
日付 種目

越打　玲海  28.35 (-2.4) 鈴木　みのり  28.92 (-2.4) 八山　櫻  28.94 (-2.4) 濱口　千尋  29.00 (-2.4) 佐々木　和  29.10 (-2.4) 西本　莉奈  29.61 (-2.4) 永野　結里羽  31.09 (-2.4) 堀　花鈴  31.46 (-2.4)

田辺中 東陽中 高雄中 白浜中 東陽中 富田中 上富田中 高雄中

坂本　鶴月  2:27.91 石橋　京華  2:34.90 有本　茉央  2:39.96 大島　未久  2:43.52 古久保　凛海  2:45.24 溝口　和花  2:48.18 田中　李和  2:51.56 永野　結里羽  2:59.94

田辺中 高雄中 上富田中 富田中 田辺中 龍神中 衣笠中 上富田中

溝口　和花  5:13.41 石橋　京華  5:21.27 平阪　ゆり  5:23.51 有本　茉央  5:31.90 青木　咲絵  5:36.61 鈴木　那夏  5:38.12 西本　莉奈  5:50.08 山口　あおい  5:52.77

龍神中 高雄中 富田中 上富田中 大塔中 本宮中 富田中 白浜中

大坂　春乃  16.63 (-1.6) 堀口　陽香  17.80 (-1.6) 松本　惺吏  18.73 (-1.6) 中岡　杏心  20.01 (-1.6) 大江　星和  20.53 (-1.6) 杉垣　楓  20.61 (-1.6) 番平　歩瑠  21.87 (-1.6)

白浜中 白浜中 龍神中 上富田中 衣笠中 本宮中 衣笠中

白浜中  53.38 富田中A  55.03 東陽中  55.39 高雄中A  55.81 上富田中  55.99 龍神中A  58.29 上秋津中  58.37 高雄中B  1:00.36

堀口　陽香 田中　惺夏 安田　彩乃 山本　にな 有本　茉央 西川　柊花 中山　芽唯 尾﨑　紅

大坂　春乃 長瀧　愛祈 佐々木　和 八山　櫻 小塚　凜花 松田　真里奈 西　和奏 杉原　　未莞

尾原　美優 田中　夏萌 福田　怜亜 鈴木　美緒 清水　瑛恋 溝口　和花 保富　好葉 木下　紅蝶

濱口　千尋 大島　未久 鈴木　みのり 谷地　美紀 永野　結里羽 松本　惺吏 中本　穂花 岩間　未宙

井内　志織  1.53 古久保　百華  1.30 清水　瑛恋  1.20 山中　彩羽  1.20

白浜中 GR 龍神中 上富田中 富田中

木下　紅蝶  1.20

高雄中

濱口　千尋  4.89 (+1.5) 田中　夏萌  4.86 (+1.3) 松本　惺吏  4.69 (+0.9) 清水　瑛恋  4.57 (+0.7) 堀口　陽香  4.34 (+0.2) 福田　怜亜  4.19 (-0.1) 鈴木　美緒  4.14 (+1.4) 丸屋　羽月  4.02 (+0.7)

白浜中 富田中 龍神中 上富田中 白浜中 東陽中 高雄中 上芳養中

岩間　未宙  12.05 垣本　夢実  9.33 松田　真里奈  8.28 山﨑　実莉  6.77 馬場　日希  6.62 林　愛桜  6.51 吉田　美来  6.39 中田　さくら  5.73

高雄中 GR 白浜中 龍神中 上富田中 高雄中 白浜中 富田中 富田中

岩間　未宙  20.78 濱田　夕凛  19.27 濵本　海里  19.15 岡　夕葉  17.84 松田　真里奈  16.35 山中　彩羽  15.32 木下　紅蝶  15.29 井内　志織  15.13

高雄中 新庄中 新庄中 富田中 龍神中 富田中 高雄中 白浜中

尾原　美優  1800 谷地　美紀  1599 阪本　祐未  1414 田中　惺夏  1345 山本　帆乃香  1311

白浜中 高雄中 富田中 富田中 東陽中

7月9日 100mH

7月9日 走高跳

7月9日 砲丸投

7月9日 200m

新東　萌花  14.31 (-0.3) 中本　穂花  14.69 (-0.3) 赤田　莉穂  14.91 (-0.3) 安田　彩乃  15.14 (-0.3) 築山　桃亜  15.44 (-0.3) 杉原　　未莞  15.53 (-0.3) 土佐　　椎菜  15.65 (-0.3) 宮原　綾花  16.03 (-0.3)

富田中 上秋津中 衣笠中 東陽中 上富田中 高雄中 高雄中 中辺路中

岡本　凪  2:38.88 西川　柊花  2:50.32 竹本　　安積  2:51.92 原　　一花  2:59.82 大岩　心美  3:02.21 小松　音々  3:26.67 髙垣　結愛  3:31.11

大塔中 龍神中 高雄中 高雄中 大塔中 明洋中 上秋津中

佐々木　和  13.93 (-1.8) 鈴木　みのり  13.98 (-1.8) 小塚　凜花  14.25 (-1.8) 阪本　祐梨菜  14.54 (-1.8) 堀　花鈴  14.70 (-1.8) 岩井　沙弥佳  15.06 (-1.8) 西　和奏  15.17 (-1.8) 中　心音  15.27 (-1.8)

東陽中 東陽中 上富田中 富田中 高雄中 明洋中 上秋津中 明洋中

越打　玲海  13.84 (-2.8) 大坂　春乃  13.94 (-2.8) 長瀧　愛祈  13.95 (-2.8) 八山　櫻  14.17 (-2.8) 谷本　穂乃香  14.53 (-2.8) 田中　夏萌  14.63 (-2.8) 山本　にな  14.94 (-2.8) 山本　優花  15.10 (-2.8)

田辺中 白浜中 富田中 高雄中 田辺中 富田中 高雄中 新庄中

富田中  56.09 高雄中A  59.80

西本　莉奈 馬場　日希

新東　萌花 竹本　　安積

寺下　陽菜 土佐　　椎菜

阪本　祐梨菜 堀　花鈴

低学年女子 7月9日 4x100mR

２年女子 7月9日 100m

３年女子 7月9日 100m

１年女子 7月9日 100m

7月9日 800m

 29.56 (-1.9)  30.78 (-1.9)  32.50 (-1.9)  31.74 (-1.9)  32.28 (-1.9)

 8.95  7.45  8.66  8.32  6.28

 1.48  1.25  1.15  1.20  1.25

 20.96 (-1.1)  18.41 (-1.1)  19.07 (-1.1)  20.71 (-1.1)  19.69 (-1.1)

7月9日 円盤投

7月9日 四種競技

7月9日 走幅跳

7月9日 砲丸投

7月9日 4x100mR

7月9日 走高跳

7月9日 1500m

7月9日 100mH

7位 8位

共通女子 7月9日 200m

7月9日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 田辺･西牟婁学校体育連盟 陸協名 田辺・西牟婁陸上競技協会

競技会名 令和４年度　田辺・西牟婁中学校総合体育大会
期日・時刻 2022/7/9 審判長 冨田　進

競技場名 田辺スポーツパーク陸上競技場 記録主任 前　進平


