
※ジャベリックボール投のみ10月31日（土）補助競技場で開催

　　　　　　　　　一般財団法人

■　主催  和歌山陸上競技協会

記録集

2020年度

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

期日：２０２０年１０月１８日（日）

　　  ９時００分競技開始

場所：紀三井寺公園陸上競技場



競技会名

主催

主管

会場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日 備考

男子6年走幅跳 決勝 GR  5.12 2-331 山本　晴海 和歌山陸上クラブ 2020/10/18

女子1年100m 決勝 GR  17.60 254 中谷　唱乃 有功小学校 2020/10/18

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

和歌山陸上競技協会

紀三井寺公園陸上競技場



1 : コード 20300006
2 :
3 : コード 301010
4 :
5

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

10 18 9 0 曇 17 80 南東 1

10 18 10 0 晴 18 71 南東 1.2

10 18 11 0 晴 21 49 東南東 2.5

10 18 12 0 曇 20 56 東南東 1.5

10 18 13 0 曇 19 59 東南東 1.3

10 18 14 0 晴 20 56 南東 1.2

10 18 15 0 曇 20 56 南東 1.4

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会
主催者 和歌山陸上競技協会
競技場 紀三井寺公園陸上競技場
開催日 2020年10月18日(日)
気象条件

備考



【男子の部】

種目

1年100m 田伏　祐土(1)  17.65 湯川　瑠偉(1)  17.85 神谷　康心(1)  17.88 弓戸　翠(1)  18.53 寺西　和雲(1)  18.88 山根　逸君(1)  18.89 浜﨑　煌大(1)  19.23 平見　優歩(1)  19.27

風：+0.3 東山東小学校 紀の国AC のかみAC 大新小学校 紀の国AC 大新小学校 藤並小学校 野崎Ｔ＆Ｆ

2年100m 上田　倫玖(2)  16.72 田中　洸太(2)  16.80 竪　雅来斗(2)  16.90 上川　颯太(2)  17.18 徳田　貴市(2)  17.37 尾上　功志郎(2)  17.60 松本　悠大(2)  17.61 清水　滉晟(2)  17.62

風：+1.4 田辺AC 野崎Ｔ＆Ｆ 根来小学校 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 和歌山陸上クラブ

3年100m 吉田　衛心(3)  15.63 上地　諒弥(3)  15.94 吉田　和功(3)  16.30 石津　亮太(3)  16.73 辻本　太祇(3)  16.75 津毛　颯人(3)  16.88 赤土　悠真(3)  16.91 乾　頼煌(3)  16.91

風：+0.6 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 有田JAC 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 本宮子どもスポーツクラブ

4年100m 白木　啓太(4)  w14.51 中山　暁翔(4)  w14.77 福田　一真(4)  w14.93 川口　涼玖(4)  w15.49  後藤　世逢(4)  w15.57 樹林　実(4)  w15.69 竹垣　憲伸(4)  w15.74 堀口　莉玖(4)  w15.84

風：+3.6 那智勝浦スポーツ少年団 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 和佐小学校 ２９SA 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ

5年100m 山口　颯太(5)  w13.92 岡本　玲哉(5)  w14.45 川口　久弥(5)  w14.51 桑田　大翔(5)  w14.68 南出　悠人(5)  w14.87 白川　諒人(5)  w15.02 森　慶太(5)  w15.03 上田　悠以(5)  w15.12

風：+3.2 のかみAC 紀の国AC 箕島小学校 貴志南小学校 海南アスリート 岩出小学校 中央小学校 のかみAC

6年100m 瀧本　瑛太(6)  12.57 溝川　雄生(6)  12.78 山本　晴海(6)  13.16 馬場　朱里斗(6)  13.72 川上　貫太朗(6)  13.77 岩本　悠郁斗(6)  13.79 二川　晴斗(6)  13.97 丹野　煌太(6)  14.05

風：+1.5 山一クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 木本小学校 和歌山陸上クラブ のかみAC 城山小学校

齋藤　柚斗(4)  5:40.95 山﨑　友善(4)  5:42.09 赤土　悠真(3)  5:55.73 佐々木　駿一(2)  5:56.03 口広　健慎(4)  6:01.93 渡辺　侑紀(3)  6:04.26 前野　颯人(4)  6:06.33 清水　琉生(4)  6:06.57

藤戸台小学校 紀の国AC 紀の国AC 切目小学校 のかみAC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 田辺AC

尾上　倫太郎(5)  5:22.09 谷　弘明(5)  5:25.82 津村　良介(5)  5:27.52 森　寛太(5)  5:39.44 小野　智矢(5)  5:45.81 寺村　大輝(5)  5:47.47 辻　海璃(5)  5:51.63 巽　陽南太(5)  6:03.64

のかみAC スパスポAC すさみ陸上クラブ みなべAC 海南アスリート みなべAC 和佐小学校 有田JAC

田中　悠大(6)  4:53.30 佐藤　蓮(6)  5:26.56 古久保　柊宇(6)  5:34.52 北畑　遥都(6)  5:34.60 横田　輝永(6)  5:39.89 山本　潤(6)  6:10.63 中井　新太(6)  6:12.38

紀の国AC 由良AC 龍神ＳＣ のかみAC 有田JAC 紀の国AC 紀の国AC

4、5、6年80mH 堀井　旺(5)  15.31 南出　悠人(5)  16.14

風：+0.8 紀の国AC 海南アスリート

紀の国ACーA  55.22 紀の国ACーB  57.55 田辺AC  57.78 のかみAC  58.08 和歌山陸上クラブA  1:01.10 野崎Ｔ＆Ｆ A  1:01.20 有田JAC-A  1:02.08 紀の国ACーC  1:03.53

佐藤　巧人(6) 堀井　旺(5) 矢口　泰士(6) 上田　悠以(5) 園木　孝洋(5) 上地　諒弥(3) 岩木　美雄(5) 吉田　衛心(3)

溝川　雄生(6) 岡本　玲哉(5) 濵野　颯(6) 山口　颯太(5) 岩本　悠郁斗(6) 馬場　朱里斗(6) 横田　輝永(6) 中山　暁翔(4)

谷上　瑞季(6) 鷹巣　充希(6) 嶋本　晄己(6) 北畑　遥都(6) 中田　樹希(5) 川口　涼玖(4) 喜夛　悠斗(5) 杖村　侑哉(5)

ディアップ　慧士(6) 田中　悠大(6) 横山　智晴(6) 二川　晴斗(6) 井沼　孝太(5) 細谷　翼(6) 石津　煌介(5) 岡中　亮祥(4)

4、5、6年 溝川　雄生(6)  1.27 嶋本　晄己(6)  1.25 横山　智晴(6)  1.20 濵野　颯(6)  1.15

走高跳 紀の国AC 田辺AC 田辺AC 田辺AC

白木　啓太(4)  3.85 (+0.1) 上地　諒弥(3)  3.52 (+0.6) 竹垣　憲伸(4)  3.51 (-0.8) 中山　暁翔(4)  3.32 (-2.0) 吉田　衛心(3) 3.19 (-0.8) 田中　颯(3)  3.10 (+0.9) 辻川　海斗(3)  2.97 (-0.2) 川口　涼玖(4)  2.92 (+0.8)

那智勝浦スポーツ少年団 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 紀の国AC 本宮子どもスポーツクラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ

山口　颯太(5)  4.41 (+1.6) 桑田　大翔(5)  3.98 (+1.4) 森　慶太(5)  w3.64 (+2.2) 上田　悠以(5)  3.54 (+1.7) 五味　一真(5)  w2.96 (+2.1) 向日　響矢(5)  2.72 (+1.7) 松本　麗史(5)  2.60 (+1.4) 明楽　琉希(5)  2.41 (+1.0)

のかみAC 貴志南小学校 中央小学校 のかみAC 龍神ＳＣ 龍神ＳＣ 田辺AC 大新小学校

山本　晴海(6)  5.12 (+1.6) 瀧本　瑛太(6)  4.79 (+1.4) 馬場　朱里斗(6)  4.11 (+1.8) 佐藤　巧人(6)  w3.96 (+2.1) 後藤　玖音(6)  3.95 (+1.9) 鷹巣　充希(6)  3.79 (-1.1) ディアップ　慧士(6)  3.70 (+1.6) 福澤　陽(6)  3.34 (+1.5)

和歌山陸上クラブ GR 山一クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 和佐小学校 紀の国AC 紀の国AC 本宮子どもスポーツクラブ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在） 総　　　　務：川村　栄司　　　トラック審判長：中村　勝久
天候 温度 風向 風速 湿度 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：冨田　　進　　　記  録  主  任：前　　恵太
曇 20℃ 東南東 1.5ｍ/s 56% 　414名（男217名　女197名）

6位

　参加チーム53チーム

7位 8位

2020年度（第20回）和歌山県小学生陸上競技選手権大会（秋季大会）
大会コード：20300006 2020年10月18日（日）、31日（土）

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 5位

主催：和歌山陸上競技協会

4年以下

走幅跳

6年走幅跳

4、5、6年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

4年以下

1500m

5年

1500m

6年

1500m

4x100mR

5年走幅跳

10月31日に実施



【女子の部】

種目

1年100m 中谷　唱乃(1)  17.60 芝　春乃(1)  18.39 関　千遥(1)  19.98 湯川　瑠夏(1)  20.04 西澤　杏(1)  20.13 平尾　愛莉(1)  20.26 弓倉　綾乃(1)  20.71 藤谷　桜来(1)  21.60

風：+1.1 有功小学校 GR 和歌山パラアスリートクラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 稲原小学校 名草小学校

2年100m 福田　紗良(2)  16.80 北村　結夢(2)  17.44 本郷　真彩(2)  17.51 國祐　彩名(2)  17.58 福村　光咲(2)  17.96 岡本　彩芽(2)  18.06 小林　結芽(2)  18.31 石橋　美琴(2)  18.36

風：+1.4 西和佐小学校 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 由良AC 野崎Ｔ＆Ｆ 和佐小学校 田辺AC

3年100m 中山　愛唯(3)  15.87 佐藤　凛(3)  16.68 岩木　妃乃(3)  17.07 辻川　心愛(3)  17.08 平林　明莉(3)  17.14 上野山　音羽(3)  17.34 高田　梨帆(3)  17.38 弓倉　麻友(3)  17.52

風：+0.7 和歌山陸上クラブ 由良AC 有田JAC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 紀の国AC みなべAC 稲原小学校

4年100m 小川　笑凜(4)  w14.37 岩井　優奈(4)  w15.40 塩崎　莉乃亜(4)  w15.51 中谷　柚巴(4)  w15.67 小嶋　瑞希(4)  w15.91 上舎　芽愛(4)  w15.98 雜賀　柚佳(4)  w16.15 安藤　愛莉(4)  w16.61

風：+3.1 のかみAC 紀の国AC 那智勝浦スポーツ少年団 有功小学校 田辺AC 田辺AC 紀の国AC 雑賀小学校

5年100m 小原　漣音(5)  w14.24  木戸　理央音(5)  w14.25 岡本　日菜子(5)  w14.71 舩谷　咲良(5)  w15.18 大谷　明依(5)  w15.30 狩谷　乃愛(5)  w15.43 板矢　瑞規(5)  w15.47 寺井　彩華(5)  w15.50

風：+3.5 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 山東小学校 紀の国AC 紀の国AC

6年100m 山際　伶美(6)  13.86 古谷　優奈(6)  14.00 東山　莉子(6)  14.07 鈴木　みのり(6)  14.09 山本　愛莉(6)  14.13 中山　琴望(6)  14.26 浅見　真白(6)  14.27 田中　希歩(6)  14.31

風：+1.1 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 田辺AC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC

岩井　優奈(4)  6:11.78 橋崎　真琳(4)  6:12.91 上舎　芽愛(4)  6:13.86 西澤　蘭(3)  6:26.17 岩﨑　舞衣(4)  6:38.29 湯川　結愛(3)  6:39.39 小柳　和奏(4)  6:48.17 佐藤　凛(3)  6:50.60

紀の国AC Team　Arai 田辺AC 紀の国AC みなべAC 龍神ＳＣ 龍神ＳＣ 由良AC

石橋　雪乃(5)  5:42.27 髙井　初香(5)  5:50.37 猪野　羽希(5)  6:03.89 西川　柊花(5)  6:09.15 山崎　日花里(5)  6:16.90 鍋嶌　あいむ(5)  7:49.48

田辺AC 山崎北小学校 紀の国AC 龍神ＳＣ すさみ陸上クラブ 紀の国AC

吉村　弥依(6)  5:01.09 吉田　ひかり(6)  5:09.30 中前　海莉(6)  5:17.35 長濵　乃彩(6)  5:21.77 竪　心結乃(6)  5:24.47 溝口　和花(6)  5:25.71 大村　凛(6)  6:08.29 田中　瑠乃(6)  6:40.61

紀の国AC 藤戸台小学校 紀の国AC 由良AC 根来小学校 龍神ＳＣ 紀の国AC 有田JAC

4、5、6年80mH 郡司　香々菜(6)  13.65 山際　伶美(6)  13.73 田中　希歩(6)  14.12 橋本　みやび(6)  14.19  堂山　怜香(6)  14.37 寺井　彩華(5)  14.78 隠塚　帆乃花(5)  14.96 玉置　莉奈(6)  18.62

風：+1.6 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 紀の国AC みなべAC

紀の国ACーA  55.92 和歌山陸上クラブA  56.52 のかみAC  57.94 田辺AC  58.22 和歌山陸上クラブB  58.24 野崎Ｔ＆Ｆ A  58.49 みなべAC  1:00.85 紀の国ACーB  1:01.97

郡司　香々菜(6) 室谷　珠紀(6) 田渕　悠乃(6) 西　和奏(6) 若松　亜依(6) 浅見　真白(6) 玉置　莉奈(6) 菖蒲奥　妃羅(6)

田中　希歩(6) 東山　莉子(6) 小川　笑凜(4) 鈴木　みのり(6) 木戸　理央音(5) 山本　愛莉(6) 田上　莉亜奈(6) 橋本　みやび(6)

山際　伶美(6) 古谷　優奈(6) 野上　悠亜(6) 古久保　凜海(6) 小原　漣音(5) 中原　愛莉(6) 高田　夏帆(6) 山際　那美(6)

中山　琴望(6) 堂山　怜香(6) 吉本　朱里(6) 濵野　楓(6) 坂口　愛依(6) 馬場　萌里沙(6) 石丸　万葉(6) 前岡　成(5)

濵野　楓(6)  1.29 竪　心結乃(6)  1.23 堂山　怜香(6)  1.15 栗山　唯奈(5)  1.10 井上　釉稀(6)  1.05

田辺AC 根来小学校 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌浦小学校

長濵　乃彩(6)  1.15

由良AC

塩崎　莉乃亜(4)  3.44 (+1.1) 小嶋　瑞希(4)  3.35 (-0.3) 泉　優月(4)  3.05 (-0.7) 古澤　帆波(4)  2.79 (+0.1) 岩﨑　舞衣(4)  2.73 (-1.0) 谷上　莉瑚(4)  2.69 (-0.3) 平林　明莉(3)  2.68 (-0.7) 佐藤　莉唯奈(4)  2.67 (+0.5)

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

愛宕　花梨(5)  3.85 (+0.6) 中﨑　理央(5)  3.60 (0.0) 大谷　明依(5)  3.59 (+1.6) 舩谷　咲良(5)  3.21 (+0.2) 安保　和佳(5)  3.20 (+0.5) 野中　千裕(5)  3.17 (+2.0) 田中　莉夢(5)  3.17 (+0.7) 前岡　成(5)  3.10 (+1.4)

海南アスリート 中央小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC 山崎北小学校 みなべAC 本宮子どもスポーツクラブ 紀の国AC

吉本　朱里(6)  4.13 (+1.7) 坂本　愛侑(6)  3.97 (+2.0) 山本　愛莉(6)  3.80 (+1.8) 横山　美空(6)  3.77 (-0.3) 鈴木　みのり(6)  3.72 (+1.4) 濵野　楓(6)  3.70 (+1.1) 中山　琴望(6)  3.70 (+0.9) 中原　愛莉(6)  3.67 (+1.9)

