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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

9 4 9 30 晴 32.5 63 南南東 0.4
9 4 10 0 晴 32.5 63 南南東 0.4
9 4 11 0 晴 34.5 51 北東 2.4
9 4 12 0 曇 34 47 東南東 1.2
9 4 13 0 晴 33.5 50 北北東 0.8
9 4 14 0 晴 34 49 北東 2.8
9 4 15 0 晴 33.5 50 北東 0.6

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 第47回 海南海草地方陸上競技選手権大会
主催者 海南海草地方陸上競技協会
競技場 紀三井寺公園陸上競技場
開催日 2016年9月4日(日)
気象条件

備考



競技会名
主催
後援
会場

種目 ラウンド 新記 タイム No. 氏名 所属 期日 備考
男子共通100m 決勝 GR  10.88 6-206 廣谷　帝紀 大阪体育大 2016/9/4
男子共通200m 予選 GR  22.28 6-206 廣谷　帝紀 大阪体育大 2016/9/4
男子共通4x100mR 決勝 GR  43.60 442 下垣内-亀井-木戸-山本 海南 2016/9/4
男子共通走高跳 決勝 GR  1.91 286 崎山　浩行 関西電力・大阪 2016/9/4
男子共通走幅跳 決勝 GR  6.88 1255 田中　俊樹 W.A.S 2016/9/4
男子30歳代100m 決勝 GR  11.76 2783 上西　誉則 OSAKA.TC・大阪 2016/9/4
男子4年以下800m 決勝 GR  2:49.08 1-315 辻本　幸星 紀の国AC 2016/9/4
男子中学生400m 決勝 GR  53.88 4-521 岩﨑　稀優 野上中 2016/9/4
男子中学生800m 決勝 GR  2:04.26 4-538 山﨑　勇人 海南中 2016/9/4
男子40歳代1500m 決勝 GR  4:30.37 1310 鹿嶋　孝二 和歌山マスターズ 2016/9/4
男子40歳代5000m 決勝 GR  17:26.50 1331 吉丸　博隆 和歌山マスターズ 2016/9/4
女子共通800m 決勝 GR  2:20.38 457 田中　美有 海南 2016/9/4
女子共通1500m 決勝 GR  4:54.86 1281 高橋　美帆 和歌山県立医科大 2016/9/4
女子5、6年800m 決勝 GR  2:34.00 1-328 渕川　桃未 紀の国AC 2016/9/4
女子中学生1500m 決勝 GR  4:36.31 4-552 小倉　稜央 海南中 2016/9/4

