
日付 種目
岡田　隆之介 1'51"11 田口　裕之 1'51"63 三武　潤(3) 1'52"03 吉田　貴洋(1) 1'53"25 松尾　圭浩 1'53"33 岡本　渉(3) 1'54"75 松本　健太(3) 1'55"44 岩祖　知紀(3) 1'57"00
日本大・東京 セカンドウィンドAC・東京 城西大附城西高・東京 早稲田大・和歌山 筑波大・和歌山 和歌山大・和歌山 和歌山工・和歌山 海南・和歌山
SAMUEL　NDUNGU 14'14"37 笹沼　悠司 14'26"88 山下　洸 14'32"74 竹下　正人 14'35"33 中村　悠二 14'52"39 中嶋　大(3) 14'58"96 高橋　惇(2) 15'12"98 小山　祐平(3) 15'13"55
愛知製鋼・愛知 NTN・三重 NTN・三重 愛知製鋼・愛知 愛知製鋼・愛知 和歌山北・和歌山 城西大・和歌山 日高・和歌山
小川　恭輔 7m56 (+0.6) 荒川　大輔 7m55 (+0.3) 手平　裕士(2) 7m32 (0.0) 日浦　崇道(4) 7m18 (0.0) 矢野　佑馬(2) 6m93 (0.0) 小野　滉平(3) 6m70 (+0.7)

住友電工・兵庫 NOBYT&FCLUB・大阪 中京大・和歌山 大阪体育大・和歌山 和歌山工・和歌山 和歌山北・和歌山

山本　一喜 72m67 今田　直弥(4) 70m17 佐藤　寛大 69m16 南　建吾(2) 63m00 中村　浩輔 60m83 権出　憲一(2) 51m29 西畑　佑馬(3) 48m62 藤本　琢冶(3) 48m43
モンテローザ・東京 日本大・長崎 蔵王町役場 東海大・和歌山 大体大TC・和歌山 星林・和歌山 海南・和歌山 神島・和歌山
桐蔭 43"21 和歌山北A 43"61 星林 43"67 日高 43"69 和歌山工 43"75 田辺 43"76 和歌山商 45"10
吉田　智紀(2) 大井　利希(3) 山本　優人(3) 福居　滉大(2) 赤松　信弥(2) 垣内　進也(3) 谷口　昌宏(2)
坂井　智(2) 森本　隆良(3) 坂東　賢太(2) 新谷　拓也(3) 上続　将矢(2) 元戎　勇斗(3) 林　惠亮(3)
堀内　俊成(2) 今西　功樹(2) 上野山　和真(3) 清水　椋也(3) 矢野　佑馬(2) 平谷　光佑(2) 足立　侑平(3)
柏本　知晟(3) 東野　孝祐(2) 中阪　友翼(3) 矢倉　一志(3) 矢田　大生(3) 杢　健寛(2) 小薮　直仁(3)
文成Ａ 46"08 明和中Ａ 46"38 上富田中 46"95 和大附中 47"97 白浜中 48"07 湯浅中 48"25 明和中Ｂ 49"08 有功中 49"29
上田　侑希(1) 南方　悠希(3) 坂本　祐亮(3) 尾玉　凌星(3) 鈴木　友基(3) 吉田　柊也(2) 熊井　僚(3) 平山　礼司(3)
吉田　拓也(2) 南方　斗喜(3) 木村　直樹(2) 瀬畑　佑矢(3) 芝田　岳(2) 宝槌　裕哉(3) 南　銀二(2) 谷口　拓真(2)
楠川　晃平(2) 筈谷　亮太(3) 松本　皐太郎(2) 香庄　優樹(3) 中田　葵(3) 野尻　雅嗣(2) 村上　幸太郎(3) 幡井　颯(2)
永田　偉於梨(2) 塩﨑　功基(3) 堀　克真(3) 井田　浩平(2) 竹森　雅也(3) 藪野　優(3) 松本　雅生(3) 魚住　太吾(3)
紀の国AC-A 57"47 のかみAC 58"96 和歌山陸上クラブＡ 1'00"70 紀の国AC-B 1'02"46 和歌山陸上クラブC 1'03"25 紀の国AC-C 1'03"97
山本　聖也(6) 藤田　朋季(6) 宮楠　昂之(6) 辻本　兼也(6) 明賀　清悟(4) 鹿嶋　優生磨(5)

