
日付 種目
池邉　裕太(3)  35.41 大又　彪雅(2)  35.67 福田　直生(3)  35.94 伊藤　宏至(3)  35.96 中瀨　健太(2)  37.22 晄　眞空(1)  37.25 川上　琢豊(2)  37.85 山下　泰典(2)  38.07
和歌山北 和歌山北 和歌山北 和歌山北 熊野 熊野 和歌山北 和歌山工
駒井　智己(4)  1:23.62 阿部　広樹(4)  1:23.87 佐原　壮大郎(2)  1:24.87 中瀨　健太(2)  1:25.18 岩崎　稀優(1)  1:26.95 南村　椋大(1)  1:28.35 根来　賢太郎(1)  1:28.52 木下　拓海(2)  1:29.26
大阪府立大・大阪 大阪体育大・滋賀 耐久 熊野 笠田 耐久 那賀 粉河
佐原　壮大郎(2)  4:18.41 水越　陸(2)  4:19.58 藤原　啓史  4:23.55 小山　智成(1)  4:31.11 豆塚　大地(1)  4:31.16 田村　翔(3)  4:34.11 前田　直輝(2)  4:34.41 向井　空海(3)  4:35.41
耐久 和歌山商 近大生物理工 日高 箕島 貴志川中 那賀 西脇中
花本　達紀(3)  8:54.28 北山　諒太(3)  8:58.24 上北　阿槻(3)  8:59.71 若林　宏樹(3)  9:03.73 下津　開生(3)  9:04.59 久保　亮太(2)  9:27.88 中野　敢太(1)  9:32.69 上田　大誠(3)  9:34.65
亀川中 亀川中 西脇中 下津第二中 海南中 大成中 智辯和歌山 東海南中
都築　勇貴(2)  14:44.93 野村　優作(2)  14:57.24 家吉　新大(1)  15:02.37 西野　元喜(3)  15:03.10 小久保　星音(1)  15:07.94 坂口　博基(3)  15:15.92 佐野　智哉(3)  15:23.70 中田　奎人(3)  15:26.15
田辺工 田辺工 和歌山北 南部 和歌山北 和歌山北 和歌山北 和歌山北
伊藤　宏至(3)  39.14 大又　彪雅(2)  39.50 福田　直生(3)  40.08 安達　蓮(1)  40.84 森本　太喜(3)  41.67 寺下　公貴(2)  42.28 大浦　竜城(3)  42.55 永井　翔(1)  42.96
和歌山北 和歌山北 和歌山北 熊野 尼崎北・兵庫 和歌山北 和歌山北 神島
児島　伸幸  56.65 内藤　克己  48.12 田上　貴之  35.69 西脇　博之  25.88
W.A.S 和歌山陸協 和歌山マスターズ とのめ内装
谷野　弘樹(2)  56.02 稗田　敦哉(1)  55.73 土永　雅也(1)  51.87 吉田　航(2)  48.66 橋本　圭司(1)  43.10 西口　拓茉(1)  42.41 若松　澄一郎(2)  41.63 廣村　昂紀(1)  41.53
和歌山北 田辺 和歌山北 海南 和歌山工 和歌山北 千里・大阪 田辺
深瀬　央登(6)  4:54.72 上畑　陸(6)  4:56.06 岩本　瑠衣(5)  5:31.88 福居　京弥(5)  5:37.78 大垣内　流輝(5)  5:52.56 寒川　斗環(3)  6:36.48
龍神ＳＣ UAC 龍神ＳＣ GOBOクラブ 龍神ＳＣ 龍神ＳＣ
嶋本　藍聖(2)  12.24 増本　航弥(2)  8.07
御坊中 河北中
増本　航弥(2)  24.08 若林　俊公(1)  14.64
河北中 金屋中
今永　翔真(1)  9.88 福島　達也(2)  8.97 稗田　敦哉(1)  8.96 宇治田　龍杜(1)  8.11
開智 開智 田辺 粉河
速水　雷太(1)  34.18 廣村　昂紀(1)  33.37 東垣内　健人(2)  31.37 川上　悠希(1)  30.77
和歌山工 田辺 箕島 箕島