新記録一覧
第47回 海南海草地方陸上競技選手権大会
海南海草地方陸上競技協会
海南市体育協会、海南市教育委員会、紀美野町教育委員会
紀三井寺公園陸上競技場



種別 種目
廣谷　帝紀(3)  10.88 (+0.6) 亀井　崚矢(2)  11.12 (+0.6) 木村　直紀  11.16 (+0.6) 竹添　隼輝  11.21 (+0.6) 見良津　智大  11.40 (+0.6) 森本　隆良(4)  11.47 (+0.6) 平野　貴大  11.59 (+0.6) 中野　翔大(1)  11.82 (+0.6)
大阪体育大 GR 海南 関西大 W.A.S OSAKA.TC・大阪 大阪産業大 OSAKA.TC・大阪 星林
廣谷　帝紀(3)  w21.86 (+2.1) 真嶋　翼(3)  w22.29 (+2.1) 田中　勇人(1)  w22.58 (+2.1) 見良津　智大  w22.68 (+2.1) 前田　洋平  w23.17 (+2.1) 中野　翔大(1)  w23.53 (+2.1) 澤田　直人  w23.58 (+2.1) 富永　大樹  w24.08 (+2.1)
大阪体育大 和歌山大 和歌山大 OSAKA.TC・大阪 W.A.S 星林 OSAKA.TC・大阪 和歌山マスターズ
山本　和暉(2)  51.28 木戸　七維滝(2)  52.08 木下　柊吾(2)  53.42 峯　睦(2)  54.21 熊井　柾人(1)  54.76 楠　裕斗(1)  56.92
海南 海南 海南 海南 海南 海南
峯　睦(2)  2:03.29 東本　拓也(1)  2:03.33 花里　礼央真(3)  2:06.73 鈴木　貴侑  2:07.64 横田　正凱  2:13.37 大場　悠暉(1)  2:13.64
海南 海南 和歌山大 W.A.S OSAKA.TC・大阪 和歌山大
三上　諒也(1)  4:27.07
海南
石原　陽平(1)  17:16.90 西邑　快斗(2)  18:26.58
海南 海南
海南  43.60
下垣内　眞紀(1) GR
亀井　崚矢(2)
木戸　七維滝(2)
山本　和暉(2)
崎山　浩行  1.91
関西電力・大阪 GR
田中　俊樹  6.88 (+0.7) 下垣内　眞紀(1)  6.23 (+0.8) 瀧本　大夢(2)  4.72 (+1.8)
W.A.S GR 海南 耐久
山﨑　達彦(2)  13.75 (+1.8) 木下　柊吾(2)  12.30 (+1.4)
和歌山大 海南
田上　貴之  11.23
和歌山陸協
田上　貴之  26.78
和歌山陸協
児島　伸幸  57.59 福井　彬人  51.42 吉田　航(1)  45.31
W.A.S OSAKA.TC・大阪 海南
前山　瑠星(2)  18.44 (-1.5) 片畑　阿弥(1)  18.53 (-1.5) 井上　蒼大(2)  18.63 (-1.5) 小野　智矢(1)  19.88 (-1.5) 神谷　健介(1)  19.88 (-1.5) 木村　龍王(1)  22.08 (-1.5) 清水　晴生(1)  23.65 (-1.5) 曲里　一護(1)  25.48 (-1.5)
海南アスリート のかみAC のかみAC 海南アスリート のかみAC 紀の国AC のかみAC のかみAC
辻本　幸星(4)  16.14 (+1.3) 坂本　大知(4)  16.47 (+1.3) 松田　悠希(4)  17.14 (+1.3) 木村　龍翔(3)  17.26 (+1.3) 橋爪　利玖(3)  17.47 (+1.3) 林　龍雅(3)  17.54 (+1.3) 松山　和暉(4)  18.10 (+1.3) 野田　利一(4)  18.12 (+1.3)
紀の国AC 海南アスリート のかみAC 紀の国AC 紀の国AC 海南アスリート のかみAC のかみAC
川尾　春翔(5)  14.34 (+0.9) 有本　昂史(6)  15.51 (+0.9) 上辻　洋斗(6)  15.83 (+0.9) 下津　遥功(5)  16.40 (+0.9) 岡室　龍翔(6)  16.74 (+0.9)
紀の国AC 海南アスリート 紀の国AC 紀の国AC 海南アスリート
片畑　羽弥(6)  2:42.77 上辻　洋斗(6)  2:46.10 下津　遥功(5)  2:52.32 赤松　太朗(6)  2:52.35 北畠　青空(5)  2:55.11 有木　淳惺(6)  3:19.16 岡室　龍翔(6)  3:21.48
のかみAC 紀の国AC 紀の国AC ゆうゆうスポーツクラブ海南 のかみAC ゆうゆうスポーツクラブ海南 海南アスリート
川尾　春翔(5)  3.69 (+1.7)
紀の国AC
上西　誉則  11.76 (-1.1) 柴田　直樹  12.16 (-1.1) 中村　力  12.85 (-1.1)
OSAKA.TC・大阪 GR 和歌山陸協 和歌山陸協
坂口　佳隆  14.07 (-1.1)
和歌山マスターズ
谷口　久起  22:12.24
ゆうゆうスポーツクラブ海南

辻本　幸星(4)  2:49.08 末廣　千晶(4)  3:03.30 坂本　大知(4)  3:03.52 林　龍雅(3)  3:05.92 武田　蒼空(3)  3:17.55 片畑　弥寿(3)  3:19.42 赤松　那智(3)  3:24.94 出口　寛章(4)  3:25.08
紀の国AC GR ゆうゆうスポーツクラブ海南 海南アスリート 海南アスリート 海南アスリート のかみAC ゆうゆうスポーツクラブ海南 ゆうゆうスポーツクラブ海南

