
日付 種目

荒木　基(3)  34.38 村端　宥人(2)  35.51 晄　眞空(2)  35.82 岩崎　稀優(2)  35.85 杉本　陸(2)  36.10 味方　海斗(1)  36.14 安達　蓮(2)  36.38 山本　裕士(2)  36.44

和歌山北 関西学院大 熊野 笠田 摂南大 大阪府立大・大阪 熊野 笠田

嵐　健太(1)  1:24.96 川口　拓己(2)  1:25.53 島田　寛也(2)  1:26.68 志波　李空(2)  1:27.83 田村　翔(1)  1:30.62 橋爪　虎太郎(1)  1:33.88 土肥　諄也(2)  1:46.61

大阪府立大・大阪 智辯和歌山 箕島 熊野 和歌山北 笠田 河北中

福島　直樹(1)  4:26.19 池尻　拓未(2)  4:28.87 志波　李空(2)  4:28.97 寺前　友樹(5)  4:32.08 宮井　一篤(2)  4:34.16 谷本　大祥(3)  4:40.73 井関　翔真(1)  4:43.29 嶋本　悠(1)  4:46.15

河北中 和歌山工 熊野 和歌山県立医科大 和歌山工 下津第二中 河北中 箕島

植阪　嶺児(2)  9:00.90 伊藤　凛々斗(2)  9:07.85 久保　亮太(3)  9:09.08 田中　陽貴(3)  9:10.95 福井　創大(3)  9:14.07 川手　友希(3)  9:17.39 大家　利公(3)  9:18.22 豆塚　大地(2)  9:18.44

古佐田丘中 巽中 大成中 桐蔭中 紀之川中 大成中 大成中 箕島

都築　勇貴(3)  14:33.83 折口　雄紀(2)  14:38.67 家吉　新大(2)  14:49.01 小久保　星音(2)  14:54.56 野村　優作(3)  15:00.70 下津　開生(1)  15:16.01 谷口　博紀(4)  15:16.85 山崎　寛太(2)  15:26.58

田辺工 智辯和歌山 和歌山北 和歌山北 田辺工 智辯和歌山 京都大 智辯和歌山

志摩　有哉(4)  37.46 伊藤　大翔(2)  38.34 安達　蓮(2)  39.71 松場　文哉(1)  39.93 古川　樹(1)  41.32 大矢　浩嵩(2)  43.32 西中　隆斗(3)  43.36 津多　成輔  44.53

関西学院大・兵庫 桃山学院大 熊野 熊野 熊野 熊野 大阪商業大 筑波大学陸上同好会・茨城

水口　智貴(3)  4.20 福井　誠大(3)  3.40

近大和歌山中 近大和歌山中

西口　拓茉(2)  61.41 稗田　敦哉(2)  57.94 土永　雅也(2)  53.62 大前　敬信(1)  50.01 橋本　圭司(2)  46.31 晄　眞空(2)  39.19 小倉　伊楓(1)  34.28 畠中　悠人(1)  28.51

和歌山北 田辺 和歌山北 和歌山北 和歌山工 熊野 熊野 和歌山

大前　敬信(1)  13.23 晄　眞空(2)  9.23

和歌山北 熊野

大前　敬信(1)  37.86 川上　悠希(2)  35.49 平松　莉樹(1)  26.97 延坂　智哉(1)  22.63

和歌山北 箕島 箕島 箕島

大島　ブルースリー(2)  14.41 大島　サムソンリー(1)  8.32

城東中 城東中

大島　ブルースリー(2)  35.29 大島　サムソンリー(1)  21.66

城東中 城東中

山本　久記(6)  4:59.43 辻本　幸星(6)  5:07.09 宮田　翔(6)  5:08.33 宮田　尊(6)  5:18.11 堺　琥芭久(6)  5:21.63 杉林　良現(6)  5:34.23 大垣内　流輝(6)  5:35.56 岩本　瑠衣(6)  5:39.51

有田JAC 紀の国AC 紀の国AC 紀の国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 龍神ＳＣ 龍神ＳＣ

堂西　愛加(1)  42.89 南方　美羽(1)  43.17 杉山　侑(2)  43.26 小栗　七海(1)  43.42 杉本　千乃(2)  44.01 恩田　怜奈(1)  44.18 小谷　真褒(2)  44.21 中野　悠菜(1)  44.71

和歌山北 和歌山北 和歌山北 和歌山北 熊野 和歌山北 熊野 和歌山北

山本　千聖(2)  1:40.24 松峯　光里(1)  1:40.79

田辺 大阪府立大・三重

林　静里奈(2)  5:03.60 堀江　里緒(1)  5:37.18 三枝　美月(1)  5:39.15 藤野　茜(1)  5:42.29 小川　琴音(1)  5:49.64

箕島 紀見北中 大阪府立大・大阪 紀見北中 熊野

上畑　真由(2)  9:50.68 松原　由佳(2)  10:13.83 大江　咲歩(2)  10:14.23 高橋　美帆(4)  10:15.10 八幡　羽生(3)  10:16.70 大木原　礼彩(2)  10:18.19 山本　実那(3)  10:18.60 福居　夏帆(1)  10:19.61

UAC 智辯和歌山 田辺中 和歌山県立医科大 下津第二中 東陽中 文成中 智辯和歌山

杉本　千乃(2)  49.56 野田　楓海(2)  52.89 渥美　世梨香(1)  55.53

熊野 箕島 箕島

田畑　奈都希(2)  3.60

桐蔭

喜多嶋　良子  10.06 川口　真季(2)  9.73 芝田　栞(2)  8.01 中野　朱珠(1)  6.29

三重マスターズ 笠田 熊野 箕島

喜多嶋　良子  35.45 花本　里美(2)  29.51 藤木　心愛(2)  20.95

三重マスターズ 田辺 河北中

野間　名津巳(1)  35.99 川口　真季(2)  31.26 芝田　栞(2)  25.18 林　静里奈(2)  24.63

和歌山北 笠田 熊野 箕島

溝口　和花(4)  6:04.93 硲　也華(5)  6:19.10 藤木　鈴(5)  6:22.92 若松　亜衣(4)  6:23.77 田首　奈己(3)  7:14.26

龍神ＳＣ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ
小学女子 11月24日 1500m

11月24日 円盤投

11月24日 やり投

11月24日 棒高跳

11月24日 砲丸投

11月24日 3000m

11月24日 300mH

11月24日 600m

11月24日 1500m

小学男子 11月24日 1500m

共通女子 11月24日 300m

中学男子 11月24日 砲丸投

11月24日 円盤投

高校男子 11月24日 砲丸投

11月24日 円盤投

11月24日 棒高跳

11月24日 やり投

11月24日 5000m

11月24日 300mH

11月24日 1500m

11月24日 3000m

7位 8位

共通男子 11月24日 300m

11月24日 600m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会

競技会名 第１０回和歌山陸上競技協会記録会
期日・時刻 2018/11/24 審判長

競技場名 紀三井寺公園 記録主任


