
日付 種目

寒川　健志朗  3:01.12 山本　大惺  3:02.39 清水　琉生  3:05.47 嶋本　崇佑  3:12.38 吉田　大佑  3:12.95 坂内　尊  3:22.28 鈴木　快陸  3:22.76 木下　由翔  3:24.86

上山路 南新万子ク 田辺AC 新万わかば子どもクラブ 南新万子ク 会津 田辺AC 新庄

川上　祐正  5:33.18 川口　旺丞  5:34.55 堀木　朝日  5:39.90 澤越　庵治  5:42.94 山畑　陽  5:51.84 榎本　大地  5:52.26 福本　祥大  5:57.78 谷　弘明  5:59.18

田一 GOBOクラブ 田辺AC 南新万子ク 上芳養 西富田 新庄 スパスポAC

中川　和貴  5:27.95 中尾　櫂  5:44.36 柳田　尚生  5:47.62 長野　承太郎  5:50.86 鳥山　凌佑  5:50.90 辻　俊作  5:54.37 木下　凱斗  5:57.42 山本　流碧  5:57.43

GOBOクラブ 由良小学校 あけぼの子ク すさみ陸上クラブ 南新万子ク 田辺AC 田辺AC 田二

和田　拓真  4:44.23 福居　京弥  4:55.48 山本　久記  5:07.61 宮田　翔  5:09.15 宮田　尊  5:16.77 奥山　将成  5:17.92 佐竹　槇生志  5:19.36 西　大誠  5:20.63

NARA-X・奈良 御坊市ジュニア駅伝 有田JAC 紀の国AC 紀の国AC 御坊市ジュニア駅伝 南白浜 GOBOクラブ

熊代　拓也  15:04.51 中川　裕斗  15:29.44 片山　茂  17:20.56 溝口　倫生  17:21.69 由良　勇人  18:33.22

和歌山陸協 南部 和歌山陸協 南部 南部

井関　正明  18:36.96

和歌山市

中平　久永  18:25.23 佐々　順一  23:23.68

田辺市 三重マスターズ

井関　翔真  10:10.73 湯本　翔也  10:20.56 石原　大暉  10:32.06 福本　和正  10:40.14 宮武　奏門  10:43.67 江藤　敦史  10:58.03 後藤　航大  11:01.40 尾﨑　孝健  11:06.44

河北中 上芳養中 松洋中 富田中 西脇中 田辺中 御坊市ジュニア駅伝 田辺中

寺井　京  9:33.12 川手　友希  9:40.33 宮本　優希  9:47.97 合川　歩輝  9:51.04 原　貫太  9:53.62 川口　大翔  9:54.12 髙垣　幸弥  9:55.29 中西　悠吏  10:02.59

衣笠中 御坊市ジュニア駅伝 東陽中 上秋津中 御坊市ジュニア駅伝 由良中 上秋津中 松洋中

上村　聖奈  3:12.39 小嶋　瑞希  3:19.06 田中　優菜  3:20.52 川崎　ゆず  3:24.32 久畑　唯衣  3:29.80 坂倉　朱音  3:30.56 太田　あおい  3:31.18 原崎　彩來  3:31.77

あけぼの子ク 田辺AC 中芳養 鮎川 会津 田辺AC 芳養 中芳養

坂本　鶴月  5:41.51 濵野　楓  5:46.49 森　一桃  5:49.73 溝口　和花  5:52.11 長濵　乃彩  6:00.06 鈴木　みのり  6:06.14 石橋　雪乃  6:06.53 川手　菜央  6:07.81

田辺AC 田辺AC スパスポAC 龍神ＳＣ 由良小学校 田辺AC 田辺AC GOBOクラブ

玉置　由奈  5:31.47 溝口　佳世  5:33.00 北野　杏奈  5:33.45 石橋　京華  5:39.94 木下　暖彩  5:51.05 堂下　向日葵  5:55.27 鈴木　那夏  6:04.12 池本　澪緒  6:21.60

御坊市ジュニア駅伝 御坊市ジュニア駅伝 御坊市ジュニア駅伝 田辺AC 御坊市ジュニア駅伝 上富田ＡＣ 本宮子どもスポーツクラブ 由良小学校

楠本　七瀬  5:16.98 岩﨑　祐佳  5:23.30 上村　椿  5:24.91 中西　晶萌  5:35.41 山崎　聖七  5:47.91 川上　知花  5:54.77 杉本　杏吏  6:15.36 森　るな  6:15.82

田辺AC 御坊市ジュニア駅伝 龍神ＳＣ GOBOクラブ すさみ陸上クラブ 田一 西富田 南白浜

堀木　真由  10:35.89 前岩　佑奈  11:38.56

和歌山RC 南部

山中　優依  11:05.65 米田　愛未  11:25.40 白樫　未鈴  12:00.51 沖平　マカナ  12:03.77 柏木　星空  12:07.04 古久保　悠良  12:09.64 片山　花  13:06.31 山本　七夢  13:25.87

大塔中 高雄中 由良中 高雄中 田辺中 田辺中 日高附属中学校 高雄中

大木原　礼彩  10:43.29 中西　陽菜  11:01.22 大沼　はるな  11:21.01 川口　温架  11:27.30 渕川　桃未  11:42.25 高橋　優心  11:45.62 榎本　菜々子  11:50.81 川口　颯希  12:15.42

東陽中 松洋中 御坊市ジュニア駅伝 御坊市ジュニア駅伝 和大附中 衣笠中 富田中学校 御坊市ジュニア駅伝

中学１年女子 1月5日 3000m

中学２､３年女子 1月5日 3000m

小学６年女子 1月5日 1500m

高校､一般女子 1月5日 3000m

小学３､４年女子 1月5日 1500m

小学５年女子 1月5日 1500m

中学２､３年男子 1月5日 3000m

小学１､２年女子 1月5日 800m

一般(50歳以男子 1月5日 5000m

中学１年男子 1月5日 3000m

高校､一般(29男子 1月5日 5000m

一般(30～49男子 1月5日 5000m

小学５年男子 1月5日 1500m

小学６年男子 1月5日 1500m

7位 8位

小学１､２年男子 1月5日 800m

小学３､４年男子 1月5日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 田辺市教育委員会・田辺市体育連盟 陸協名

競技会名 田辺市体育連盟創立７０年記念事業第４５回新春田辺長距離走大会
期日・時刻 2019/1/5 審判長

競技場名 田辺スポーツパーク陸上競技場 記録主任 瀧本　剛史