松田　悠希(4)  3.41 (+0.3) 松山　和暉(4)  2.77 (+1.3) 三宅　皓大(3)  2.60 (0.0)
のかみAC のかみAC のかみAC
紀の国AC  1:02.86 のかみAC  1:06.85
上辻　洋斗(6) 松山　和暉(4)
下津　遥功(5) 松田　悠希(4)
辻本　幸星(4) 北畠　青空(5)
川尾　春翔(5) 片畑　羽弥(6)
川尾　春翔(5)  25.20 川﨑　晴斗(3)  15.21
紀の国AC のかみAC
西川　諄(3)  12.49 (+0.1) 小野田　侑司(2)  12.77 (+0.1) 山縣　広大(2)  12.77 (+0.1) 雲岡　信地(2)  13.03 (+0.1) 西川　諒(3)  13.09 (+0.1) 坂本　光(3)  13.14 (+0.1) 中村　仁(2)  13.16 (+0.1) 平松　拓弥(2)  13.45 (+0.1)
野上中 亀川中 海南中 亀川中 野上中 海南中 野上中 野上中
小野田　侑司(2)  25.29 (-0.5) 山縣　広大(2)  25.93 (-0.5) 坂本　光(3)  26.85 (-0.5) 橋爪　悠斗(1)  28.38 (-0.5) 仲岡　郁哉(2)  29.60 (-0.5)
亀川中 海南中 海南中 下津第二中 海南第三中
岩﨑　稀優(3)  53.88 道上　翔真(2)  1:02.77
野上中 GR 野上中
山﨑　勇人(3)  2:04.26 吉見　侑輔(3)  2:08.23 下津　開生(2)  2:13.24 若林　宏樹(2)  2:16.19 岩橋　伸明(3)  2:17.39 岩橋　伸和(3)  2:22.68 谷本　大祥(1)  2:25.95 山村　竜士(1)  2:30.18
海南中 GR 野上中 海南中 下津第二中 東海南中 東海南中 下津第二中 海南中
吉見　侑輔(3)  9:06.44 若林　宏樹(2)  9:07.64 下津　開生(2)  9:16.21 樋瀬　翔希(3)  9:21.17 橋本　結登(3)  9:22.08 北山　諒太(2)  9:23.08 花本　達紀(2)  9:31.80 上田　大誠(2)  9:58.57
野上中 下津第二中 海南中 野上中 亀川中 亀川中 亀川中 東海南中
野上中A  49.05 野上中B  51.34 野上中C  53.74 下津第二中  53.81
吉見　侑輔(3) 道上　翔真(2) 西谷　勇飛(3) 橋爪　悠斗(1)
樋瀬　翔希(3) 中村　仁(2) 中田　琉玖(3) 若林　宏樹(2)
西川　諄(3) 大竹　優星(2) 平岩　隆太郎(2) 谷本　大祥(1)
岩﨑　稀優(3) 平松　拓弥(2) 片畑　弥偲(2) 西上　侑吾(3)
大竹　優星(2)  1.40
野上中
西川　諄(3)  5.63 (+1.7) 西川　諒(3)  4.90 (+1.7) 平松　拓弥(2)  4.85 (+1.4) 濱谷　友海(2)  w4.49 (+4.3)
野上中 野上中 野上中 海南第三中
中村　仁(2)  7.17 塩崎　佳理(1)  5.17 岩橋　悠太(1)  5.00
野上中 野上中 亀川中
笹倉　拓真(2)  31.98 横貫　潤太(1)  22.67
海南 海南
長谷　利明  15.54 (-1.1)
海南陸協
長谷　利明  1.35
海南陸協
鹿嶋　孝二  4:30.37
和歌山マスターズ GR
吉丸　博隆  17:26.50 石川　悦久  21:45.82
和歌山マスターズ GR 和歌浦走友会
鈴木　佳人  5.01 (+0.5) 森下　茂行  4.97 (-0.2)
和歌山マスターズ 海南ＴＣ
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毛利　かなで(1)  13.54 (-3.0) 吉野　未歩(1)  14.44 (-3.0)
和歌山大 海南
加納　麻衣(2)  28.99 (+0.1) 吉野　未歩(1)  29.18 (+0.1) 市場　七菜(2)  29.72 (+0.1)
海南 海南 海南
田中　美有(2)  2:20.38
海南 GR
高橋　美帆(2)  4:54.86 石本　稚葉(1)  5:10.38
和歌山県立医科大 GR 海南
塩路　栞菜(2)  10:46.66 向畑　涼花(1)  10:55.30 前上　友希(2)  11:09.30
海南 海南 海南
井上　美波(2)  1.55
和歌山大
加納　麻衣(2)  4.38 (+0.3)
海南
中井　萌絵(2)  11.05 細田　裕子  9.68
和歌山商 海南陸協
細田　裕子  35.10
海南陸協
市場　七菜(2)  30.25
海南
