
主催団体名

陸協名

●：県大会出場者
日付 種目

橋本　璃苑  13.41 (+0.3) 西野　哲平  13.83 (+0.3) 井原　弥祥  14.06 (+0.3) 湯川　悠斗  14.15 (+0.3) 芝　佑介  14.19 (+0.3) 木村　遼太郎  w14.35 (+2.2) 中村　龍河  w14.47 (+2.2) 宮本　敦貴  14.48 (+0.3)

湯川中 ● 湯川中 ● 日高中 大成中 ● 名田中 御坊中 河南中 丹生中

芝　佑介  30.05 (-3.0) 坂又　隆太  31.59 (-3.0) 赤木　俐輝  31.73 (-3.0) 馬部　兼太郎  32.46 (-3.0) 火縄　健太  32.57 (-0.9) 上畑　佑樹  32.72 (-3.0) 岸田　伊織  32.81 (-3.0) 栗生　楓詣  32.84 (-3.0)

名田中 ● 切目中 ● 大成中 ● 湯川中 清流中 日高中 湯川中 御坊中

山下　大毅  1:10.28 谷口　竜也  1:13.07 井戸　瑛太  1:14.34 浦　健太朗  1:15.12 栗生　楓詣  1:15.19 松本　拓真  1:15.56 京保　春佑  1:16.08 今北　晃嗣  1:16.81

湯川中 ● 河南中 ● 湯川中 ● 日高附属中 御坊中 御坊中 大成中 美山中

中川　和貴  2:21.83 平井　雄琉  2:23.72 山下　勇翔  2:28.61 狩谷　悠世  2:33.13 小池　奏空  2:35.17 芝　優斗  2:43.06 中嶋　蓮  2:43.53 早田　興世  2:47.45

大成中 印南中 印南中 ● 松洋中 ● 大成中 ● 湯川中 稲原中 河南中

中川　和貴  4:44.39 平井　雄琉  4:47.11 山下　勇翔  4:59.16 阪垣　大輝  5:08.63 小池　奏空  5:12.81 狩谷　悠世  5:17.46 中嶋　蓮  5:20.01 岡　孝之輔  5:22.77

大成中 ● 印南中 ● 印南中 湯川中 ● 大成中 松洋中 稲原中 由良中

井原　弥祥  4.33 (+1.4) 宮本　敦貴  w4.29 (+2.2) 𡧃和　峻輝  w4.26 (+2.6) 今北　晃嗣  4.17 (+0.9) 木村　遼太郎  4.08 (+1.9) 小西　亜門  3.89 (+1.5) 湯川　悠斗  3.87 (+0.5) 濵路　太志  w3.58 (+4.0)

日高中 ● 丹生中 ● 丹生中 ● 美山中 御坊中 日高中 大成中 南部中

坂井　孝成  12.09 (+0.9) 井田　大貴  12.23 (+0.9) 谷口　将梧  12.47 (+0.9) 奥山　将成  12.50 (+0.9) 尾上　皓  w12.55 (+4.5) 木村　夢大  12.58 (+0.9) 今井　瞳真  12.92 (+0.9) 中川　大洋  13.01 (+0.9)

稲原中 清流中 丹生中 ● 河南中 日高中 ● 日高中 河南中 ● 南部中

奥山　将成  w25.49 (+3.0) 木村　夢大  w25.72 (+3.0) 谷口　将梧  w26.27 (+3.0) 深尾　樹希哉  w26.29 (+3.0) 玄素　拓磨  w26.56 (+4.0) 今井　瞳真  w26.88 (+3.0) 阪本　悠一郎  w29.58 (+4.0) 藤原　悠樹  w29.60 (+4.0)

河南中 ● 日高中 ● 丹生中 日高中 印南中 ● 河南中 切目中 御坊中

辻岡　陸  1:00.25 松本　春魅  1:02.32 阪本　悠一郎  1:02.93 中川　大洋  1:04.32 津本　大遥  1:04.38 上山　透和  1:09.34 湯川　寛生  1:13.87 深海　晃生  1:18.10

河南中 ● 御坊中 ● 切目中 ● 南部中 湯川中 御坊中 日高中 日高中

福居　京弥  2:10.47 出口　雄統  2:25.61 竹谷　一毅  2:28.25 片山　拓  2:28.75 津本　大遥  2:31.49 松本　春魅  2:32.93 古川　修己  2:33.74 西　大誠  2:34.03

大成中 GR 松洋中 ● 印南中 切目中 ● 湯川中 ● 御坊中 印南中 松洋中

福居　京弥  10:03.01 夏目　尚明  10:29.50 竹谷　一毅  10:48.81 片山　拓  10:59.83 湯川　寛生  11:20.06 竹中　啓悟  11:21.68 古川　修己  11:29.34 井ノ上　太一  11:48.83