のかみAC 宮小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 山崎小学校 田辺AC 田辺AC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（12時現在） 総　　　　務：川村　栄司　　　トラック審判長：中村　勝久
天候 温度 風向 風速 湿度 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：冨田　　進　　　記  録  主  任：前　　恵太
曇 20℃ 東南東 1.5ｍ/s 56% 　414名（男217名　女197名）

　参加チーム53チーム

8位

4年以下
1500m

5年
1500m

6年
1500m

1位 2位 3位 4位 5位

主催：和歌山陸上競技協会

4、5、6年
走高跳

6位 7位

4x100mR

4年以下
走幅跳

5年走幅跳

6年走幅跳

4、5、6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

2020年度（第20回）和歌山県小学生陸上競技選手権大会（秋季大会）
大会コード：20300006 2020年10月18日（日）、31日（土）

紀三井寺公園陸上競技場

競技場コード：301010

10月31日に実施



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

タブシ　ユウト ヒガシサンドウショウガッコウ ユカワ　ルイ キノクニアスリートクラブ

1  273 田伏　祐土 ( 1 )  東山東小学校 6 w 17.31 q 1  1-354 湯川　瑠偉 ( 1 )  紀の国AC 2 w 17.48 q

ヤマネ　イジュン ダイシンショウガッコウ カミヤ　コウシン ノカミアスリートクラブ

2  274 山根　逸君 ( 1 )  大新小学校 7 w 17.77 q 2  484 神谷　康心 ( 1 )  のかみAC 4 w 17.54 q

テラニシ　ワク キノクニアスリートクラブ ユミト　スイ ダイシンショウガッコウ

3  1-364 寺西　和雲 ( 1 )  紀の国AC 4 w 17.95 q 3  275 弓戸　翠 ( 1 )  大新小学校 7 w 18.02 q

フジタ　レント ノザキトラックアンドフィールド ヒラミ　ユウホ ノザキトラックアンドフィールド

4  299 藤田　蓮士 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8 w 18.99 4  298 平見　優歩 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6 w 18.68 q

カワグチ　リト ノザキトラックアンドフィールド ハマサキ　コウタ フジナミ

5  300 川口　琉斗 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9 w 19.18 5  276 浜﨑　煌大 ( 1 )  藤並小学校 5 w 18.69 q

デヤマ　ヒイロ カワナガショウガッコウ ナカオ　ナツキ ワカヤマリクジョウクラブ

6  307 出山　陽彩 ( 1 )  川永小学校 5 w 19.46 6  2-501 仲尾　夏樹 ( 1 )  和歌山陸上クラブ 8 w 19.28

イセキ　リン ダイシンショウガッコウ オオシマ　ユウト リュウジンスポーツクラブ

7  332 井関　凜 ( 1 )  大新小学校 3 w 19.58 7  493 大嶋　優斗 ( 1 )  龍神ＳＣ 9 w 19.45

ハマサキ　イブキ ユラアスリートクラブ タカヤマ　コウイチ フッコギムキョウイクガッコウ

8  6-673 濵﨑　泉颯 ( 1 )  由良AC 2 w 20.20 -  312 高山　晃一 ( 1 )  伏虎義務教育学校 3 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

タブシ　ユウト ヒガシサンドウショウガッコウ

1  273 田伏　祐土 ( 1 )  東山東小学校 4  17.65

ユカワ　ルイ キノクニアスリートクラブ

2  1-354 湯川　瑠偉 ( 1 )  紀の国AC 7  17.85

カミヤ　コウシン ノカミアスリートクラブ

3  484 神谷　康心 ( 1 )  のかみAC 6  17.88

ユミト　スイ ダイシンショウガッコウ

4  275 弓戸　翠 ( 1 )  大新小学校 9  18.53

テラニシ　ワク キノクニアスリートクラブ

5  1-364 寺西　和雲 ( 1 )  紀の国AC 8  18.88

ヤマネ　イジュン ダイシンショウガッコウ

6  274 山根　逸君 ( 1 )  大新小学校 5  18.89

ハマサキ　コウタ フジナミ

7  276 浜﨑　煌大 ( 1 )  藤並小学校 2  19.23

ヒラミ　ユウホ ノザキトラックアンドフィールド

8  298 平見　優歩 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  19.27

1年 男子 100m 予選   20/10/18 11:05 ( 2組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 13:55  

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

リザルトリスト

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   17.02 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2008

《 予選 》

風速 (+3.3 m/s) 風速 (+2.6 m/s)

《 決勝 》

風速 (+0.3 m/s)

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ウエダ　リク タナベアスリートクラブ カミカワ　ソウタ ワカヤマリクジョウクラブ

1  905 上田　倫玖 ( 2 )  田辺AC 6  16.74 q 1  2-408 上川　颯太 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4  17.08 q

マツモト　ユウダイ サイカ サイトウ　ヒカル ワカヤマリクジョウクラブ

2  281 松本　悠大 ( 2 )  雑賀小学校 4  17.30 q 2  2-417 齋藤　光 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 3  17.33
オノウエ　コウシロウ ノカミアスリートクラブ シラカワ　ショウタ イワデ

3  478 尾上　功志郎 ( 2 )  のかみAC 3  17.32 q 3  310 白川　昇汰 ( 2 )  岩出小学校 6  17.60

ヒガシヤマ　ヒロト カイナンアスリートクラブ ホリカワ　タツキ マツエショウガッコウ

4  401 東山　紘士 ( 2 )  海南アスリート 9  17.92 4  333 堀川　達輝 ( 2 )  松江小学校 1  18.01

サカキ　ユウ ワカヤマリクジョウクラブ コヤナギ　ソウマ リュウジンスポーツクラブ

5  2-393 榊　裕宇 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 5  18.01 5  495 小柳　壮真 ( 2 )  龍神ＳＣ 8  18.09

カキハナ　チアキ ワサショウガッコウ イノウエ　ケイユウ アリダジュニアアスリートクラブ

6  278 垣鼻　千輝 ( 2 )  和佐小学校 1  18.53 6  531 井上　慶祐 ( 2 )  有田JAC 5  18.19

モリウチ　リュウタ イワデ タノウエ　ソウゴ ミナベ

7  309 森内　隆太 ( 2 )  岩出小学校 7  18.82 7  656 田上　蒼吾 ( 2 )  みなべAC 7  18.47

モリ　ソウゴ サンドウショウガッコウ ユカワ　フウト リュウジンスポーツクラブ

8  314 森　創護 ( 2 )  山東小学校 2  20.12 8  1359 湯川　楓翔 ( 2 )  龍神ＳＣ 9  20.48

ナカ　マサテル キノクニアスリートクラブ ムカイ　シオン リュウジンスポーツクラブ

9  1-308 仲　眞輝 ( 2 )  紀の国AC 8  23.02 9  491 向日　紫音 ( 2 )  龍神ＳＣ 2  21.05

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

トクダ　キイチ ワカヤマリクジョウクラブ タナカ　コウタ ノザキトラックアンドフィールド

1  2-412 徳田　貴市 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  17.04 q 1  3-867 田中　洸太 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  17.01 q

シミズ　コウセイ ワカヤマリクジョウクラブ タテ　ガクト ネゴロショウガッコウ

2  2-405 清水　滉晟 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 5  17.15 q 2  339 竪　雅来斗 ( 2 )  根来小学校 3  17.14 q

コガ　リョウノ ニシワサショウガッコウ オオカワ　ヒナタ ミナベ

3  280 古賀　稜埜 ( 2 )  西和佐小学校 2  17.77 3  655 大川　陽向 ( 2 )  みなべAC 4  17.92

イモト　ユウガ ノザキトラックアンドフィールド ゴトウ　リム ワサショウガッコウ

4  324 井本　悠雅 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  17.89 4  277 後藤　莉武 ( 2 )  和佐小学校 9  18.06

ドヤマ　ショウタ サンドウショウガッコウ ナカシマ　ユウト タナベアスリートクラブ

5  315 土山　翔大 ( 2 )  山東小学校 7  18.25 5  927 中嶋　優翔 ( 2 )  田辺AC 5  18.19

ヤマキ　トモハル ワカヤマリクジョウクラブ ハヤシ　トクマ キノクニアスリートクラブ

6  2-411 山木　智陽 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4  18.34 6  1-361 林　督真 ( 2 )  紀の国AC 8  18.56

タキ　ショウタ ノウガワショウガッコウ ミヤマエ　マサト クスミショウガッコウ

7  284 瀧　翔太 ( 2 )  直川小学校 8  18.66 7  308 宮前　将人 ( 2 )  楠見小学校 2  19.63

ウオズミ　イブキ オグラショウガッコウ ハナモト　フミヤ キノクニアスリートクラブ

8  283 魚住　伊吹 ( 2 )  小倉小学校 1  20.77 8  1-339 花本　文弥 ( 2 )  紀の国AC 7  20.56

アラコマ　ムク ワサショウガッコウ

-  279 荒駒　椋 ( 2 )  和佐小学校 3 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ウエダ　リク タナベアスリートクラブ

1  905 上田　倫玖 ( 2 )  田辺AC 5  16.72

タナカ　コウタ ノザキトラックアンドフィールド

2  3-867 田中　洸太 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  16.80

タテ　ガクト ネゴロショウガッコウ

3  339 竪　雅来斗 ( 2 )  根来小学校 8  16.90

カミカワ　ソウタ ワカヤマリクジョウクラブ

4  2-408 上川　颯太 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 7  17.18

トクダ　キイチ ワカヤマリクジョウクラブ

5  2-412 徳田　貴市 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  17.37
オノウエ　コウシロウ ノカミアスリートクラブ

6  478 尾上　功志郎 ( 2 )  のかみAC 2  17.60

マツモト　ユウダイ サイカ

7  281 松本　悠大 ( 2 )  雑賀小学校 3  17.61

シミズ　コウセイ ワカヤマリクジョウクラブ

8  2-405 清水　滉晟 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 9  17.62

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

大会記録   16.19 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2009

《 予選 》

20/10/18 11:25 ( 4組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 14:05  

風速 (+1.3 m/s)

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

風速 (+1.7 m/s)

2年 男子 100m 予選  

《 決勝 》
風速 (+1.4 m/s)

風速 (+1.8 m/s) 風速 (+0.4 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

カミジ　リョウヤ ノザキトラックアンドフィールド ヨシダ　ワク ワカヤマリクジョウクラブ

1  1389 上地　諒弥 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5 w 15.61 q 1  2-425 吉田　和功 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 6  16.07 q

アカツチ　ハルマ キノクニアスリートクラブ コマツ　チョウイチ キノクニアスリートクラブ

2  1-365 赤土　悠真 ( 3 )  紀の国AC 3 w 16.13 q 2  1-332 小松　長壱 ( 3 )  紀の国AC 7  17.01

ツゲ　ハヤト キノクニアスリートクラブ ヤマグチ　ハヤト ノカミアスリートクラブ

3  1-356 津毛　颯人 ( 3 )  紀の国AC 7 w 16.66 q 3  464 山口　隼人 ( 3 )  のかみAC 5  17.57

マツノ　カイリ ネゴロショウガッコウ カミタニ　ユラ ワカヤマリクジョウクラブ

4  305 松野　快吏 ( 3 )  根来小学校 9 w 16.81 4  2-431 紙谷　悠良 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 9  17.65

キシ　ツバサ アリダジュニアアスリートクラブ ハマサキ　アオイ ユラアスリートクラブ

5  571 貴志　翼 ( 3 )  有田JAC 6 w 17.15 5  6-671 濵﨑　葵 ( 3 )  由良AC 4  18.17

タナカ　ソウ ホングウコドモスポーツクラブ ネゴロ　ケイジ キノクニアスリートクラブ

6  701 田中　颯 ( 3 )  本宮子どもスポーツクラブ 4 w 17.18 6  1-367 根來　慶次 ( 3 )  紀の国AC 2  18.90

フクヤマ　ユイト キノクニアスリートクラブ ハマサキ　エイト フジナミ

7  1-351 福山　結斗 ( 3 )  紀の国AC 2 w 17.87 7  287 浜﨑　瑛大 ( 3 )  藤並小学校 8  19.11

フジタ　コウメイ キノクニアスリートクラブ カワバタ　ライキ ノザキトラックアンドフィールド

8  1-325 藤田　昊明 ( 3 )  紀の国AC 8 w 18.37 8  326 川端　来輝 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  19.38

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ツジモト　タイシ キノクニアスリートクラブ ヨシダ　エイシン キノクニアスリートクラブ

1  1-383 辻本　太祇 ( 3 )  紀の国AC 2  16.64 q 1  1-368 吉田　衛心 ( 3 )  紀の国AC 7 w 15.29 q

イヌイ　ライキ ホングウコドモスポーツクラブ ツジカワ　カイト ノザキトラックアンドフィールド

2  705 乾　頼煌 ( 3 )  本宮子どもスポーツクラブ 4  16.71 q 2  1378 辻川　海斗 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4 w 16.96

ウメダ　ノブキ ワカヤマリクジョウクラブ ナカムラ　ソウスケ キノクニアスリートクラブ

3  2-435 梅田　信輝 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 7  16.85 3  1-324 中村　宗介 ( 3 )  紀の国AC 9 w 17.13

フジタ　リョウゾウ ワカヤマリクジョウクラブ フカセ　ゲント リュウジンスポーツクラブ

4  2-423 藤田　諒造 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 5  17.10 4  1285 深瀬　元斗 ( 3 )  龍神ＳＣ 8 w 17.13

コニシ　ユヅキ ハチマンダイショウガッコウ テライ　サキト キノクニアスリートクラブ

5  286 小西　優月 ( 3 )  八幡台小学校 6  17.81 5  1-346 寺井　祥登 ( 3 )  紀の国AC 5 w 17.75

フジタニ　カイル ナグサショウガッコウ イノウエ　コウタロウ ワカヤマリクジョウクラブ

6  285 藤谷　奏志 ( 3 )  名草小学校 8  18.09 6  2-438 井上　晃太郎 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 6 w 18.49

ヒグチ　ユイト ワカヤマリクジョウクラブ マツイ　ダイチ ノザキトラックアンドフィールド

7  2-439 樋口　結人 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 3  18.32 7  325 松井　大知 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2 w 20.17

ヒラヤマ　カケル ワカヤマリクジョウクラブ シンヤマ　オウセイ カイナンアスリートクラブ

8  2-428 平山　翔琉 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 9  19.75 8  402 新山　王彗 ( 3 )  海南アスリート 3 w 23.58

5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

イシヅ　リョウタ アリダジュニアアスリートクラブ

1  587 石津　亮太 ( 3 )  有田JAC 4 w 16.44 q

ウマダ　イツキ キノクニアスリートクラブ

2  1-303 馬田　樹 ( 3 )  紀の国AC 7 w 16.89

ナカオ　カイリ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-433 仲尾　海琳 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 9 w 17.82

オクノ　コウスケ カイナンアスリートクラブ

4  407 奥野　晃介 ( 3 )  海南アスリート 5 w 18.05

ガタガミ　ガク ワカヤマリクジョウクラブ

5  2-432 潟上　雅空 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 6 w 18.11

エグチ　タクト カミイワデショウガッコウ

6  337 江口　拓杜 ( 3 )  上岩出小学校 2 w 19.57

ウエヤマ　ミズキ ノザキトラックアンドフィールド

7  301 上山　瑞生 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3 w 19.98

オチ　ケント ユラアスリートクラブ

-  6－695 越智　謙斗 ( 3 )  由良AC 8 DNS

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

大会記録   15.09 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2010

《 予選 》

3年 男子 100m 予選   20/10/18 11:50 ( 5組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 14:15  

風速 (+1.1 m/s)風速 (+2.9 m/s)

風速 (+2.8 m/s)

風速 (+2.5 m/s)

風速 (+1.3 m/s)



順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ヨシダ　エイシン キノクニアスリートクラブ

1  1-368 吉田　衛心 ( 3 )  紀の国AC 5  15.63

カミジ　リョウヤ ノザキトラックアンドフィールド

2  1389 上地　諒弥 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  15.94

ヨシダ　ワク ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-425 吉田　和功 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 6  16.30