川上　琢豊(6) 中俣　信太朗(6) 樋口　栄斗(6) 楠本　昻也(4) 鍋島　瑛貴(4) 矢田　一馬(5)
柳　直輝(6) 向　孝汰(6) 嶋田　隼士(6) 寺岡　一晟(6) 上野山　貴斗(4) 川端　竜世(5)
鈴川　大介(5) 下垣内　眞紀(6) 福山　斗偉(5) 渕川　直紀(6) 岡　祐希(4) 橋爪　一平(5)
小﨑　まり 16'11"58 大山　香織 16'22"66 堀江　美里 16'29"81 下山　かなえ 17'05"16 大内　唯衣 17'13"09 北尾　香穂里 17'26"92 沼田　祐里(3) 17'33"03 板鼻　ゆき 17'52"26
ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫 佛教大・京都 笠田・和歌山 佛教大・滋賀
福本　幸 1m81 上島　みどり(3) 1m65 出口　早紀 1m55 山本　有希子 1m55 京極　恵理子(3) 1m55
甲南大ＡＣ・兵庫 花園・京都 甲南大・兵庫 甲南大・兵庫 橋本・和歌山

戸谷　真理子 1m65
大阪国際大AC

武川　美香 58m98 野田　奈央 56m77 浅田　鈴佳(7) 53m57 大﨑　かな(2) 53m11 池浦　佳奈(3) 47m59 笹倉　令菜(3) 40m06
スズキ浜松ＡC・静岡 名古屋学院クラブ・愛知 武庫川女大クラブ・大阪 筑波大・和歌山 花園高・京都 海南・和歌山
日高 49"86 海南 50"83 和歌山北B 51"04 近大和歌山 51"57 向陽 51"62 橋本 51"65 和歌山商 51"74 桐蔭 52"00
玉置　彩香(3) 坂本　奈穂(2) 宮本　美智留(1) 北廣　夕貴(1) 新宅　美紀(3) 谷口　里央(3) 揚戸　汐里(3) 並羅　由佳(3)
宮本　香奈(3) 園田　可南子(3) 森本　名美(1) 吉岡　史織(3) 大畑　実咲季(3) 仲谷　伶衣菜(3) 植村　美咲(3) 道次　明日香(2)

吉松　美穂(3) 伊藤　愛(3) 浦辻　優香(3) 谷口　直穂(3) 田上　ゆり子(3) 大黒　茜(3) 松本　千名美(2) 宮脇　杏奈(3)
見上　育民(3) 今嶋　美佳(3) 阪口　夏美(3) 太田　愛莉(2) 川端　亜依(2) 京極　恵理子(3) 野口　春菜(1) 山本　歩冴(1)
上富田中 52"45 白浜中 53"42 湯浅中 54"35 西浜中Ａ 54"58 楠見中 55"09 明洋中 55"16 桐蔭中 55"72
嵯峨　美寿季(3) 三栖　ひかる(2) 上山　亜澄(3) 井下　登季(2) 伊藤　寧々(2) 佐藤　安奈(1) 西坂　幸子(2)
中田　凌(3) 川口　和奏(2) 太田　旭美(2) 北原　彩加(3) 潰﨑　千尋(2) 下村　佳子(3) 橋本　奈那美(2)