野上　悠亜(2)  18.20 (+0.3) 愛宕　花梨(1)  18.87 (+0.3) 野田　奈伎彩(2)  19.81 (+0.3) 松本　聖菜(1)  20.00 (+0.3) 三宅　沙悠莉(1)  21.32 (+0.3)
のかみAC 海南アスリート のかみAC 紀の国AC のかみAC
高木　日夏里(4)  w16.06 (+2.4) 佐藤　未来(4)  w16.08 (+2.4) 森本　祐加(4)  w16.28 (+2.4) 愛宕　美裕(4)  w16.48 (+2.4) 安田　絢(4)  w16.75 (+2.4) 松本　愛菜(3)  w17.53 (+2.4) 田中　悠菜(4)  w17.98 (+2.4) 井畑　紅愛(4)  w19.55 (+2.4)
紀の国AC のかみAC 紀の国AC 海南アスリート のかみAC 紀の国AC のかみAC のかみAC
中俣　真菜美(6)  14.47 (+0.4) 林　華菜(5)  14.66 (+0.4) 成川　咲菜(5)  14.73 (+0.4) 松山　千夏(6)  15.07 (+0.4) 谷奥　里々佳(6)  15.08 (+0.4) 橋本　亜美(6)  15.09 (+0.4) 三橋　杏菜(5)  15.15 (+0.4) 堀内　彩花(5)  15.18 (+0.4)
和歌山陸上クラブ 海南アスリート 紀の国AC のかみAC 海南アスリート 海南アスリート 海南アスリート 海南アスリート
渕川　桃未(6)  2:34.00 林　華菜(5)  2:43.16 谷本　理恵(5)  2:45.68 堀内　彩花(5)  2:53.30 谷所　翼(5)  3:00.60 原田　妃菜(5)  3:13.78 根来　智絵里(6)  3:20.91 小野　紗佳(5)  3:28.97
紀の国AC GR 海南アスリート 紀の国AC 海南アスリート 紀の国AC のかみAC のかみAC 海南アスリート
中俣　真菜美(6)  4.11 (+1.4) 成川　咲菜(5)  3.99 (+1.5) 橋本　亜美(6)  3.68 (-3.0) 三橋　杏菜(5)  3.57 (+2.0) 前山　瑠菜(6)  3.43 (+1.0) 谷奥　里々佳(6)  w3.41 (+2.4) 田渕　和香奈(5)  w3.39 (+3.3) 渕川　桃未(6)  3.34 (+1.0)
和歌山陸上クラブ 紀の国AC 海南アスリート 海南アスリート 海南アスリート 海南アスリート のかみAC 紀の国AC
安田　絢(4)  3:11.11 高木　日夏里(4)  3:12.15 小林　さとな(3)  3:14.27 橋本　みやび(2)  3:28.69 柏木　悠(4)  3:37.21 有木　瑠花(3)  3:42.12 松本　愛菜(3)  3:43.24
のかみAC 紀の国AC ゆうゆうスポーツクラブ海南 ゆうゆうスポーツクラブ海南 ゆうゆうスポーツクラブ海南 ゆうゆうスポーツクラブ海南 紀の国AC
佐藤　未来(4)  3.05 (+1.4) 森本　祐加(4)  2.91 (-0.1) 愛宕　美裕(4)  2.71 (+1.6)
のかみAC 紀の国AC 海南アスリート
紀の国AC  59.99 海南アスリートA  1:00.61 のかみAC　Ａ  1:04.03 のかみAC　Ｂ  1:07.50
成川　咲菜(5) 三橋　杏菜(5) 根来　智絵里(6) 佐藤　未来(4)
谷本　理恵(5) 堀内　彩花(5) 田渕　和香奈(5) 安田　絢(4)
谷所　翼(5) 橋本　亜美(6) 前久保　唯依(6) 川﨑　百夏(5)
渕川　桃未(6) 林　華菜(5) 松山　千夏(6) 原田　妃菜(5)
根来　智絵里(6)  39.08 渕川　桃未(6)  29.64 田中　千裕(6)  25.60
のかみAC 紀の国AC のかみAC
田渕　美沙紀(2)  13.19 (+0.2) 三上　菜乃花(1)  13.54 (+0.2) 武田　眞菜(2)  14.02 (+0.2) 中野　朱珠(2)  14.08 (+0.2) 井上　碧(2)  14.35 (+0.2) 池田　亜里紗(1)  14.54 (+0.2) 横山　桃花(1)  14.56 (+0.2) 須川　七星(2)  14.71 (+0.2)
野上中 海南中 亀川中 海南中 野上中 海南第三中 野上中 海南中
田渕　美沙紀(2)  26.82 (-0.2) 三上　菜乃花(1)  27.71 (-0.2) 武田　眞菜(2)  28.61 (-0.2) 中野　朱珠(2)  29.19 (-0.2) 末廣　千愛(1)  29.72 (-0.2) 森下　実紅(2)  29.87 (-0.2) 池田　亜里紗(1)  30.16 (-0.2)
野上中 海南中 亀川中 海南中 海南中 東海南中 海南第三中

