
日時：２０２０年1０月１８日（日）

発　走　 1６時00分（予定）

場所：紀三井寺公園陸上競技場

主催：一般財団法人和歌山陸上競技協会

兼全国小学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ研修大会和歌山県予選会
和歌山県小学生タスキリレー研修大会

２０20年度(第１６回)

2019年（第15回大会）大会風景







紀の国ＡＣ 田辺ＡＣ のかみアスリートクラブ 野崎Ｔ＆Ｆ みなべＡＣ

1 山﨑　友善 嶋本　崇良 北畑　遥都 箱木　仁胡 岩﨑　舞衣

2 岡本　玲哉 濵野　　颯 二川　晴斗 上地　悠加 寺村　大輝

3 中井　新太 嶋本　晄己 尾上　倫太郎 大谷　明依 前田　壮二郎

4 佐藤　巧人 清水　琉生 上田　悠以 関　明香里 森　　寛太

5 藤井　俊輔 山本　夏輝 前田　　仁

6 岡中　亮祥 松本　麗史 石丸　万葉

7 山本　　潤 澤越　庵治 高田　夏帆

8 田中　悠大 横山　智晴 田上　莉亜奈

9 田中　希歩 堀木　朝日 玉置　莉奈

10 北野　明奈 矢口　泰士 野中　千裕

11 大村　　凛 小嶋　瑞希 岩﨑　舞衣

12 中前　海莉 上舎　芽愛

13 岩井　優奈 濵野　　楓

14 吉村　弥依 丸屋　羽月

15 佐藤　莉唯奈 坂本　鶴月

16 古久保　凜海

17 西　　和奏

18 福田　怜亜

19 鈴木　みのり

20 石橋　雪乃
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第16回和歌山県小学生タスキリレー研修大会　エントリーリスト