イシヅ　リョウタ アリダジュニアアスリートクラブ

4  587 石津　亮太 ( 3 )  有田JAC 8  16.73

ツジモト　タイシ キノクニアスリートクラブ

5  1-383 辻本　太祇 ( 3 )  紀の国AC 9  16.75

ツゲ　ハヤト キノクニアスリートクラブ

6  1-356 津毛　颯人 ( 3 )  紀の国AC 3  16.88

アカツチ　ハルマ キノクニアスリートクラブ

7  1-365 赤土　悠真 ( 3 )  紀の国AC 4  16.91 [904]

イヌイ　ライキ ホングウコドモスポーツクラブ

8  705 乾　頼煌 ( 3 )  本宮子どもスポーツクラブ 2  16.91 [908]

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカヤマ　アキト キノクニアスリートクラブ シラキ　ケイタ ナチカツラスポーツショウネンダ

1  1-381 中山　暁翔 ( 4 )  紀の国AC 3  15.03 q 1  812 白木　啓太 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 3 w 14.68 q

ホリグチ　リク ワカヤマリクジョウクラブ ゴトウ　セア ワサショウガッコウ

2  2-451 堀口　莉玖 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 5  15.95 q 2  288 後藤　世逢 ( 4 )  和佐小学校 6 w 15.59 q

キタ　ヒロト アリダジュニアアスリートクラブ キバヤシ　ミノル ニーキュウ

3  522 喜夛　弘登 ( 4 )  有田JAC 4  16.47 3  1654 樹林　実 ( 4 )  ２９SA 5 w 15.60 q

ヨコヤマ　アオ ヤマザキショウガッコウ シバタ　ハルキ アリダジュニアアスリートクラブ

4  306 横山　藍央 ( 4 )  山崎小学校 8  16.85 4  570 芝田　靖輝 ( 4 )  有田JAC 9 w 16.01

キド　ソラ ノザキニシショウガッコウ イシバシ　リョウスケ キノクニアスリートクラブ

5  328 木戸　奏良 ( 4 )  野崎西小学校 9  17.03 5  1-375 石橋　淳丞 ( 4 )  紀の国AC 2 w 17.33

サコ　タカフミ ノザキトラックアンドフィールド シンヤマ　ユウセイ カイナンアスリートクラブ

6  1393 佐古　敬史 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  17.05 6  403 新山　雄彗 ( 4 )  海南アスリート 8 w 17.49

ミナミデ　コウタ カイナンアスリートクラブ クニスケ　シリュウ ワカヤマリクジョウクラブ

7  405 南出　煌太 ( 4 )  海南アスリート 2  17.18 q 救済 7  2-454 國祐　子龍 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 1 w 18.31

サカイ　トウヤ アリダジュニアアスリートクラブ ヒガシ　アオイ ノカミアスリートクラブ

8  572 坂井　斗哉 ( 4 )  有田JAC 7  17.26 8  453 東　葵 ( 4 )  のかみAC 7 w 18.36

ハリマ　ハルト カイナンアスリートクラブ フジハラ　リク ユラアスリートクラブ

-  409 張間　悠音 ( 4 )  海南アスリート 1 DQ -  6－679 藤原　凌玖 ( 4 )  由良AC 4 DNS

《 決勝 》

風速 (+0.6 m/s)

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

大会記録   14.09 中　島　大　輔 ＧＯＢＯクラブ 2011

《 予選 》

紀三井寺公園 [301010]

4年 男子 100m 予選   20/10/18 12:30 ( 3組 0＋9 ) 

決勝   20/10/18 14:25  

風速 (+2.5 m/s)風速 (+1.2 m/s)



3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

フクダ　カズマ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-463 福田　一真 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 4 w 14.92 q

カワグチ　リク ノザキトラックアンドフィールド

2  1188 川口　涼玖 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3 w 15.48 q

タケガキ　ケンシン ノザキトラックアンドフィールド

3  1250 竹垣　憲伸 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5 w 15.71 q

フジイ　シュンスケ キノクニアスリートクラブ

4  1-317 藤井　俊輔 ( 4 )  紀の国AC 6 w 16.66

タブチ　ユウキ ノカミアスリートクラブ

5  485 田渕　佑樹 ( 4 )  のかみAC 9 w 16.85

スズキ　リュウア キノクニアスリートクラブ

6  1-342 鈴木　利勇空 ( 4 )  紀の国AC 8 w 17.03

カンダ　ソラタ キノクニアスリートクラブ

7  1-323 神田　空汰 ( 4 )  紀の国AC 7 w 17.08

アオキ　ルイ キノクニアスリートクラブ

8  1-358 青木　琉生 ( 4 )  紀の国AC 2 w 17.50

イモト　オウガ ノザキトラックアンドフィールド

9  327 井本　桜雅 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 1 w 17.81

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

シラキ　ケイタ ナチカツラスポーツショウネンダ

1  812 白木　啓太 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 6 w 14.51

ナカヤマ　アキト キノクニアスリートクラブ

2  1-381 中山　暁翔 ( 4 )  紀の国AC 3 w 14.77

フクダ　カズマ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-463 福田　一真 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 5 w 14.93

カワグチ　リク ノザキトラックアンドフィールド

4  1188 川口　涼玖 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4 w 15.49

ゴトウ　セア ワサショウガッコウ

5  288 後藤　世逢 ( 4 )  和佐小学校 7 w 15.57

キバヤシ　ミノル ニーキュウ

6  1654 樹林　実 ( 4 )  ２９SA 9 w 15.69

タケガキ　ケンシン ノザキトラックアンドフィールド

7  1250 竹垣　憲伸 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 1 w 15.74

ホリグチ　リク ワカヤマリクジョウクラブ

8  2-451 堀口　莉玖 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 2 w 15.84

ミナミデ　コウタ カイナンアスリートクラブ

9  405 南出　煌太 ( 4 )  海南アスリート 8 w 17.00

風速 (+3.2 m/s)

《 決勝 》

風速 (+3.6 m/s)

DQ (DisQualified) : 失格

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

w (wind assist) : 追風参考



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ミゾガワ　ユウセイ キノクニアスリートクラブ ヤマモト　セイカイ ワカヤマリクジョウクラブ

1  1-301 溝川　雄生 ( 6 )  紀の国AC 7  12.88 q 1  2-331 山本　晴海 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4  13.31 q
カワカミ　カンタロウ キモトショウガッコウ フタガワ　ハルト ノカミアスリートクラブ

2  303 川上　貫太朗 ( 6 )  木本小学校 4  13.82 q 2  431 二川　晴斗 ( 6 )  のかみAC 7  13.96 q

タンノ　コウタ シロヤマ ハマノ　カケル タナベアスリートクラブ

3  336 丹野　煌太 ( 6 )  城山小学校 6  13.93 q 3  746 濵野　颯 ( 6 )  田辺AC 6  13.99

ディアップ　ケイシ キノクニアスリートクラブ サトウ　タクト キノクニアスリートクラブ

4  1-395 ディアップ　慧士 ( 6 )  紀の国AC 5  14.30 4  1-316 佐藤　巧人 ( 6 )  紀の国AC 9  14.68

フルクボ　シュウ リュウジンスポーツクラブ タニウエ　ミズキ キノクニアスリートクラブ

5  1242 古久保　柊宇 ( 6 )  龍神ＳＣ 2  14.70 5  1-348 谷上　瑞季 ( 6 )  紀の国AC 8  14.74

シマモト　ミツキ タナベアスリートクラブ ソウガワ　トワ リュウジンスポーツクラブ

6  750 嶋本　晄己 ( 6 )  田辺AC 8  15.22 6  1286 寒川　斗環 ( 6 )  龍神ＳＣ 3  18.40

ホソヤ　ツバサ ノザキトラックアンドフィールド オオガイト　セナ リュウジンスポーツクラブ

7  869 細谷　翼 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  16.30 7  1288 大垣内　聖七 ( 6 )  龍神ＳＣ 2  18.47

シラキ　ユウセイ ナチカツラスポーツショウネンダ

-  811 白木　悠成 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 5 DNS

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

タキモト　エイタ ヤマカズクラブ

1  304 瀧本　瑛太 ( 6 )  山一クラブ 4  12.62 q

ババ　シュリト ノザキトラックアンドフィールド

2  855 馬場　朱里斗 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  13.70 q

イワモト　ユイト ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-355 岩本　悠郁斗 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  13.86 q
カワカミ　ユウタロウ キモトショウガッコウ

4  302 川上　裕太朗 ( 6 )  木本小学校 2  14.24

フジカワ　エイタ ホングウコドモスポーツクラブ

5  704 藤川　瑛大 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 8  15.67

フクザワ　ヨウ ホングウコドモスポーツクラブ

6  703 福澤　陽 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 3  16.15

ヤマモト　アラタ ワカヤマリクジョウクラブ

-  2-353 山本　新大 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

タキモト　エイタ ヤマカズクラブ

1  304 瀧本　瑛太 ( 6 )  山一クラブ 6  12.57

ミゾガワ　ユウセイ キノクニアスリートクラブ

2  1-301 溝川　雄生 ( 6 )  紀の国AC 5  12.78

ヤマモト　セイカイ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-331 山本　晴海 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 7  13.16

ババ　シュリト ノザキトラックアンドフィールド

4  855 馬場　朱里斗 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  13.72
カワカミ　カンタロウ キモトショウガッコウ

5  303 川上　貫太朗 ( 6 )  木本小学校 9  13.77

イワモト　ユイト ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-355 岩本　悠郁斗 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  13.79

フタガワ　ハルト ノカミアスリートクラブ

7  431 二川　晴斗 ( 6 )  のかみAC 2  13.97

タンノ　コウタ シロヤマ

8  336 丹野　煌太 ( 6 )  城山小学校 3  14.05

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

和歌山県小学生記録   12.06 東　田　光　哉 紀の国ＡＣ 2001 紀三井寺

大会記録   12.24 津　名　弘　丈 紀の国ＡＣ 2015

《 予選 》

紀三井寺公園 [301010]

6年 男子 100m 予選   20/10/18 13:25 ( 3組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 14:45  

風速 (+0.9 m/s)風速 (+1.1 m/s)

風速 (+0.4 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

《 決勝 》

風速 (+1.5 m/s)



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

サイトウ　ユズト フジトダイショウガッコウ アカツチ　ハルマ キノクニアスリートクラブ

1  295 齋藤　柚斗 ( 4 )  藤戸台小学校 3  5:40.95 1  1-365 赤土　悠真 ( 3 )  紀の国AC 1  5:55.73

ヤマサキ　ユウゼン キノクニアスリートクラブ ササキ　シュンイチ キリメショウガッコウ

2  1-309 山﨑　友善 ( 4 )  紀の国AC 6  5:42.09 2  313 佐々木　駿一 ( 2 )  切目小学校 11  5:56.03

クチビロ　ケンシン ノカミアスリートクラブ テライ　サキト キノクニアスリートクラブ

3  455 口広　健慎 ( 4 )  のかみAC 2  6:01.93 3  1-346 寺井　祥登 ( 3 )  紀の国AC 13  6:28.80

ワタナベ　ユウキ ワカヤマリクジョウクラブ イノウエ　ケイユウ アリダジュニアアスリートクラブ

4  2-424 渡辺　侑紀 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 12  6:04.26 4  531 井上　慶祐 ( 2 )  有田JAC 2  6:38.06

マエノ　ハヤト ワカヤマリクジョウクラブ オクノ　コウスケ カイナンアスリートクラブ

5  2-469 前野　颯人 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 8  6:06.33 5  407 奥野　晃介 ( 3 )  海南アスリート 3  6:45.03

シミズ　リュウセイ タナベアスリートクラブ ナカシマ　ユウト タナベアスリートクラブ

6  757 清水　琉生 ( 4 )  田辺AC 5  6:06.57 6  927 中嶋　優翔 ( 2 )  田辺AC 7  7:00.37

イシヅ　リョウタ アリダジュニアアスリートクラブ ユカワ　フウト リュウジンスポーツクラブ

7  587 石津　亮太 ( 3 )  有田JAC 13  6:13.42 7  1359 湯川　楓翔 ( 2 )  龍神ＳＣ 4  7:01.05

フジイ　シュンスケ キノクニアスリートクラブ ヤマネ　ルイジュン ダイシンショウガッコウ

8  1-317 藤井　俊輔 ( 4 )  紀の国AC 10  6:19.94 8  296 山根　叡君 ( 3 )  大新小学校 9  7:07.08

ミナミデ　コウタ カイナンアスリートクラブ ハマサキ　アオイ ユラアスリートクラブ

9  405 南出　煌太 ( 4 )  海南アスリート 9  6:26.82 9  6-671 濵﨑　葵 ( 3 )  由良AC 12  7:07.44

コマツ　チョウイチ キノクニアスリートクラブ ネゴロ　ケイジ キノクニアスリートクラブ

10  1-332 小松　長壱 ( 3 )  紀の国AC 11  6:28.00 10  1-367 根來　慶次 ( 3 )  紀の国AC 8  7:08.78

アオキ　ルイ キノクニアスリートクラブ オオシマ　ユウト リュウジンスポーツクラブ

11  1-358 青木　琉生 ( 4 )  紀の国AC 4  6:33.37 11  493 大嶋　優斗 ( 1 )  龍神ＳＣ 6  7:14.24

ハリマ　ハルト カイナンアスリートクラブ コヤナギ　ソウマ リュウジンスポーツクラブ

12  409 張間　悠音 ( 4 )  海南アスリート 1  6:43.36 12  495 小柳　壮真 ( 2 )  龍神ＳＣ 5  7:15.87

シンヤマ　ユウセイ カイナンアスリートクラブ ヒガシヤマ　ヒロト カイナンアスリートクラブ

13  403 新山　雄彗 ( 4 )  海南アスリート 7  7:13.15 -  401 東山　紘士 ( 2 )  海南アスリート 10 DNF

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

4年以下 男子 1500m
20/10/18 09:25 ( 2組 ) 

和歌山県小学生記録   4:38.61 井　澗　翔　太 田辺ＡＣ 2014 鴻の池

大会記録   5:06.00 上　畑　　　陸 ＵＡＣ 2015

《 決勝 》

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権



順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
オノウエ　リンタロウ ノカミアスリートクラブ タナカ　ユウマ キノクニアスリートクラブ

1  438 尾上　倫太郎 ( 5 )  のかみAC 15  5:22.09 1  1-336 田中　悠大 ( 6 )  紀の国AC 4  4:53.30
タニ　ヒロアキ スパスポエーシー サトウ　レン ユラアスリートクラブ

2  330 谷　弘明 ( 5 )  スパスポAC 13  5:25.82 2  6-692 佐藤　蓮 ( 6 )  由良AC 3  5:26.56
ツムラ　リョウスケ スサミリクジョウクラブ フルクボ　シュウ リュウジンスポーツクラブ

3  331 津村　良介 ( 5 )  すさみ陸上クラブ 8  5:27.52 3  1242 古久保　柊宇 ( 6 )  龍神ＳＣ 8  5:34.52
モリ　カンタ ミナベ キタバタ　ハルト ノカミアスリートクラブ

4  654 森　寛太 ( 5 )  みなべAC 6  5:39.44 4  430 北畑　遥都 ( 6 )  のかみAC 1  5:34.60
オノ　トモヤ カイナンアスリートクラブ ヨコタ　ライト アリダジュニアアスリートクラブ

5  404 小野　智矢 ( 5 )  海南アスリート 1  5:45.81 5  503 横田　輝永 ( 6 )  有田JAC 2  5:39.89
テラムラ　ダイキ ミナベ ヤマモト　ジュン キノクニアスリートクラブ

6  651 寺村　大輝 ( 5 )  みなべAC 5  5:47.47 6  1-334 山本　潤 ( 6 )  紀の国AC 5  6:10.63
ツジ　カイリ ワサショウガッコウ ナカイ　アラタ キノクニアスリートクラブ

