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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

11 4 9 15 晴 16.5 41 北北東 1.4
11 4 10 0 晴 18 49 東 0.4
11 4 11 0 晴 18.5 49 東南東 0.7
11 4 12 0 晴 18 53 東南東 0.5

開催日 2018年11月4日(日)
気象条件

備考

競技場 紀三井寺公園陸上競技場

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 第４回海南ジュニアランニングチャレンジ
主催者 海南市体育事業実行委員会　海南海草地方陸上競技協会



競技会名
主催
主管
会場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム 氏名 所属 期日

男子小学3年1500m 決勝 GR  5分52秒04 岡本　玲哉 亀川小 2018/11/4

男子小学3年1500m 決勝 GR  6分00秒33 池原　蓮太 黒江小 2018/11/4

男子小学3年1500m 決勝 GR  6分03秒03 宮川　陽南太 智辯小 2018/11/4

男子小学4年1500m 決勝 GR  5分37秒62 岩本　悠郁斗 ソラティオーラ 2018/11/4

男子小学4年1500m 決勝 GR  5分39秒41 山本　潤 亀川小 2018/11/4

男子小学5年1500m 決勝 GR  5分27秒29 鳴神　知希 加茂川小 2018/11/4

男子小学6年1500m 決勝 GR  5分07秒62 辻本　幸星 中野上小 2018/11/4

男子中学1年3000m 決勝 GR  9分58秒45 若林　良樹 下津第二中 2018/11/4

男子中学2年3000m 決勝 GR  9分35秒52 嶋田　聖輝 海南中 2018/11/4

男子中学2年3000m 決勝 GR  9分36秒64 三栖　滉介 海南中 2018/11/4

男子中学2年3000m 決勝 GR  9分43秒86 露口　大地 海南中 2018/11/4

男子中学2年3000m 決勝 GR  9分48秒64 上田　樹 海南中 2018/11/4

女子小学3年1500m 決勝 GR  6分22秒05 口井　菜暖 北野上小 2018/11/4

女子中学1年2000m 決勝 GR  6分39秒44 菱山　愛里 海南中 2018/11/4

女子中学1年2000m 決勝 GR  6分59秒87 谷所　翼 下津第二中 2018/11/4

女子中学1年2000m 決勝 GR  7分16秒07 牧原　優羽 海南第三中 2018/11/4

女子中学1年2000m 決勝 GR  7分16秒43 黒土　萌衣 亀川中 2018/11/4

女子中学1年2000m 決勝 GR  7分20秒52 酒井　瑠菜 東海南中 2018/11/4

女子中学3年2000m 決勝 GR  6分53秒95 八幡　羽生 下津第二中 2018/11/4

女子中学3年2000m 決勝 GR  6分55秒64 野田　桂都 亀川中 2018/11/4

第４回海南ジュニアランニングチャレンジ
海南市体育事業実行委員会　海南海草地方陸上競技協会
海南海草地方陸上競技協会
紀三井寺公園



種別 種目
岡本　玲哉(3)  5:52.04 池原　蓮太(3)  6:00.33 宮川　陽南太(3)  6:03.03 千原　元(3)  6:10.17 小野　智矢(3)  6:21.31 南出　悠人(3)  6:21.55 谷口　遼(3)  6:29.57 南　悠成(3)  6:33.63

亀川小 GR 黒江小 GR 智辯小 GR ソラティオーラ 海南アスリート 海南アスリート ソラティオーラ ソラティオーラ

岩本　悠郁斗(4)  5:37.62 山本　潤(4)  5:39.41 大西　滉哉(4)  5:44.11 森本　朔太朗(4)  5:48.32 谷本　憲彦(4)  5:49.13 原田　橙弥(4)  5:49.42 浦野　元気(4)  5:50.97 松尾　未来歩(4)  5:51.43

ソラティオーラ GR 亀川小 GR 内海小 ソラティオーラ 大東小 ソラティオーラ ソラティオーラ ソラティオーラ

鳴神　知希(5)  5:27.29 池原　紀海人(5)  5:31.83 岩本　葵葉(5)  5:47.60 東　祐輝(5)  5:49.21 二之段　開生(5)  5:50.33 林　龍雅(5)  6:01.20 南　健人(5)  6:09.39 國見　泰輝(5)  6:12.04

加茂川小 GR 黒江小 下津サッカークラブ 日方小 巽小 海南アスリート 大野小 躰道スポーツ少年団

辻本　幸星(6)  5:07.62 上田　恭大(6)  5:12.04 末廣　千晶(6)  5:31.31 森脇　大翔(6)  5:39.56 橋爪　奏太(6)  5:42.05 出口　寛章(6)  5:49.83 廣瀬　智揮(6)  6:00.10 石川　珀緋(6)  6:20.28

