
総合成績（男子）

###

順位 チーム名[ﾅﾝﾊﾞｰ] 1区 3.2km 2区 3km 3区 3km 4区 3km 5区 3km 6区 3km 順位 チーム名[ﾅﾝﾊﾞｰ] 1区 3.2km 2区 3km 3区 3km 4区 3km 5区 3km 6区 3km 順位 チーム名[ﾅﾝﾊﾞｰ] 1区 3.2km 2区 3km 3区 3km 4区 3km 5区 3km 6区 3km

ニシワキ ヒガシカイナン ホングウ

西脇中（12） 東海南中（21） 本宮中（73）

　59.37 　10.22 8 　19.41 1 　29.55 1 　39.03 1 　49.14 1 　59.37 1 　1.07.23 　11.18 25 　22.03 23 　33.03 17 　44.20 16 　55.47 17 　1.07.23 18 　1.10.45 　10.45 12 　21.59 22 　32.49 16 　44.29 18 　57.19 25 　1.10.45 35

大会新 　10.22 8 　9.19 1 　10.14 3 　9.08 1 　10.11 2 　10.23 5 　11.18 25 　10.45 16 　11.00 14 　11.17 18 　11.27 17 　11.36 28 　10.45 12 　11.14 32 　10.50 11 　11.40 26 　12.50 34 　13.26 38

シラハマ タツミチュウ オオトウチュウ

白浜中（51） 巽中（22） 大塔中（48）

　1.00.46 　9.48 3 　19.57 2 　30.16 2 　40.39 3 　50.46 2 　1.00.46 2 　1.07.40 　11.00 20 　21.55 19 　33.24 21 　44.48 21 　56.38 20 　1.07.40 19 　1.12.00 　11.49 32 　23.12 36 　36.04 37 　48.06 37 　1.00.31 36 　1.12.00 36

大会新 　9.48 3 　10.09 7 　10.19 4 　10.23 5 　10.07 1 　10.00 3 　11.00 20 　10.55 23 　11.29 24 　11.24 19 　11.50 21 　11.02 16 　11.49 32 　11.23 35 　12.52 37 　12.02 32 　12.25 31 　11.29 25

ショウヨウ メイワ シモツダイイチ

松洋中（32） 明和中（11） 下津第一中（24）

　1.01.22 　10.13 6 　19.59 3 　30.20 3 　40.43 4 　51.30 4 　1.01.22 3 　1.07.55 　11.35 31 　22.29 27 　33.33 23 　45.22 27 　56.38 21 　1.07.55 20 　1.12.35 　11.53 33 　22.58 34 　36.01 36 　48.02 36 　1.01.06 37 　1.12.35 37

　10.13 6 　9.46 3 　10.21 5 　10.23 5 　10.47 9 　9.52 1 　11.35 31 　10.54 22 　11.04 16 　11.49 29 　11.16 13 　11.17 20 　11.53 33 　11.05 28 　13.03 38 　12.01 31 　13.04 36 　11.29 25

カイナンチュウ カメガワ ブンセイ

海南中（19） 亀川中（23） 文成中（75）

　1.01.53 　10.14 7 　20.08 5 　30.49 5 　40.27 2 　50.56 3 　1.01.53 4 　1.08.00 　12.13 36 　23.11 35 　33.49 27 　44.12 15 　55.33 14 　1.08.00 21 　1.14.33 　12.21 37 　24.08 37 　36.22 38 　49.04 38 　1.02.59 38 　1.14.33 38

　10.14 7 　9.54 4 　10.41 10 　9.38 2 　10.29 4 　10.57 12 　12.13 36 　10.58 26 　10.38 9 　10.23 5 　11.21 15 　12.27 36 　12.21 37 　11.47 37 　12.14 35 　12.42 37 　13.55 37 　11.34 27

タイセイ トウイン

大成中（39） 桐蔭中（17）

　1.02.24 　9.41 1 　20.03 4 　30.28 4 　41.16 6 　52.21 6 　1.02.24 5 　1.08.04 　11.11 23 　21.56 21 　33.31 22 　45.07 23 　57.04 24 　1.08.04 22

