
2019年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼第３５回全国小学生陸上競技交流大会和歌山県予選会

新記録一覧

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日

女子小学1年100m 予選 GR  18.17 40 福田　紗良 サンライズＭＢＣ 2019/6/30

女子小学3年100m 決勝 GR  15.86 75 小川　笑凜 のかみAC 2019/6/30

会場：紀三井寺公園陸上競技場

後援：日本陸上競技連盟　和歌山県教育委員会　和歌山県体育協会  公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団

協賛：日清食品ホールディングス株式会社

主催：和歌山陸上競技協会

備考



1 : コード 19300003
2 :
3 : コード 301010
4 :
5

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

6 30 9 30 曇 26 76 南南東 4.7
6 30 10 0 曇 26 76 南南東 5.8
6 30 11 0 曇 26.5 76 南東 6.2
6 30 12 0 雨 26 81 東南東 4.5
6 30 13 0 雨 25 81 南東 5
6 30 14 0 雨 24.5 83 南南東 3.4
6 30 15 0 雨 24 83 南東 4.5
6 30 16 0 曇 24 88 南東 1.8

開催日 2019年6月30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 2019年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
主催者 和歌山陸上競技協会



2019年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼第３５回全国小学生陸上競技交流大会和歌山県予選会

【男子の部】

種目 人数
風速
m/s

紀の国AC  53.58 のかみAC  57.14 田辺AC-A  57.61 GOBOクラブ  57.67 和歌山陸上クラブ  57.75 松江小学校  58.79 田辺AC－B  59.36 有田JAC  59.39

藤田　新菜(6) 二川　晴斗(5) 前田　篤志(6) 溝口　佳世(6) 宮本　姫来(6) 今森　彩花(6) 坂本　鶴月(5) 巽　悠人(6)

橋爪　利玖(6) 和田　悠里(6) 柏木　希空(6) 玉置　由奈(6) 吉田　悠華(6) 山本　愛莉(5) 澤越　庵治(5) 梅本　怜旺(6)

山口　桃花(6) 田村　真央(6) 石橋　京華(6) 川口　旺丞(5) 髙石　創太(6) 榎薗　大輝(6) 浜野　楓(5) 佐原　希咲(6)

宮﨑　悠貴(6) 小川　幸輝磨(6) 鈴木　みのり(5) 中川　和貴(6) 大谷　惇仁(6) 楠本　蒼真(6) 浜野　颯(5) 則岡　那奈(6)

瀧本　瑛太(5)  14.63 溝川　雄生(5)  15.06 白木　悠成(5)  15.30 二川　晴斗(5)  15.33 山本　晴海(5)  15.58 浜野　颯(5)  15.92 山本　新大(5)  16.01 佐藤　巧人(5)  16.63

GOBOクラブ 紀の国AC 那智勝浦スポーツ少年団 のかみAC 和歌山陸上クラブ 田辺AC 和歌山陸上クラブ 紀の国AC

林　龍雅(6)  13.28 宮﨑　悠貴(6)  13.37 橋爪　利玖(6)  13.66 大谷　健斗(6)  13.93 小川　幸輝磨(6)  14.27 後垣内　蓮(6)  14.45 楠本　蒼真(6)  14.49 前田　篤志(6)  14.95

２９SA 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ のかみAC 野崎Ｔ＆Ｆ 松江小学校 田辺AC

渡辺　敦紀(6)  2035点 西垣　翔馬(6)  1331点 谷本　龍一(6)  1310点 坂下　颯次朗(5)  1223点 大川　綾斗(6)  1200点 佐々木　陽(6)  846点 嶋本　晄己(5)  846点

和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 田辺AC 紀の国AC みなべAC 田辺AC 田辺AC

８０ｍＨ  13.49 1036  17.01 435  16.25 564  16.76 477  17.23 397 19.98 100  19.22 100

走高跳  1.27 999  1.18 896  1.05 746  1.05 746  1.10 803  1.05 746  1.05 746

岩井　晃成(6)  2245点 下野　照英(6)  1966点 西野　莞太郎(6)  1864点 井沼　佑輔(6)  1828点 井上　皓喜(6)  1784点 安保　悠圭(6)  1754点 槇　伊織(6)  1753点 辻本　悠晴(6)  1747点