7  293 辻　海璃 ( 5 )  和佐小学校 12  5:51.63 7  1-313 中井　新太 ( 6 )  紀の国AC 7  6:12.38
タツミ　ヒナタ アリダジュニアアスリートクラブ シモムカイ　ソウスケ シモサトエフシ

8  555 巽　陽南太 ( 5 )  有田JAC 7  6:03.64 -  297 下向　奏介 ( 6 )  下里小学校 6 DNS
シラカワ　アキト イワデ

9  311 白川　諒人 ( 5 )  岩出小学校 11  6:07.35
マエダ　ソウジロウ ミナベ

10  653 前田　壮二郎 ( 5 )  みなべAC 4  6:08.25
エグチ　レント カミイワデショウガッコウ

11  338 江口　蓮人 ( 5 )  上岩出小学校 10  6:23.74
ヤマモト　ナツキ タナベアスリートクラブ

12  760 山本　夏輝 ( 5 )  田辺AC 9  6:35.78
クスミ　マサヨリ サンドウショウガッコウ

13  319 楠見　政頼 ( 5 )  山東小学校 2  6:44.51
ユカワ　コウキ リュウジンスポーツクラブ

14  1369 湯川　虹輝 ( 5 )  龍神ＳＣ 3  7:03.42
ホリキ　アサヒ タナベアスリートクラブ

-  777 堀木　朝日 ( 5 )  田辺AC 14 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
ホリイ　レオ キノクニアスリートクラブ

1  1-393 堀井　旺 ( 5 )  紀の国AC 5  15.31
ミナミデ　ユウト カイナンアスリートクラブ

2  406 南出　悠人 ( 5 )  海南アスリート 4  16.14

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

《 決勝 》

5年 男子 1500m
20/10/18 09:55  

和歌山県小学生記録   4:38.61 井　澗　翔　太 田辺ＡＣ 2014 鴻の池

大会記録   4:55.61 井　関　裕　真 紀の国ＡＣ 2014

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

4、5、6年 男子 80mH
20/10/18 13:45  

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

6年 男子 1500m
20/10/18 10:15  

和歌山県小学生記録   4:38.61 井　澗　翔　太 田辺ＡＣ 2014 鴻の池

大会記録   4:43.20 福島　直樹 紀の国ＡＣ 2017

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

DNS (Did Not Start) : 欠場

風速 (+0.8 m/s)

12.30 福　山　琉　雲 和歌山陸上クラブ 2017 益田和歌山県小学生記録  

大会記録   12.42 須佐見　容平 紀の国ＡＣ 2016

《 決勝 》



1組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録

1 9  53.93 q 5 8  1:08.08

サトウ　タクト クスミ　マサヨリ

 1-316 佐藤　巧人 ( 6 )   319 楠見　政頼 ( 5 ) 

ミゾガワ　ユウセイ ニシ　リョウスケ

 1-301 溝川　雄生 ( 6 )   316 西　遼介 ( 5 ) 

タニウエ　ミズキ シンヤ　タクマ

 1-348 谷上　瑞季 ( 6 )   318 新屋　拓真 ( 5 ) 

ディアップ　ケイシ オカザキ　ユウタ

 1-395 ディアップ　慧士 ( 6 )   317 岡﨑　優太 ( 5 ) 

2 6  56.36 q 6 4  1:08.19

ホリイ　レオ テラムラ　ダイキ

 1-393 堀井　旺 ( 5 )   651 寺村　大輝 ( 5 ) 

オカモト　レイヤ モリ　カンタ

 1-312 岡本　玲哉 ( 5 )   654 森　寛太 ( 5 ) 

タカス　アツキ マエダ　ソウジロウ

 1-352 鷹巣　充希 ( 6 )   653 前田　壮二郎 ( 5 ) 

タナカ　ユウマ オオカワ　ヒナタ

 1-336 田中　悠大 ( 6 )   655 大川　陽向 ( 2 ) 

3 7  1:01.56 q 7 2  1:09.23

カミジ　リョウヤ カミカワ　ソウタ

 1389 上地　諒弥 ( 3 )   2-408 上川　颯太 ( 2 ) 

ババ　シュリト シミズ　コウセイ

 855 馬場　朱里斗 ( 6 )   2-405 清水　滉晟 ( 2 ) 

カワグチ　リク サイトウ　ヒカル

 1188 川口　涼玖 ( 4 )   2-417 齋藤　光 ( 2 ) 

ホソヤ　ツバサ トクダ　キイチ

 869 細谷　翼 ( 6 )   2-412 徳田　貴市 ( 2 ) 

4 5  1:06.83 8 3  1:18.31

ツジカワ　カイト イモト　ユウガ

 1378 辻川　海斗 ( 3 )   324 井本　悠雅 ( 2 ) 

タナカ　コウタ イモト　オウガ

 3-867 田中　洸太 ( 2 )   327 井本　桜雅 ( 4 ) 

タケガキ　ケンシン ヒラミ　ユウホ

 1250 竹垣　憲伸 ( 4 )   298 平見　優歩 ( 1 ) 

サコ　タカフミ ウエヤマ　ミズキ

 1393 佐古　敬史 ( 4 )   301 上山　瑞生 ( 3 ) 

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   51.79 川　尾・松　村・須佐見・福　島 紀の国ＡＣ 2017

《 予選 》

チーム名 チーム名

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーA

共通 男子 4x100mR 予選   20/10/18 10:35 ( 2組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 15:05  

和歌山県小学生記録   49.97 川尾・松村・須佐見・福島 紀の国ＡＣ 2017 日産スタジアム

サンドウショウガッコウ

山東小学校

ノザキトラックアンドフィールド

野崎Ｔ＆Ｆ B

ノザキトラックアンドフィールド

野崎Ｔ＆Ｆ A

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーB

ミナベ

みなべAC

ノザキトラックアンドフィールド

野崎Ｔ＆Ｆ C

ワカヤマリクジョウクラブ

和歌山陸上クラブC



2組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録

1 9  57.24 q 5 8  1:02.73

ヤグチ　タイシ ヨシダ　エイシン

 789 矢口　泰士 ( 6 )   1-368 吉田　衛心 ( 3 ) 

ハマノ　カケル ナカヤマ　アキト

 746 濵野　颯 ( 6 )   1-381 中山　暁翔 ( 4 ) 

シマモト　ミツキ ツエムラ　ユウヤ

 750 嶋本　晄己 ( 6 )   1-331 杖村　侑哉 ( 5 ) 

ヨコヤマ　トモハル オカナカ　アキヨシ

 775 横山　智晴 ( 6 )   1-319 岡中　亮祥 ( 4 ) 

2 3  58.18 q 6 4  1:05.01

ウエダ　ユイ ホリグチ　リク

 447 上田　悠以 ( 5 )   2-451 堀口　莉玖 ( 4 ) 

ヤマグチ　ソウタ フクダ　カズマ

 444 山口　颯太 ( 5 )   2-463 福田　一真 ( 4 ) 

キタバタ　ハルト ウメダ　ノブキ

 430 北畑　遥都 ( 6 )   2-435 梅田　信輝 ( 3 ) 

フタガワ　ハルト フジタ　リョウゾウ

 431 二川　晴斗 ( 6 )   2-423 藤田　諒造 ( 3 ) 

3 1  59.89 q 7 5  1:05.72

ソノキ　タカヒロ キタ　ヒロト

 2-304 園木　孝洋 ( 5 )   522 喜夛　弘登 ( 4 ) 

イワモト　ユイト イシヅ　リョウタ

 2-355 岩本　悠郁斗 ( 6 )   587 石津　亮太 ( 3 ) 

ナカタ　イツキ サカイ　トウヤ

 2-302 中田　樹希 ( 5 )   572 坂井　斗哉 ( 4 ) 

イヌマ　コウタ シバタ　ハルキ

 2-231 井沼　孝太 ( 5 )   570 芝田　靖輝 ( 4 ) 

4 7  1:01.88 q 8 2  1:06.94

イワキ　ミオ フカセ　ゲント

 505 岩木　美雄 ( 5 )   1285 深瀬　元斗 ( 3 ) 

ヨコタ　ライト ゴミ　カズマ

 503 横田　輝永 ( 6 )   1366 五味　一真 ( 5 ) 

キタ　ハルト オオガイト　セナ

 521 喜夛　悠斗 ( 5 )   1288 大垣内　聖七 ( 6 ) 

イシヅ　コウスケ フルクボ　シュウ

 586 石津　煌介 ( 5 )   1242 古久保　柊宇 ( 6 ) 

- 6 DQ

ユカワ　コウキ

 1369 湯川　虹輝 ( 5 ) 

コヤナギ　ソウマ

 495 小柳　壮真 ( 2 ) 

ムカイ　オトヤ

 490 向日　響矢 ( 5 ) 

ソウガワ　トワ

 1286 寒川　斗環 ( 6 ) 

チーム名 チーム名

タナベアスリートクラブ

田辺AC

ノカミアスリートクラブ

有田JAC-A

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーC

和歌山陸上クラブA

アリダジュニアアスリートクラブ

のかみAC

ワカヤマリクジョウクラブ アリダジュニアアスリートクラブ

有田JAC-B

ワカヤマリクジョウクラブ

和歌山陸上クラブB

リュウジンスポーツクラブビー

龍神ＳＣB

リュウジンスポーツクラブエー

龍神ＳＣA



順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録

1 5  55.22 5 3  1:01.10

サトウ　タクト ソノキ　タカヒロ

 1-316 佐藤　巧人 ( 6 )   2-304 園木　孝洋 ( 5 ) 

ミゾガワ　ユウセイ イワモト　ユイト

 1-301 溝川　雄生 ( 6 )   2-355 岩本　悠郁斗 ( 6 ) 

タニウエ　ミズキ ナカタ　イツキ

 1-348 谷上　瑞季 ( 6 )   2-302 中田　樹希 ( 5 ) 

ディアップ　ケイシ イヌマ　コウタ

 1-395 ディアップ　慧士 ( 6 )   2-231 井沼　孝太 ( 5 ) 

2 6  57.55 6 2  1:01.20

ホリイ　レオ カミジ　リョウヤ

 1-393 堀井　旺 ( 5 )   1389 上地　諒弥 ( 3 ) 

オカモト　レイヤ ババ　シュリト

 1-312 岡本　玲哉 ( 5 )   855 馬場　朱里斗 ( 6 ) 

タカス　アツキ カワグチ　リク

 1-352 鷹巣　充希 ( 6 )   1188 川口　涼玖 ( 4 ) 

タナカ　ユウマ ホソヤ　ツバサ

 1-336 田中　悠大 ( 6 )   869 細谷　翼 ( 6 ) 

3 4  57.78 7 8  1:02.08

ヤグチ　タイシ イワキ　ミオ

 789 矢口　泰士 ( 6 )   505 岩木　美雄 ( 5 ) 

ハマノ　カケル ヨコタ　ライト

 746 濵野　颯 ( 6 )   503 横田　輝永 ( 6 ) 

シマモト　ミツキ キタ　ハルト

 750 嶋本　晄己 ( 6 )   521 喜夛　悠斗 ( 5 ) 

ヨコヤマ　トモハル イシヅ　コウスケ

 775 横山　智晴 ( 6 )   586 石津　煌介 ( 5 ) 

4 7  58.08 8 9  1:03.53

ウエダ　ユイ ヨシダ　エイシン

 447 上田　悠以 ( 5 )   1-368 吉田　衛心 ( 3 ) 

ヤマグチ　ソウタ ナカヤマ　アキト

 444 山口　颯太 ( 5 )   1-381 中山　暁翔 ( 4 ) 

キタバタ　ハルト ツエムラ　ユウヤ

 430 北畑　遥都 ( 6 )   1-331 杖村　侑哉 ( 5 ) 

フタガワ　ハルト オカナカ　アキヨシ

 431 二川　晴斗 ( 6 )   1-319 岡中　亮祥 ( 4 ) 

《 決勝 》

チーム名

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーA

チーム名

ワカヤマリクジョウクラブ

和歌山陸上クラブA

ノカミアスリートクラブ

のかみAC

タナベアスリートクラブ

田辺AC

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーB

ノザキトラックアンドフィールド

野崎Ｔ＆Ｆ A

DQ (DisQualified) : 失格

q (qualified by result) : プラスによる進出

R2 : (R170-7 2)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした

紀の国ACーC

アリダジュニアアスリートクラブ

有田JAC-A

キノクニアスリートクラブ



備考

《 予選 》

20/10/18 10:35 ( 2組 0＋8 ) 

20/10/18 15:05  



備考

q

R2



備考

《 決勝 》

DQ (DisQualified) : 失格

q (qualified by result) : プラスによる進出

R2 : (R170-7 2)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした



審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
ミゾガワ　ユウセイ キノクニアスリートクラブ

1  1-301 溝川　雄生 ( 6 )  紀の国AC 1  1.27
シマモト　ミツキ タナベアスリートクラブ

2  750 嶋本　晄己 ( 6 )  田辺AC 2  1.25
ヨコヤマ　トモハル タナベアスリートクラブ

3  775 横山　智晴 ( 6 )  田辺AC 4  1.20
ハマノ　カケル タナベアスリートクラブ

4  746 濵野　颯 ( 6 )  田辺AC 3  1.15

リザルトリスト

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

4、5、6年 男子 走高跳
20/10/18 10:00  

和歌山県小学生記録   1.50 松　野　勝　浩 広瀬小 1988 紀三井寺

大会記録   1.40 城 山 晃 典 紀の国ＡＣ 2004

《 決勝 》



審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
シラキ　ケイタ ナチカツラスポーツショウネンダ

1  812 白木　啓太 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 18  3.85 (+0.1)
カミジ　リョウヤ ノザキトラックアンドフィールド

2  1389 上地　諒弥 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 11  3.52 (+0.6)
タケガキ　ケンシン ノザキトラックアンドフィールド

3  1250 竹垣　憲伸 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  3.51 (-0.8)
ナカヤマ　アキト キノクニアスリートクラブ

4  1-381 中山　暁翔 ( 4 )  紀の国AC 3  3.32 (-2.0)
ヨシダ　エイシン キノクニアスリートクラブ

5  1-368 吉田　衛心 ( 3 )  紀の国AC 1  3.19 (-0.8)
タナカ　ソウ ホングウコドモスポーツクラブ

6  701 田中　颯 ( 3 )  本宮子どもスポーツクラブ 14  3.10 (+0.9)
ツジカワ　カイト ノザキトラックアンドフィールド

7  1378 辻川　海斗 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  2.97 (-0.2)
カワグチ　リク ノザキトラックアンドフィールド

8  1188 川口　涼玖 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  2.92 (+0.8)
ツゲ　ハヤト キノクニアスリートクラブ

9  1-356 津毛　颯人 ( 3 )  紀の国AC 19  2.92 (-0.4)
カンダ　ソラタ キノクニアスリートクラブ

10  1-323 神田　空汰 ( 4 )  紀の国AC 6  2.80 (+0.5)
オカナカ　アキヨシ キノクニアスリートクラブ

11  1-319 岡中　亮祥 ( 4 )  紀の国AC 8  2.79 (+0.6)
サカイ　トウヤ アリダジュニアアスリートクラブ

12  572 坂井　斗哉 ( 4 )  有田JAC 25  2.77 (+0.8)
イヌイ　ライキ ホングウコドモスポーツクラブ

13  705 乾　頼煌 ( 3 )  本宮子どもスポーツクラブ 10  2.75 (-1.1)
ハヤシ　トクマ キノクニアスリートクラブ

14  1-361 林　督真 ( 2 )  紀の国AC 16  2.71 (-0.8)
スズキ　リュウア キノクニアスリートクラブ

15  1-342 鈴木　利勇空 ( 4 )  紀の国AC 21  2.68 (+1.1)
ヨコヤマ　アオ ヤマザキショウガッコウ

16  306 横山　藍央 ( 4 )  山崎小学校 22  2.65 (+0.2)
キバヤシ　ミノル ニーキュウ

17  1654 樹林　実 ( 4 )  ２９SA 13  2.60 (+0.7)
オオカワ　ヒナタ ミナベ

18  655 大川　陽向 ( 2 )  みなべAC 17  2.51 (-0.1)
ヤマグチ　ハヤト ノカミアスリートクラブ

19  464 山口　隼人 ( 3 )  のかみAC 23  2.50 (+1.2)
ツジモト　タイシ キノクニアスリートクラブ

20  1-383 辻本　太祇 ( 3 )  紀の国AC 7  2.44 (+0.2)
テラニシ　ワク キノクニアスリートクラブ

21  1-364 寺西　和雲 ( 1 )  紀の国AC 15  2.38 (+0.5)
カタヤマ　ヒロト ユラアスリートクラブ

22  6-676 片山　大翔 ( 2 )  由良AC 12  2.33 (+0.9)
タノウエ　ソウゴ ミナベ

23  656 田上　蒼吾 ( 2 )  みなべAC 24  2.17 (-1.1)
ユミト　スイ ダイシンショウガッコウ

-  275 弓戸　翠 ( 1 )  大新小学校 20 NM (-)
フカセ　ゲント リュウジンスポーツクラブ

-  1285 深瀬　元斗 ( 3 )  龍神ＳＣ 26 NM (-)
フジハラ　リク ユラアスリートクラブ

-  6－679 藤原　凌玖 ( 4 )  由良AC 4 DNS (-)