　9.41 1 　10.22 13 　10.25 6 　10.48 10 　11.05 11 　10.03 4 　11.11 23 　10.45 16 　11.35 26 　11.36 25 　11.57 24 　11.00 15

トウワ ゴボウ

東和中（9） 御坊中（33）

　1.02.29 　10.41 11 　21.15 13 　31.23 8 　41.05 5 　51.38 5 　1.02.29 6 　1.08.36 　11.25 27 　22.38 30 　33.43 26 　45.08 24 　56.58 23 　1.08.36 23

　10.41 11 　10.34 14 　10.08 2 　9.42 3 　10.33 5 　10.51 11 　11.25 27 　11.13 31 　11.05 17 　11.25 21 　11.50 21 　11.38 29

スサミ カミトンダ

周参見中（58） 上富田中（50）

　1.03.30 　10.30 9 　20.43 9 　31.36 9 　42.14 9 　52.54 7 　1.03.30 7 　1.08.46 　10.56 17 　22.16 25 　33.51 28 　45.18 25 　57.24 26 　1.08.46 24

　10.30 9 　10.13 9 　10.53 12 　10.38 9 　10.40 6 　10.36 7 　10.56 17 　11.20 34 　11.35 26 　11.27 22 　12.06 25 　11.22 22

コウヨウ トウヨウ

向陽中（68） 東陽中（42）

　1.03.37 　11.06 22 　20.38 8 　31.54 12 　42.56 12 　53.40 10 　1.03.37 8 　1.09.03 　12.11 35 　22.56 33 　34.17 30 　45.28 28 　57.58 30 　1.09.03 25

　11.06 22 　9.32 2 　11.16 20 　11.02 14 　10.44 8 　9.57 2 　12.11 35 　10.45 16 　11.21 21 　11.11 16 　12.30 33 　11.05 17

ノカミ タカオ

野上中（26） 高雄中（44）

　1.04.23 　10.48 15 　21.03 12 　31.40 11 　42.41 11 　53.24 9 　1.04.23 9 　1.09.05 　9.47 2 　20.35 7 　32.17 14 　43.52 14 　56.01 19 　1.09.05 26

　10.48 15 　10.15 10 　10.37 8 　11.01 13 　10.43 7 　10.59 14 　9.47 2 　10.48 20 　11.42 29 　11.35 24 　12.09 27 　13.04 37

イワデダイニ メイヨウ

岩出第二中（4） 明洋中（43）

　1.04.27 　10.00 4 　21.47 18 　31.19 6 　42.23 10 　53.54 11 　1.04.27 10 　1.09.06 　11.33 30 　22.36 28 　34.21 32 　46.26 32 　57.51 28 　1.09.06 27

　10.00 4 　11.47 37 　9.32 1 　11.04 15 　11.31 19 　10.33 6 　11.33 30 　11.03 27 　11.45 31 　12.05 34 　11.25 16 　11.15 19

キノカワ コウヤサン

紀之川中（66） 高野山中（76）

　1.04.55 　10.51 16 　20.56 11 　31.23 7 　41.56 7 　53.15 8 　1.04.55 11 　1.09.22 　11.26 28 　22.45 31 　34.25 33 　45.49 31 　57.57 29 　1.09.22 28

　10.51 16 　10.05 6 　10.27 7 　10.33 8 　11.19 14 　11.40 31 　11.26 28 　11.19 33 　11.40 28 　11.24 19 　12.08 26 　11.25 23

シモサトチュウガッコウ ヤスダ

下里中学校（64） 保田中（28）

　1.05.18 　10.57 18 　21.16 14 　32.27 15 　43.15 13 　54.21 13 　1.05.18 12 　1.09.44 　11.56 34 　22.37 29 　33.38 25 　45.41 30 　58.06 31 　1.09.44 29

　10.57 18 　10.19 11 　11.11 18 　10.48 10 　11.06 12 　10.57 12 　11.56 34 　10.41 15 　11.01 15 　12.03 33 　12.25 31 　11.38 29