和佐小学校 和佐小学校 和歌山ゴールデンキッズ 和歌山陸上クラブ 和歌山ゴールデンキッズ いわでAC 紀の国AC のかみAC

走幅跳  4.79 1115 4.02 899 3.68 804  4.42 1011 3.89 863  4.40 1005 3.77 829  4.21 952

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  52.65 1130  49.56 1067  49.21 1060  37.24 817  42.37 855  33.93 749  42.52 924  36.16 795

徳田　貴市(1)  18.62 上川　颯太(1)  18.75 清水　滉晟(1)  19.15 松本　悠大(1)  19.38 東山　紘士(1)  19.40 中嶋　優翔(1)  19.72 白川　昇汰(1)  20.39 西村　京(1)  20.55

和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 雑賀小学校 海南アスリート 田辺第二小学校 岩出小学校 安原小学校

1年 鈴木　伯(1)  19.25 田中　洸太(1)  19.28 尾上　功志郎(1)  20.93 村上　瑛飛(1)  21.44 荒井　惺太(1)  21.44 岩橋　幸勢(1)  21.61 山下　瑛琉(1)  21.76 井上　慶祐(1)  22.08

100m　９位以下決定戦 安原小学校 野崎Ｔ＆Ｆ のかみAC 印南ジュニア 有功東小学校 大新クラブ 和佐小学校 有田JAC

吉田　衛心(2)  17.38 矢出　航己(2)  17.59 保田　雄規(2)  17.61 石津　亮太(2)  18.62 寺井　祥登(2)  18.69 上地　諒弥(2)  18.72 西岡　佳吾(2)  18.81 藤田　諒造(2)  18.82

海南アスリート サンライズＭＢＣ 藤並小学校 有田JAC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 智辯和歌山小学校 和歌山陸上クラブ

2年 吉田　和功(2)  17.40 津毛　颯人(2)  18.56 濵　瑛斗(2)  19.12 風神　勇斗(2)  19.21 貴志　翼(2)  19.50 辻川　海斗(2)  19.83 山口　隼人(2)  20.32 渡辺　侑紀(2)  20.45

100m　９位以下決定戦 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 太地陸上クラブ 安原小学校 有田JAC 野崎Ｔ＆Ｆ のかみAC 和歌山陸上クラブ

白木　啓太(3)  16.05 福田　一真(3)  17.30 田村　晴大(3)  17.47 芝田　靖輝(3)  17.56 西　昇成(3)  17.68 角谷　瑠唯(3)  17.74 喜夛　弘登(3)  17.80 中道　柾翔(3)  18.00

那智勝浦スポーツ少年団 和歌山陸上クラブ 大新クラブ 有田JAC 太地陸上クラブ 雑賀小学校 有田JAC 海南アスリート

3年 片桐　美洋(3)  17.70 山下　恵生(3)  18.04 貝尻　慧(3)  18.04 川口　涼玖(3)  18.10 中山　暁翔(3)  18.19 竹垣　憲伸(3)  18.21 福井　悠斗(3)  18.51 岡中　亮祥(3)  18.82

100m　９位以下決定戦 和歌山陸上クラブ サンライズＭＢＣ 安原小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 安原小学校 紀の国AC

井沼　孝太(4)  15.48 南出　悠人(4)  15.64 桑田　大翔(4)  15.66 川口　久弥(4)  15.67 山口　颯太(4)  16.12 園木　孝洋(4)  16.29 坂野　夢真(4)  16.38 芝　航永(4)  16.72

和歌山陸上クラブ 海南アスリート 貴志南小学校 和歌山ゴールデンキッズ のかみAC 和歌山陸上クラブ 和歌山ゴールデンキッズ 紀の国AC

4年 南　悠成(4)  16.44 青海　大翔(4)  16.48 島本　悠聖(4)  16.66 白川　諒人(4)  16.75 久保　海翔(4)  16.95 平　崇永(4)  17.08 井関　暖斗(4)  17.17 大久保　海斗(4)  17.42

