
日付 種目

松村　泰知  13.13 (-1.3) 須佐見　容平  13.28 (-1.3) 潮﨑　陽希  13.78 (-1.3) 江藤　敦史  14.86 (-1.3) 杉林　良現  15.45 (-1.3) 前田　篤志  15.61 (-1.3) 高山　樹希  15.88 (-0.2) 堺　琥芭久  16.09 (-1.3)

紀の国AC 紀の国AC 田辺AC 田辺AC 本宮子どもスポーツクラブ 田辺AC 田辺AC 本宮子どもスポーツクラブ

津村　良介  2:58.16 川上　祐正  3:00.01 堀木　朝日  3:04.95 澤越　庵治  3:07.45 嶋本　崇良  3:08.30 谷　弘明  3:09.18 森　一歩葵  3:10.49 濵　歩斗  3:14.80

すさみ陸上クラブ 田辺AC 田辺AC 田辺AC 田東 スパスポAC スパスポAC 太地陸上クラブ

上畑　陸  5:00.07 辻本　幸星  5:21.39 江藤　敦史  5:30.45 杉林　良現  5:39.80 堺　琥芭久  5:55.57 平野　志佳  6:02.16 執行　奏汰  6:04.94 橋本　羚杏  6:06.97

UAC 紀の国AC 田辺AC 本宮子どもスポーツクラブ 本宮子どもスポーツクラブ 田辺AC 太地陸上クラブ 田辺AC

大岡　諒真  w11.21 (+3.1) 大野　晋太郎  w11.30 (+3.1) 晄　眞空  w11.51 (+3.1) 柴田　俊介  w11.59 (+3.1) 坂倉　新太郎  w11.62 (+3.1) 安達　蓮  w11.67 (+3.1) 高野　勇斗  w11.74 (+2.1)

串本古座 熊野 熊野 田辺 熊野 熊野 串本古座

中瀨　健太  w11.67 (+2.1)

熊野

中瀨　健太  51.28 柴田　俊介  51.56 晄　眞空  51.91 大野　晋太郎  53.63 安達　蓮  53.64 坂倉　新太郎  54.17 川口　雄也  54.34 大矢　浩嵩  57.07

熊野 田辺 熊野 熊野 熊野 熊野 熊野 熊野

切畑　時  4:33.34 岩鼻　唯叶  4:35.34 早川　和希  4:42.82 浅岡　眞静  4:45.01 志波　李空  4:58.70 坂倉　幸之介  5:02.36 福岡　大征  5:08.65 道畑　一哉  5:08.75

串本古座 耐久中 熊野 東陽中 熊野 衣笠中 高雄中 東陽中

片山　茂  9:51.26 鈴木　涼太  10:47.18 堀　友哉  10:47.21 上平　椋也  10:51.84 田上　貴大  11:07.72 丸山　椰尋  11:16.23 井口　晃惺  11:24.65 佐多　慎乃輔  11:40.94

田辺 上富田中 上富田中 衣笠中 高雄中 上富田中 東陽中 上富田中

山本　恵衣和  13.47 (+1.5) 髙橋　こつる  13.62 (+1.5) 南方　麻央  14.15 (+1.5) 山崎　由季  14.17 (+1.5) 荒居　美咲  14.62 (+1.5) 杉谷　桃  14.70 (-1.0) 福原　絢音  14.93 (+1.5) 松前　希佳  14.95 (-1.0)

上富田ＡＣ 上富田ＡＣ 紀の国AC 里風 田辺AC 田辺AC 和歌山陸上クラブ 田辺AC

濵野　楓  2:59.62 森　一桃  3:01.48 坂本　鶴月  3:16.74 石橋　雪乃  3:22.80 山崎　日花里  3:28.30 丸屋　羽月  3:39.11 小嶋　瑞希  3:39.54 桂　美結  3:40.95

田辺AC スパスポAC 田東 田辺AC すさみ陸上クラブ 田辺AC 田辺AC すさみ陸上クラブ

山中　優依  5:22.51 柏木　星空  5:34.52 楠本　七瀬  5:36.26 清水　結蘭  5:38.38 石橋　京華  6:04.56 清水　瑛恋  6:09.60 山崎　聖七  6:10.68 田中　里央菜  6:19.00

田辺AC 本宮子どもスポーツクラブ 田辺AC 田辺AC 田辺AC 田辺AC すさみ陸上クラブ 新二

小田　梨織  w12.46 (+2.9) 南方　美羽  w12.59 (+2.9) 山根　亜伽莉  w13.04 (+2.9) 杉本　千乃  w13.44 (+2.9) 小谷　真褒  w13.48 (+2.9) 大峰　野々花  w13.55 (+2.9) 中俣　真菜美  13.85 (+0.6) 津田　怜奈  13.98 (+0.6)

熊野 和大附中 熊野 熊野 熊野 田辺 東海南中 上富田中

小田　梨織  1:01.84 山根　亜伽莉  1:02.45 福原　結香  1:02.61 大峰　野々花  1:02.85 山本　千聖  1:03.07 小谷　真褒  1:04.16 濵窄　咲桜  1:05.47 杉本　千乃  1:08.48

熊野 熊野 清風南海中 田辺 田辺 熊野 田辺 熊野

上畑　真由  4:50.95 大江　咲歩  5:00.07 大木原　礼彩  5:05.67 楠本　凪  5:12.27 岩間　咲花  5:14.88 寺本　桜  5:20.28 天野　桃花  5:29.96 楠本　風花  5:30.16

UAC 田辺中 東陽中 高雄中 高雄中 高雄中 東陽中 高雄中

競技場名 田辺スポーツパーク陸上競技場 記録主任 前　恵太

主催団体名 田辺･西牟婁陸上競技協会 陸協名 田辺･西牟婁陸協
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w (wind assist) : 追風参考
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