キシガワ シモツダイニ

貴志川中（5） 下津第二中（25）

　1.06.08 　10.31 10 　20.43 10 　31.37 10 　41.58 8 　54.20 12 　1.06.08 13 　1.10.05 　10.47 13 　21.43 17 　33.36 24 　45.33 29 　57.51 27 　1.10.05 30

　10.31 10 　10.12 8 　10.54 13 　10.21 4 　12.22 30 　11.48 34 　10.47 13 　10.56 24 　11.53 32 　11.57 30 　12.18 29 　12.14 35

コサダガオカ イワデ

古佐田丘中（1） 岩出中（3）

　1.06.16 　10.48 14 　21.38 16 　33.08 19 　44.42 20 　55.37 16 　1.06.16 14 　1.10.30 　10.11 5 　20.10 6 　32.03 13 　44.38 19 　58.43 32 　1.10.30 31

　10.48 14 　10.50 21 　11.30 25 　11.34 23 　10.55 10 　10.39 9 　10.11 5 　9.59 5 　11.53 32 　12.35 35 　14.05 38 　11.47 33

タカツミ タナベ

高積中（61） 田辺中（45）

　1.07.14 　11.11 24 　21.56 20 　33.11 20 　44.25 17 　55.53 18 　1.07.14 15 　1.10.36 　10.59 19 　22.05 24 　34.04 29 　46.57 33 　59.53 35 　1.10.36 32

　11.11 24 　10.45 16 　11.15 19 　11.14 17 　11.28 18 　11.21 21 　10.59 19 　11.06 29 　11.59 34 　12.53 38 　12.56 35 　10.43 10

ヒダカ チベンワカヤマ

日高中（31） 智辯中（77）

　1.07.18 　11.31 29 　22.54 32 　34.19 31 　45.18 26 　55.36 15 　1.07.18 16 　1.10.39 　13.21 38 　24.30 38 　35.58 35 　47.41 35 　59.14 33 　1.10.39 33

　11.31 29 　11.23 35 　11.25 22 　10.59 12 　10.18 3 　11.42 32 　13.21 38 　11.09 30 　11.28 23 　11.43 27 　11.33 20 　11.25 23

リュウジン カミアキヅチュウ

龍神中（49） 上秋津中（57）

　1.07.21 　11.01 21 　21.22 15 　33.05 18 　44.52 22 　56.45 22 　1.07.21 17 　1.10.41 　11.23 26 　22.20 26 　34.36 34 　47.11 34 　59.28 34 　1.10.41 34

　11.01 21 　10.21 12 　11.43 30 　11.47 28 　11.53 23 　10.36 7 　11.23 26 　10.57 25 　12.16 36 　12.35 35 　12.17 28 　11.13 18

ニシダ　シュウゴロウ ニシ　ジュンヤ イエタカ　ケイ オカヤマ　シュウ ワセダ　ケイト

大垣内　流輝 (3) 吉田　健太郎 (1) 深瀬　伸 (1) 古久保　柊宇 (1) 小川　太馳 (1) 深瀬　太吾 (2) 愛須　敬太 (3) 西田　周吾朗 (2) 西　淳也 (2) 家高　啓 (1) 岡山　終 (2) 早稲田　恵仁 (3)
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オオガイト　リク ヨシダ　ケンタロウ フカセ　シン フルクボ　シュウ オガワ　タイチ フカセ　タイゴ

34

アイス　ケイタ

カワカミ　アスマ

33

ヒトツダ　トモユキ ナガタニ　ユウシ ナカニシ　カナタ ウエシバ　ゴウ トモオカ　コウセイ ヒウエ　ユウタ

堀端　朔 (3) 﨑山　誠弥 (2) 下田　真大 (1) 崎山　怜哉 (1) 和田　侑大 (2) 川神　天真 (2) 一ツ田　智之 (3) 永谷　悠之 (3) 中西　奏太 (1) 上芝　昂 (1) 友岡　広晴 (1) 樋上　優太 (2)