100m　９位以下決定戦 宮前小学校 いわでAC 大新クラブ いわでAC 岡崎小学校 和歌山陸上クラブ 雑賀小学校 紀の国AC

5年 澤越　庵治(5)  16.04 馬場　朱里斗(5)  16.12 ディアップ　慧士(5)  16.44 川上　裕太朗(5)  16.48 嶋本　崇良(5)  16.53 寺地　優太(5)  16.59 岡田　優平(5)  16.65 荒井　麟太郎(5)  16.98

100m　９位以下決定戦 田辺AC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 木本小学校 田辺AC 新宮市陸上競技スポーツ少年団 サンライズＭＢＣ 有功東小学校

6年 坂本　悠(6)  14.59 谷口　央典(6)  14.92 大谷　惇仁(6)  15.03 濵　正太郎(6)  15.12 巽　悠人(6)  15.58 深瀬　太吾(6)  15.81 中嶋　純平(6)  15.94 榎薗　大輝(6)  16.00

100m　９位以下決定戦 紀の国AC 和歌山ゴールデンキッズ 和歌山陸上クラブ 那智勝浦スポーツ少年団 有田JAC 龍神ＳＣ 紀の国AC 松江小学校

谷　弘明(4)  2:46.99 尾上　倫太郎(4)  2:57.25 松本　健琉(4)  2:58.45 松本　康佑(4)  2:59.37 宮川　陽南太(4)  2:59.91 上田　悠以(4)  3:00.03 小野　智矢(4)  3:00.07 田中　直季(4)  3:02.80

スパスポAC のかみAC 岡崎小学校 吹上小学校 和歌山ゴールデンキッズ のかみAC 海南アスリート 浜の宮小学校

田中　悠大(5)  2:37.35 中野　元斗(5)  2:40.06 川口　旺丞(5)  2:40.06 北畑　遥都(5)  2:51.48 加治前　直仁(5)  2:53.64 百々　春稀(5)  2:54.03 由良　心希(5)  2:54.42 森　秀太(5)  2:55.33

紀の国AC 有功東小学校 GOBOクラブ のかみAC 大新クラブ 小倉小学校 有田JAC いわでAC

福島　和樹(6)  2:29.56 中川　和貴(6)  2:31.01 梅本　怜旺(6)  2:37.12 横田　和馬(6)  2:46.85 執行　奏汰(6)  2:47.30 鳴神　知希(6)  2:47.77 平井　雄琉(6)  2:47.82 木下　凱斗(6)  2:50.15

紀の国AC GOBOクラブ 有田JAC 和歌山ゴールデンキッズ 太地陸上クラブ 紀の国AC 印南ジュニア 田辺AC

紀の国ACーA  54.60 紀の国ACーB  1:01.61 サンライズＭＢＣ-A  1:04.19 みなべAC  1:06.88 雑賀小学校Ａ  1:08.39 安原小学校  1:09.14 紀の国ACーC  1:09.35 野崎Ｔ＆Ｆ  1:10.06

坂本　悠(6) 坂下　颯次朗(5) 梅野　健心(5) 寺村　大輝(4) 関　莉史(4) 貝尻　慧(3) 堀井　旺(4) 上地　諒弥(2)

橋爪　利玖(6) 溝川　雄生(5) 山本　海(5) 前田　壮二郎(4) 橋﨑　琉生(4) 北原　魁斗(3) 芝　航永(4) 馬場　朱里斗(5)

槇　伊織(6) 佐藤　巧人(5) 岡田　優平(5) 森　寛太(4) 中根　悠登(4) 野手　陸斗(3) 大久保　海斗(4) 川口　涼玖(3)

宮﨑　悠貴(6) ディアップ　慧士(5) 上野　凌聖(6) 大川　綾斗(6) 井関　暖斗(4) 喜多　凌雅(3) 玉置　玄奈(4) 細谷　翼(5)