井戸本　悠伽(3) 真砂　綾(2) 木戸　咲希(2) 鈴木　友菜(2) 久保　萌樺(2) 濱中　珠穂(3) 石橋　奈波(2)
山際　なじゃ(3) 竹下　奈菜(3) 叶迫　里穂(3) 中井　萌(3) 三尾　祐希奈(2) 尾﨑　美緒(2) 東山　真悠子(2)
紀の国AC-A 59"18 和歌山陸上クラブ 1'00"29 海南アスリート 1'03"45 紀の国AC-C 1'04"27
清水　愛美(6) 坂野　七海(6) 中山　菜津子(5) 福岡　真悠莉(5)
川端　佑衣里(6) 塩谷　悠妃(6) 西坂　麻友子(4) 田畑　奈都希(5)
楠本　圭穂(6) 神山　幸季(5) 橋本　美乃莉(5) 岡本　芽依(5)
松本　まりあ(6) 関　りりか(5) 妙見　星菜(5) 村田　穂乃花(5)
太地陸上クラブ 59"00 本宮子供SC 1'03"45 紀の国AC‐B 1'03"69 のかみAC 1'04"16
中嶋　日奈美(6) 井戸　麻友(6) 中谷　莉渚(6) 中俣　菜津美(4)
脊古　夏美(6) 小淵　菜々子(5) 中本　有美(6) 神出　桃香(5)
山川　由奈(6) 小野　紀茄(6) 中本　さくら(4) 田渕　美沙紀(4)
湊　杏梨(6) 村岡　ほの香(6) 川島　実桜(6) 辻岡　花(5)
森田　安耶(3) 5m29 (0.0) 伊藤　愛(3) 5m22 (+0.1) 太田　愛莉(2) 5m08 (0.0) 漁野　理子(2) 5m04 (0.0) 野田　華子(2) 4m97 (0.0) 奥野　有里菜(2) 4m92 (+0.3)

東中 海南 近大和歌山 太地中 熊野 和歌山北

競技会名 2012和歌山グランプリ陸上競技大会　決勝結果一覧表
期日・時刻 2012/5/3 審判長（トラック） 山本　宜史

競技場名 紀三井寺公園補助競技場 審判長（フィールド） 川村　栄司

主催団体名 一般財団法人和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会 記録主任 山本　博司
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5月3日 走幅跳 (1)

5月3日 やり投 (1)

小学生男子 5月3日 4x100mR (1)

高校男子 5月3日 4x100mR (1)

中学生男子 5月3日 4x100mR (1)

5月3日 5000m (1)

5月3日 走高跳 (1)

4x100mR (1)

小学生女子 5月3日 4x100mR (1)

5月3日 ﾊﾝﾏｰ投 (1)

高校女子 5月3日 4x100mR (1)

総務 南　正晃

5月3日 4x100mR (2)

高校・中学女子 5月3日 走幅跳 (1)

中学生女子 5月3日



日付 種目
桐蔭 43"91 田辺 44"06 星林 44"07 近大和歌山 44"45 箕島 45"20 向陽 45"65
吉田　智紀(2) 垣内　進也(3) 山本　優人(3) 播磨谷　太一(2) 玉置　友規人(2) 小倉　光裕(2)
坂井　智(2) 元戎　勇斗(3) 坂東　賢太(2) 山本　浩右(3) 木下　翔太(2) 上野　祐揮(2)
堀内　俊成(2) 平谷　光佑(2) 上野山　和真(3) 片山　宗一郎(2) 竹田　祐介(2) 小林　昇弥(2)
柏本　知晟(3) 杢　健寛(2) 中阪　友翼(3) 嶋本　泰樹(2) 玉置　友也(3) 中井　直也(3)
和歌山北A 43"50 和歌山商 44"82 和歌山工 44"93 粉河 44"95 海南 45"21
大井　利希(3) 谷口　昌宏(2) 赤松　信弥(2) 神田　拓哉(3) 尾﨑　巧(3)
森本　隆良(3) 林　惠亮(3) 上続　将矢(2) 丸橋　和馬(3) 市川　千裕(3)
今西　功樹(2) 足立　侑平(3) 岡野　令(3) 山崎　滉生(3) 島津　祐太(2)
東野　孝祐(2) 小薮　直仁(3) 矢田　大生(3) 道本　直樹(3) 中浴　孝哉(2)
日高 44"18 神島 46"10 那賀 46"83 開智 47"00
福居　滉大(2) 安井　暖貴(2) 山路　巧(2) 佐々木原　和樹(1)