井上　碧(2)  30.16 (-0.2)
野上中

吉田　藍(3)  2:27.80 武内　亜央衣(3)  2:35.82 八幡　羽生(1)  2:36.11 古谷　明日香(2)  2:36.50 林　静里奈(3)  2:36.95 東浦　史歩(2)  2:37.21 川下　真弥(2)  2:45.18 岩橋　加奈(1)  2:52.65
下津第一中 東海南中 下津第二中 野上中 東海南中 野上中 海南第三中 野上中
小倉　稜央(3)  4:36.31 松尾　萌花(3)  4:46.04 吉田　藍(3)  5:03.19 八幡　羽生(1)  5:07.58 西坂　麻友子(2)  5:12.96 林　静里奈(3)  5:15.71 東野　水咲(2)  5:21.40 野田　桂都(1)  5:21.90
海南中 GR 亀川中 下津第一中 下津第二中 亀川中 東海南中 下津第二中 亀川中
溝上　姫(2)  18.62 (-1.0) 久世　雅(2)  21.56 (-1.0) 萩　純麗(1)  21.64 (-1.0)
下津第二中 海南中 亀川中
海南中  54.98 海南第三中  57.07 下津第二中Ａ  57.35 野上中A  58.74 野上中C  1:01.73
末廣　千愛(1) 池田　亜里紗(1) 大桑　美羽(2) 加納　茉弥(3) 岩橋　加奈(1)
須川　七星(2) 鈴川　優奈(2) 溝上　姫(2) 東浦　史歩(2) 西井　華心(1)
三上　菜乃花(1) 大前　虹歌(2) 前北　朱莉(2) 米田　萌恵(3) 静川　桃音(1)
中野　朱珠(2) 町田　琴羽(2) 大堀　晴華(3) 藤井　春香(3) 森下　日和(2)
大桑　美羽(2)  1.38 前北　朱莉(2)  1.25 古谷　明日香(2)  1.20
下津第二中 下津第二中 野上中
森下　実紅(2)  4.56 (+1.3) 須川　七星(2)  3.73 (+1.5) 町田　琴羽(2)  3.60 (+1.0) 鈴川　優奈(2)  3.55 (-0.1) 岡本　こころ(1)  3.44 (+1.1)
東海南中 海南中 海南第三中 海南第三中 下津第二中
松本　姫那(2)  9.00 大桑　美羽(2)  8.63 岸本　栞(1)  7.70 角田　依織(1)  6.39 藤井　春香(3)  6.10 中谷　聖阿(2)  6.08 露峯　恋(1)  5.20
亀川中 下津第二中 下津第二中 下津第二中 野上中 海南中 下津第二中
角田　依織(1)  14.73 山本　真奈美(2)  13.85 露峯　恋(1)  11.66 濵端　蘭(1)  11.25
下津第二中 野上中 下津第二中 下津第二中

総務： 川村　栄司
審判長： 山下　三晴

記録主任： 滝上　勝也
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期日 審判長

陸協名 海南海草地方陸上競技  30 競技会名 第47回 海南海草地方陸上競技選手権大会 16300715 記録主任

主催団体名 海南海草地方陸上競技協会 競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 301010 記録員