森　慶太(4)  w3.70 (+2.4) 出嶋　誠士朗(4)  3.67 (+1.7) 今西　諒(4)  w3.25 (+2.3) 堀井　旺(4)  w3.21 (+3.0) 越智　斗哉(4)  w3.12 (+3.6) 井邊　颯太(3)  w2.27 (+2.2)

いわでAC 和歌山ゴールデンキッズ 宮前小学校 紀の国AC 由良AC 雑賀小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在）
温度 風向 風速 湿度
26.0℃ 東南東 4.5ｍ/ｓ 81% 　755名（男396名　女359名）

-2.7

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：富田　　進　　　記  録  主  任：滝上　勝也

4年以下
走幅跳

主催：和歌山陸上競技協会 総　　　　務：川村　栄司　　　トラック審判長：中村　勝久

-2.3

44人

雨

協賛：日清食品ホールディングス株式会社

コンバインドＢ

後援：日本陸上競技連盟　和歌山県教育委員会　和歌山県体育協会  公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団

1年
100m

-0.8

19人

天候

4年
100m

17人

6人

6年
800m

4年以下
800m

44人

-0.7

5位

　参加チーム62チーム

44人

-2.2

-2.0

-2.9

-2.4

-2.2

-1.3

-1.8

37人

7人

48人

大会コード：19300003 2019年6月30日（日）
紀三井寺公園陸上競技場

競技場コード：301010

1位 2位 3位 4位 6位 8位

2年
100m

コンバインドA

31人
6年
100m

4x100mR 16ﾁｰﾑ

※佐々木・嶋本両選手は6位
　同順位になります。

混合5、6年
4x100mR

12ﾁｰﾑ

7位

-4.1

5年
800m

5年
100m

50人

44人

3年
100m



2019年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼第３５回全国小学生陸上競技交流大会和歌山県予選会

【女子の部】

種目 人数
風速
m/s

山本　愛莉(5)  15.13 坂本　愛侑(5)  15.34 田中　希歩(5)  15.37 古谷　優奈(5)  15.40 中谷　莉万(5)  15.60 鈴木　みのり(5)  15.69 山際　伶美(5)  15.94 中山　琴望(5)  16.12

松江小学校 和歌山ゴールデンキッズ 紀の国AC 木本小学校 和歌山ゴールデンキッズ 田辺AC 紀の国AC 紀の国AC

保田　美羽(6)  13.77 松本　彩生(6)  13.81 川端　咲月(6)  14.30 藤田　新菜(6)  14.31 吉田　悠華(6)  14.59 岩橋　佳鈴(6)  15.00 和田　悠里(6)  15.35 吉田　侑莉(6)  15.85

藤並小学校 吹上小学校 太地陸上クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ のかみAC 雑賀小学校

堀井　琉杏(6)  1825点 片山　恵(6) 1704点 山口　桃花(6) 1672点 坂部　和歩(6) 1660点 鈴木　那夏(6) 1174点 大江　星和(6) 933点 堂山　怜香(5) 846点 坂本　優綾(6)  788点

紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 本宮子どもスポーツクラブ 田辺AC 海南アスリート 松江小学校

８０ｍＨ  14.12 929  13.95 958  14.47 869  14.54 857  17.38 371  18.46 187  19.17 100  20.43 100

走高跳 1.18 896 1.05 746 1.10 803 1.10 803 803 1.05 746 1.05 746 1.00 600

郡司　香々菜(5) 1704点 吉本　朱里(5) 1585点 弓場　月乃(6) 1546点 浜野　楓(5) 1469点 谷本　葵(6) 1437点 清水　瑛恋(6) 1398点 古久保　凜海(5) 1387点 田尻　詩織(6) 1281点

紀の国AC のかみAC 太地陸上クラブ 田辺AC サンライズＭＢＣ 田辺AC 田辺AC 吹上小学校

走幅跳 3.78 832 3.92 871 4.22 955 3.63 790 3.10 641 3.44 736 3.40 725 3.06 630

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 39.95 872 32.20 714 26.15 591 30.46 679 36.23 796 29.65 662 29.65 662 29.10 651

