
（様式３）

都道府県予選会成績表　　　　ｺｰﾄﾞ21301001 ｺｰﾄﾞ　301010

日付 種　目 参加人員 風　力

山田　晃佑 (3)  10.76 岡本　悠弥 (2)  10.87 藤野　大翔 (3)  10.87 児玉　瑛貴 (2)  10.87 南　敦也 (3)  10.96 松村　泰知 (1)  11.25 東　大生 (2)  11.30 上田　敦貴 (3)  11.36
和歌山北 和歌山工 橋本 和歌山北 日高 向陽 笠田 向陽

藤野　大翔 (3)  21.96 山田　晃佑 (3)  22.00 東　大生 (2)  22.34 田林　由佑吏 (3)  22.52 豊田　康介 (3)  22.57 松村　泰知 (1)  22.61 濵田　明日翔 (1)  22.69 登尾　元哉 (3)  22.70
橋本 和歌山北 笠田 橋本 桐蔭 向陽 初芝橋本 星林

田林　由佑吏 (3)  49.37 森井　健心 (3)  49.99 高倉　亮太 (3)  50.19 加藤　伊織 (2)  50.41 赤阪　凛人 (3)  51.69 豊田　康介 (3)  51.96 髙橋　正汰 (3)  52.66 小林　直人 (3)  52.92
橋本 向陽 和歌山商 桐蔭 開智 桐蔭 初芝橋本 新宮

田中　陽貴 (3)  1:55.69 中村　洋慧 (2)  1:56.02 深海　響輝 (3)  1:57.38 小林　直人 (3)  1:58.32 桑畑　寧生 (3)  1:58.43 加藤　伊織 (2)  1:59.52 中西　悠吏 (2)  1:59.56 河村　陽向 (2)  2:06.39

桐蔭 和歌山北 熊野 新宮 田辺 桐蔭 和歌山北 和歌山北

福島　直樹 (1)  3:59.94 中前　吉広 (3)  4:03.14 宮本　優希 (2)  4:03.77 三原　涼雅 (2)  4:04.61 寺井　京 (3)  4:05.73 中西　悠吏 (2)  4:05.87 中村　洋慧 (2)  4:05.98 佐多　慎乃輔 (2)  4:11.41

智辯和歌山 智辯和歌山 智辯和歌山 日高 田辺工 和歌山北 和歌山北 田辺

寺井　京 (3)  15:09.33 川手　友希 (3)  15:10.42 三原　涼雅 (2)  15:11.49 久保　亮太 (3)  15:15.31 惠中　春斗 (2)  15:21.24 有本　輝 (3)  15:22.51 合川　歩輝 (2)  15:31.41 三栖　滉介 (2)  15:55.83

田辺工 智辯和歌山 日高 智辯和歌山 和歌山北 田辺工 智辯和歌山 和歌山北

岡本　隆太 (3)  15.56 長岡　佳希 (3)  15.92 淵田　聖 (3)  16.36 平岩　晃生 (2)  16.70 堀口　柊 (2)  17.13 辻　健吾 (2)  17.36 辻本　裕士 (1)  17.38 森山　大輝 (2)  18.61
海南 海南 近大和歌山 熊野 和歌山北 海南 向陽 和歌山商

森井　健心 (3)  54.61 赤阪　凛人 (3)  56.22 竹中　風優 (3)  56.41 山本　季慎 (3)  56.65 北畑　歩睦 (2)  56.75 長岡　佳希 (3)  57.17 永尾　礼 (2)  1:00.51 木下　拓斗 (3)  1:03.33

向陽 開智 熊野 和歌山北 近大和歌山 海南 和歌山北 和歌山北

松本　拳志郎 (3)  9:27.24 塩路　悠耀 (3)  9:32.38 福井　創大 (3)  9:33.00 谷本　大祥 (3)  9:42.23 岩橋　快晟 (2)  9:50.29 有本　輝 (3)  9:51.82 片山　稜也 (1)  10:02.84 福澤　舜 (2)  10:13.95