新谷　拓也(3) 那須　皐介(1) 安齋　拓実(1) 森田　和杜(2)
清水　椋也(3) 藤若　拓矢(3) 川端　啓耶(2) 桑原　虹希(1)
矢倉　一志(3) 池田　祐人(3) 三宅　洋平(3) 嶋田　玲真(2)
明和中Ａ 46"44 西浜中Ａ 49"21 文成Ｂ 49"97 下津第二中B 53"40
南方　悠希(3) 坂口　弘樹(3) 古川　晃平(1) 花野　祐輔(2)
南方　斗喜(3) 竹内　雅基(3) 宮本　晋太郎(2) 濵　昂司(2)
筈谷　亮太(3) 植野　拓馬(2) 脇口　海志(1) 川端　正紀(2)
塩﨑　功基(3) 矢野　吹樹(3) 前川　雄大(1) 中野　偲瑠(2)
楠見中 49"21 下津第二中A 49"96 桐蔭中 50"64 有功中B 51"01 海南中 51"29 西和中A 55"02
土地溝　太暉(2) 吉川　暢人(2) 森脇　海人(3) 中屋　武留(2) 井原　征哉(2) 辻野　到磨(3)
原田　宗樹(2) 井戸　勇文(3) 古市　晃崇(1) 塩津　孝(2) 西畑　光城(3) 杉本　夢羽(1)
潰﨑　勁太(1) 笠井　郷史(3) 武田　空(1) 福井　翔大(2) 山下　拓真(3) 仲宗根　一樹(1)

今井　翼(2) 有松　元(3) 川崎　慎司(2) 山本　昂城(3) 森本　涼(3) 笹本　茂輝(3)
文成Ａ 46"16 上富田中 46"41 湯浅中 48"21 東和中 50"68 西和中B 51"90 西浜中Ｂ 52"66
上田　侑希(1) 坂本　祐亮(3) 吉田　柊也(2) 山名　雄介(3) 木下　晃瑠(2) 和田　健吾(3)
吉田　拓也(2) 木村　直樹(2) 宝槌　裕哉(3) 阪田　将充(3) 宮本　拓弥(1) 北畑　博己(3)
楠川　晃平(2) 松本　皐太郎(2) 野尻　雅嗣(2) 則岡　明貴(3) 千田　晋平(1) 辻　航平(3)
永田　偉於梨(2) 堀　克真(3) 藪野　優(3) 森本　隆亘(2) 小林　拓矢(2) 深瀬　維吹(3)
和大附中 47"72 白浜中 47"92 明和中Ｂ 48"91 有功中 49"01 西浜中Ｃ 55"13
尾玉　凌星(3) 鈴木　友基(3) 熊井　僚(3) 平山　礼司(3) 橋本　真志(2)
瀬畑　佑矢(3) 芝田　岳(2) 南　銀二(2) 谷口　拓真(2) 小山　靖之(2)
香庄　優樹(3) 中田　葵(3) 村上　幸太郎(3) 幡井　颯(2) 板谷　彗士(3)
井田　浩平(2) 竹森　雅也(3) 松本　雅生(3) 魚住　太吾(3) 酒井　遼太(2)

競技会名 2012和歌山グランプリ陸上競技大会予選一覧表
期日・時刻 2012/5/3 審判長（トラック） 山本　宜史

競技場名 紀三井寺公園補助競技場 審判長（フィールド） 川村　栄司

主催団体名 一般財団法人和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会 記録主任 山本　博司

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

高校男子 5月3日 4x100mR (1)

5月3日 4x100mR (2)

5月3日 4x100mR (3)

中学生男子 5月3日 4x100mR (1)

5月3日 4x100mR (2)

5月3日 4x100mR (3)

5月3日 4x100mR (4)