福田　紗良(1)  19.27 國祐　彩名(1)  20.23 岡本　彩芽(1)  20.51 中村　心南(1)  20.97 岩井　愛乃(1)  21.15 執行　香羽(1)  21.23 十河　依央莉(1)  21.37 石橋　美琴(1)  21.64

サンライズＭＢＣ 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 和佐小学校 太地陸上クラブ 岡崎小学校 田辺AC

中山　愛唯(2)  17.93 西　咲帆(2)  18.70 松窪　栞那(2)  18.71 佐藤　凛(2)  18.74 西田　羽織(2)  18.77 島田　花(2)  19.79 髙山　莉緒(2)  19.98 弓倉　麻友(2)  20.10

和歌山陸上クラブ 太地陸上クラブ GOBOクラブ 由良AC 根来小学校 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 稲原小学校

2年 西川　莉結(2)  18.60 池田　由芽(2)  18.84 松村　怜奈(2)  18.90 佐々木　真優(2)  18.91 岩木　妃乃(2)  19.33 西平　綾花(2)  19.68 沖　杏梨(2)  20.04 土佐　璃歩(2)  20.26

100m　９位以下決定戦 和歌山陸上クラブ 宮小学校 紀の国AC 根来小学校 有田JAC 笠田小 安原小学校 安原小学校

小川　笑凜(3)  15.86 辻村　季咲(3)  16.97 楠本　ゆら(3)  17.23 小嶋　瑞希(3)  17.32 棟保　詩歩(3)  17.39 紀岡　夏奈(3)  18.22 雜賀　柚佳(3)  18.44 古澤　帆波(3)  18.53

のかみAC GR のかみAC 雑賀小学校 田辺AC 和歌山陸上クラブ 安原小学校 紀の国AC 和歌山陸上クラブ

3年 福田　陽羽(3)  18.18 丸山　結菜(3)  18.26 島本　寿乃(3)  18.28 東　咲寧(3)  18.56 佐藤　莉唯奈(3)  18.58 安藤　愛莉(3)  18.76 榎本　優音(3)  18.84 岩橋　心杏(3)  19.09

100m　９位以下決定戦 有田JAC 安原小学校 安原小学校 紀の国AC 紀の国AC 雑賀小学校 紀の国AC 紀の国AC

木戸　理央音(4)  15.41 愛宕　花梨(4)  15.69 ステラトス　玲明クラウディア(4)  15.76 小川　莉空(4)  16.12 寺井　彩華(4)  16.16 安保　和佳(4)  16.69 岡本　日菜子(4)  16.87 坂口　こころ(4)  17.04

和歌山陸上クラブ 海南アスリート 紀の国AC 印南ジュニア 紀の国AC いわでAC 紀の国AC 安原小学校

4年 隠塚　帆乃花(4)  17.12 宮井　陽愛(4)  17.27 柳室　姫那(4)  17.59 徳冨　香穏(4)  17.63 戸田　愛梨(4)  17.70 笠松　心菜(4)  17.93 栗山　唯奈(4)  18.03 田村　柚子(4)  18.06

100m　９位以下決定戦 紀の国AC 楠見西小学校 和歌山ゴールデンキッズ 安原小学校 雑賀小学校 田辺AC 野崎Ｔ＆Ｆ 安原小学校

5年 東山　莉子(5)  16.21 池永　理桜(5)  16.29 山口　由依(5)  16.36 馬場　萌里沙(5)  16.58 野上　悠亜(5)  16.74 佐原　美桜(5)  16.86 中原　愛莉(5)  16.86 上地　悠加(5)  16.94

100m　９位以下決定戦 和歌山陸上クラブ 有田JAC 雑賀小学校 野崎Ｔ＆Ｆ のかみAC 有田JAC 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ

6年 笠松　心優(6)  15.71 則岡　那奈(6)  15.85 山田　七瀬(6)  16.11 谷口　陽菜(6)  16.19 田村　真央(6)  16.20 丸山　菜々美(6)  16.24 堀内　美佑(6)  16.55 鈴木　沙奈(6)  16.60

