
2020年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼“日清食品カップ”和歌山県小学生陸上競技交流大会

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

男子共通4x100mR 決勝 GR  54.40 132 佐藤-溝川-谷上-ディアップ 紀の国AC-A 2020/9/13

男子小学6年800m 決勝 GR  2:24.11 135 田中　悠大 紀の国AC 2020/9/13

女子共通4x100mR 決勝 GR  56.62 95 郡司-田中-山際-中山 紀の国AC-A 2020/9/13

女子小学1年100m 決勝 GR  17.61 38 中谷　唱乃 有功小学校 2020/9/13

女子小学2年100m 予選 GR  16.37 18 福田　紗良 西和佐小学校 2020/9/13

女子小学4年100m 決勝 GR  14.57 147 小川　笑凜 のかみAC 2020/9/13

女子小学5、6年コンバインドA 決勝 JR GR  1929 101 山際　伶美 紀の国AC 2020/9/13

女子小学5、6年コンバインドA 決勝 GR  1843 103 郡司　香々菜 紀の国AC 2020/9/13

女子小学5、6年コンバインドA 決勝 GR  1832 239 堂山　怜香 和歌山陸上クラブ 2020/9/13

女子共通4x100mR 決勝 =GR  58.25 142 坂本-鈴木-小嶋-濵野 田辺AC 2020/9/13

JR:県小学生新　GR：大会新　＝GR：大会タイ

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  アシックスジャッパン株式会社

主催：和歌山陸上競技協会

備考
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4 :
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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

9 13 9 30 曇 28 77 東 0.5
9 13 10 0 曇 28 77 東 0.3
9 13 11 0 曇 27.5 74 南東 0.7
9 13 12 0 曇 28.5 74 南南東 1.7
9 13 13 0 曇 29 74 南南東 1.8
9 13 14 0 曇 28.5 67 東 0.9
9 13 15 0 曇 28.5 64 東 1.1
9 13 16 0 曇 28.5 64 東北東 1.7

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 2020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

開催日 2019年9月13日(日)
気象条件

備考



2020年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼“日清食品カップ”和歌山県小学生陸上競技交流大会

【男子の部】

種目 人数
風速
m/s

紀の国AC-A  54.49 和歌山陸上クラブ  55.01 のかみAC　Ａ  57.64 田辺AC  57.98 野崎Ｔ＆Ｆ  58.46 のかみAC　Ｂ  59.68 GOBOクラブ  1:00.34 みなべAC  1:01.41

田中　希歩(6) 山本　新大(6) 山口　颯太(5) 坂本　鶴月(6) 細谷　翼(6) 北畑　遥都(6) 豊田　彩空(6) 玉置　莉奈(6)

溝川　雄生(6) 東山　莉子(6) 吉本　朱里(6) 濵野　颯(6) 馬場　朱里斗(6) 井本　結月(6) 周家　苺珈(6) 寺村　大輝(5)

山際　伶美(6) 古谷　優奈(6) 田渕　悠乃(6) 澤越　庵治(6) 浅見　真白(6) 野上　悠亜(6) 森口　能有(5) 前田　壮二郎(5)

ディアップ　慧士(6) 山本　晴海(6) 二川　晴斗(6) 鈴木　みのり(6) 山本　愛莉(6) 上田　悠以(5) 川口　旺丞(6) 石丸　万葉(6)

山口　颯太(5)  w14.40 岡本　玲哉(5)  w14.74 桑田　大翔(5)  w14.93 南出　悠人(5)  w15.03 川口　久弥(5)  w15.17 白川　諒人(5)  w15.57 井沼　孝太(5)  w15.58 石津　煌介(5)  w15.72

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

瀧本　瑛太(6)  12.65 溝川　雄生(6)  13.21 山本　晴海(6)  13.40 白木　悠成(6)  13.79 川上　貫太朗(6)  13.87 岩本　悠郁斗(6)  14.14 二川　晴斗(6)  14.20 馬場　朱里斗(6)  14.21

山一クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 那智勝浦スポーツ少年団 木本小学校 和歌山陸上クラブ のかみAC 野崎Ｔ＆Ｆ

坂下　颯次朗(6)  1706点 堀井　旺(5)  1223点

紀の国AC 紀の国AC

８０mH 14.61[845] ８０mH 15.41[708]

走高跳 1.15[861] 走高跳 0.85[515]

鷹巣　充希(6)  1978点 吉岡　祐人(6)  1723点 上田　悠以(5)  1560点 佐藤　巧人(6)  1544点 坂野　夢真(5)  1538 中井　樹(5)  1495 後藤　玖音(6)  1445点 福澤　陽(6)  1398点