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

《 決勝 》

4年以下 男子 走幅跳
20/10/18 09:15  

和歌山県小学生記録   5.66 城 山 晃 典 紀の国ＡＣ 2005 紀三井寺

大会記録   4.10 村　松　　　駿 和歌山ゴールデンキッズ 2012

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場



審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
ヤマグチ　ソウタ ノカミアスリートクラブ

1  444 山口　颯太 ( 5 )  のかみAC 7  4.41 (+1.6)
クワタ　ヒロト キシミナミ

2  9021 桑田　大翔 ( 5 )  貴志南小学校 6  3.98 (+1.4)
モリ　ケイタ チュウオウショウガッコウ

3  290 森　慶太 ( 5 )  中央小学校 3 w 3.64 (+2.2)
ウエダ　ユイ ノカミアスリートクラブ

4  447 上田　悠以 ( 5 )  のかみAC 4  3.54 (+1.7)
ゴミ　カズマ リュウジンスポーツクラブ

5  1366 五味　一真 ( 5 )  龍神ＳＣ 2 w 2.96 (+2.1)
ムカイ　オトヤ リュウジンスポーツクラブ

6  490 向日　響矢 ( 5 )  龍神ＳＣ 1  2.72 (+1.7)
マツモト　リヒト タナベアスリートクラブ

7  770 松本　麗史 ( 5 )  田辺AC 8  2.60 (+1.4)
アキラ　ルキ ダイシンショウガッコウ

8  292 明楽　琉希 ( 5 )  大新小学校 9  2.41 (+1.0)
オチ　トオヤ ユラアスリートクラブ

-  6－691 越智　斗哉 ( 5 )  由良AC 5 DNS (-)

審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
ヤマモト　セイカイ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-331 山本　晴海 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  5.12 (+1.6)  GR
タキモト　エイタ ヤマカズクラブ

2  304 瀧本　瑛太 ( 6 )  山一クラブ 11  4.79 (+1.4)
ババ　シュリト ノザキトラックアンドフィールド

3  855 馬場　朱里斗 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  4.11 (+1.8)
サトウ　タクト キノクニアスリートクラブ

4  1-316 佐藤　巧人 ( 6 )  紀の国AC 4 w 3.96 (+2.1)
ゴトウ　クオン ワサショウガッコウ

5  294 後藤　玖音 ( 6 )  和佐小学校 9  3.95 (+1.9)
タカス　アツキ キノクニアスリートクラブ

6  1-352 鷹巣　充希 ( 6 )  紀の国AC 2  3.79 (-1.1)
ディアップ　ケイシ キノクニアスリートクラブ

7  1-395 ディアップ　慧士 ( 6 )  紀の国AC 8  3.70 (+1.6)
フクザワ　ヨウ ホングウコドモスポーツクラブ

8  703 福澤　陽 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 1  3.34 (+1.5)
フジカワ　エイタ ホングウコドモスポーツクラブ

9  704 藤川　瑛大 ( 6 )  本宮子どもスポーツクラブ 3  3.33 (+0.7)
ナカノ　ユウマ ユラアスリートクラブ

10  6-686 中野　悠真 ( 6 )  由良AC 10  2.79 (+0.7)
シラキ　ユウセイ ナチカツラスポーツショウネンダ

-  811 白木　悠成 ( 6 )  那智勝浦スポーツ少年団 5 DNS (-)

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 冨田　進

大会記録   4.65 村 松 　駿 和歌山陸上クラブ 2013

《 決勝 》

紀三井寺公園 [301010]

5年 男子 走幅跳
20/10/18 11:30  

和歌山県小学生記録   5.66 城 山 晃 典 紀の国ＡＣ 2005 紀三井寺

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

《 決勝 》

6年 男子 走幅跳
20/10/18 14:00  

和歌山県小学生記録   5.66 城 山 晃 典 紀の国ＡＣ 2005 紀三井寺

大会記録   5.11 森　井　健　心 和歌山陸上クラブ 2015

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

 GR : 大会新記録



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

ナカタニ　ウタノ イサオショウガッコウ シバ　ハルノ ワカヤマパラアスリートクラブ

1  254 中谷　唱乃 ( 1 )  有功小学校 6 w 17.20 q 1  259 芝　春乃 ( 1 )  和歌山パラアスリートクラブ 5 w 18.41

ユカワ　ルカ キノクニアスリートクラブ ニシザワ　アン キノクニアスリートクラブ

2  1-349 湯川　瑠夏 ( 1 )  紀の国AC 4 w 19.46 q 2  1-373 西澤　杏 ( 1 )  紀の国AC 3 w 19.65

セキ　チハル ノザキトラックアンドフィールド ヒラオ　アイリ ノザキトラックアンドフィールド

3  250 関　千遥 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3 w 19.57 q 3  251 平尾　愛莉 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6 w 19.86

フジタニ　サクラ ナグサショウガッコウ ユミクラ　アヤノ イナハラショウガッコウ

4  240 藤谷　桜来 ( 1 )  名草小学校 2 w 21.31 q 4  273 弓倉　綾乃 ( 1 )  稲原小学校 4 w 20.59

イシクラ　ハナ ダイシンショウガッコウ フジイ　ハナ キノクニアスリートクラブ

5  241 石倉　花 ( 1 )  大新小学校 5 w 21.83 5  1-347 藤井　華愛 ( 1 )  紀の国AC 2 w 21.48

タケガキ　アカリ ノザキトラックアンドフィールド サカモト　モモカ キノクニアスリートクラブ

6  252 竹垣　朱莉 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7 w 22.14 6  1-383 坂本　苺々花 ( 1 )  紀の国AC 7 w 21.95

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカタニ　ウタノ イサオショウガッコウ

1  254 中谷　唱乃 ( 1 )  有功小学校 4  17.60  GR

シバ　ハルノ ワカヤマパラアスリートクラブ

2  259 芝　春乃 ( 1 )  和歌山パラアスリートクラブ 5  18.39

セキ　チハル ノザキトラックアンドフィールド

3  250 関　千遥 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  19.98

ユカワ　ルカ キノクニアスリートクラブ

4  1-349 湯川　瑠夏 ( 1 )  紀の国AC 7  20.04

ニシザワ　アン キノクニアスリートクラブ

5  1-373 西澤　杏 ( 1 )  紀の国AC 9  20.13

ヒラオ　アイリ ノザキトラックアンドフィールド

6  251 平尾　愛莉 ( 1 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  20.26

ユミクラ　アヤノ イナハラショウガッコウ

7  273 弓倉　綾乃 ( 1 )  稲原小学校 3  20.71

フジタニ　サクラ ナグサショウガッコウ

8  240 藤谷　桜来 ( 1 )  名草小学校 2  21.60

1年 女子 100m 予選   20/10/18 10:55 ( 2組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 13:50  

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

リザルトリスト

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   17.92 小　川　笑　凜 のかみAC 2017

《 予選 》

風速 (+2.6 m/s) 風速 (+3.5 m/s)

《 決勝 》

風速 (+1.1 m/s)

w (wind assist) : 追風参考

q (qualified by result) : プラスによる進出

 GR : 大会新記録



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

クニスケ　アヤナ ワカヤマリクジョウクラブ フクダ　サラ ニシワサショウガッコウ

1  2-407 國祐　彩名 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 5 w 17.47 q 1  275 福田　紗良 ( 2 )  西和佐小学校 5  16.20

ホンゴウ　マアヤ ワカヤマリクジョウクラブ フクムラ　ミサキ ユラアスリートクラブ

2  2-391 本郷　真彩 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 7 w 17.66 q 2  6-689 福村　光咲 ( 2 )  由良AC 6  17.62

コバヤシ　ユメ ワサショウガッコウ イシバシ　ミコト タナベアスリートクラブ

3  242 小林　結芽 ( 2 )  和佐小学校 4 w 18.02 q 3  903 石橋　美琴 ( 2 )  田辺AC 4  18.39

サイトウ　アリサ フジトダイショウガッコウ イケハラ　アンリ カイナンアスリートクラブ

4  243 齋藤　有紗 ( 2 )  藤戸台小学校 6 w 18.68 4  420 池原　杏里 ( 2 )  海南アスリート 7  18.64

ナガイ　アリサ サンドウショウガッコウ マエダ　アユ ノザキトラックアンドフィールド

5  262 永井　彩里咲 ( 2 )  山東小学校 9 w 19.43 5  3-857 前田　愛結 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  20.10

サイトウ　ユズキ ユラアスリートクラブ カワグチ　ヒマリ サンドウショウガッコウ

6  6－680 齊藤　柚希 ( 2 )  由良AC 3 w 19.62 6  263 川口　陽茉莉 ( 2 )  山東小学校 9  20.83

トミザキ　カナコ ワカヤマリクジョウクラブ ツジ　リオ キノクニアスリートクラブ

7  2-406 富﨑　叶愛子 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 8 w 19.88 7  1-366 辻　　梨央 ( 2 )  紀の国AC 3  21.03

フジタ　サクラ キノクニアスリートクラブ ウチノ　サキ ホングウコドモスポーツクラブ

8  1-348 藤田　桜 ( 2 )  紀の国AC 2 w 20.76 8  703 内野　紗希 ( 2 )  本宮子どもスポーツクラブ 2  24.46

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

キタムラ　ユメ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-392 北村　結夢 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 4 w 17.26 q

オカモト　アヤメ ノザキトラックアンドフィールド

2  3-855 岡本　彩芽 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6 w 17.66 q

モトヒラ　アイサ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-413 元平　藍沙 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 5 w 18.76

イシバシ　ユナ キノクニアスリートクラブ

4  1-355 石橋　優菜 ( 2 )  紀の国AC 2 w 18.78

ホリキ　コハル タナベアスリートクラブ

5  909 堀木　こはる ( 2 )  田辺AC 7 w 18.89

マツムラ　ツムギ ニシワサショウガッコウ

6  286 松村　紡希 ( 2 )  西和佐小学校 3 w 18.90

ソノダ　サヤカ タナベアスリートクラブ

7  901 苑田　早弥佳 ( 2 )  田辺AC 8 w 20.58

コバタ　アン ワカヤマリクジョウクラブ

8  2-420 小畑　杏 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 9 w 21.43

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

フクダ　サラ ニシワサショウガッコウ

1  275 福田　紗良 ( 2 )  西和佐小学校 5  16.80

キタムラ　ユメ ワカヤマリクジョウクラブ

2  2-392 北村　結夢 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 6  17.44

ホンゴウ　マアヤ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-391 本郷　真彩 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 8  17.51

クニスケ　アヤナ ワカヤマリクジョウクラブ

4  2-407 國祐　彩名 ( 2 )  和歌山陸上クラブ 7  17.58

フクムラ　ミサキ ユラアスリートクラブ

5  6-689 福村　光咲 ( 2 )  由良AC 4  17.96

オカモト　アヤメ ノザキトラックアンドフィールド

6  3-855 岡本　彩芽 ( 2 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9  18.06

コバヤシ　ユメ ワサショウガッコウ

7  242 小林　結芽 ( 2 )  和佐小学校 2  18.31

イシバシ　ミコト タナベアスリートクラブ

8  903 石橋　美琴 ( 2 )  田辺AC 3  18.36

紀三井寺公園 [301010]

2年 女子 100m 予選   20/10/18 11:15 ( 3組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 14:00  

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

大会記録   16.06 小　川　笑　凜 のかみAC 2018

《 予選 》

風速 (+2.3 m/s) 風速 (+1.3 m/s)

風速 (+2.4 m/s)

《 決勝 》

風速 (+1.4 m/s)

w (wind assist) : 追風参考

q (qualified by result) : プラスによる進出



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

ウエノヤマ　トワ キノクニアスリートクラブ サトウ　リン ユラアスリートクラブ

1  1-350 上野山　音羽 ( 3 )  紀の国AC 3  17.31 q 1  6－694 佐藤　凛 ( 3 )  由良AC 6  16.73

ニシヒラ　アヤカ カセダショウガッコウ タカダ　リホ ミナベ

2  279 西平　綾花 ( 3 )  笠田小 6  17.88 2  674 高田　梨帆 ( 3 )  みなべAC 7  17.01

ユミト　ラナ ダイシンショウガッコウ ツジカワ　ココア ノザキトラックアンドフィールド

3  245 弓戸　蘭奈 ( 3 )  大新小学校 1  17.89 3  1397 辻川　心愛 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  17.05

クボ　サエイ リュウジンスポーツクラブ ナカゴ　アズキ ワカヤマリクジョウクラブ

4  498 久保　沙英 ( 3 )  龍神ＳＣ 4  18.28 4  2-440 中後　杏月 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 9  18.16

ムラタ　ユナ キノクニアスリートクラブ ミヤケ　ノゾミ ノカミアスリートクラブ

5  1-367 村田　結菜 ( 3 )  紀の国AC 7  18.41 5  470 三宅　望未 ( 3 )  のかみAC 3  18.46

ニシ　ミズキ ノザキトラックアンドフィールド ユカワ　ユウア リュウジンスポーツクラブ

6  276 西　泉妃 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  18.51 6  1244 湯川　結愛 ( 3 )  龍神ＳＣ 5  18.50

ネモト　アイナ ワカヤマリクジョウクラブ ヤスダ　サナ ワカヤマリクジョウクラブ

7  2-430 根本　愛奈 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 8  19.02 7  2-441 保田　紗那 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 2  18.58

マルヤマ　アユナ ヒガシサンドウショウガッコウ ノカミ　レナ ノカミアスリートクラブ

8  244 丸山　歩那 ( 3 )  東山東小学校 9  19.53 8  471 野上　怜愛 ( 3 )  のかみAC 8  19.34

シマダ　ハナ キノクニアスリートクラブ

-  1-340 島田　花 ( 3 )  紀の国AC 5 DNS

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカヤマ　ミユウ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-426 中山　愛唯 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 6  15.75 q

イワキ　ヒノ アリダジュニアアスリートクラブ

2  507 岩木　妃乃 ( 3 )  有田JAC 5  17.20 q

ヒラバヤシ　アカリ キノクニアスリートクラブ

3  1-338 平林　明莉 ( 3 )  紀の国AC 9  17.28 q

ユミクラ　マユ イナハラショウガッコウ

4  274 弓倉　麻友 ( 3 )  稲原小学校 8  17.50 q

ミナミ　ワカ キノクニアスリートクラブ

5  1-365 南　和花 ( 3 )  紀の国AC 1  17.55

サカウエ　メイサ マツエショウガッコウ

6  260 坂上　芽衣紗 ( 3 )  松江小学校 4  18.89

ウエモリ　ミノリ タナベアスリートクラブ

7  919 上森　心順 ( 3 )  田辺AC 7  19.97

アンボ　サチカ ヤマサキキタショウガッコウ

8  280 安保　禄佳 ( 3 )  山崎北小学校 2  20.95

タカヤマ　リオ ワカヤマリクジョウクラブ

-  2-429 髙山　莉緒 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 3 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカヤマ　ミユウ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-426 中山　愛唯 ( 3 )  和歌山陸上クラブ 7  15.87