回数 開催日 優勝チーム １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 記　録

第１回大会 2005/12/17 田辺AC　A 榎本　　郁 柯　　友夢 榎本　　泉 坂本　賢彦 武田　真歩 内芝　基樹 34:10

第２回大会 2006/12/16 ＧＯＢＯクラブＡ 白井　優佳 浜中　啓輔 原田　祐里 畑木　隆介 松本　理那 山中　一輝 33:30

第３回大会 2007/12/15 ＧＯＢＯクラブＡ 白井　優佳 塩谷　天秀 松本　理那 谷野　稜弥 畑　　光莉 浜中　啓輔 33:25

第４回大会 2008/12/20 紀の国アスリートクラブＡ 川村　麻依 新宅　康弘 中　　爽香 作嶋　祐河 鹿嶋　栞名 橋詰  大慧 33:14

第５回大会 2009/12/13 ＧＯＢＯクラブＡ 芝中  　舞 柏木　祐槻 北岡 　　華 岡 　　知哉 川口　紗貴 原　  佑介 34:23

第６回大会 2010/12/11 田辺AC　A 和田あすか 千葉　達之 大串　優佳 深瀬　賢人 濱本菜々子 中能　龍人 34:20

第７回大会 2011/12/11 ＧＯＢＯクラブＡ 浜中　梨央那 清山　和哉 川口　真佑 青松　好雄 高根　瑞季 泉口　友汰 31:28

第８回大会 2012/12/16 紀の国アスリートクラブＡ 川島 　実桜 川村 　大輔 鹿嶋 　仁渚 山本 　聖也 福岡 真悠莉 辻本 　兼也 31:33

第９回大会 2013/10/14 紀の国アスリートクラブＡ 松尾　萌花 矢田　一馬 福岡　真悠莉 吉村　　将 鹿嶋　仁渚 鹿嶋　優生磨 32:09

第１０回大会 2014/10/13 紀の国アスリートクラブＡ 大前　虹歌 上田　大誠 田中　芙美 井関　裕真 古田　愛弥 下津　開生 32:23

第１１回大会 2015/10/12 紀の国アスリートクラブＡ 嶝口　実咲 井関　裕真 宮田　　遥 鹿嶋　哲稔 森田　帆南 川下　隼弥 31:49

第１２回大会 2016/10/10 紀の国アスリートクラブＡ 菱山　愛里 鹿嶋　哲稔 渕川　桃未 井関　翔真 服部　真衣 川下　隼弥 33:02

第１３回大会 2017/10/22 紀の国アスリートクラブＡ 福島　直樹 増元　惟織 井関　翔真 福岡　愛佳莉 菱山　愛里 三宅　愛香 30分26秒21

第１４回大会 2018/10/8 紀の国アスリートクラブＡ 岡　くるみ 安東　海音 高木　日夏里 福島　和樹 木村　愛梨 宮田　　翔 32:59

第１５回大会 2019/10/14 ＧＯＢＯクラブ-Ａ 玉置　由奈 中川　和貴 溝口　佳世 川口　旺丞 北野　杏奈 東　　　叶 32:35

第9回大会からコース変更　第11回大会から紀三井寺公園陸上競技場から田辺スポーツパーク陸上競技場に会場を変更

回数 開催日 優勝チーム １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 記　録

第４回大会 2008/12/20 紀の国アスリートクラブＡ 川村　麻依 新宅　康弘 中　　爽香 作嶋　祐河 鹿嶋　栞名 橋詰  大慧 33:14

第９回大会 2013/10/14 紀の国アスリートクラブＡ 松尾　萌花 矢田　一馬 福岡　真悠莉 吉村　　将 鹿嶋　仁渚 鹿嶋　優生磨 32:09

第１１回大会 2015/10/12 紀の国アスリートクラブＡ 嶝口　実咲 井関　裕真 宮田　　遥 鹿嶋　哲稔 森田　帆南 川下　隼弥 31:49

第1回大会から第6回大会まで

区間 区間距離 区間記録 氏　　名 所　属 回　数 開催日

１区 1606ｍ 5:29 白井　優佳 GOBOクラブA 第３回大会 2007/12/15

２区 1606ｍ 5:21 谷野　脩人 GOBOクラブA 第４回大会 2008/12/20

３区 1606ｍ 5:21 中　　爽香 紀の国アスリートクラブＡ 第４回大会 2008/12/20

４区 1606ｍ 5:23 坂本　賢彦 田辺AC　A 第１回大会 2005/12/17

５区 1606ｍ 5:40 橋本　奈津 田辺AC　A 第４回大会 2008/12/20

６区 1606ｍ 5:07 橋詰   大慧 紀の国アスリートクラブＡ 第４回大会 2008/12/20

第９回大会からコース変更

区間 区間距離 区間記録 氏　　名 所　属 回　数 開催日

１区 1500ｍ 5:30 濵窄　咲桜 田辺AC　A 第９回大会 2013/10/14

２区 1500ｍ 5:05 井澗　洸太 田辺AC　Ｂ 第９回大会 2013/10/14

３区 1500ｍ 5:17 田中　芙美 紀の国アスリートクラブＡ 第１０回大会 2014/10/13

４区 1500ｍ 5:06 石井　裕真 田辺AC　A 第９回大会 2013/10/14

５区 1500ｍ 5:16 鹿嶋　仁渚 紀の国アスリートクラブＡ 第９回大会 2013/10/14

６区 1500ｍ 5:06 井澗　翔太 田辺AC　A 第９回大会 2013/10/14

第１１回大会からコース変更

区間 区間距離 区間記録 氏　　名 所　属 回　数 開催日

１区 1500ｍ 5:08 山本　実那 有田ジュニアＡＣ 第１１回大会 2015/10/12

２区 1500ｍ 4:51 井関　裕真 紀の国アスリートクラブＡ 第１１回大会 2015/10/12

３区 1500ｍ 5:23 川口　温架 ＧＯＢＯクラブＡ 第１１回大会 2015/10/12

４区 1500ｍ 5:12 鹿嶋　哲稔 紀の国アスリートクラブＡ 第１１回大会 2015/10/12

５区 1500ｍ 5:21 家吉　晟礼 ＧＯＢＯクラブＡ 第１１回大会 2015/10/12

６区 1500ｍ 5:19 宮田　　翔 紀の国アスリートクラブＡ 第１４回大会 2018/10/8

【歴代記録】
※第7回大会は競技場が改修工事中でコース変更のため全て参考記録　第８回大会は南山陸上競技場で開催のため全て参考記録
　第9回大会よりコース変更　第11回大会から紀三井寺公園陸上競技場から田辺スポーツパーク陸上競技場に会場を変更
　第１３回大会は選考方法を変更（１５００ｍタイムトライアル）
   第15回大会は南山陸上競技場で開催のため全て参考記録