紀の国AC 和歌山ゴールデンキッズ のかみAC 紀の国AC 和歌山ゴールデンキッズ サンライズＭＢＣ 和佐小学校 本宮子どもスポーツクラブ

走幅跳 3.87[857] 走幅跳 3.87[857] 走幅跳 3.55[767] 走幅跳 3.92[871] 走幅跳 3.30[697] 走幅跳 3.17[661] 走幅跳 3.45[739] 走幅跳 3.36[714]

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 52.23[1121] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 39.68[866] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 36.06[793] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 30.19[673] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 38.46[841] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 38.09[834] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 31.81[706] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 30.70[684]

田伏　祐土(1)  18.18 火縄　侑生(1)  18.26 﨑山　鉄平(1)  18.41 神谷　康心(1)  18.46 弓戸　翠(1)  18.65 寺西　和雲(1)  19.11 土井　宏斗(1)  19.25 土井　廉斗(1)  19.49

東山東小学校 切目小学校 楠見西小学校 のかみAC 大新小学校 紀の国AC 楠見西小学校 楠見西小学校

田中　洸太(2)  16.79 清水　滉晟(2)  17.18 上田　倫玖(2)  17.21 松本　悠大(2)  17.44 竪　雅来斗(2)  17.60 上川　颯太(2)  17.61 徳田　貴市(2)  17.64 齋藤　光(2)  17.68

野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 田辺AC 雑賀小学校 根来小学校 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ

吉田　衛心(3)  w15.13 上地　諒弥(3)  w16.07 吉田　和功(3)  w16.15 石津　亮太(3)  w16.24 矢出　航己(3)  w16.32 梅田　信輝(3)  w17.07 乾　瀬煌(3)  w17.30 馬田　樹(3)  w17.62

紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 有田JAC サンライズＭＢＣ 和歌山陸上クラブ 本宮子どもスポーツクラブ 紀の国AC

白木　啓太(4)  w14.98 宮下　奏斗(4)  w15.33 福田　一真(4)  w15.41 中山　暁翔(4)  w15.69 岡井　優太朗(4)  w15.77 川口　涼玖(4)  w15.79 堀口　莉玖(4)  w16.12 後藤　世逢(4)  w18.70

那智勝浦スポーツ少年団 吹上小学校 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 吹上小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 和佐小学校

山下　恵生(4)  2:51.60 吉田　陽太(3)  2:53.28 赤土　悠真(3)  2:53.77 渡辺　侑紀(3)  2:54.28 清水　琉生(4)  2:55.03 齋藤　柚斗(4)  2:58.14 山﨑　友善(4)  2:58.25 前野　颯人(4)  3:02.27

サンライズＭＢＣ サンライズＭＢＣ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 田辺AC 藤戸台小学校 紀の国AC 和歌山陸上クラブ

竹垣　憲伸(4)  3.58 (-0.8) 西　昇成(4)  3.22 (+0.9) 横山　藍央(4)  2.84 (+0.4) 宮下　快斗(4)  2.19 (-0.7)

野崎Ｔ＆Ｆ 太地陸上クラブ 山崎小学校 有功小学校

堀木　朝日(5)  2:35.45 津村　良介(5)  2:35.61 尾上　倫太郎(5)  2:35.99 谷　弘明(5)  2:38.14 森口　能有(5)  2:42.45 小野　智矢(5)  2:48.99 森　寛太(5)  2:52.63 寺村　大輝(5)  2:58.20

田辺AC 和歌山ゴールデンキッズ のかみAC スパスポAC GOBOクラブ 海南アスリート みなべAC みなべAC

田中　悠大(6)  2:24.11 川口　旺丞(6)  2:38.63 北畑　遥都(6)  2:39.81 佐藤　蓮(6)  2:40.80 東谷　昊祐(6)  2:41.55 東　叶(6)  2:42.15 由良　心希(6)  2:46.07 澤越　庵治(6)  2:47.01

紀の国AC GR GOBOクラブ のかみAC 由良AC 和歌山ゴールデンキッズ GOBOクラブ 有田JAC 田辺AC

紀の国AC-A  54.40 サンライズＭＢＣ B  58.11 田辺AC  58.53 紀の国AC-B  1:00.98 野崎Ｔ＆Ｆ  1:01.70 有田JAC-A  1:02.22 岡崎小学校 A  1:03.44 和歌山陸上クラブA  1:04.01

佐藤　巧人(6) GR 岡田　優平(6) 松本　麗史(5) 岡本　玲哉(5) 辻川　海斗(3) 石津　煌介(5) 沖殿　理公(6) 中田　樹希(5)