サトウ　リン ユラアスリートクラブ

2  6－694 佐藤　凛 ( 3 )  由良AC 5  16.68

イワキ　ヒノ アリダジュニアアスリートクラブ

3  507 岩木　妃乃 ( 3 )  有田JAC 8  17.07

ツジカワ　ココア ノザキトラックアンドフィールド

4  1397 辻川　心愛 ( 3 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  17.08

ヒラバヤシ　アカリ キノクニアスリートクラブ

5  1-338 平林　明莉 ( 3 )  紀の国AC 9  17.14

ウエノヤマ　トワ キノクニアスリートクラブ

6  1-350 上野山　音羽 ( 3 )  紀の国AC 2  17.34

タカダ　リホ ミナベ

7  674 高田　梨帆 ( 3 )  みなべAC 4  17.38

ユミクラ　マユ イナハラショウガッコウ

8  274 弓倉　麻友 ( 3 )  稲原小学校 3  17.52

紀三井寺公園 [301010]

3年 女子 100m 予選   20/10/18 11:40 ( 3組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 14:10  

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

大会記録   15.57 中　村　紅　翔 和歌山陸上クラブ 2015

《 予選 》

風速 (+1.0 m/s) 風速 (+0.7 m/s)

風速 (+0.4 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

風速 (+0.7 m/s)

q (qualified by result) : プラスによる進出



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

イワイ　ユウナ キノクニアスリートクラブ コジマ　ミズキ タナベアスリートクラブ

1  1-345 岩井　優奈 ( 4 )  紀の国AC 7 w 15.41 q 1  733 小嶋　瑞希 ( 4 )  田辺AC 6 w 15.89

アンドウ　アイリ サイカ サイカ　ユズカ キノクニアスリートクラブ

2  261 安藤　愛莉 ( 4 )  雑賀小学校 6 w 16.48 q 2  1-339 雜賀　柚佳 ( 4 )  紀の国AC 5 w 15.93

ワタセ　ユイナ リュウジンスポーツクラブ フルサワ　ホナミ ワカヤマリクジョウクラブ

3  492 渡瀬　唯菜 ( 4 )  龍神ＳＣ 5 w 16.68 3  2-456 古澤　帆波 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 7 w 16.74

トミザキ　ミカコ ワカヤマリクジョウクラブ タニウエ　リコ キノクニアスリートクラブ

4  2-464 富﨑　深華子 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 4 w 16.78 4  1-332 谷上　莉瑚 ( 4 )  紀の国AC 8 w 17.14

エノモト　ユウネ キノクニアスリートクラブ マエダ　ユナ ノザキトラックアンドフィールド

5  1-310 榎本　優音 ( 4 )  紀の国AC 9 w 17.64 5  870 前田　結菜 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2 w 18.28

フクザワ　リオ ホングウコドモスポーツクラブ ヒラオ　ユウア ノザキトラックアンドフィールド

6  708 福澤　理生 ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 8 w 18.18 6  253 平尾　優愛 ( 4 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3 w 18.72

アリモト　イオリ キノクニアスリートクラブ ノダ　アキ キノクニアスリートクラブ

7  1-354 有本　伊織 ( 4 )  紀の国AC 2 w 19.02 -  1-352 野田　明希 ( 4 )  紀の国AC 4 DNS

ウエムラ　リリア ノカミアスリートクラブ

8  460 上村　莉愛 ( 4 )  のかみAC 3 w 19.05

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

ナカタニ　ユズハ イサオショウガッコウ オガワ　エリン ノカミアスリートクラブ

1  255 中谷　柚巴 ( 4 )  有功小学校 6 w 15.65 q 1  459 小川　笑凜 ( 4 )  のかみAC 7 w 14.25

シオザキ　リノア ナチカツラスポーツショウネンダ カンジャ　メイナ タナベアスリートクラブ

2  813 塩崎　莉乃亜 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 7 w 15.78 q 2  734 上舎　芽愛 ( 4 )  田辺AC 6 w 16.13

サトウ　リイナ キノクニアスリートクラブ ナカムラ　ツグミ キノクニアスリートクラブ

3  1-357 佐藤　莉唯奈 ( 4 )  紀の国AC 4 w 16.53 3  1-311 中村　継美 ( 4 )  紀の国AC 4 w 16.53

タキモト　ココ キノクニアスリートクラブ イズミ　ユヅキ ワカヤマリクジョウクラブ

4  1-318 瀧本　湖子 ( 4 )  紀の国AC 5 w 16.54 4  2-460 泉　優月 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 5 w 16.91

ナギ　リナ キノクニアスリートクラブ シオタニ　レイ アリダジュニアアスリートクラブ

5  1-389 梛　莉銘 ( 4 )  紀の国AC 3 w 16.84 5  577 塩谷　玲依 ( 4 )  有田JAC 2 w 17.34

テラニシ　サエ キノクニアスリートクラブ ハタイ　リア キノクニアスリートクラブ

6  1-344 寺西　彩笑 ( 4 )  紀の国AC 8 w 17.58 6  1-356 幡井　璃愛 ( 4 )  紀の国AC 8 w 17.51

マエダ　アヤカ タナベアスリートクラブ コヤナギ　ワカナ リュウジンスポーツクラブ

7  735 前田　綾香 ( 4 )  田辺AC 2 w 19.08 7  1362 小柳　和奏 ( 4 )  龍神ＳＣ 3 w 18.12

カマダ　レイカ ホングウコドモスポーツクラブ

-  705 鎌田　れいか ( 4 )  本宮子どもスポーツクラブ 9 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

オガワ　エリン ノカミアスリートクラブ

1  459 小川　笑凜 ( 4 )  のかみAC 6 w 14.37

イワイ　ユウナ キノクニアスリートクラブ

2  1-345 岩井　優奈 ( 4 )  紀の国AC 7 w 15.40

シオザキ　リノア ナチカツラスポーツショウネンダ

3  813 塩崎　莉乃亜 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 5 w 15.51

ナカタニ　ユズハ イサオショウガッコウ

4  255 中谷　柚巴 ( 4 )  有功小学校 4 w 15.67

コジマ　ミズキ タナベアスリートクラブ

5  733 小嶋　瑞希 ( 4 )  田辺AC 8 w 15.91

カンジャ　メイナ タナベアスリートクラブ

6  734 上舎　芽愛 ( 4 )  田辺AC 2 w 15.98

サイカ　ユズカ キノクニアスリートクラブ

7  1-339 雜賀　柚佳 ( 4 )  紀の国AC 9 w 16.15

アンドウ　アイリ サイカ

8  261 安藤　愛莉 ( 4 )  雑賀小学校 3 w 16.61

4年 女子 100m 予選   20/10/18 12:15 ( 4組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 14:20  

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   14.80 林　　　華　菜 海南アスリートクラブ 2015

《 予選 》

風速 (+2.1 m/s) 風速 (+3.1 m/s)

風速 (+2.8 m/s) 風速 (+3.3 m/s)

《 決勝 》

風速 (+3.1 m/s)

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

オカモト　ヒナコ キノクニアスリートクラブ イタヤ　ミズキ キノクニアスリートクラブ

1  1-342 岡本　日菜子 ( 5 )  紀の国AC 4  14.76 q 1  1-361 板矢　瑞規 ( 5 )  紀の国AC 4  15.52

クリヤマ　ユイナ ノザキトラックアンドフィールド オンヅカ　ホノカ キノクニアスリートクラブ

2  3-868 栗山　唯奈 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  15.78 2  1-301 隠塚　帆乃花 ( 5 )  紀の国AC 6  15.59

アンボ　ノドカ ヤマザキキタショウガッコウ ニシカワ　シュウカ リュウジンスポーツクラブ

3  283 安保　和佳 ( 5 )  山崎北小学校 5  16.35 3  1363 西川　柊花 ( 5 )  龍神ＳＣ 5  16.37

フルイ　ユナ サンドウショウガッコウ ナカタニ　クルミ ネゴロショウガッコウ

4  269 古井　佑奈 ( 5 )  山東小学校 8  17.64 4  284 仲谷　来美 ( 5 )  根来小学校 8  17.12

クボ　ミチカ サンドウショウガッコウ マツモト　リン サンドウショウガッコウ

5  265 久保　美悠 ( 5 )  山東小学校 2  19.70 5  268 松本　凜 ( 5 )  山東小学校 2  17.90

ヤマガ　ミナ アリダジュニアアスリートクラブ カミカワ　ミズキ ワカヤマリクジョウクラブ

-  512 山家　三奈 ( 5 )  有田JAC 6 DNS 6  2-311 上川　瑞葵 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 7  18.30

ヨシノ　ミオ ワカヤマリクジョウクラブ アタゴ　カリン カイナンアスリートクラブ

-  2-317 吉野　美音 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 7 DNS -  428 愛宕　花梨 ( 5 )  海南アスリート 3 DNS

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

フナタニ　サクラ キノクニアスリートクラブ キド　リオネ ワカヤマリクジョウクラブ

1  1-328 舩谷　咲良 ( 5 )  紀の国AC 3 w 15.07 q 1  2-312 木戸　理央音 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 5  14.46

テライ　サイカ キノクニアスリートクラブ カリヤ　ノアイ サンドウショウガッコウ

2  1-391 寺井　彩華 ( 5 )  紀の国AC 6 w 15.54 q 2  264 狩谷　乃愛 ( 5 )  山東小学校 4  15.41

ナカザキ　リオ チュウオウショウガッコウチュウオウ タナカ　リム ホングウコドモスポーツクラブ

3  282 中﨑　理央 ( 5 )  中央小学校 8 w 15.95 3  701 田中　莉夢 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 6  16.04

カキハナ　イロハ ワサショウガッコウ ハタ　ユズキ ノザキトラックアンドフィールド

4  246 垣鼻　彩巴 ( 5 )  和佐小学校 2 w 15.97 4  1100 畑　ゆずき ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3  16.69

マエオカ　ナル キノクニアスリートクラブ ウエダ　マオナ ノザキトラックアンドフィールド

5  1-305 前岡　成 ( 5 )  紀の国AC 5 w 16.04 5  1120 上田　真央奈 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7  17.11

ドウウラ　リオン ノカミアスリートクラブ マツノ　アイク ネゴロショウガッコウ

6  452 堂浦　里音 ( 5 )  のかみAC 4 w 16.64 6  257 松野　愛空 ( 5 )  根来小学校 2  17.46

オカモト　ホノカ ノザキトラックアンドフィールド ナカニシ　ヤアヤ サンドウショウガッコウ

7  1132 岡本　穂香 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 7 w 18.10 7  267 中西　弥彩 ( 5 )  山東小学校 8  17.51

5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

オハラ　ナギサ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-314 小原　漣音 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 3 w 14.57 q

オオタニ　メイ ノザキトラックアンドフィールド

2  1392 大谷　明依 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5 w 15.19 q

サカグチ　ココロ ニーキュウ

3  272 坂口　こころ ( 5 )  ２９SA 6 w 16.24

ウエノヤマ　ユウカ キノクニアスリートクラブ

4  1-377 上野山　侑花 ( 5 )  紀の国AC 7 w 16.34

キタノ　アキナ キノクニアスリートクラブ

5  1-319 北野　明奈 ( 5 )  紀の国AC 4 w 17.17

ウチハタ　ユキノ サンドウショウガッコウ

6  270 内畑　優希乃 ( 5 )  山東小学校 8 w 17.59

ドヤマ　ココミ サンドウショウガッコウ

7  266 土山　心夢 ( 5 )  山東小学校 2 w 18.37

紀三井寺公園 [301010]

5年 女子 100m 予選   20/10/18 12:40 ( 5組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 14:30  

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

大会記録   13.97 藤　木　志　保 和歌山陸上クラブ 2015

《 予選 》

風速 (+1.8 m/s) 風速 (+1.3 m/s)

風速 (+1.5 m/s)風速 (+2.5 m/s)

風速 (+3.4 m/s)



順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

オハラ　ナギサ ワカヤマリクジョウクラブ

1  2-314 小原　漣音 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 4 w 14.24

キド　リオネ ワカヤマリクジョウクラブ

2  2-312 木戸　理央音 ( 5 )  和歌山陸上クラブ 6 w 14.25

オカモト　ヒナコ キノクニアスリートクラブ

3  1-342 岡本　日菜子 ( 5 )  紀の国AC 5 w 14.71

フナタニ　サクラ キノクニアスリートクラブ

4  1-328 舩谷　咲良 ( 5 )  紀の国AC 7 w 15.18

オオタニ　メイ ノザキトラックアンドフィールド

5  1392 大谷　明依 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8 w 15.30

カリヤ　ノアイ サンドウショウガッコウ

6  264 狩谷　乃愛 ( 5 )  山東小学校 9 w 15.43

イタヤ　ミズキ キノクニアスリートクラブ

7  1-361 板矢　瑞規 ( 5 )  紀の国AC 2 w 15.47

テライ　サイカ キノクニアスリートクラブ

8  1-391 寺井　彩華 ( 5 )  紀の国AC 3 w 15.50

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

ヒガシヤマ　リコ ワカヤマリクジョウクラブ ヤマギワ　レミ キノクニアスリートクラブ

1  2-333 東山　莉子 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5  14.34 q 1  1-380 山際　伶美 ( 6 )  紀の国AC 7  13.92

ナカタニ　リマ イサオショウガッコウ タナカ　キホ キノクニアスリートクラブ

2  256 中谷　莉万 ( 6 )  有功小学校 4  14.43 2  1-309 田中　希歩 ( 6 )  紀の国AC 4  14.24

フクダ　レア タナベアスリートクラブ ヨシモト　アカリ ノカミアスリートクラブ

3  780 福田　怜亜 ( 6 )  田辺AC 7  15.11 3  434 吉本　朱里 ( 6 )  のかみAC 6  14.54

サハラ　ミオ アリダジュニアアスリートクラブ イシマル　マヨ ミナベ

4  520 佐原　美桜 ( 6 )  有田JAC 9  15.50 4  665 石丸　万葉 ( 6 )  みなべAC 3  15.16

ノカミ　ユウア ノカミアスリートクラブ ナカハラ　アイリ ノザキトラックアンドフィールド

5  433 野上　悠亜 ( 6 )  のかみAC 6  15.70 5  1119 中原　愛莉 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  15.33

ヤマモト　ルリ ワカヤマリクジョウクラブ クボ　レナ ワカヤマリクジョウクラブ

6  2-349 山本　留璃 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  15.90 6  2-334 久保　玲奈 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5  15.33

ウエムラ　ココナ ノカミアスリートクラブ セキ　アカリ ノザキトラックアンドフィールド

7  435 上村　心愛 ( 6 )  のかみAC 3  16.36 7  3-870 関　明香里 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  15.65

タノウエ　リアナ ミナベ マルヤマ　キホ ヒガシサンドウショウガッコウ

8  667 田上　莉亜奈 ( 6 )  みなべAC 2  16.75 8  247 丸山　姫歩 ( 6 )  東山東小学校 9  15.70

3組 4組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

アサミ　マシロ ノザキトラックアンドフィールド ヤマモト　アイリ ノザキトラックアンドフィールド

1  857 浅見　真白 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4 w 13.99 q 1  650 山本　愛莉 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  14.19

ナカヤマ　コトミ キノクニアスリートクラブ スズキ　ミノリ タナベアスリートクラブ

2  1-378 中山　琴望 ( 6 )  紀の国AC 7 w 14.25 q 2  781 鈴木　みのり ( 6 )  田辺AC 6  14.22

サカモト　アイユ ミヤショウガッコウ タカダ　カホ ミナベ

3  278 坂本　愛侑 ( 6 )  宮小学校 5 w 14.37 3  666 高田　夏帆 ( 6 )  みなべAC 3  14.89

タブチ　ハルノ ノカミアスリートクラブ ワカマツ　アイ ワカヤマリクジョウクラブ

4  436 田渕　悠乃 ( 6 )  のかみAC 6 w 15.10 4  2-350 若松　亜依 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5  15.02