エンミョウ　カイリ

32

ヤマシタ　ハルキ デミズ　コウセイ タニモト　エイタ サカモト　マヒロ テラサカ　ヨシミツ カシモト　コウヘイ

中居　稜征 (2) 寺西　玲雅 (2) 松下　友士 (2) 辻　晃大 (2) 田村　耕悠 (3) 延明　風依吏 (1) 山下　陽生 (3) 出水　晃誠 (3) 谷本　瑛太 (3) 坂本　茉洸 (3) 寺坂　義満 (1) 樫本　光平 (3)

キムラ　コウジュ

31

ツチハシ　ヒロノリ タナカ　ハルト イノウエ　ユウト ワサカ　シンゴ ニシムラ　アキラ ヒガシ　ユウト

丹野　煌太 (1) 櫻本　貴裕 (2) 田伏　碧 (2) 高野　理人 (1) 森内　司采 (2) 木村　光寿 (2) 土橋　弘典 (2) 田中　陽翔 (2) 井上　裕斗 (2) 和坂　信吾 (2) 西村　亮良 (1) 東　優翔 (2)

モリウチ　ツカサタンノ　コウタ サクラモト　タカヒロ タブセ　アオイ

ナカタニ　イオリ

30

ニシオカ　ミカゼ ナルカミ　トモキ ハラミ　アキ イベ　ハルタ オクノ　ヒロト イケザキ　リク

白鳥　由清 (3) 鳥飼　昌也 (2) 辻本　悠晴 (2) 北畑　遥都 (1) 尾上　誠一郎 (2) 中谷　伊織 (2) 西岡　海風 (1) 鳴神　知希 (2) 原見　明希 (2) 井邊　温太 (1) 奥野　啓杜 (2) 池﨑　陸 (2)

オノウエ　セイイチロウシラトリ　ユウセイ トリカイ　マサヤ ツジモト　ユウセイ

エザキ　アツヤ

29

イシイ　コウシ キタハタ　コウセイ ミヤザキ　ワタル ウエノヤマ　ミナミ ウエノヤマ　ダイゴ シマダ　ジュンタ

下向　奏介 (1) 畑中　宥人 (3) 藤本　和也 (3) 新屋　樹人 (2) 坂地　壮 (3) 江﨑　充弥 (3) 石井　洸士 (3) 北畑　光成 (3) 宮﨑　弥 (2) 上野山　実波 (1) 上野山　大悟 (1) 島田　純汰 (2)

マエシマ　ハルキ

28

ヒラノ　ハルマ イノウエ　アキト オオニシ　トモキ ハシヅメ　ソラ キノシタ　コウキ オオニシ　カズキ

竹本　充也 (2) 宮﨑　武尊 (2) 権出　悠紀 (3) 徳井　日々希 (3) 城　克己 (2) 前島　晴樹 (3) 平野　悠真 (3) 井上　暉仁 (3) 大西　朋生 (3) 橋詰　青空 (3) 木下　浩基 (3) 大西　和生 (2)

シロ　カツキタケモト　ジュウヤ ミヤザキ　タケル ゴンデ　ハルキ

ヤブノ　リク

27

ミネ　ユウキ カキモト　シュウヤ イケナガ　コウタロウ タニグチ　コウタ オオツ　ジン ササキ　エイジ

田中　悠大 (1) 米坂　悠星 (2) 渡辺　敦紀 (2) 八野　遥太 (3) 坂口　太一 (1) 藪野　琉琥 (3) 峯　佑希 (3) 垣本　柊哉 (2) 池永　孝太郎 (2) 谷口　孝太 (1) 大津　仁 (2) 佐々木　瑛志 (3)

サカグチ　タイチタナカ　ユウマ ヨネサカ　ユウセイ ワタナベ　アツキ

ツジ　タイチ

26

オオタ　コウ イチカワ　アキト タチバナ　マナト カシワギ　キラ ナカムラ　アモン ナミカワ　リョウ

武部　慧 (2) 中西　史弥 (3) 中兀　翔大 (3) 中谷　吾友都 (2) 小川　巧貴 (3) 辻　太一 (3) 太田　煌 (3) 市川　暁都 (1) 立花　真那斗 (2) 柏木　希空 (2) 中村　亜門 (1) 並川　竜 (2)