智辯和歌山 田辺工 智辯和歌山 和歌山工 智辯和歌山 田辺工 和歌山北 新宮

大家　利公  21:55.34 岩本　侑羽  24:10.85 種子永　蓮  29:55.45 草下　仁海  31:36.57

田辺工 田辺工 和歌山北 神島

和歌山北  41.68 向陽  41.85 星林  42.38 初芝橋本  42.75 和歌山工  43.05 桐蔭  43.09 橋本  43.23
小坂　力生 (2) 上田　敦貴 (3) 田村　蒼馬 (3) 藤井　颯大 (2) 山下　拓晃 (3) 宮本　照久 (3) 藤井　秀仁 (1)
山田　晃佑 (3) 松村　泰知 (1) 登尾　元哉 (3) 和田　晴人 (2) 林　久遠 (2) 豊田　康介 (3) 藤野　大翔 (3)
児玉　瑛貴 (2) 森井　健心 (3) 中村　心之輔 (2) 坂ノ上　寛 (3) 岡本　悠弥 (2) 的野　直矢 (2) 南出　望 (2)
藤谷　颯良 (2) 林　亮太朗 (3) 野崎　景勝 (3) 武田　賢征 (1) 岩﨑　竜也 (3) 園木　孝和 (3) 田林　由佑吏 (3)
向陽  3:23.27 初芝橋本  3:24.12 桐蔭  3:24.16 熊野  3:25.48 星林  3:25.90 和歌山商  3:26.29 近大和歌山  3:27.01 和歌山工  3:33.80

林　亮太朗 (3) 髙橋　正汰 (3) 豊田　康介 (3) 榎本　魁 (3) 登尾　元哉 (3) 上　大樹 (3) 北畑　歩睦 (2) 山下　拓晃 (3)
森井　健心 (3) 濵田　明日翔 (1) 加藤　伊織 (2) 深海　響輝 (3) 山本　海地 (3) 高倉　亮太 (3) 水口　智貴 (3) 林　久遠 (2)
西本　圭吾 (3) 坂ノ上　寛 (3) 山田　奨真 (2) 堀口　颯汰 (1) 野崎　景勝 (3) 永浜　航佑 (2) 冨松　時人 (2) 岩﨑　竜也 (3)
上田　敦貴 (3) 和田　晴人 (2) 田中　陽貴 (3) 井田　一季 (3) 中村　心之輔 (2) 黑田　匠真 (3) 武田　壮吾 (3) 谷本　大祥 (3)
加藤　綾  1.85 堀井　昊  1.80 中西　巧  1.75 森本　樹  1.75 雑賀　勇吏  1.70 土屋　拓士  1.70
熊野 近大和歌山 近大和歌山 熊野 近大和歌山 日高

小宮　泰誠  1.75 東山　健人  1.75
日高 桐蔭

水口　智貴 (3)  4.70 福井　誠大 (3)  4.00 猪野　樹希 (3)  3.60 田中　一聖 (2)  2.60
近大和歌山 近大和歌山 近大和歌山 桐蔭

井田　一季 (3)  6.92 薗田　琉維 (2)  6.64 水口　智貴 (3)  6.56 宮本　照久 (3)  6.53 前田　和希 (2)  6.32 坂口　晃誠 (1)  6.28 久司　航輝 (1)  6.27 塩路　添真 (3)  6.17
熊野 +0.1 和歌山北 +0.2 近大和歌山 0.0 桐蔭 -0.3 紀央館 -0.2 初芝橋本 +0.1 新宮 +0.3 和歌山北 +0.5

古久保　壮舞 (3)  13.86 水口　智貴 (3)  13.62 薗田　琉維 (2)  w13.55 永浜　航佑 (2)  13.30 角田　伊訓志 (2)  13.16 堀井　昊 (1)  13.08 奥　杏詞 (3)  12.89 手谷　大夢 (2)  12.83
熊野 +1.1 近大和歌山 -0.4 和歌山北 +2.7 和歌山商 +1.3 向陽 +1.2 近大和歌山 +2.0 箕島 +1.6 熊野 +1.8

小林　聖 (3)  15.12 奥村　夏生 (3)  14.68 大島　ブルースリー (2)  14.60 桑添　喬偉 (1)  14.27 久木　一星 (3)  13.46 岩城　結太 (2)  12.98 花本　悦男 (3)  11.08 藤田　和希 (1)  11.00
紀央館 和歌山北 海南 和歌山工 和歌山北 紀央館 田辺 向陽

小林　聖 (3)  42.09 久木　一星 (3)  39.82 古川　貴進 (2)  38.91 岩城　結太 (2)  36.88 奥村　夏生 (3)  35.94 大島　ブルースリー (2)  33.88 川口　翔 (3)  31.98 増本　航弥 (3)  30.85
紀央館 和歌山北 箕島 紀央館 和歌山北 海南 紀央館 星林

奥村　夏生 (3)  52.79 松本　真拓 (3)  43.45 滝川　樹 (2)  42.48 大島　ブルースリー (2)  41.53 木村　侑真 (2)  38.66 戸田　詩童 (1)  33.46 桑添　喬偉 (1)  30.68 粂田　昊 (1)  26.60
和歌山北 紀央館 海南 海南 紀央館 和歌山商 和歌山工 和歌山工