100m　９位以下決定戦 田辺AC 有田JAC 砂山小学校 印南ジュニア のかみAC 安原小学校 楠見小学校 安原小学校

西原　蓮奈(4)  2:50.36 大谷　明依(4)  2:56.22 石橋　雪乃(4)  3:00.79 髙井　初香(4)  3:02.37 岩井　優奈(3)  3:10.26 安田　彩乃(4)  3:13.17 木下　新菜(3)  3:14.73 上舎　芽愛(3)  3:17.05

和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 田辺AC いわでAC 中之島小学校 みなべAC GOBOクラブ 田辺AC

坂本　鶴月(5)  2:40.42 吉田　ひかり(5)  2:44.31 竪　心結乃(5)  2:49.71 長濵　乃彩(5)  2:53.64 辻之内　寿美(5)  2:54.67 溝口　和花(5)  2:57.45 周家　苺珈(5)  2:57.57 池添　優亜(5)  3:01.47

田辺AC サンライズＭＢＣ 根来小学校 由良AC Team　Arai 龍神ＳＣ GOBOクラブ いわでAC

石橋　京華(6)  2:36.35 辻岡　愛蘭(6)  2:36.68 溝口　佳世(6)  2:36.99 宮地　杏(6)  2:43.07 北野　杏奈(6)  2:43.78 玉置　由奈(6)  2:47.70 木下　暖彩(6)  2:51.55 宮西　心花(6)  2:56.19

田辺AC Team　Arai GOBOクラブ 紀の国AC GOBOクラブ GOBOクラブ GOBOクラブ 和歌山ゴールデンキッズ

紀の国ACーA  58.25 和歌山陸上クラブA  1:00.06 紀の国ACーＢ  1:03.64 有田JAC  1:04.53 野崎Ｔ＆Ｆ A  1:04.67 サンライズＭＢＣ-B  1:05.24 楠見小学校  1:05.52 和歌山陸上クラブC  1:05.57

片山　恵(6) 辻岡　凜桜(6) 郡司　香々菜(5) 佐原　美桜(5) 上地　悠加(5) 梅野　心愛(6) 森下　渚(6) 山本　留璃(5)

藤田　新菜(6) 坂部　和歩(6) 山際　伶美(5) 則岡　那奈(6) 大谷　明依(4) 佐々木　みそら(6) 堀内　美佑(6) 東山　莉子(5)

山口　桃花(6) 中西　咲華(6) 山際　那美(5) 佐原　希咲(6) 中原　愛莉(5) 小川　紗季(6) 長藤　清音(5) 室谷　珠紀(5)

田中　希歩(5) 岩橋　佳鈴(6) 中山　琴望(5) 田中　瑠乃(5) 馬場　萌里沙(5) 谷本　葵(6) 中浴　愛梨(5) 若松　亜衣(5)

玉置　奈央(4)  w3.34 (+2.6) 中﨑　理央(4)  w3.22 (+2.1) 平井　巴菜(4)  w3.15 (+4.2) 三宅　沙悠莉(4)  3.14 (+2.0) 岩﨑　舞衣(3)  w3.10 (+3.4) 野中　千裕(4)  w3.06 (+6.5) 原　桃香(4)  w2.93 (+5.7) 畑　ゆずき(4)  2.74 (+0.4)

GOBOクラブ いわでAC 和歌山ゴールデンキッズ のかみAC みなべAC みなべAC 岡崎小学校 野崎Ｔ＆Ｆ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在）
温度 風向 風速 湿度
26.0℃ 東南東 4.5ｍ/ｓ 81% 　755名（男396名　女359名）

コンバインドＢ 34人

16人
1年
100m

-3.9

-0.7

6年
100m

27人 -0.4

コンバインドA 13人

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：富田　　進　　　記  録  主  任：滝上　勝也協賛：日清食品ホールディングス株式会社

天候

主催：和歌山陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟　和歌山県教育委員会　和歌山県体育協会  公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団
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紀三井寺公園陸上競技場
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