中野上小 GR 黒江小 ゆうゆうスポーツクラブ海南南野上小 下津サッカークラブ 大野小 内海小 下津サッカークラブ

若林　良樹(1)  9:58.45 川口　大翔(1)  10:12.00 下津　遥功(1)  10:28.96 森　駿士(1)  10:53.09 西川　侍元(1)  10:53.63 宮本　隆太郎(1)  10:55.66 谷本　空都(1)  11:00.97 小住　渉太(1)  11:03.36

下津第二中 GR 海南FCエンジェルス 海南中 海南FCエンジェルス 下津第二中 亀川中 海南中 海南FCエンジェルス

嶋田　聖輝(2)  9:35.52 三栖　滉介(2)  9:36.64 露口　大地(2)  9:43.86 上田　樹(2)  9:48.64 森岡　篤史(2)  10:12.65 宮本　光誠(2)  10:16.01 森脇　悠翔(2)  10:33.94 岩瀬　悠人(2)  10:33.98

海南中 GR 海南中 GR 海南中 GR 海南中 GR 下津第二中 亀川中 東海南中 海南FCエンジェルス

田中　陽貴(3)  9:26.37 小林　正知(3)  9:37.67 西川　翔太朗(3)  9:48.52 谷本　大祥(3)  9:57.37 辻本　雅斗(3)  10:00.49 山村　竜士(3)  10:03.61 表野　莉久(3)  10:06.73 井上　航(3)  10:25.31

桐蔭中 東海南中 海南中 下津第二中 亀川中 海南中 東海南中 巽中

口井　菜暖(3)  6:22.05 愛宕　花梨(3)  6:44.38 児玉　遥(3)  6:53.73 塩﨑　萌以(3)  7:14.03 野上　由衣(3)  7:19.28 寺下　瑞愛(3)  8:13.39

北野上小 GR 海南アスリート 巽小 ソラティオーラ ソラティオーラ ソラティオーラ

菖蒲奥　妃羅(4)  6:34.11 西本　朱莉(4)  6:38.74 黒土　結衣(4)  6:41.48 石川　結羽(4)  7:03.18 堂山　怜香(4)  7:14.38 藤本　宙(4)  7:19.31 小瀬　菜乃葉(4)  7:41.19

加茂川小 加茂川小 亀川小 大野小 海南アスリート 大東小 黒江小

宮田　夕渚(5)  6:13.94 後呂　彩倉(5)  6:22.96 大西　暖香(5)  6:27.59 小杉　柚葉(5)  8:04.37

下津サッカークラブ 巽小 内海小 海南アスリート

東野　志美(6)  5:50.45 西川　真凛(6)  6:31.33 愛宕　美裕(6)  6:35.13 濱端　裕奈(6)  6:48.79

大東小 大東小 海南アスリート 内海小

菱山　愛里(1)  6:39.44 谷所　翼(1)  6:59.87 牧原　優羽(1)  7:16.07 黒土　萌衣(1)  7:16.43 酒井　瑠菜(1)  7:20.52 東垣内　夏妃(1)  7:30.46 出﨑　香菜(1)  7:32.97 御前　ひかり(1)  7:47.94

海南中 GR 下津第二中 GR 海南第三中 GR 亀川中 GR 東海南中 GR 亀川中 海南第三中 亀川中

松木　樺菜(2)  7:01.72 前田　暁帆(2)  7:07.20 渕川　桃未(2)  7:10.39 岡　七実(2)  7:39.62 岡　遊楽(2)  8:09.81 谷奥　里々佳(2)  8:23.58 橋本　亜美(2)  8:28.06 釜中　樹奈(2)  8:29.96

亀川中 海南第三中 和大附中 下津第二中 東海南中 下津第二中 下津第二中 東海南中

八幡　羽生(3)  6:53.95 野田　桂都(3)  6:55.64

下津第二中 GR 亀川中 GR

第4回海南ジュニアランニングチャレンジ （大会コード：18300722）

競技場コード：301010

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（10時現在）　天候：晴　気温：16.5℃　湿度：41％　風向：東　風速：0.4ｍ／S

総　務：川村　栄司　　審判長：山下　三晴　　記  録  主  任：滝上　勝也主催：海南市体育事業実行委員会　海南海草地方陸上競技協会

平成30年11月4日（日）
紀三井寺公園陸上競技場
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