柏木　克典(2)  54.63 山﨑　雄飛(2)  45.04 速水　雷太(1)  43.91 武田　駿(2)  43.02 湯川　海(1)  31.86 岡本　有平(1)  31.41
和歌山工 和歌山工 和歌山工 和歌山北 日高 和歌山北
小田　梨織(1)  42.01 亀田　鈴香(2)  43.79 岡　彩美(2)  44.21 山根　亜伽莉(2)  44.39 金岡　柚季(2)  44.69 杉山　侑(1)  44.73 塩谷　悠妃(2)  45.00 森下　萌夏(1)  45.25
熊野 和歌山北 田辺 熊野 那賀 和歌山北 桐蔭 桐蔭
山本　千聖(1)  1:43.41 塩谷　悠妃(2)  1:47.60 亀田　鈴香(2)  1:52.97 川端　佑衣里(2)  1:53.83 津田　真実(2)  1:54.11 吉丸　侑希(2)  1:56.07 川神　茜(1)  1:59.40 井上　裟理(1)  2:00.46
田辺 桐蔭 和歌山北 向陽 西脇中 桐蔭 耐久 笠田
世儀　十那実(2)  5:14.35 松原　由佳(1)  5:16.12 西谷　美咲(2)  5:20.49 宮井　望嘉(1)  5:23.78 坂口　美瑠(2)  5:27.76 岩﨑　愛佳(1)  5:30.75 松下　佳歩(2)  5:31.45 岩井　優花(1)  5:38.84
貴志川中 智辯和歌山 向陽中 向陽 箕島 日高 西脇中 貴志川中
小倉　稜央(1)  9:50.40 松尾　萌花(1)  10:01.81 吉田　藍(1)  10:03.32 上畑　真由(1)  10:04.12 福岡　真悠莉(1)  10:14.11 鹿嶋　仁渚(1)  10:18.80 古久保　仁紅(3)  10:21.29 清水　梨穂(2)  10:22.63
和歌山北 和歌山北 和歌山北 UAC 和歌山北 和歌山北 田辺中 神島
高橋　美帆(3)  19:31.57
和歌山県立医科大

谷口　紗彩(2)  49.37 大峰　野々花(2)  49.70 宮西　柚帆(1)  50.99 濵窄　咲桜(1)  51.56 渡邉　星奈(1)  51.97 土谷　悠(2)  52.10 湊　杏梨(2)  52.37 杉本　千乃(1)  52.80
和歌山商 田辺 那賀 田辺 桐蔭 和歌山北 和歌山北 熊野
田畑　奈都希(1)  3.20
桐蔭
安川　百香(1)  7.84 芝田　栞(1)  7.17 佐田　春菜(1)  6.02 立山　麗華(2)  5.59
開智 熊野 神島 神島
榎本　茜草(2)  32.17 鳥松　あかね(1)  30.01 花本　里美(1)  26.19 内田　めぐみ(2)  20.31 御堂　葵依(2)  19.85 小倉　春菜(2)  15.71 得津　美祈(2)  14.23 國﨑　穗香(2)  12.01
和歌山商 日高 田辺 河北中 紀之川中 紀之川中 紀之川中 紀之川中
木坊子　裕葉(1)  34.03 藤原　那月(2)  33.37 吉野　未歩(2)  30.42 野口　亜里紗(1)  29.46 花本　里美(1)  24.39
日高 和歌山北 海南 和歌山商 田辺
榎本　茜草(2)  30.29 中尾　莉子(1)  28.30 川口　真季(1)  28.25 土屋　萌(1)  26.70 松本　捺季(2)  23.33 湯川　瑠美(1)  21.06 芝田　栞(1)  20.92 大橋　雛(1)  18.61
和歌山商 開智 笠田 耐久 熊野 耐久 熊野 向陽
岩﨑　祐佳(5)  5:40.74 手谷　朱莉(5)  6:11.17 北野　優姫(6)  6:26.04
GOBOクラブ 龍神ＳＣ GOBOクラブ
市耒　優羽(2)  7.67 内田　めぐみ(2)  7.31 岩本　天音(1)  6.66 北田　花菜(1)  6.24 田井　萌々華(2)  6.07 池田　愛空(2)  5.45
向陽中 河北中 龍神中 龍神中 向陽中 河北中
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