
日付 種目

立山　光清  25.70 (-1.4) 河野　俐久  26.26 (-1.4) 佐々木　陸  26.48 (-1.4) 柴田　堂凱  26.68 (-1.4) 川﨑　聖也  27.27 (-1.4) 井谷　敬悟  28.55 (-2.2) 松本　悠誠  29.12 (-2.2) 大坂　希  29.14 (-2.2)

大塔中 富田中 富田中 衣笠中 大塔中 中辺路中 衣笠中 新庄中

堀口　颯汰  54.20 深瀬　央登  57.03 阿部　凌人  58.72 宮野　優波  1:01.02 樫本　光平  1:01.50 榎本　武尊  1:04.17 松葉　凌芽  1:04.65 吉田　正太郎  1:07.92

高雄中 GR 龍神中 衣笠中 大塔中 田辺中 本宮中 上芳養中 龍神中

伊　書男  2:10.82 山下　陽生  2:14.11 五味田　佑虎  2:27.72 大垣内　流輝  2:30.08 渡瀬　紋土  2:31.17 宮本　脩児  2:31.21 田ノ岡　弘人  2:32.74 金原　侶生  2:32.76

白浜中 田辺中 大塔中 龍神中 高雄中 上富田中 衣笠中 白浜中

江藤　敦史  4:49.91 小阪　秀人  4:50.33 井硲　大和  4:55.15 津守　葵斗  5:17.16 宮原　海翔  5:24.66 平野　志佳  5:30.48 谷本　瑛太  5:31.37 寺井　優哉  5:35.06

田辺中 白浜中 大塔中 新庄中 中辺路中 大塔中 田辺中 衣笠中

太田　煌  9:48.96 西　訓由  10:05.43 尾﨑　孝健  10:10.26 杉林　良現  10:16.94 福本　和正  10:51.25 愛須　敬太  10:51.68 山本　桜輝  10:52.42 堺　琥芭久  11:35.04

高雄中 白浜中 田辺中 本宮中 富田中 上秋津中 白浜中 本宮中

菅井　瞳真  16.81 (-2.8) 垣内　真稀士  19.46 (-2.8) 奥田　光惺  20.10 (-2.8) 森本　智士  21.98 (-2.8)

上富田中 富田中 上富田中 高雄中

上富田中  47.52 田辺中  48.57 富田中  48.80 大塔中  50.04 高雄中  50.69 衣笠中  50.85 龍神中  51.20 新庄中  52.45

小川　侑大 津井　琢海 田中　敦稀 宮野　優波 渡瀬　紋土 潮﨑　陽希 深瀬　央登 森本　磨生

菅井　瞳真 山﨑　翔栄 山下　快冬 立山　光清 堀口　颯汰 伊藤　郁弥 深瀬　桜佑 﨑山　晴斗

熊野　颯人 出水　晃誠 河野　俐久 五味田　佑虎 野久保　駿希 阿部　凌人 渡辺　太陽 南　瑠哉

畑本　大翔 長濵　拓実 佐々木　陸 川﨑　聖也 小林　史哉 田上　創太 大垣内　流輝 津守　葵斗

深瀬　桜佑  5.47 (+1.1) 田中　敦稀  5.38 (+0.6) 小林　史哉  5.36 (+1.4) 熊野　颯人  5.03 (+1.9) 西川　桜聖  4.93 (+1.3)

龍神中 富田中 高雄中 上富田中 富田中

山下　快冬  11.26 (+1.6)

富田中

玉置　祐也  8.30 中島　滉輔  7.24 南　優希  6.63 新田　涼凱  6.51 北原　太陽  6.48

中辺路中 衣笠中 富田中 中辺路中 中辺路中

伊藤　郁弥  29.95 田上　創太  26.37 柳本　大輝  19.72 太田　舜也  18.95 南　瑠哉  17.75

衣笠中 衣笠中 高雄中 高雄中 新庄中

岩瀬　歩夢  12.82 (-1.8) 出水　晃誠  12.90 (-0.9) 森本　磨生  13.18 (-0.9) 福山　蒼  13.27 (-0.9) 山﨑　翔栄  13.60 (-1.0) 石橋　流至  13.88 (-0.9) 野久保　駿希  14.01 (-1.8) 林　奏太  14.08 (-0.9)

衣笠中 田辺中 新庄中 上富田中 田辺中 衣笠中 高雄中 白浜中

津井　琢海  12.06 (-1.0) 畑本　大翔  12.13 (-1.0) 長濵　拓実  12.30 (-1.0) 山下　佳介  12.33 (-1.0) 小川　侑大  12.52 (-1.0) 潮﨑　陽希  12.63 (-1.0) 﨑山　晴斗  13.32 (-1.0) 坪井　雄太郎  14.30 (-1.0)

田辺中 上富田中 田辺中 本宮中 上富田中 衣笠中 新庄中 本宮中

２年男子 8月8日 100m

３年男子 8月8日 100m

8月8日 砲丸投

8月8日 円盤投

8月8日 走幅跳

8月8日 三段跳

8月8日 4x100mR

8月8日 走高跳

8月8日 3000m

8月8日 110mH

8月8日 800m

8月8日 1500m

7位 8位

共通男子 8月8日 200m

8月8日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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競技場名 田辺スポーツパーク陸上競技場 記録主任 前　進平



