26 坂本　浩一  24.05
紀央館 コロバスポルト
北亦　将成  57.15 児島　伸幸  56.78 尾﨑　奎太  47.85 太田　敏也  47.39
W.A.S W.A.S 紀央館 和歌山陸協
小椋 　健司  77.53 藤田　和希  59.69 四ツ谷　康汰  50.78 前田　獅土  47.76 前田　和希  46.51 前山　奏  45.52 足立　光翼  44.14 野田　唯斗  43.73
栃木県スポーツ協会 ・栃木 向陽 和歌山大 近大和歌山 紀央館 海南 開智 日高
藤原　久徳  9.25 亀本　岳志  8.42 小北　義裕  7.27 百々　春稀  7.26 山田　哲也  7.26 松尾　蓮  5.60 釜中　聖樹  4.39
和大附中 和大附中 和大附中 和大附中 西浜中 海南第三中 東海南中
永江　翔太朗  44.24 桑添　喬偉  43.19 宮田　昴佳  41.06 波部　拓真  37.67 藤田　和希  35.66 檜皮　勇人  33.37 浦野　聡太  28.54 前田　獅土  27.89
紀央館 和歌山工 海南 花園・京都 向陽 星林 開智 近大和歌山
尾﨑　奎太  58.19 アツオビン　アンドリュウ  53.71 高屋　友希  51.25 永田　大和  50.08 大島　サムソンリー  49.21 長谷川　雄琉  48.28 加藤　希歩  41.26 粂田　昊  39.76
紀央館 花園・京都 花園・京都 花園・京都 和歌山工 花園・京都 和歌山商 和歌山工
渡邉　瑛斗  5.20 北田　琉偉  5.00 村中　春友  5.00 吉田　陸哉  5.00 和辻　雄大  4.60 前中　颯斗  4.50 中野　稜太  4.50 長野　董也  4.40
大塚・大阪 大塚・大阪 奈良・奈良 王寺工・奈良 大塚・大阪 近大和歌山 洛東・京都 王寺工・奈良
福岡　愛佳莉  w12.19 (+2.9) 山本　心葉  w12.46 (+5.4) 舩渡　真羽  w12.52 (+5.4) 堂西　愛加  w12.54 (+5.4) 駒木　李音  w12.54 (+5.4) 田中　菜未  w12.60 (+2.9) 山本　恵衣和  w12.63 (+5.4) 上野山　真白  w12.65 (+2.9)

和歌山北 園田学園女子大 初芝橋本 園田学園女子大 和歌山北 西淀中・大阪 田辺 和歌山北
坂本　実南  w24.57 (+3.2) 福岡　愛佳莉  24.85 (+1.5) 森田　紗矢  26.18 (+1.5) 梅本　育実  w26.22 (+3.2) 玉置　愛梨  26.37 (+1.5) 前西　咲良  w26.38 (+3.2) 上野山　真白  w26.41 (+3.2) 木戸　理央音  w26.58 (+3.2)

和歌山北 和歌山北 和歌山北 海南 日高 近大和歌山 和歌山北 河北中
坂本　実南  58.66 安本　妃菜乃  1:00.08 林　華菜  1:00.40 伊勢谷　連  1:02.81 東本　佳依  1:03.23 米田　愛未  1:03.60 外山　鈴  1:03.71 津田　彩未  1:06.84
和歌山北 星林 箕島 串本古座 橋本 熊野 橋本 熊野
柴原　優花  5:06.98 吉田　朋加  5:19.14 東垣内　夏妃  5:23.96 柏木　悠  5:27.31 村上　オハナ  5:28.10 宮脇　彩乃  5:34.10 諏訪　みのり  5:34.69 西岡　晴子  5:37.77
新宮 桐蔭 海南 向陽 桐蔭 桐蔭中 耐久 星林
坂本　鶴月  10:24.91 長濵　乃彩  10:44.03 柏木　悠  11:47.06 大村　凜  12:28.77
田辺中 由良中 向陽 日進中
山中　優依  14.77 (+1.8) 南方　麻央  15.24 (+1.8) 本庄　愛希  15.72 (+1.8) 木下　歩美  18.06 (+1.8) 田中　咲  18.28 (+1.8)