南　正晃総務



日付 種目

競技会名 2012和歌山グランプリ陸上競技大会予選一覧表
期日・時刻 2012/5/3 審判長（トラック） 山本　宜史

競技場名 紀三井寺公園補助競技場 審判長（フィールド） 川村　栄司

主催団体名 一般財団法人和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会 記録主任 山本　博司

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

南　正晃総務

海南 50"46 和歌山北B 51"05 和歌山商 51"82 橋本 51"98 桐蔭 52"15 向陽 52"21 粉河 55"00
坂本　奈穂(2) 宮本　美智留(1) 揚戸　汐里(3) 谷口　里央(3) 並羅　由佳(3) 新宅　美紀(3) 高山　真穂(3)
園田　可南子(3) 森本　名美(1) 植村　美咲(3) 仲谷　伶衣菜(3) 道次　明日香(2) 大畑　実咲季(3) 松﨑　鈴香(2)
伊藤　愛(3) 浦辻　優香(3) 松本　千名美(2) 大黒　茜(3) 宮脇　杏奈(3) 田上　ゆり子(3) 潰滝　萌々子(2)

今嶋　美佳(3) 阪口　夏美(3) 野口　春菜(1) 京極　恵理子(3) 山本　歩冴(1) 川端　亜依(2) 太田　菜月(2)
日高 49"99 近大和歌山 51"78 箕島 52"93 和歌山北C 53"85 田辺 54"96
玉置　彩香(3) 北廣　夕貴(1) 森下　ほのか(2) 石橋　知子(3) 西口　美沙(3)
宮本　香奈(3) 吉岡　史織(3) 西　珠菜(2) 楠井　泉希(1) 植野　朱音(3)
吉松　美穂(3) 谷口　直穂(3) 中屋　亜唯(3) 奥野　有里菜(2) 大江　玖弥(2)
見上　育民(3) 太田　愛莉(2) 中村　優希(3) 宮前　里帆(1) 谷本　ひかり(2)

東中 52"40 白浜中 53"99 湯浅中 54"29 明洋中 55"10 楠見中 55"23 西浜中Ｂ 58"31
石座　実乃里(2) 三栖　ひかる(2) 上山　亜澄(3) 佐藤　安奈(1) 伊藤　寧々(2) 金光　香保子(3)

榎　葉月(2) 川口　和奏(2) 太田　旭美(2) 下村　佳子(3) 潰﨑　千尋(2) 森岡　礼奈(2)
北原　瞳(2) 真砂　綾(2) 木戸　咲希(2) 濱中　珠穂(3) 久保　萌樺(2) 大平　彩代(3)
森脇　智晴(1) 竹下　奈菜(3) 叶迫　里穂(3) 尾﨑　美緒(2) 三尾　祐希奈(2) 宮田　彩未(3)
上富田中 52"44 桐蔭中 54"21 西浜中Ａ 54"46 西和中 57"74 東和中 1'00"86
嵯峨　美寿季(3) 西坂　幸子(2) 井下　登季(2) 曽我部　七歌(1) 山千代　友規(2)

中田　凌(3) 橋本　奈那美(2) 北原　彩加(3) 米田　真由(1) 岩崎　麗(3)
井戸本　悠伽(3) 石橋　奈波(2) 鈴木　友菜(2) 薮谷　実那(3) 川端　琴海(3)
山際　なじゃ(3) 東山　真悠子(2) 中井　萌(3) 齋藤　雅(3) 田中　沙季(2)

4x100mR (1)

高校女子 5月3日 4x100mR (1)

5月3日 4x100mR (2)

5月3日 4x100mR (2)

中学生女子 5月3日



日付 種目
100m (1) 荒尾　将吾 10"59 草野　誓也 10"63 九鬼　靖太 10"70 真砂　秀至(4) 10"73 濱井　隆平(3) 10"94 坂井　智(2) 11"18

1.2 九電工・福岡 ぴえろ・神奈川 筑波大・和歌山 摂南大・和歌山 橋本・和歌山 桐蔭・和歌山
100m (1) 小尾　麻菜 12"13 高木　志帆 12"43 中尾　優里(2) 12"48 園田　可南子(3) 12"59 宮﨑　さくら(3) 12"91 森本　名美(1) 13"07 小山　夏生(2) 13"08

1.8 ユティック 住友電工・兵庫 中京大・和歌山 海南・和歌山 高雄中・和歌山 和歌山北・和歌山 和歌山北・和歌山

日付 種目
100m (1) 草野　誓也 10"50 荒尾　将吾 10"54 九鬼　靖太 10"57 真砂　秀至(4) 10"86 坂井　智(2) 10"88 濱井　隆平(3) 10"98