【大会記録】

【区間記録】



1組

Ord. 順位 記録 備考 Ord. 順位 記録 備考

1 田辺ACーA (　　) 2 紀の国AC-A (　　)

(　　)  1 清水　琉生 ( 4 )  (　　)  2 山﨑　友善 ( 4 ) 

(　　)  1 堀木　朝日 ( 5 )  (　　)  2 中井　新太 ( 6 ) 

(　　)  1 濵野　颯 ( 6 )  (　　)  2 田中　悠大 ( 6 ) 

(　　)  1 矢口　泰士 ( 6 )  (　　)  2 山本　潤 ( 6 ) 

(　　)

3 紀の国AC-B (　　) 4 田辺ACーB (　　)

(　　)  3 岡中　亮祥 ( 4 )  (　　)  4 松本　麗史 ( 5 ) 

(　　)  3 藤井　俊輔 ( 4 )  (　　)  4 山本　夏輝 ( 5 ) 

(　　)  3 岡本　玲哉 ( 5 )  (　　)  4 澤越　庵治 ( 6 ) 

(　　)  3 佐藤　巧人 ( 6 )  (　　)  4 嶋本　崇良 ( 6 ) 

(　　) (　　)  4 嶋本　晄己 ( 6 ) 

(　　)  4 横山　智晴 ( 6 ) 

6 のかみAC (　　) 7 みなべAC (　　)

(　　)  5 尾上　倫太郎 ( 5 )  (　　)  6 前田　仁 ( 4 ) 

(　　)  5 上田　悠以 ( 5 )  (　　)  6 森　　寛太 ( 5 ) 

(　　)  5 北畑　遥都 ( 6 )  (　　)  6 前田　壮二郎 ( 5 ) 

(　　)  5 二川　晴斗 ( 6 )  (　　)  6 寺村　大輝 ( 5 ) 

(　　)  6 岩﨑　舞衣 ( 5 ) 

1組

Ord. 順位 記録 備考 Ord. 順位 記録 備考

1 紀の国AC-B (　　) 2 田辺ACーA (　　)

(　　)  7 佐藤　莉唯奈 ( 4 )  (　　)  8 石橋　雪乃 ( 5 ) 

(　　)  7 岩井　優奈 ( 4 )  (　　)  8 濵野　楓 ( 6 ) 

(　　)  7 北野　明奈 ( 5 )  (　　)  8 坂本　鶴月 ( 6 ) 

(　　)  7 田中　希歩 ( 6 )  (　　)  8 古久保　凜海 ( 6 ) 

3 野崎Ｔ＆Ｆ (　　) 4 紀の国AC-A (　　)

(　　)  9 大谷　明依 ( 5 )  (　　)  10 猪野　羽希 ( 5 ) 

(　　)  9 箱木　仁胡 ( 6 )  (　　)  10 大村　凛 ( 6 ) 

(　　)  9 上地　悠加 ( 6 )  (　　)  10 吉村　弥依 ( 6 ) 

(　　)  9 関　明香里 ( 6 )  (　　)  10 中前　海莉 ( 6 ) 

5 みなべAC (　　) 6 田辺ACーB (　　)

(　　)  11 岩﨑　舞衣 ( 4 )  (　　)  12 小嶋　瑞希 ( 4 ) 

(　　)  11 野中　千裕 ( 5 )  (　　)  12 上舎　芽愛 ( 4 ) 

(　　)  11 石丸　万葉 ( 6 )  (　　)  12 丸屋　羽月 ( 6 ) 

(　　)  11 高田　夏帆 ( 6 )  (　　)  12 鈴木　みのり ( 6 ) 

(　　)  11 玉置　莉奈 ( 6 )  (　　)  12 西　和奏 ( 6 ) 

(　　)  11 田上　莉亜奈 ( 6 )  (　　)  12 福田　怜亜 ( 6 ) 

チーム名 チーム名

男子４×８００ｍＲ

女子４×８００ｍＲ

チーム名 チーム名
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