溝川　雄生(6) 梅野　健心(6) 濵野　颯(6) 堀井　旺(5) 馬場　朱里斗(6) 由良　心希(6) 谷地　勇輝(6) 林　莉空(5)

谷上　瑞季(6) 原　京吾(6) 嶋本　崇良(6) 杖村　侑哉(5) 川口　涼玖(4) 岩木　美雄(5) 長谷川　太一(6) 堀口　莉玖(4)

ディアップ　慧士(6) 松﨑　大地(6) 澤越　庵治(6) 芝　航永(5) 細谷　翼(6) 横田　輝永(6) 加藤　陽碧(6) 福田　一真(4)

ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ　ｗ：追い風参考

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

28.5℃ 南南東 1.7m/s 74% 　506名（男271名　女235名）

2.4

小学5年
100m

小学4年以下
800ｍ

31人

8位

３年１００ｍ

28人
小学6年
100m

コンバインドA

コンバインドＢ

25人

39人

５．６年男女混合
４×１００ｍＲ

11ﾁｰﾑ

35人

2人

大会コード：20300003 2020年9月13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 7位5位

　参加チーム63チーム

-0.1

2.4

2.7

1.2

曇

協賛：日清食品ホールディングス株式会社　 アシックスジャッパン株式会社

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 0.5

２年１００ｍ

16人

天候

小学6年
800ｍ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：富田　　進　　　記  録  主  任：尾﨑　伸哉

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

4x100mR 18ﾁｰﾑ

４年１００ｍ 28人

小学5年
800ｍ

24人

17人

15人

4人
小学4年以下

走幅跳



2020年度和歌山県小学生陸上競技選手権大会
兼“日清食品カップ”和歌山県小学生陸上競技交流大会

【女子の部】

種目 人数
風速
m/s

木戸　理央音(5)  14.47 小原　漣音(5)  14.53 愛宕　花梨(5)  14.85 岡本　日菜子(5)  14.95 岡田　珠美(5)  15.65 隠塚　帆乃花(5)  15.79 舩谷　咲良(5)  15.87 ｽﾃﾗﾄｽ　玲明ｸﾗｳﾃﾞｨｱ（５）  15.91

和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 海南アスリート 紀の国AC 和歌山ゴールデンキッズ 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC

古谷　優奈(6)  14.11 東山　莉子(6)  14.29 田中　希歩(6)  14.33 中山　琴望(6)  14.52 山本　愛莉(6)  14.62 中谷　莉万(6)  14.65 浅見　真白(6)  14.68 鈴木　みのり(6)  14.70

和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山ゴールデンキッズ 野崎Ｔ＆Ｆ 田辺AC

山際　伶美(6)  1929点 郡司　香々菜(6)  1843点 堂山　怜香(6)  1832点 寺井　彩華(5)  1626点 玉置　莉奈(6)  1256 長藤　清音(6)  1214点

紀の国AC JR GR 紀の国AC GR 和歌山陸上クラブ GR 紀の国AC みなべAC 楠見小学校

８０mH 13.78[987] ８０mH 14.28[901] ８０mH 13.94[959] ８０mH 14.74[823] ８０mH 16.57[510] ８０mH 17.35[376]

走高跳 1.22[942] 走高跳 1.22[942] 走高跳 1.16[873] 走高跳 1.10[803] 走高跳 1.05[746] 走高跳 1.13[838]

吉本　朱里(6)  1561点 石丸　万葉(6)  1525点 高田　夏帆(6)  1514点 濵野　楓(6)  1482点 田渕　悠乃(6)  1392点 横山　美空(6)  1373点 板矢　瑞規(5)  1364点 野上　悠亜(6)  1344点

のかみAC みなべAC みなべAC 田辺AC のかみAC 山崎小学校 紀の国AC のかみAC

走幅跳 3.84[849] 走幅跳 3.68[804] 走幅跳 3.21[672] 走幅跳 3.43[734] 走幅跳 3.32[703] 走幅跳 3.34[708] 走幅跳 3.33[706] 走幅跳 3.54[764]

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 32.10[712] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 32.55[721] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 38.47[842] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 33.88[748] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 30.96[689] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 29.78[665] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 29.42[658] ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 25.58[580]

中谷　唱乃(1)  17.61 芝　春乃(1)  19.11 平尾　愛莉(1)  19.85 関　千遥(1)  20.58 湯川　瑠夏(1)  20.91 西澤　杏(1)  21.07 堀口　紗良(1)  21.48 巽　葵(1)  21.52