マエカワ　リク

25

ミウラ　リョウマ オオニシ　トモヤ カシヤマ　コウヤ マサガキ　レン ヤマナカ　ユウゲン オオウチ　セイヤ

矢倉　陽斗 (3) 市川　志穏 (3) 由良　心希 (1) 山木　大馳 (3) 花岡　翼 (3) 前川　璃空 (3) 三浦　龍馬 (3) 大西　智也 (3) 樫山　昊弥 (2) 正垣　怜 (1) 山中　優弦 (3) 大内　聖也 (2)

ハナオカ　ツバサヤグラ　ハルト イチカワ　シオン ユラ　アイキ

41
溝口　陽生 (3) 長野　承太郎 (2) 野口　実乃里 (3) 南　海綺 (2) 桂　大翔 (3) 井谷　元響 (2) 大地　隆之亮 (2) 杵岩　暖和 (3) 山本　悠介 (3) 芝　悠輝 (2) 福岡　宏紀 (3)

7

カツラ　ハルト

24

イタニ　モトナリ オオジ　リュウノスケ キネイワ　ハルト ヤマモト　ユウスケ シバ　ユウキ フクオカ　ヒロキタニグチ　アイトミゾグチ　ヨウセイ ナガノ　ジョウタロウ ノグチ　ミノリ ミナミ　カイキ

谷口　藍都 (3)

40
奥野　優太 (3) 髙木　一芽 (3) 上野山　拳士朗 (3) 長澤　飛成 (3) 槇　伊織 (2) 川口　旺丞 (1) 上山　透和 (3) 松本　春魅 (3) 東　叶 (1) 酒本　善聡 (3) 西川　奏希 (1)

6

マキ　イオリ

23

カワグチ　オオスケ ウエヤマ　トウワ マツモト　ハルミ アズマ　カナウ サケモト　サトキ ニシカワ　カナキコトウ　ユウオクノ　ユウタ タカギ　ハジメ ウエノヤマ　ケンシロウ ナガサワ　ヒナリ

古藤　佑 (2)

39
福居　京弥 (3) 小池　奏空 (2) 杉本　幹太 (3) 硲　駿一朗 (3) 中川　和貴 (2) 髙橋　琉心 (2) 梅本　怜旺 (2) 河島　朋哉 (3) 坂本　大知 (3) 井沼　佑輔 (2) 小池　愛幸 (2)

5

ナカガワ　カズキ

22

タカハシ　リュウシン ウメモト　レオ カワシマ　トモヤ サカモト　ダイチ イヌマ　ユウスケ コイケ　アイコウタカノ　ケイイチロウフクイ　キョウヤ コイケ　ソラ スギモト　カンタ ハザマ　シュンイチロウ

髙野　敬一朗 (3)

38

イトウ　アキマサ マエカワ　エイシン クキ　レイア タケダ　ユウキ ミヤモト　ハルキ タケダ　ハルキ

西垣　陽詩 (3) 上田　恭大 (3) 谷脇　礼 (3) 辻本　幸星 (3) 山本　寅嗣 (3) 松本　仲舗基 (2) 上辻　翔月 (2) 中村　和裕 (2) 田中　蒼空 (1) 中井　新太 (1) 坂口　隼平 (2) 伊藤　彰将 (1) 前川　瑛伸 (1) 九鬼　麗亜 (1) 武田　悠希 (3) 宮本　悠希 (1) 武田　治樹 (3)
4

ヤマモト　トラジ

21

マツモト　ナオキ ウエツジ　カヅキ ナカムラ　カズヒロ タナカ　ソラ ナカイ　アラタ サカグチ　シュンペイイケハラ　キミトニシガキ　ヒナタ ウエダ　キョウタ タニワキ　レイ ツジモト　コウセイ