川口　翔 (3)  58.89 花本　悦男 (3)  54.48 前田　和希 (2)  48.62 小林　聖 (3)  47.11 藤田　和希 (1)  45.20 野口　佳那人 (2)  43.17 太田　琉稀 (3)  40.61 鹿嶋　莞慎 (2)  37.66
紀央館 田辺 紀央館 紀央館 向陽 近大和歌山 和歌山商 和歌山北

前田　和希 (2)  4788 松本　敢太 (2)  4265 木下　拓斗 (3)  3691 堀口　颯汰 1  3567 坂口　敏基 1  2743 林　凌輔 (2)  2605 小賀　一瑳 (2)  2290 寺田　悠人 (1)  2148
紀央館 熊野 和歌山北 熊野 和歌山北 向陽 向陽 紀央館

6/4 100m  12.06  (-5.6) 639  12.76 (-5.6) 509  12.99 (-5.6) 470  12.53 -5.6 551  13.49 -5.6 388  13.05 (-5.6) 459  12.83 (-5.6) 497  12.83 (-5.6) 497

6/4 走幅跳  6.15 (-1.3) 619  5.89 (-0.3) 563  5.53 (-0.2) 487  5.49 -0.6 479  4.66 -0.5 319  4.90 (-0.6) 363  4.27 (-0.7) 250  4.06 (-0.5) 215

6/4 砲丸投  11.39 569  8.30 384  7.55 340  6.04 251  7.17 317  7.16 317  5.30 208  6.26 264

6/4 400m  52.81 690  54.93 602  55.63 574  54.02 639  56.90 525  59.95 415  58.68 459  1:05.10 256

6/5 110mH  17.09  (+0.9) 615  16.71 (+0.9) 655  18.60 (+0.9) 468  18.50 +0.9 477  24.84 +0.9 69  21.62 (+0.9) 232  23.85 (+0.9) 109  24.36 (+0.9) 87

6/5 やり投  49.89 587  41.82 469  28.28 275  26.87 255  35.79 381  16.40 114  16.01 108  25.88 242

6/5 走高跳  1.78 610  1.75 585  1.63 488  1.54 419 NM 0  1.30 250  1.36 290  1.27 231

6/5 1500m  5:18.35 459  5:10.95 498  4:55.00 589  5:11.33 496  4:30.06 744  5:19.07 455  5:36.25 369  5:39.08 356

和歌山北 123 紀央館 69 近大和歌山 66.5 熊野 62.5 智辯和歌山 53 向陽 53 桐蔭 45.5 海南 41

和歌山北 68 智辯和歌山 53 田辺工 40 向陽 39 桐蔭 32 橋本 29 熊野 22 海南 21

紀央館 60 近大和歌山 54.5 和歌山北 45 熊野 28.5 海南 20 桐蔭 13.5 和歌山商 10 田辺 9

熊野 12 和歌山北 10 紀央館 9 向陽 5

都道府県内の予選会校数・人数
主催者 和 歌 山 県

【都道府県大会前の予選会を含む】

和 歌 山

６位

-1.8

２位

6/5 走 高 跳 14

和歌山
令和３年度全国高等学校総合体育大会　　　秩父宮賜杯　第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会県予選会

優秀選手

6/5 や り 投 16

8

＜気象状況＞

都道府県名

6/5 円 盤 投 20

6/6 ハンマー投 11

6/6 三 段 跳 27

6/4 砲 丸 投 20

6/4 走 幅 跳 50

6/5 棒 高 跳

6/5 4x100mR 20

6/6 4x400mR 20

6/5 3000mSC 22

6/6 5000mW 8

6/6

110mH 14 +0.3

6/5 400mH 18

４位

6/5 200m 67

6/4 1500m 67

59

6/6 800m 63

6/6

学
校
対
校

5000m 39

6/6

３位１位

6/4 400m

100m 75 -1.5

７位 ８位

男　　子

会場：紀三井寺公園陸上競技場
令和３年６月４日（金）-6月６日（日）

6/4-6/5 八 種 競 技

4

５位

　　　（混成競技）鳥　井　　　昇

　　　（招 集 所）片　山　隆　博

名

陸上競技協会

小林　聖（紀央館） 総　　務    吉　田　克　久

審判長（トラック）山　本　博　司

　　　（跳　　躍）氏　野　修　次

　　　（投 て き）井　上　英　典

　　（スタート）佐　藤　寛　員

参加校数 31

参加人数 405

校

総合

ﾄﾗｯｸ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

混成

記録主任    栗　山　真　治高等学校体育連盟