ハコギ　ニコ ノザキトラックアンドフィールド ムロタニ　タマキ ワカヤマリクジョウクラブ

5  868 箱木　仁胡 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 9 w 15.13 5  2-342 室谷　珠紀 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 7  15.21

ヨコヤマ　ミク ヤマザキショウガッコウ カミジ　ユウカ ノザキトラックアンドフィールド

6  258 横山　美空 ( 6 )  山崎小学校 2 w 15.38 6  1379 上地　悠加 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 8  15.40

イモト　ユヅキ ノカミアスリートクラブ タキガワ　マナミ ヤマザキショウガッコウ

7  437 井本　結月 ( 6 )  のかみAC 8 w 15.52 7  285 瀧川　真奈未 ( 6 )  山崎小学校 9  15.53

ハタ　サクラ ノザキトラックアンドフィールド マルヤ　ハズキ タナベアスリートクラブ

8  867 畑　さくら ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 3 w 16.19 8  749 丸屋　羽月 ( 6 )  田辺AC 2  15.82

《 決勝 》

風速 (+3.5 m/s)

紀三井寺公園 [301010]

6年 女子 100m 予選   20/10/18 13:10 ( 5組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 14:40  

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

和歌山県小学生記録   13.17 成　川　咲　菜 紀の国ＡＣ 2018 紀三井寺

大会記録   13.49 湊　　　杏　梨 太地陸上クラブ 2012

《 予選 》

風速 (+1.1 m/s) 風速 (+0.6 m/s)

風速 (+2.8 m/s) 風速 (+0.7 m/s)



5組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

フルタニ　ユナ ワカヤマリクジョウクラブ

1  1280 古谷　優奈 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 6  13.98 q

ハシモト　ミヤビ キノクニアスリートクラブ

2  1-306 橋本　みやび ( 6 )  紀の国AC 7  14.38

ニシ　ワカナ タナベアスリートクラブ

3  776 西　和奏 ( 6 )  田辺AC 5  15.09

ババ　メリサ ノザキトラックアンドフィールド

4  3-860 馬場　萌里沙 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 2  15.53

サカグチ　アイ ワカヤマリクジョウクラブ

5  2-346 坂口　愛依 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4  15.58

ショウブオク　キラ キノクニアスリートクラブ

6  1-327 菖蒲奥　妃羅 ( 6 )  紀の国AC 3  15.70

タカヤマ　シズク ワカヤマリクジョウクラブ

7  2-241 髙山　雫 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 8  15.85

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ヤマギワ　レミ キノクニアスリートクラブ

1  1-380 山際　伶美 ( 6 )  紀の国AC 5  13.86

フルタニ　ユナ ワカヤマリクジョウクラブ

2  1280 古谷　優奈 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 7  14.00

ヒガシヤマ　リコ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-333 東山　莉子 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 2  14.07

スズキ　ミノリ タナベアスリートクラブ

4  781 鈴木　みのり ( 6 )  田辺AC 8  14.09

ヤマモト　アイリ ノザキトラックアンドフィールド

5  650 山本　愛莉 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 6  14.13

ナカヤマ　コトミ キノクニアスリートクラブ

6  1-378 中山　琴望 ( 6 )  紀の国AC 3  14.26

アサミ　マシロ ノザキトラックアンドフィールド

7  857 浅見　真白 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  14.27

タナカ　キホ キノクニアスリートクラブ

8  1-309 田中　希歩 ( 6 )  紀の国AC 9  14.31

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
イワイ　ユウナ キノクニアスリートクラブ

1  1-345 岩井　優奈 ( 4 )  紀の国AC 7  6:11.78
ハシザキ　マリン チーム　アライ

2  9005 橋崎　真琳 ( 4 )  Team　Arai 3  6:12.91
カンジャ　メイナ タナベアスリートクラブ

3  734 上舎　芽愛 ( 4 )  田辺AC 9  6:13.86
ニシザワ　ラン キノクニアスリートクラブ

4  1-334 西澤　蘭 ( 3 )  紀の国AC 6  6:26.17
イワサキ　マイ ミナベ

5  672 岩﨑　舞衣 ( 4 )  みなべAC 2  6:38.29
ユカワ　ユウア リュウジンスポーツクラブ

6  1244 湯川　結愛 ( 3 )  龍神ＳＣ 11  6:39.39
コヤナギ　ワカナ リュウジンスポーツクラブ

7  1362 小柳　和奏 ( 4 )  龍神ＳＣ 4  6:48.17
サトウ　リン ユラアスリートクラブ

8  6－694 佐藤　凛 ( 3 )  由良AC 8  6:50.60
ソノダ　サヤカ タナベアスリートクラブ

9  901 苑田　早弥佳 ( 2 )  田辺AC 10  7:09.30
イド　シホカ キノクニアスリートクラブ

10  1-341 井戸　志歩香 ( 3 )  紀の国AC 1  7:19.69
イケハラ　アンリ カイナンアスリートクラブ

11  420 池原　杏里 ( 2 )  海南アスリート 13  7:24.44
ソウガワ　リナ リュウジンスポーツクラブ

12  1370 寒川　里菜 ( 3 )  龍神ＳＣ 12  7:25.11
ヤマグチ　ヒナ キノクニアスリートクラブ

-  1-375 山口　陽花 ( 3 )  紀の国AC 5 DNS

《 決勝 》

風速 (+1.6 m/s)

w (wind assist) : 追風参考

q (qualified by result) : プラスによる進出

風速 (+1.1 m/s)

大会記録   5:13.01 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2014

《 決勝 》

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

4年以下 女子 1500m
20/10/18 09:15  

和歌山県小学生記録   4:51.48 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺補助

DNS (Did Not Start) : 欠場



順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録
イシバシ　ユキノ タナベアスリートクラブ ヨシムラ　ヤエ キノクニアスリートクラブ

1  787 石橋　雪乃 ( 5 )  田辺AC 4  5:42.27 1  1-346 吉村　弥依 ( 6 )  紀の国AC 7  5:01.09
タカイ　ウイカ ヤマザキキタショウガッコウ ヨシダ　ヒカリ フジトダイショウガッコウ

2  281 髙井　初香 ( 5 )  山崎北小学校 2  5:50.37 2  249 吉田　ひかり ( 6 )  藤戸台小学校 5  5:09.30
イノ　ハヅキ キノクニアスリートクラブ ナカマエ　カイリ キノクニアスリートクラブ

3  1-364 猪野　羽希 ( 5 )  紀の国AC 3  6:03.89 3  1-335 中前　海莉 ( 6 )  紀の国AC 2  5:17.35
ニシカワ　シュウカ リュウジンスポーツクラブ ナガハマ　ノア ユラアスリートクラブ

4  1363 西川　柊花 ( 5 )  龍神ＳＣ 6  6:09.15 4  6-684 長濵　乃彩 ( 6 )  由良AC 4  5:21.77
ヤマサキ　ヒカリ スサミリクジョウクラブ タテ　ミユノ ネゴロショウガッコウ

5  277 山崎　日花里 ( 5 )  すさみ陸上クラブ 1  6:16.90 5  1190 竪　心結乃 ( 6 )  根来小学校 3  5:24.47
ナベシマ　アイム キノクニアスリートクラブ ミゾグチ　ワカ リュウジンスポーツクラブ

6  1-333 鍋嶌　あいむ ( 5 )  紀の国AC 5  7:49.48 6  1133 溝口　和花 ( 6 )  龍神ＳＣ 1  5:25.71
オオムラ　リン キノクニアスリートクラブ

7  1-324 大村　凛 ( 6 )  紀の国AC 6  6:08.29
タナカ　ルノ アリダジュニアアスリートクラブ

8  549 田中　瑠乃 ( 6 )  有田JAC 8  6:40.61

1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

ヤマギワ　レミ キノクニアスリートクラブ グンジ　ココナ キノクニアスリートクラブ

1  1-380 山際　伶美 ( 6 )  紀の国AC 5  13.50 q 1  1-322 郡司　香々菜 ( 6 )  紀の国AC 2  13.70

タナカ　キホ キノクニアスリートクラブ ドウヤマ　レイカ ワカヤマリクジョウクラブ

2  1-309 田中　希歩 ( 6 )  紀の国AC 2  13.91 q 2  2-356 堂山　怜香 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 5  14.41

ハシモト　ミヤビ キノクニアスリートクラブ タマキ　リナ ミナベ

3  1-306 橋本　みやび ( 6 )  紀の国AC 6  14.07 q 3  668 玉置　莉奈 ( 6 )  みなべAC 3  14.63

テライ　サイカ キノクニアスリートクラブ ヤマギワ　ナミ キノクニアスリートクラブ

4  1-391 寺井　彩華 ( 5 )  紀の国AC 4  14.65 q 4  1-314 山際　那美 ( 6 )  紀の国AC 6  17.13

オンヅカ　ホノカ キノクニアスリートクラブ ショウブオク　キラ キノクニアスリートクラブ

5  1-301 隠塚　帆乃花 ( 5 )  紀の国AC 3  15.39 q 5  1-327 菖蒲奥　妃羅 ( 6 )  紀の国AC 4  17.44

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

グンジ　ココナ キノクニアスリートクラブ

1  1-322 郡司　香々菜 ( 6 )  紀の国AC 6  13.65

ヤマギワ　レミ キノクニアスリートクラブ

2  1-380 山際　伶美 ( 6 )  紀の国AC 5  13.73

タナカ　キホ キノクニアスリートクラブ

3  1-309 田中　希歩 ( 6 )  紀の国AC 4  14.12

ハシモト　ミヤビ キノクニアスリートクラブ

4  1-306 橋本　みやび ( 6 )  紀の国AC 7  14.19

ドウヤマ　レイカ ワカヤマリクジョウクラブ

5  2-356 堂山　怜香 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 3  14.37

テライ　サイカ キノクニアスリートクラブ

6  1-391 寺井　彩華 ( 5 )  紀の国AC 2  14.78

オンヅカ　ホノカ キノクニアスリートクラブ

7  1-301 隠塚　帆乃花 ( 5 )  紀の国AC 9  14.96

タマキ　リナ ミナベ

8  668 玉置　莉奈 ( 6 )  みなべAC 8  18.62

4、5、6年 女子 80mH 予選   20/10/18 09:00 ( 2組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 13:40  

和歌山県小学生記録   12.82 矢　野　優　子 潮岬陸上クラブ 2003 国立

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   13.32 南　方　麻　央 紀の国ＡＣ 2017

《 予選 》

風速 (+1.7 m/s) 風速 (+0.2 m/s)

《 決勝 》

風速 (+1.6 m/s)

q (qualified by result) : プラスによる進出

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

大会記録   5:03.80 菱山　愛里 紀の国ＡＣ 2016

《 決勝 》

紀三井寺公園 [301010]

5年 女子 1500m
20/10/18 09:45  

和歌山県小学生記録   4:51.48 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺補助

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

6年 女子 1500m
20/10/18 10:05  

和歌山県小学生記録   4:51.48 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016 紀三井寺補助

大会記録   4:51.48 上　畑　真　由 ＵＡＣ 2016

《 決勝 》



備考

q

q

q

q

20/10/18 10:55 ( 2組 0＋8 ) 

20/10/18 13:50  

《 予選 》

風速 (+3.5 m/s)

《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考

q (qualified by result) : プラスによる進出

 GR : 大会新記録



備考

q

q

q

20/10/18 11:15 ( 3組 0＋8 ) 

20/10/18 14:00  

《 予選 》

風速 (+1.3 m/s)

《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考

q (qualified by result) : プラスによる進出



備考

q

q

q

20/10/18 11:40 ( 3組 0＋8 ) 

20/10/18 14:10  

《 予選 》

風速 (+0.7 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

q (qualified by result) : プラスによる進出



備考

q

q

備考

q

q

20/10/18 12:15 ( 4組 0＋8 ) 

20/10/18 14:20  

《 予選 》

風速 (+3.1 m/s)

風速 (+3.3 m/s)

《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出



備考

q

備考

q

q

20/10/18 12:40 ( 5組 0＋8 ) 

20/10/18 14:30  

《 予選 》

風速 (+1.3 m/s)

風速 (+1.5 m/s)



備考

q

q

[329]

[330]

備考

q

q

《 決勝 》

20/10/18 13:10 ( 5組 0＋8 ) 

20/10/18 14:40  

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

q (qualified by result) : プラスによる進出

《 予選 》

風速 (+0.6 m/s)

風速 (+0.7 m/s)



《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考

q (qualified by result) : プラスによる進出



備考

備考

q

q

q

20/10/18 09:00 ( 2組 0＋8 ) 

20/10/18 13:40  

《 予選 》

風速 (+0.2 m/s)

《 決勝 》

q (qualified by result) : プラスによる進出

20/10/18 10:05  

《 決勝 》



1組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録

1 8  56.24 q 5 7  1:05.31

グンジ　ココナ ヤマモト　ルリ

 1-322 郡司　香々菜 ( 6 )   2-349 山本　留璃 ( 6 ) 

タナカ　キホ タカヤマ　シズク

 1-309 田中　希歩 ( 6 )   2-241 髙山　雫 ( 6 ) 

ヤマギワ　レミ モトヒラ　アンナ

 1-380 山際　伶美 ( 6 )   2-354 元平　杏奈 ( 6 ) 

ナカヤマ　コトミ イズミ　ユヅキ

 1-378 中山　琴望 ( 6 )   2-460 泉　優月 ( 4 ) 

2 4  1:00.90 q 6 3  1:09.15

タマキ　リナ ドヤマ　ココミ

 668 玉置　莉奈 ( 6 )   266 土山　心夢 ( 5 ) 

タノウエ　リアナ カリヤ　ノアイ

 667 田上　莉亜奈 ( 6 )   264 狩谷　乃愛 ( 5 ) 

タカダ　カホ クボ　ミチカ

 666 高田　夏帆 ( 6 )   265 久保　美悠 ( 5 ) 

イシマル　マヨ ナカニシ　ヤアヤ

 665 石丸　万葉 ( 6 )   267 中西　弥彩 ( 5 ) 

3 6  1:04.68 7 5  1:11.17

ウエダ　マオナ サハラ　ミオ

 1120 上田　真央奈 ( 5 )   520 佐原　美桜 ( 6 ) 

オオタニ　メイ シオタニ　レイ

 1392 大谷　明依 ( 5 )   577 塩谷　玲依 ( 4 ) 

ハタ　ユズキ イワキ　ヒノ

 1100 畑　ゆずき ( 5 )   507 岩木　妃乃 ( 3 ) 

クリヤマ　ユイナ タナカ　ルノ

 3-868 栗山　唯奈 ( 5 )   549 田中　瑠乃 ( 6 ) 

4 2  1:05.30

サトウ　リイナ

 1-357 佐藤　莉唯奈 ( 4 ) 

イワイ　ユウナ

 1-345 岩井　優奈 ( 4 ) 

サイカ　ユズカ

 1-339 雜賀　柚佳 ( 4 ) 

ナカムラ　ツグミ

 1-311 中村　継美 ( 4 ) 

共通 女子 4x100mR 予選   20/10/18 10:20 ( 3組 0＋8 ) 

決勝   20/10/18 15:00  

和歌山県小学生記録   52.49 野　間・南　方・大　桑・濱　口 紀の国ＡＣ 2014 橿原

リザルトリスト

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   53.86 野　間・南　方・田　中・大　桑 紀の国ＡＣ 2014

《 予選 》

チーム名 チーム名

キノクニアスリートクラブ ワカヤマリクジョウクラブ

紀の国ACーA 和歌山陸上クラブC

ノザキトラックアンドフィールド

野崎Ｔ＆Ｆ C

ミナベ

みなべAC

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーD

サンドウショウガッコウ

山東小学校B

アリダジュニアアスリートクラブ

有田JAC



3組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録

1 3  57.09 q 5 7  1:13.04

ムロタニ　タマキ ヒラオ　ユウア

 2-342 室谷　珠紀 ( 6 )   253 平尾　優愛 ( 4 ) 