熊野 和歌山北 西淀中・大阪 向陽 田辺
山中　優依  1:03.23 吉永　玲希  1:12.66 田中　咲  1:14.09 杉若　陽菜  1:16.03 上野　陽春  1:16.72 堂山　怜香  1:21.66
熊野 星林 田辺 熊野 串本古座 東海南中
熊野  51.83 日高A  51.84 日進中  53.57 桐蔭中B  53.60 和大附中B  53.96 桐蔭中A  54.00 日高B  54.63 東中  55.27
杉原　凛 花光　凜 波床　晏由玲 岡﨑　礼紗 三谷　安寿葉 田渕　悠乃 中西　晶萌 田村　華
岩井　夏輝 深尾　玲浬 坂本　愛侑 松本　彩生 中山　琴望 愛宕　花梨 林　心音 打田　明日香
米田　愛未 森本　真凜 東山　莉子 宮本　あんみ 小川　愛菜 柳　緒珠 岡﨑　仁己 関本　晏和
山中　優依 玉置　愛梨 田中　希歩 宮脇　彩乃 室谷　珠紀 西出　妃織 宮所　日向 飯沼　迪瑠
熊野  4:09.76 日高  4:11.61 田辺  4:29.15 和歌山大  4:34.13
杉原　凛 深尾　玲浬 戎嶋　莉奈 戸田　奈菜羽
米田　愛未 玉置　愛梨 森本　萌那 丸尾　明代
津田　彩未 森本　真凜 田中　心 池田　亜耶香
山中　優依 花光　凜 堀口　紗希 佐藤　あいり
古林　愛理  4.00 野志　侑希  3.80 田畑　奈都希  3.70 森田　彩  3.70 福田　紅菜  3.60 石森　杏  3.50
園田学園女子大・兵庫 コンドーテック・奈良 神戸大学 MOON・大阪 中京大・鹿児島 中京大・青森
野本　菜々  12.18 阪本　海月華  10.74 合田　萌夏  9.19 八田　怜奈  9.08 守内　睦美  8.96 増本　珂奈  8.83 丸尾　明代  8.13 本田　七海  7.77
花園・京都 紀央館 開智 日高 橋本 星林 和歌山大 星林
阪本　海月華  47.90 助永　仁美  45.62 増本　珂奈  34.92 鳳崎　葵  29.94 守内　睦美  29.93 那須　絢音  29.77 大路　茜  29.54 本田　七海  23.15
紀央館 大体大TC・大阪 星林 花園・京都 橋本 西淀中・大阪 歌島中・大阪 星林
玉置　歩加  41.76 松本　さくら  36.31 石川　沙都  33.13 久木　志音  32.03 松元　美月  31.86 鳳崎　葵  30.55 八田　怜奈  19.48
箕島 紀央館 向陽 和歌山商 海南 花園・京都 日高
助永　仁美  51.50 寺田　莉子  47.18 松井　麻里弥  44.15 野中　葉月  36.95 田中　愛乃  32.88 上野山　真白  31.86 小川　千晴  31.11 山中　弓月  30.43
大体大TC・大阪 開智 大体大TC・大阪 田辺 箕島 和歌山北 日高 和歌山マスターズ

大路　茜  11.57 那須　絢音  11.10 小川　愛菜  9.08 大迫　なごみ  8.91 東　愛結  7.99 岡本　日菜子  7.87 堂山　怜香  6.52 久保　詩怜  6.12
歌島中・大阪 西淀中・大阪 和大附中 歌島中・大阪 紀之川中 海南第三中 東海南中 紀之川中
上山　友美恵  3.70 坂田　優  3.40 小林　帆夏  3.20 川口　穂夏  3.00 田中　友梨  2.90
大塚・大阪 洛東・京都 宮津天橋・京都 西淀中・大阪 宮津天橋・京都
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