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

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

海南・2 W.A.S 星林・1 和歌山マスターズ

和歌山 和歌山 和歌山

海南・1 海南・1 近大生物理工

和歌山 和歌山 大阪 大阪

大阪体育大・3 関西大 OSAKA.TC・大阪 OSAKA.TC・大阪

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

HAC 海南・1 海南・1 花王

和歌山 大阪 和歌山 和歌山

大阪産業大・4 OSAKA.TC・大阪 耐久・2 W.A.S

和歌山 和歌山 和歌山

関西大・4 W.A.S 和歌山陸協

和歌山 大阪 和歌山 和歌山

大阪体育大・3 OSAKA.TC・大阪 W.A.S 和歌山マスターズ

和歌山 和歌山 和歌山

HAC 耐久・2 和歌山大・1

和歌山 和歌山 大阪 和歌山

和歌山大・1 和歌山大・3 OSAKA.TC・大阪 星林・1

和歌山 和歌山

海南・1 海南・1

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

海南アスリート・4 のかみAC・4 のかみAC・4 のかみAC・4

和歌山 和歌山

海南アスリート・3 のかみAC・3

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

紀の国AC・4 紀の国AC・3 紀の国AC・3 海南アスリート・3

和歌山

のかみAC・3

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

野上中・3 亀川中・2 海南中・3 野上中・3

和歌山 和歌山 和歌山

下津第二中・1 海南第三中・2 野上中・1

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

亀川中・2 海南中・2 野上中・2 野上中・2

和歌山 和歌山 和歌山

海南第三中・2 亀川中・1 野上中・1

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

のかみAC・4 紀の国AC・4 紀の国AC・3 のかみAC・4

和歌山

のかみAC・4

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

紀の国AC・4 海南アスリート・4 のかみAC・4 海南アスリート・3

トラック種目・全種別・予選・記録表（男女）

2016年9月4日

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 競技者名（生年） 記録

100m 4 予選 1 -0.1 1 中野　翔大（00） 11.34 4 富永　大樹（74） 11.79

100m 4 予選 1 -0.1

亀井　崚矢（99） 11.17 2 竹添　隼輝（92） 11.30 3

100m 4 予選 2 +0.8 1 廣谷　帝紀（95） 11.05 2

吹田　宗樹（95） DNS5 下垣内　眞紀（00） 11.82 6 楠　裕斗（00） 12.50

澤田　直人（94） 11.61

100m 4 予選 2 +0.8 5 金井　啓（90） 12.17

木村　直紀（92） 11.17 3 見良津　智大（92） 11.43 4

楠川　晃平（93） DNS

100m 4 予選 3 +0.6 1 森本　隆良（95）

6 吉田　航（00） 12.53 7 横貫　潤太（00） 12.83

12.35 酒井　優斗（92） DNS

100m 4 予選 3 NI

11.44 2 平野　貴大（92） 11.70 3 瀧本　大夢（00）

高井　克真（93） DNS中阪　友翼（95） DNS 真砂　秀至（92） DNS

前田　洋平（92） 23.60 4 富永　大樹（74） 24.59

200m 4 予選 1 +0.7

廣谷　帝紀（95） 22.28 2 澤田　直人（94） 23.59 3200m 4 予選 1 +0.7 1

200m 4 予選 2 +0.5 1 田中　勇人（97） 22.86 2

池田　和志（97） DNS5 金井　啓（90） 24.61 6 瀧本　大夢（00） 25.35

中野　翔大（00） 23.32

200m 4 予選 2 +0.5 5 吉田　航（00） 25.94

真嶋　翼（95） 22.87 3 見良津　智大（92） 22.98 4

100m 4 予選 1 +1.1

6 横貫　潤太（00） 26.08

17.931 坂本　大知（06） 16.48 2 松田　悠希（06） 17.14

予選 1 +1.1 5

3 野田　利一（06） 17.79 4 松山　和暉（06）

100m 4 予選 2 -0.7 1 辻本　幸星（06） 16.79 2

武田　蒼空（07） 18.04 三宅　皓大（07） DNS100m 4

林　龍雅（07） 17.53

100m 4 予選 2 -0.7 5 名倉　大輔（08） 18.69

木村　龍翔（08） 17.35 3 橋爪　利玖（07） 17.41 4

坂本　光（02） 13.07 4 西川　諒（02） 13.09

100m 4 予選 1 +0.6

西川　諄（02） 12.43 2 雲岡　信地（02） 12.85 3100m 4 予選 1 +0.6 1

100m 4 予選 2 -1.7 1 小野田　侑司（02） 12.56 2

7 塩崎　佳理（03） 14.935 橋爪　悠斗（03） 13.72 6 仲岡　郁哉（03） 14.66

平松　拓弥（03） 13.33

100m 4 予選 2 -1.7 5 濱谷　友海（02） 13.65

山縣　広大（02） 12.65 3 中村　仁（02） 12.99 4

100m 4 予選 1 +0.1 1

6 板橋　幸平（04） 14.90 7 中　大尭（03） 15.02

松本　愛菜（07） 17.72 4 田中　悠菜（06） 18.02

100m 4 予選 1 +0.1

佐藤　未来（07） 16.27 2 森本　祐加（06） 16.47 3

100m 4 予選 2 -1.2 1 高木　日夏里（06）

5 井畑　紅愛（06） 19.91

17.01 4 岡室　志桜（07） 20.6316.52 2 愛宕　美裕（07） 16.80 3 安田　絢（07）



期日 審判長

陸協名 海南海草地方陸上競技  30 競技会名 第47回 海南海草地方陸上競技選手権大会 16300715 記録主任

主催団体名 海南海草地方陸上競技協会 競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 301010 記録員

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

トラック種目・全種別・予選・記録表（男女）

2016年9月4日

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 競技者名（生年） 記録

和歌山

のかみAC・3

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山
和歌山陸上クラブ・6 海南アスリート・6 海南アスリート・6 のかみAC・5