池原　紀海人 (2)

37

ニッタ　レン タマキ　コア ヤマグチ　リョウタツ モリシタ　ガクト サカモト　ユウ ヤマシタ　ハヤテ

狩谷　悠世 (2) 夏目　尚明 (3) 西　大誠 (3) 出口　雄統 (3) 北裏　武志 (3) 小沢　空翔 (3) 岡田　晴太 (2) 有本　翔太 (2) 橋本　佳易 (2) 山部　裕一郎 (1) 上信　珠優 (3) 新田　簾 (3) 玉置　琥吾 (1) 山口　遼竪 (2) 森下　楽斗 (3) 坂本　悠 (2) 山下　隼風 (3)
3

キタウラ　タケシ

20

オザワ　クウト オカダ　ハルタ アリモト　ショウタ ハシモト　カイ ヤマベ　ユウイチロウ ウエノブ　シユウハマダ　リクカリヤ　ユウセイ ナツメ　ナオアキ ニシ　タイセイ デグチ　ユウト

濵田　莉玖 (3)

36

ミヤノ　ユウワ ナス　セイヤ アイセ　コタロウ カタヤマ　ユウタ タノウエ　タイセイ オチアイ　マサト

西　訓由 (3) 小阪　秀人 (3) 加勢田　裕聖 (2) 井本　倖清 (2) 日下　恵太 (2) 田伏　瑞基 (1) 池田　将真 (3) 二之段　開生 (2) 森川　裕貴 (3) 奥ノ谷　隼 (3) 江原　優 (3) 宮野　優波 (3) 那須　星哉 (3) 愛瀬　琥大郎 (1) 片山　優太 (3) 田上　大惺 (1) 落合　柾人 (2)
2

クサカ　ケイタ
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タブセ　ミズキ イケダ　ショウマ ニノダン　カイセイ モリカワ　ユウキ オクノタニ　シュン エハラ　ユウタナカ　シュンペイニシ　ノリユキ コサカ　ヒデト カセダ　ユウト イモト　コウセイ

田中　駿平 (2)

サカイ　コハク ナカギシ　アイト スギヤマ　アキラ タニグチ　エイジ ウメダ　マサヨシ

岩橋　颯士 (3) 祝部　真生 (3) 岡本　直己 (3) 安東　海音 (3) 前田　雄士 (3) 口井　淳平 (3) 山野　桔平 (3) 宗　昭仁 (3) 志場　徹平 (3) 新井　秀輔 (2) 西畑　陽瑛 (3) 杉林　良現 (3) 堺　琥芭久 (3) 中岸　愛翔 (3) 杉山　哲 (3) 谷口　永治 (1) 梅田　真圭 (2)
18

クチイ　ジュンペイ ヤマノ　キッペイ ムネ　アキヒト シバ　テッペイ アライ　シュウスケ ニシバタ　ヒエイ
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スギバヤシ　リョウゲンネゴロ　タカジロウイワハシ　ハヤト ホウリ　マオ オカモト　ナオキ アンドウ　カイト

1

マエダ　ユウシ

根来　毅治郎 (3)

清水　歩

田辺スポーツパーク陸上競技場 記録主任： 前　進平

決勝 12:50

令和３年度　和歌山県中学校駅伝競走大会 審判長：

令和3年11月20日

ヤマキ　ダイチ

オガワ　コウキタケベ　シン ナカニシ　フミヤ ナカハゲ　ショウダイ ナカタニ　アユト

ヤノ　ハルタ

10

8

9

トクイ　ヒビキ

11

サカジ　ソウシモムカイ　ソウスケ ハタナカ　ヒロト フジモト　カズヤ シンヤ　ミキト

12

キタバタ　ハルト

13

タカノ　リヒト

14

ワダ　ユウダイホリバタ　ハジメ サキヤマ　セイヤ シモダ　マナト サキヤマ　レイヤ

タムラ　コウユウナカイ　リョウセイ テラニシ　リョウガ マツシタ　ユウシ ツジ　コウダイ

15
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