大木　彩加  31.05 (-1.7) 原田　香浦  32.64 (-1.7) 稲薮　梨緒奈  33.23 (-1.7)

田辺中 田辺中 上芳養中

上村　椿  2:29.84 髙垣　琴音  2:40.15 米田　愛未  2:41.59 柏木　星空  2:42.53 片家　悠愛那  2:46.21 中村　真緒  2:50.73 樫山　果歩  2:50.87 岩口　和奏  2:57.97

龍神中 上秋津中 高雄中 田辺中 衣笠中 衣笠中 白浜中 新庄中

山中　優依  4:56.31 楠本　七瀬  4:57.65 杉若　陽菜  5:32.48 楠本　風舞稀  5:55.48 澤田　想  6:13.41 岡本　優奈  6:28.52 杉垣　遥  7:16.86

大塔中 高雄中 上秋津中 高雄中 明洋中 上芳養中 本宮中

古久保　悠良  17.76 (-1.6) 山中　琴葉  18.48 (-1.6) 清水　結蘭  18.50 (-1.6) 澤井　りお  19.16 (-1.6) 宮崎　ももみ  19.67 (-1.5) 田中　咲  20.43 (-1.5) 寄本　亜恋  20.49 (-1.5) 森山　はな  20.78 (-1.5)

田辺中 高雄中 上富田中 上富田中 富田中 高雄中 高雄中 富田中

富田中  54.02 上富田中  54.30 高雄中  56.32 衣笠中  56.50 龍神中  56.55 東陽中  58.25 田辺中  58.36 新庄中  58.96

仲村　馨 髙橋　こつる 木村　楓 岡崎　鈴 寒川　文音 倉本　幸奈 原田　香浦 岩口　和奏

山本　恵衣和 松本　さくら 沖平　マカナ 松前　希佳 水田　彩矢羽 杉谷　桃 古久保　悠良 南　咲良

杢　彩音 土井　舞桜 山本　暖乃 亀山　彩羽 上村　椿 栃﨑　実夕 中田　心美 森本　ゆな

岩井　夏輝 石垣　未夏美 岩間　沙恵 濵野　彩寧 李　含韵 戎嶋　莉奈 大木　彩加 田中　心

李　含韵  1.30 仲村　馨  1.20 庄司　千陽  1.15

龍神中 富田中 明洋中

﨑山　真佳  1.20

龍神中

戎嶋　莉奈  4.71 (+1.6) 向日　葵  4.41 (+2.0) 杉谷　桃  4.39 (+1.7) 岡崎　鈴  4.08 (+1.9) 岩間　沙恵  4.08 (+1.2) 杢　彩音  3.95 (+1.7) 倉本　幸奈  3.89 (+1.0) 橋本　璃緒  3.45 (+0.9)

東陽中 上富田中 東陽中 衣笠中 高雄中 富田中 東陽中 富田中

髙橋　こつる  10.02 松本　さくら  9.96 松前　希佳  9.64 山本　七夢  8.98 濵野　彩寧  8.89 樫山　純佳  8.83 手谷　朱莉  7.95 中谷　愛美  7.20

上富田中 上富田中 衣笠中 高雄中 衣笠中 白浜中 龍神中 上芳養中

辻田　雫  17.85 寒川　幸音  17.07 和田　奈澪  15.03 宮﨑　萌  12.92 東道　みく  10.61

上芳養中 龍神中 衣笠中 高雄中 上芳養中

土井　舞桜  2101 南　咲良  1552 山本　暖乃  1397

上富田中 新庄中 高雄中

8月8日 100mH

8月8日 走高跳

8月8日 砲丸投

8月8日 200m

山下　未来瑠  14.62 (-1.2) 石垣　未夏美  14.62 (-1.2) 寒川　文音  14.76 (-1.2) 杉原　凜  15.14 (-1.2) 津田　彩未  15.21 (-1.2) 中田　心美  15.48 (-1.2) 水田　彩矢羽  15.54 (-1.7) 川勝　結唯香  15.55 (-1.7)

東陽中 上富田中 龍神中 高雄中 上富田中 田辺中 龍神中 東陽中

山本　恵衣和  13.30 (-1.5) 沖平　マカナ  14.19 (-1.5) 岩井　夏輝  14.27 (-1.5) 木村　楓  14.96 (-1.5) 田中　心  14.99 (-1.5) 栃﨑　実夕  15.63 (-1.5) 中松　真里奈  15.68 (-1.5) 羽根　侑亜  15.77 (-1.5)

富田中 高雄中 富田中 高雄中 新庄中 東陽中 明洋中 本宮中

２年女子 8月8日 100m

３年女子 8月8日 100m

 29.21 (-1.0)  30.37 (-1.0)  31.21 (-1.0)

 9.37  6.56  5.52

 1.42  1.25  1.25

 17.51 (-2.7)  18.59 (-2.7)  18.94 (-2.7)

8月8日 円盤投

8月8日 四種競技

8月8日 走幅跳

8月8日 砲丸投

8月8日 4x100mR

8月8日 走高跳

8月8日 1500m

8月8日 100mH

共通女子 8月8日 200m

8月8日 800m