有功小学校 GR 川永小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 名草小学校

福田　紗良(2)  16.42 國祐　彩名(2)  17.60 明間　奏音(2)  17.63 里村　陽菜(2)  18.03 岡本　彩芽(2)  18.12 北村　結夢(2)  18.18 本郷　真彩(2)  18.30 石橋　美琴(2)  18.63

西和佐小学校 GR 和歌山陸上クラブ 野崎小学校 和佐小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 田辺AC

中山　愛唯(3)  w16.07 佐藤　凛(3)  w16.81 岩本　麗良(3)  w17.08 久保西　初奈(3)  w17.30 辻川　心愛(3)  w17.33 南方　萌愛(3)  w17.41 上野山　音羽(3)  w17.44 松村　怜奈(3)  w17.53

和歌山陸上クラブ 由良AC 紀の国AC GOBOクラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC

小川　笑凜(4)  14.57 小嶋　瑞希(4)  15.80 中谷　柚巴(4)  16.01 雜賀　柚佳(4)  16.38 中村　継美(4)  16.42 瀧本　湖子(4)  16.97 安藤　愛莉(4)  16.97 柳瀬　詩絵奈(4)  17.31

のかみAC GR 田辺AC 有功小学校 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 雑賀小学校 有功小学校

岩井　優奈(4)  2:58.41 上舎　芽愛(4)  3:03.35 橋崎　真琳(4)  3:04.38 古澤　帆波(4)  3:12.43 西澤　蘭(3)  3:20.65 田戸　咲空(2)  3:21.63 小柳　和奏(4)  3:24.28 井出　光南(3)  3:30.82

紀の国AC 田辺AC Team　Arai 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 藤戸台小学校 龍神ＳＣ サンライズＭＢＣ

塩崎　莉乃亜(4)  3.34 (-1.1) 岩﨑　舞衣(4)  3.07 (+0.2) 三宅　望未(3)  2.94 (+0.8) 野上　怜愛(3)  2.41 (+1.3)

那智勝浦スポーツ少年団 みなべAC のかみAC のかみAC

西村　咲菜子(5)  2:46.82 石橋　雪乃(5)  2:49.72 大谷　明依(5)  2:51.14 山崎　日花里(5)  2:53.37 津守　冬華(5)  2:59.15 猪野　羽希(5)  3:00.13 西　華那(5)  3:00.51 熊代　彩乃(5)  3:00.57

藤戸台小学校 田辺AC 野崎Ｔ＆Ｆ すさみ陸上クラブ サンライズＭＢＣ 紀の国AC GOBOクラブ みなべAC

吉村　弥依(6)  2:32.00 坂本　鶴月(6)  2:35.33 竪　心結乃(6)  2:35.41 長濵　乃彩(6)  2:37.36 中前　海莉(6)  2:38.80 周家　苺珈(6)  2:44.57 山下　心暖(6)  2:46.03 白樫　葉瑠(6)  2:46.04

紀の国AC 田辺AC 根来小学校 由良AC 紀の国AC GOBOクラブ サンライズＭＢＣ サンライズＭＢＣ

紀の国AC-A  56.62 田辺AC  58.25 野崎Ｔ＆Ｆ A  58.47 和歌山陸上クラブA  1:00.17 紀の国AC-C  1:00.84 野崎Ｔ＆Ｆ B  1:02.09 紀の国AC-B  1:02.20 和歌山陸上クラブB  1:02.76

郡司　香々菜(6) GR 坂本　鶴月(6) ＝GR 浅見　真白(6) 室谷　珠紀(6) 岡本　日菜子(5) 関　明香里(6) 菖蒲奥　妃羅(6) 若松　亜依(6)

田中　希歩(6) 鈴木　みのり(6) 山本　愛莉(6) 木戸　理央音(5) 舩谷　咲良(5) 栗山　唯奈(5) 橋本　みやび(6) 久保　玲奈(6)

山際　伶美(6) 小嶋　瑞希(4) 中原　愛莉(6) 小原　漣音(5) 板矢　瑞規(5) 畑　さくら(6) 山際　那美(6) 元平　杏奈(6)

中山　琴望(6) 濵野　楓(6) 馬場　萌里沙(6) 坂口　愛依(6) 寺井　彩華(5) 上地　悠加(6) 前岡　成(5) 髙山　雫(6)

JR:県小学生新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ　ｗ：追い風参考

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

28.5℃ 南南東 1.7m/s 74% 　506名（男271名　女235名）
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大会コード：20300003 2020年9月13日（日）
紀三井寺公園陸上競技場

競技場コード：301010
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総　　　　務：川村　栄司　　　トラック審判長：中村　勝久

3位
小学5年
100m

28人
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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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