ヒガシヤマ　リコ ツジカワ　ココア

 2-333 東山　莉子 ( 6 )   1397 辻川　心愛 ( 3 ) 

フルタニ　ユナ オカモト　ホノカ

 1280 古谷　優奈 ( 6 )   1132 岡本　穂香 ( 5 ) 

ドウヤマ　レイカ マエダ　ユナ

 2-356 堂山　怜香 ( 6 )   870 前田　結菜 ( 4 ) 

2 4  58.47 q 6 8  1:19.39

ワカマツ　アイ ヒラオ　アイリ

 2-350 若松　亜依 ( 6 )   251 平尾　愛莉 ( 1 ) 

キド　リオネ オカモト　アヤメ

 2-312 木戸　理央音 ( 5 )   3-855 岡本　彩芽 ( 2 ) 

オハラ　ナギサ ニシ　ミズキ

 2-314 小原　漣音 ( 5 )   276 西　泉妃 ( 3 ) 

サカグチ　アイ マエダ　アユ

 2-346 坂口　愛依 ( 6 )   3-857 前田　愛結 ( 2 ) 

3 5  58.92 q - 6 DQ

アサミ　マシロ オカモト　ヒナコ

 857 浅見　真白 ( 6 )   1-342 岡本　日菜子 ( 5 ) 

ヤマモト　アイリ テライ　サイカ

 650 山本　愛莉 ( 6 )   1-391 寺井　彩華 ( 5 ) 

ナカハラ　アイリ イタヤ　ミズキ

 1119 中原　愛莉 ( 6 )   1-361 板矢　瑞規 ( 5 ) 

ババ　メリサ フナタニ　サクラ

 3-860 馬場　萌里沙 ( 6 )   1-328 舩谷　咲良 ( 5 ) 

4 2  1:08.29

ニシカワ　シュウカ

 1363 西川　柊花 ( 5 ) 

ワタセ　ユイナ

 492 渡瀬　唯菜 ( 4 ) 

ユカワ　ユウア

 1244 湯川　結愛 ( 3 ) 

ミゾグチ　ワカ

 1133 溝口　和花 ( 6 ) 

ワカヤマリクジョウクラブ

和歌山陸上クラブB

チーム名

ワカヤマリクジョウクラブ

和歌山陸上クラブA

リュウジンスポーツクラブエー

龍神ＳＣ A

ノザキトラックアンドフィールド

野崎Ｔ＆Ｆ A

野崎Ｔ＆Ｆ D

ノザキトラックアンドフィールド

チーム名

ノザキトラックアンドフィールド

野崎Ｔ＆Ｆ E

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーC



1組

順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録

1 5  55.92 5 8  58.24

グンジ　ココナ ワカマツ　アイ

 1-322 郡司　香々菜 ( 6 )   2-350 若松　亜依 ( 6 ) 

タナカ　キホ キド　リオネ

 1-309 田中　希歩 ( 6 )   2-312 木戸　理央音 ( 5 ) 

ヤマギワ　レミ オハラ　ナギサ

 1-380 山際　伶美 ( 6 )   2-314 小原　漣音 ( 5 ) 

ナカヤマ　コトミ サカグチ　アイ

 1-378 中山　琴望 ( 6 )   2-346 坂口　愛依 ( 6 ) 

2 6  56.52 6 9  58.49

ムロタニ　タマキ アサミ　マシロ

 2-342 室谷　珠紀 ( 6 )   857 浅見　真白 ( 6 ) 

ヒガシヤマ　リコ ヤマモト　アイリ

 2-333 東山　莉子 ( 6 )   650 山本　愛莉 ( 6 ) 

フルタニ　ユナ ナカハラ　アイリ

 1280 古谷　優奈 ( 6 )   1119 中原　愛莉 ( 6 ) 

ドウヤマ　レイカ ババ　メリサ

 2-356 堂山　怜香 ( 6 )   3-860 馬場　萌里沙 ( 6 ) 

3 7  57.94 7 2  1:00.85

タブチ　ハルノ タマキ　リナ

 436 田渕　悠乃 ( 6 )   668 玉置　莉奈 ( 6 ) 

オガワ　エリン タノウエ　リアナ

 459 小川　笑凜 ( 4 )   667 田上　莉亜奈 ( 6 ) 

ノカミ　ユウア タカダ　カホ

 433 野上　悠亜 ( 6 )   666 高田　夏帆 ( 6 ) 

ヨシモト　アカリ イシマル　マヨ

 434 吉本　朱里 ( 6 )   665 石丸　万葉 ( 6 ) 

4 4  58.22 8 3  1:01.97

ニシ　ワカナ ショウブオク　キラ

 776 西　和奏 ( 6 )   1-327 菖蒲奥　妃羅 ( 6 ) 

スズキ　ミノリ ハシモト　ミヤビ

 781 鈴木　みのり ( 6 )   1-306 橋本　みやび ( 6 ) 

フルクボ　リン ヤマギワ　ナミ

 759 古久保　凛海 ( 6 )   1-314 山際　那美 ( 6 ) 

ハマノ　カエデ マエオカ　ナル

 743 濵野　楓 ( 6 )   1-305 前岡　成 ( 5 ) 

ワカヤマリクジョウクラブ

和歌山陸上クラブA

《 決勝 》

チーム名

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーA 和歌山陸上クラブB

DQ (DisQualified) : 失格

q (qualified by result) : プラスによる進出

R3 : (R170-7 3)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした

タナベアスリートクラブ

田辺AC

ノカミアスリートクラブ

のかみAC

チーム名

ワカヤマリクジョウクラブ

キノクニアスリートクラブ

紀の国ACーB

ミナベ

みなべAC

ノザキトラックアンドフィールド

野崎Ｔ＆Ｆ A



備考

20/10/18 10:20 ( 3組 0＋8 ) 

20/10/18 15:00  

《 予選 》



備考

R3



備考

《 決勝 》

DQ (DisQualified) : 失格

q (qualified by result) : プラスによる進出

R3 : (R170-7 3)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした



審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
ハマノ　カエデ タナベアスリートクラブ

1  743 濵野　楓 ( 6 )  田辺AC 6  1.29
タテ　ミユノ ネゴロショウガッコウ

2  1190 竪　心結乃 ( 6 )  根来小学校 8  1.23
ドウヤマ　レイカ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-356 堂山　怜香 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 4  1.15
ナガハマ　ノア ユラアスリートクラブ

3  6-684 長濵　乃彩 ( 6 )  由良AC 7  1.15
クリヤマ　ユイナ ノザキトラックアンドフィールド

5  3-868 栗山　唯奈 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  1.10
イノウエ　ユウキ ワカウラショウガッコウ

6  248 井上　釉稀 ( 6 )  和歌浦小学校 9  1.05
マエダ　アカリ サンドウショウガッコウ

-  271 前田　彩里 ( 5 )  山東小学校 1 NM
タマキ　リナ ミナベ

-  668 玉置　莉奈 ( 6 )  みなべAC 2 NM
テラニシ　サエ キノクニアスリートクラブ

-  1-344 寺西　彩笑 ( 4 )  紀の国AC 3 NM

NM (No Marks) : 記録無し

和歌山県小学生記録   1.36 森　川　友　子 富里小 1984 新宮

大会記録   1.32 榎　　　葉　月 和歌山陸上クラブ 2009

《 決勝 》

リザルトリスト

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

4、5、6年 女子 走高跳
20/10/18 11:30  



審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
シオザキ　リノア ナチカツラスポーツショウネンダ

1  813 塩崎　莉乃亜 ( 4 )  那智勝浦スポーツ少年団 13  3.44 (+1.1)
コジマ　ミズキ タナベアスリートクラブ

2  733 小嶋　瑞希 ( 4 )  田辺AC 14  3.35 (-0.3)
イズミ　ユヅキ ワカヤマリクジョウクラブ

3  2-460 泉　優月 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 6  3.05 (-0.7)
フルサワ　ホナミ ワカヤマリクジョウクラブ

4  2-456 古澤　帆波 ( 4 )  和歌山陸上クラブ 2  2.79 (+0.1)
イワサキ　マイ ミナベ

5  672 岩﨑　舞衣 ( 4 )  みなべAC 4  2.73 (-1.0)
タニウエ　リコ キノクニアスリートクラブ

6  1-332 谷上　莉瑚 ( 4 )  紀の国AC 12  2.69 (-0.3)
ヒラバヤシ　アカリ キノクニアスリートクラブ

7  1-338 平林　明莉 ( 3 )  紀の国AC 18  2.68 (-0.7)
サトウ　リイナ キノクニアスリートクラブ

8  1-357 佐藤　莉唯奈 ( 4 )  紀の国AC 15  2.67 (+0.5)
ミヤケ　ノゾミ ノカミアスリートクラブ

9  470 三宅　望未 ( 3 )  のかみAC 3  2.64 (-0.9)
クボ　サエイ リュウジンスポーツクラブ

10  498 久保　沙英 ( 3 )  龍神ＳＣ 17  2.52 (+0.4)
タカダ　リホ ミナベ

11  674 高田　梨帆 ( 3 )  みなべAC 7  2.50 (+1.0)
イド　シホカ キノクニアスリートクラブ

12  1-341 井戸　志歩香 ( 3 )  紀の国AC 16  2.32 (-1.1)
タキモト　ココ キノクニアスリートクラブ

13  1-318 瀧本　湖子 ( 4 )  紀の国AC 1  2.25 (-0.2)
ミナミ　ワカ キノクニアスリートクラブ

14  1-365 南　和花 ( 3 )  紀の国AC 5  2.25 (-0.4)
ノカミ　レナ ノカミアスリートクラブ

15  471 野上　怜愛 ( 3 )  のかみAC 10  2.23 (+0.7)
ユミト　ラナ ダイシンショウガッコウ

16  245 弓戸　蘭奈 ( 3 )  大新小学校 8  2.12 (-0.4)
ニシザワ　アン キノクニアスリートクラブ

17  1-373 西澤　杏 ( 1 )  紀の国AC 11  2.08 (+0.4)
ツジ　リオ キノクニアスリートクラブ

-  1-366 辻　　梨央 ( 2 )  紀の国AC 9 NM (-)

NM (No Marks) : 記録無し

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 冨田　進

紀三井寺公園 [301010]

4年以下 女子 走幅跳
20/10/18 09:15  

和歌山県小学生記録   4.99 中　村　香　織 西脇小 1995 国立

大会記録   3.93 児　島　里　奈 初島陸上クラブ 2004

《 決勝 》



審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
アタゴ　カリン カイナンアスリートクラブ

1  428 愛宕　花梨 ( 5 )  海南アスリート 3  3.85 (+0.6)
ナカザキ　リオ チュウオウショウガッコウ

2  282 中﨑　理央 ( 5 )  中央小学校 8  3.60 ( 0.0)
オオタニ　メイ ノザキトラックアンドフィールド

3  1392 大谷　明依 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 11  3.59 (+1.6)
フナタニ　サクラ キノクニアスリートクラブ

4  1-328 舩谷　咲良 ( 5 )  紀の国AC 10  3.21 (+0.2)
アンボ　ノドカ ヤマザキキタショウガッコウ

5  283 安保　和佳 ( 5 )  山崎北小学校 1  3.20 (+0.5)
ノナカ　チヒロ ミナベ

6  669 野中　千裕 ( 5 )  みなべAC 9  3.17 (+2.0)
タナカ　リム ホングウコドモスポーツクラブ

7  701 田中　莉夢 ( 5 )  本宮子どもスポーツクラブ 13  3.17 (+0.7)
マエオカ　ナル キノクニアスリートクラブ

8  1-305 前岡　成 ( 5 )  紀の国AC 12  3.10 (+1.4)
イタヤ　ミズキ キノクニアスリートクラブ

9  1-361 板矢　瑞規 ( 5 )  紀の国AC 6  3.10 (+0.7)
ウエノヤマ　ユウカ キノクニアスリートクラブ

10  1-377 上野山　侑花 ( 5 )  紀の国AC 17  3.08 (+0.7)
マツノ　アイク ネゴロショウガッコウ

11  257 松野　愛空 ( 5 )  根来小学校 7  2.73 (-0.3)
オカモト　ホノカ ノザキトラックアンドフィールド

12  1132 岡本　穂香 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 4  2.60 (-0.7)
フカセ　カノ リュウジンスポーツクラブ

13  1168 深瀬　香乃 ( 5 )  龍神ＳＣ 2  2.34 (+1.1)
ウエダ　マオナ ノザキトラックアンドフィールド

-  1120 上田　真央奈 ( 5 )  野崎Ｔ＆Ｆ 14 NM (-)
オカモト　ヒナコ キノクニアスリートクラブ

-  1-342 岡本　日菜子 ( 5 )  紀の国AC 16 NM (-)
ミヤケ　サユリ ノカミアスリートクラブ

-  449 三宅　沙悠莉 ( 5 )  のかみAC 5 DNS (-)
カキハナ　イロハ ワサショウガッコウ

-  246 垣鼻　彩巴 ( 5 )  和佐小学校 15 DNS (-)

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

大会記録   4.23 小　畑　南　帆 太地陸上クラブ 2007

《 決勝 》

紀三井寺公園 [301010]

5年 女子 走幅跳
20/10/18 11:30  

和歌山県小学生記録   4.99 中　村　香　織 西脇小 1995 国立

和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会 冨田　進



審判長：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
ヨシモト　アカリ ノカミアスリートクラブ

1  434 吉本　朱里 ( 6 )  のかみAC 3  4.13 (+1.7)
サカモト　アイユ ミヤショウガッコウ

2  278 坂本　愛侑 ( 6 )  宮小学校 16  3.97 (+2.0)
ヤマモト　アイリ ノザキトラックアンドフィールド

3  650 山本　愛莉 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 13  3.80 (+1.8)
ヨコヤマ　ミク ヤマザキショウガッコウ

4  258 横山　美空 ( 6 )  山崎小学校 4  3.77 (-0.3)
スズキ　ミノリ タナベアスリートクラブ

5  781 鈴木　みのり ( 6 )  田辺AC 12  3.72 (+1.4)
ハマノ　カエデ タナベアスリートクラブ

6  743 濵野　楓 ( 6 )  田辺AC 6  3.70 (+1.1)
ナカヤマ　コトミ キノクニアスリートクラブ

7  1-378 中山　琴望 ( 6 )  紀の国AC 11  3.70 (+0.9)
ナカハラ　アイリ ノザキトラックアンドフィールド

8  1119 中原　愛莉 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 18  3.67 (+1.9)
サカグチ　アイ ワカヤマリクジョウクラブ

9  2-346 坂口　愛依 ( 6 )  和歌山陸上クラブ 10  3.65 (+0.8)
ノカミ　ユウア ノカミアスリートクラブ

10  433 野上　悠亜 ( 6 )  のかみAC 14  3.61 (+1.2)
ミゾグチ　ワカ リュウジンスポーツクラブ

11  1133 溝口　和花 ( 6 )  龍神ＳＣ 1  3.56 (+1.5)
フルクボ　リン タナベアスリートクラブ

12  759 古久保　凛海 ( 6 )  田辺AC 15  3.55 (+1.7)
イシマル　マヨ ミナベ

13  665 石丸　万葉 ( 6 )  みなべAC 9  3.55 (+1.8)
セキ　アカリ ノザキトラックアンドフィールド

14  3-870 関　明香里 ( 6 )  野崎Ｔ＆Ｆ 5  3.38 (+1.6)
ヤマギワ　ナミ キノクニアスリートクラブ

15  1-314 山際　那美 ( 6 )  紀の国AC 8  3.35 (+0.4)
タブチ　ハルノ ノカミアスリートクラブ

16  436 田渕　悠乃 ( 6 )  のかみAC 7  3.06 (+1.6)
タノウエ　リアナ ミナベ

17  667 田上　莉亜奈 ( 6 )  みなべAC 2  2.84 (+1.4)
イノウエ　ユウキ ワカウラショウガッコウ

18  248 井上　釉稀 ( 6 )  和歌浦小学校 17  2.78 (+1.4)

《 決勝 》

6年 女子 走幅跳
20/10/18 14:00  
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