2 ぴえろ・神奈川 九電工・福岡 筑波大・和歌山 摂南大・和歌山 桐蔭・和歌山 橋本・和歌山

100m (1) 小尾　麻菜 11"94 高木　志帆 12"15 中尾　優里(2) 12"29 園田　可南子(3) 12"44 宮﨑　さくら(3) 12"61 森本　名美(1) 12"95 小山　夏生(2) 12"96

1.5 ユティック 住友電工・兵庫 中京大・和歌山 海南・和歌山 高雄中・和歌山 和歌山北・和歌山 和歌山北・和歌山

競技会名 2012和歌山グランプリ陸上競技大会　第１レース結果一覧表
期日・時刻 2012/5/3 審判長（トラック） 山本　宜史

競技場名 紀三井寺公園補助競技場 審判長（フィールド） 川村　栄司

7位 8位

主催団体名 一般財団法人和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会

1位 2位 3位 4位 5位 6位

競技会名 2012和歌山グランプリ陸上競技大会　第2レース結果一覧表

総務 南　正晃

共通男子 5月3日

共通女子 5月3日

記録主任 山本　博司

競技場名 紀三井寺公園補助競技場 審判長（フィールド） 川村　栄司

期日・時刻 2012/5/3 審判長（トラック） 山本　宜史

5位 6位 7位 8位

主催団体名 一般財団法人和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会

共通男子 5月3日

共通女子 5月3日

記録主任 山本　博司

1位 2位 3位 4位



期日 審判長 山本　宜史

陸協名 和歌山陸上競技協会 30 競技会名 2012和歌山グランプリ陸上競技大会 12300001 記録主任 山本　博司

主催団体名一般財団法人和歌山陸上競技協会 競技場名 紀三井寺公園補助競技場 301010 記録員 山本　賢

レース 順 都道府県名 順 都道府県名 順 都道府県名 順 都道府県名

区分 位 所属・学年 位 所属・学年 位 所属・学年 位 所属・学年

神奈川 福岡 和歌山 和歌山

ぴえろ・神奈川 九電工・福岡 筑波大・和歌山 摂南大・和歌山・4

和歌山 和歌山

桐蔭・和歌山・2 橋本・和歌山・3

東京 東京 東京 和歌山

日本大・東京 セカンドウィンドAC・東京 城西大附城西高・東京・3 早稲田大・和歌山・1

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

筑波大・和歌山 和歌山大・和歌山・3 和歌山工・和歌山・3 海南・和歌山・3

愛知 三重 三重 愛知

愛知製鋼・愛知 NTN・三重 NTN・三重 愛知製鋼・愛知

愛知 和歌山 和歌山 和歌山

愛知製鋼・愛知 和歌山北・和歌山・3 城西大・和歌山・2 日高・和歌山・3

和歌山 和歌山 愛知 和歌山

日高・和歌山・3 日高・和歌山・3 愛知製鋼・愛知 和歌山北・和歌山・3

和歌山

和歌山北・和歌山・2

種目 日 組 風速 競技者名（生年） 記録 競技者名（生年） 記録 競技者名（生年） 記録

トラック種目・共通・決勝・記録表（男子）
2012年5月3日

競技者名（生年） 記録

+2.0 1 草野　誓也（93） 10"50100m 3 決勝 1 九鬼　靖太（89） 10"57 4 真砂　秀至（91）2 荒尾　将吾（89） 10"54 3 10"86