和歌山 和歌山 和歌山

のかみAC・5 海南アスリート・5 のかみAC・6

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

紀の国AC・5 のかみAC・6 海南アスリート・6 紀の国AC・5

和歌山 和歌山

のかみAC・6 海南アスリート・6

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

海南アスリート・5 海南アスリート・5 海南アスリート・5 紀の国AC・5

和歌山 和歌山 和歌山

紀の国AC・6 海南アスリート・5 海南アスリート・6

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

野上中・2 野上中・2 下津第二中・2 海南中・1

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

海南第三中・2 海南第三中・2 海南中・2 海南第三中・2

和歌山

亀川中・1

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

海南中・1 海南中・2 野上中・1 下津第二中・1

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

野上中・3 下津第二中・1 海南第三中・2 海南中・2

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

亀川中・2 海南第三中・1 海南中・2 海南第三中・2

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

亀川中・1 下津第二中・2 下津第二中・1 下津第二中・1

100m 4 予選 2 -1.2 5

100m 4 予選 1 +0.3 1 中俣　真菜美（05） 14.38

井畑　怜愛（07） 22.05

4 田渕　和香奈（05） 15.86

100m 4 予選 1 +0.3 5 川﨑　百夏（05）

2 橋本　亜美（04） 14.84 3 前山　瑠菜（04） 15.61

100m 4 予選 2 +0.5

16.37 6 坂本　みなみ（05） 17.11

15.611 成川　咲菜（05） 14.52 2 松山　千夏（04） 14.95

18.227 田中　千裕（05）

予選 2 +0.5 5

3 谷奥　里々佳（04） 14.98 4 谷所　翼（06）

100m 4 予選 3 +0.5 1 林　華菜（05） 14.54 2

前久保　唯依（04） 16.81 6 中尾　彩愛（04） 16.89100m 4

谷本　理恵（06） 15.53

100m 4 予選 3 +0.5 5 橋爪　佐和（04） 15.96

三橋　杏菜（05） 15.07 3 堀内　彩花（05） 15.10 4

100m 4 予選 1 -0.4 1

6 小野　紗佳（06） 17.77 青木　羽希（04） DNS

100m 4 予選 1 -0.4

田渕　美沙紀（02） 13.39 2 井上　碧（03）

16.525 町田　琴羽（02） 15.17 6 大前　虹歌（02） 15.77

前北　朱莉（02） 15.04 4 末廣　千愛（03） 15.1014.41 3

予選 1 NI

7 久世　雅（02） 16.03 8 橋本　彩加（02）

100m 4 予選 2 -1.3 1 三上　菜乃花（03） 13.70

橋本　萌乃香（03） DNS100m 4

4 岸本　栞（03） 14.81

100m 4 予選 2 -1.3 5 藤井　春香（02）

2 中野　朱珠（02） 14.08 3 横山　桃花（04） 14.64

16.16 8 中谷　聖阿（02） 16.17

100m 4 予選 3 +1.0 1

14.95 6 岡本　こころ（03） 15.38 7 川下　真弥（02）

須川　七星（02） 14.54 4 鈴川　優奈（02） 14.66

100m 4 予選 3 +1.0

武田　眞菜（02） 14.13 2 池田　亜里紗（03） 14.42 3

7 濵端　蘭（03） 15.49 大谷　あづ実（03） DNS5 鳥羽　萌（03） 15.15 6 溝上　姫（02） 15.22



期日 審判長

陸協名 海南海草地方陸上競技 30 競技会名 第47回 海南海草地方陸上競技選手権大会 16300715 記録主任

主催団体名 海南海草地方陸上競技協会 競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 301010 記録員

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

大阪 和歌山

関西電力・大阪 和歌山大・6

和歌山 和歌山 和歌山

W.A.S 海南・1 耐久・2

和歌山 和歌山

和歌山大・2 海南・2

砲丸投 和歌山

7.26k(16#) 和歌山陸協

円盤投 和歌山

2.0k 和歌山陸協

やり投 和歌山 大阪 和歌山 和歌山

800g W.A.S OSAKA.TC・大阪 海南・1 近大生物理工

やり投 和歌山

800g 和歌山マスターズ

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

紀の国AC・5 のかみAC・4 のかみAC・4 のかみAC・3

和歌山 和歌山 和歌山

紀の国AC・5 のかみAC・3 のかみAC・3

和歌山

野上中・2

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

野上中・3 野上中・3 野上中・2 海南第三中・2

和歌山 和歌山

海南第三中・1 海南第三中・2

砲丸投 和歌山 和歌山 和歌山

5k 野上中・2 野上中・1 亀川中・1

円盤投 和歌山 和歌山

1.75k 海南・2 海南・1

和歌山

海南陸協

和歌山 和歌山

和歌山マスターズ 海南ＴＣ

和歌山

和歌山大・2

和歌山

海南・2

砲丸投 和歌山 和歌山

4k 和歌山商・2 海南陸協

円盤投 和歌山

1.0k 海南陸協

やり投 和歌山

600g 海南・2

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山
和歌山陸上クラブ・6 紀の国AC・5 海南アスリート・6 海南アスリート・5

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

海南アスリート・6 海南アスリート・6 のかみAC・5 紀の国AC・6

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

のかみAC・6 のかみAC・5 海南アスリート・5 海南アスリート・6

和歌山 和歌山 和歌山

のかみAC・4 紀の国AC・4 海南アスリート・4

和歌山 和歌山 和歌山

のかみAC・6 紀の国AC・6 のかみAC・6

フィールド種目・全種別・決勝・記録表（男女）

2016年9月4日

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

走高跳 4 決勝 1 1 崎山　浩行（89） 1.91 小坂　竜也（92） NM

4.72 (+1.8)

三段跳 4 決勝 1 1

6.88 (+0.7) 2 下垣内　眞紀（00） 6.23 (+0.8) 3 瀧本　大夢（00）走幅跳 4 決勝 1 1 田中　俊樹（92）

4 決勝 1 1 田上　貴之（85） 11.23

山﨑　達彦（96） 13.75 (+1.8) 2 木下　柊吾（00） 12.30 (+1.4)

4 決勝 1 1 田上　貴之（85） 26.78

4 決勝 1 1 児島　伸幸（92） 45.31 小方　秀紀（96） DNS

4 決勝 1 川島　康裕（72） DNS

57.59 2 福井　彬人（86） 51.42 3 吉田　航（00）

2.77 (+1.3) 3 三宅　皓大（07） 2.60 (0.0)