大成中 ● 松洋中 ● 印南中 ● 切目中 日高中 切目中 印南中 名田中

坂井　孝成  5.92 (+0.5) 井田　大貴  5.74 (+1.4) 荒井　結翔  w5.71 (+3.0) 深尾　樹希哉  w5.20 (+2.3) 岡本　祐汰  w5.16 (+4.3) 吉村　晃  w4.95 (+2.7) 酒本　善聡  w4.79 (+2.8) 今井　春琉希  4.73 (+1.5)

稲原中 ● 清流中 ● 美山中 日高中 ● 清流中 日高附属中 御坊中 切目中

湯川　蓮  20.03 (-3.8) 大橋　毅之  20.07 (-3.8) 尾﨑　紀介  20.42 (-3.8) 尾上　皓  20.95 (-3.8) 赤山　豊  28.33 (-3.8) 久保田　大輝  33.88 (-3.8) 岸田　伊織  1:14.87 (-3.8)

大成中 ● 南部中 ● 南部中 ● 日高中 日高中 湯川中 湯川中

日高中A  49.71 大成中A  51.77 河南中A  52.10 南部中Ａ  53.03 湯川中  53.16 御坊中  54.03 印南中  54.03 清流中  54.71

嶋田　倫也 湯川　蓮 辻岡　陸 中内　洋希 西野　哲平 川口　皓大 山下　勇翔 火縄　健太

尾上　皓 福居　京弥 今井　瞳真 中川　大洋 橋本　璃苑 酒本　善聡 平井　雄琉 井田　大貴

深尾　樹希哉 中川　和貴 樫木　琉偉 大橋　毅之 津本　大遥 松本　春魅 榊原　蒼馬 岡本　祐汰

木村　夢大 永江　翔太朗 奥山　将成 山ノ内　那智 阪垣　大輝 藤原　悠樹 玄素　拓磨 川口　蒼空

榊原　蒼馬  1.40 湯川　蓮  1.35 西　大誠  1.30 中井　悠翔  1.30 竹中　啓悟  1.25 阪垣　大輝  1.25 安山　仁  1.20

印南中 ● 大成中 松洋中 ● 南部中 ● 切目中 湯川中 日高中

大橋　毅之  1.35

南部中

岡本　祐汰  11.15 (+1.6) 荒井　結翔  10.90 (+1.0) 中内　洋希  9.57 (+0.2) 酒本　善聡  9.54 (+1.0) 荒堀　颯  8.44 (+1.7)

清流中 ● 美山中 ● 南部中 ● 御坊中 南部中

永江　翔太朗  11.47 山ノ内　那智  8.85 川口　皓大  8.20 橋本　璃苑  7.82 深海　晃生  7.47 尾﨑　紀介  7.15 西野　哲平  6.95 市川　羅海  6.80

大成中 ● 南部中 御坊中 ● 湯川中 日高中 ● 南部中 湯川中 大成中

永江　翔太朗  29.23 山ノ内　那智  27.79 川口　皓大  21.85 嶋田　倫也  20.49 荒堀　颯  17.44 川口　蒼空  17.05 木下　頼智  16.22 中岡　蓮斗  15.62

大成中 南部中 ● 御坊中 日高中 ● 南部中 ● 清流中 湯川中 湯川中

中井　悠翔  34.72 玄素　拓磨  30.27 中内　洋希  28.94 川口　蒼空  24.62 岡久　真宗  24.52 山﨑　淑喜  21.08 下村　太陽  20.58 梶原　亘斗  16.72

南部中 印南中 南部中 清流中 湯川中 日高中 日高中 湯川中

大成中 93.5点 日高中 83点 南部中 80.5点 湯川中 78点 印南中 63点 御坊中 51点 河南中 42点 清流中 39点総　　　合

9月19日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

9月19日 砲丸投

9月19日 円盤投

9月19日 走高跳

9月19日 三段跳

共通男子 9月19日 110mH

9月19日 4x100mR

9月19日 3000m

9月19日 走幅跳

9月19日 400m

9月19日 800m

２年男子 9月19日 100m

9月19日 200m

9月19日 1500m

9月19日 走幅跳

6位

9月19日 400m

9月19日 800m

9月19日 200m

1位 2位

１年男子 9月19日 100m

競技会名
期日・時刻 2020/9/19 審判長 西岡　大輔

競技場名 南山スポーツ公園陸上競技場 記録主任 中本　徹

日高地方中学校体育連盟

日高地方陸上競技協会
令和２年度　日高地方中学校新人体育大会

● ● ●
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