100m 3 決勝 1 +2.0 5 坂井　智（95） 10"88 6 濱井　隆平（94） 10"98 1

800m 3 決勝 1 4 吉田　貴洋（93） 1'53"25

5

3 三武　潤（86） 1'52"03

7 松本　健太（95） 1'55"44 8松尾　圭浩（89） 1'53"33 6 岡本　渉（90） 岩祖　知紀（94） 1'57"00

1 SAMUEL　NDUNGU（89）

1'54"75800m 3 決勝 1

5000m 3 決勝 1 14'14"37 2 4 竹下　正人（86） 14'35"33

5

3 山下　洸（88） 14'32"74笹沼　悠司（84） 14'26"88

7 高橋　惇（88） 15'12"98 8中村　悠二（89） 14'52"39 6 中嶋　大（94） 小山　祐平（95） 15'13"55

9 畑中　大輝（95）

14'58"965000m 3 決勝 1

5000m 3 決勝 1 15'14"83 10 12 熊代　拓也（95） 15'35"83

13

11 松本　淳（90） 15'29"08堀　秋善（94） 15'27"21

1 岡田　隆之介（93） 1'51"11 2 田口　裕之（89） 1'51"63

野田　周吾（95） 15'43"795000m 3 決勝 1



期日 審判長 山本　宜史

陸協名 和歌山陸上競技協会 30 競技会名 2012和歌山グランプリ陸上競技大会 12300001 記録主任 山本　博司

主催団体名一般財団法人和歌山陸上競技協会 競技場名 紀三井寺公園補助競技場 301010 記録員 山本　賢

レース 順 都道府県名 順 都道府県名 順 都道府県名 順 都道府県名

区分 位 所属・学年 位 所属・学年 位 所属・学年 位 所属・学年

福井 兵庫 和歌山 和歌山

ユティック 住友電工・兵庫 中京大・和歌山・2 海南・和歌山・3

和歌山 和歌山 和歌山
高雄中・和歌山・3 和歌山北・和歌山・1 和歌山北・和歌山・2

兵庫 兵庫 兵庫 兵庫

ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫

和歌山 京都 和歌山 滋賀

ノーリツ・兵庫 佛教大・京都 笠田・和歌山・3 佛教大・滋賀

兵庫 和歌山 和歌山 兵庫

ノーリツ・兵庫 佛教大・和歌山・4 佛教大・和歌山・2 ノーリツ・兵庫

兵庫 兵庫

ノーリツ・兵庫 ノーリツ・兵庫

種目 日 組 風速 競技者名（生年） 記録 競技者名（生年） 記録 競技者名（生年） 記録

トラック種目・共通・決勝・記録表（女子）
2012年5月3日

競技者名（生年） 記録

+1.5 1 小尾　麻菜（89） 11"94100m 3 決勝 1 中尾　優里（92） 12"29 4 園田　可南子（94）2 高木　志帆（89） 12"15 3 12"44

100m 3 決勝 1 +1.5 5 宮﨑　さくら（97） 12"61 6 12"96

1 小﨑　まり（75） 16'11"58

森本　名美（96） 12"95 7 小山　夏生（95）

2 大山　香織（82） 16'22"665000m 3 決勝 1

17'26"92 7

下山　かなえ（91） 17'05"16

5 大内　唯衣（87）

3 堀江　美里（87） 16'29"81 4

5000m 3 決勝 1 6 17'52"26

9 津崎　紀久代（89） 17'57"86

沼田　祐里（94） 17'33"03 8 板鼻　ゆき（91）17'13"09 北尾　香穂里（90）

10 中野　弥生（89） 18'16"025000m 3 決勝 1

猪野　祐貴（91） DNS

中野　円花（91） DNS11 大澤　茉衣子（92） 18'28"81

DNS5000m 3 決勝 1 井上　藍（90）



2.

3.

4.

5.

月 日 天 候

5 3 曇り

曇り

曇り

曇り

曇り

紀三井寺公園補助競技場

和歌山陸上競技協会

1 2 3

03

コード

0

グランドコンディション

1.
0 10

主 催 者

0

コード

記

12

競 技 場

開 催 日

3 00 8

平成24年5月3日(木)

気 象 条 件

分時 風 向

11

00

00

00

00

気温(℃)

20.5

21.0

競技会の名称

13

14

15

北北西

北北東

北北東

北北西

30

1.8北北東

湿度(％) 備 考

73.0

78.0

68.0

78.021.0

77.0

2012 和歌山グランプリ陸上競技大会兼第６７
回国民体育大会和歌山県選手選考会

風速(m/s)

2.2

2.3

2.4

2.4

20.5

22.5