ジャベリックスロー 4 決勝 1 1 川尾　春翔（06）

3.69 (+1.7) 1 松田　悠希（06） 3.41 (+0.3) 2 松山　和暉（06）走幅跳 4 決勝 1 1 川尾　春翔（06）

DNS

走高跳 4 決勝 1 1

25.20 2 川﨑　晴斗（07） 15.21 三宅　皓大（07）

走幅跳 4 決勝 1 1 西川　諄（02） 5.63 (+1.7) 2

大竹　優星（02） 1.40

濱谷　友海（02） w4.49 (+4.3)

走幅跳 4 決勝 1 松木　亮太（03） DNS

西川　諒（02） 4.90 (+1.7) 3 平松　拓弥（03） 4.85 (+1.4) 4

4 決勝 1 1 中村　仁（02） 7.17

亀井　海星（02） DNS

4 決勝 1 1 笹倉　拓真（99） 31.98

2 塩崎　佳理（03） 5.17 3 岩橋　悠太（03） 5.00

走高跳 4 決勝 1 1

2 横貫　潤太（00） 22.67

走幅跳 4 決勝 1 1 鈴木　佳人（73） 5.01 (+0.5) 2

長谷　利明（45） 1.35

走高跳 4 決勝 1 1 井上　美波（96）

森下　茂行（74） 4.97 (-0.2)

走幅跳 4 決勝 1 1 加納　麻衣（99） 4.38 (+0.3)

1.55

4 決勝 1 1 中井　萌絵（99） 11.05

4 決勝 1 1 細田　裕子（69）

2 細田　裕子（69） 9.68

4 決勝 1 1 市場　七菜（00） 30.25

35.10

走幅跳 4 決勝 1 1 中俣　真菜美（05） 4.11 (+1.4) 4 三橋　杏菜（05） 3.57 (+2.0)

走幅跳 4 決勝 1 5 前山　瑠菜（04） 3.43 (+1.0)

2 成川　咲菜（05） 3.99 (+1.5) 3 橋本　亜美（04） 3.68 (-3.0)

8 渕川　桃未（04） 3.34 (+1.0)

走幅跳 4 決勝 1 9 松山　千夏（04） 3.20 (-1.0)

6 谷奥　里々佳（04） w3.41 (+2.4) 7 田渕　和香奈（05） w3.39 (+3.3)

12 中尾　彩愛（04） 2.63 (+0.5)

走幅跳 4 決勝 1 1 佐藤　未来（07） 3.05 (+1.4)

10 川﨑　百夏（05） 3.00 (+0.9) 11 坂本　みなみ（05） 2.77 (-0.5)

ジャベリックスロー 4 決勝 1 1 根来　智絵里（05）

2 森本　祐加（06） 2.91 (-0.1) 3 愛宕　美裕（07） 2.71 (+1.6)

25.6039.08 2 渕川　桃未（04） 29.64 3 田中　千裕（05）



期日 審判長

陸協名 海南海草地方陸上競技 30 競技会名 第47回 海南海草地方陸上競技選手権大会 16300715 記録主任

主催団体名 海南海草地方陸上競技協会 競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 301010 記録員

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

フィールド種目・全種別・決勝・記録表（男女）

2016年9月4日

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

和歌山 和歌山 和歌山

下津第二中・2 下津第二中・2 野上中・2

和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

東海南中・2 海南中・2 海南第三中・2 海南第三中・2

和歌山 和歌山

下津第二中・1 野上中・1

砲丸投 和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

2.72k(6#) 亀川中・2 下津第二中・2 下津第二中・1 下津第二中・1

砲丸投 和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

2.72k(6#) 野上中・3 海南中・2 下津第二中・1 下津第二中・1

円盤投 和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

1.0k 下津第二中・1 野上中・2 下津第二中・1 下津第二中・1

走高跳 4 決勝 1 1 古谷　明日香（02） 1.20大桑　美羽（03） 1.38 2 前北　朱莉（02） 1.25 3

3.60 (+1.0) 4 鈴川　優奈（02） 3.55 (-0.1)

走幅跳 4 決勝 1 5 岡本　こころ（03）

4.56 (+1.3) 2 須川　七星（02） 3.73 (+1.5) 3 町田　琴羽（02）走幅跳 4 決勝 1 1 森下　実紅（03）

3.44 (+1.1) 岩橋　加奈（03） DNS

4 角田　依織（03） 6.39

4 決勝 1 5 藤井　春香（02） 6.10 6

2 大桑　美羽（03） 8.63 3 岸本　栞（03） 7.704 決勝 1 1 松本　姫那（02） 9.00

4 決勝 1 1 角田　依織（03） 14.73 2 山本　真奈美（03）

中谷　聖阿（02）

11.2513.85 3 露峯　恋（03） 11.66 4 濵端　蘭（03）

大谷　あづ実（03） DNS6.08 7 露峯　恋（03） 5.20


