
日付 種目

玉置　由奈(3)  27.85 (+1.4) 周家　苺珈(2)  28.75 (+1.4) 西村　友那(3)  29.16 (+1.4) 松井　泉樹(3)  29.56 (+1.4) 大澤　佐奈(1)  29.65 (+1.4) 髙尾　心那(3)  30.16 (+1.4) 塩田　愛美(3)  30.36 (+1.4) 中本　ことね(2)  30.70 (+1.4)

大成中 ○ 日高中 ○ 大成中 ○ 丹生中 御坊中 中津中 印南中 松洋中

長濵　乃彩(2)  2:25.58 溝口　佳世(3)  2:27.58 道明　由梨奈(2)  2:33.68 北野　杏奈(3)  2:41.22 平野　沙耶(3)  2:47.78 北山　美緒(2)  2:48.06 杉本　姫寿奈(2)  2:50.23 木下　暖彩(3)  2:50.70

由良中 大成中 ○ 大成中 ○ 御坊中 ○ 稲原中 松洋中 日高附属中 湯川中

長濵　乃彩(2)  5:10.80 宮川　千夏(3)  5:24.00 川手　菜央(2)  5:26.09 龍田　依織(1)  5:28.09 溝口　佳世(3)  5:30.09 北野　杏奈(3)  5:37.33 村上　凜音(2)  5:40.19 松川　ゆあ(2)  5:40.21

由良中 ○ 美山中 ○ 大成中 ○ 中津中 大成中 御坊中 御坊中 松洋中

玉置　莉奈(2)  16.00 (+1.2) 安達　菜乃(3)  18.29 (+1.2) 磯崎　日向(3)  18.34 (+1.2) 小池　舞歩(3)  18.34 (+1.2) 岩﨑　唯(3)  18.60 (+1.2) 祭本　知里(3)  19.41 (+1.2) 木下　絢菜(3)  20.60 (+1.2) 長岡　芽依(1)  20.86 (+1.2)

南部中 ○ 湯川中 ○ 日高中 ○ 日高附属中 名田中 日高附属中 印南中 大成中

大成中A  53.87 日高中  55.06 中津中  55.57 御坊中  56.67 日高附属中  56.95 松洋中  57.70 丹生中A  57.85

溝口　佳世(3) 海野　穂乃花(3) 硲野　心羽(3) 中村　月姫(2) 祭本　知里(3) 若野　浬子(2) 小山　乃空(3)

湯川　明彩(3) 関　絢菜(3) 髙尾　美麗(3) 大澤　佐奈(1) 池田　羽夏(3) 中本　ことね(2) 丸山　明日香(3)

西村　友那(3) 磯崎　日向(3) 髙尾　心那(3) 藪脇　虹歩(2) 小池　舞歩(3) 中野　心愛(2) 松井　泉樹(3)

玉置　由奈(3) 周家　苺珈(2) 中野　佑美(3) 山田　果歩(3) 湯川　紗世(3) 榎本　彩花(2) 出口　朋花(3)

谷口　玲(3)  1.30 髙尾　心那(3)  1.30 若野　浬子(2)  1.25 濱田　來花(3)  1.25 杉本　姫寿奈(2)  1.25 安達　菜乃(3)  1.20 塩路　愛己(3)  1.20

湯川中 ○ 中津中 ○ 松洋中 南部中 日高附属中 湯川中 印南中

藪脇　虹歩(2)  1.25

御坊中 ○

湯川　明彩(3)  4.60 (+1.9) 石丸　万葉(2)  4.51 (+1.0) 中野　佑美(3)  w4.51 (+2.2) 玉置　由依(3)  w4.50 (+3.5) 山田　果歩(3)  4.41 (+0.6) 濱田　來花(3)  w4.39 (+3.3) 若野　浬子(2)  w4.35 (+2.9) 谷口　玲(3)  4.24 (+2.0)

大成中 ○ 南部中 ○ 中津中 ○ 清流中 御坊中 南部中 松洋中 湯川中

関　絢菜(3)  11.71 原　志保(3)  10.06 堀　夏実(3)  9.45 丸山　明日香(3)  8.83 小山　乃空(3)  8.65 源地　真紘(3)  8.63 杉田　結奈(3)  8.55 津村　日和(3)  7.75

日高中 ○ 中津中 名田中 ○ 丹生中 丹生中 ○ 日高附属中 由良中 御坊中

原　志保(3)  29.93 丸山　明日香(3)  23.44 堀　夏実(3)  23.29 中畑　心(3)  23.11 畑中　里桜(3)  21.81 津村　日和(3)  20.80 原　美保(3)  18.73 浦辺　星那(3)  17.30

中津中 ○ 丹生中 ○ 名田中 南部中 ○ 印南中 御坊中 中津中 日高中

髙田　夏帆(2)  37.16 塩田　愛美(3)  29.96 森　祐月(1)  27.57 原　美保(3)  27.56 村上　凜音(2)  24.43 假家　杏(2)  18.88 御影　美乃(1)  16.21 𦚰田　葵(2)  16.13

南部中 印南中 松洋中 中津中 御坊中 名田中 丹生中 湯川中

岩本　莉那(3)  1419 海野　穂乃花(3)  1238

大成中 ○ 日高中 ○

7月17日 100mH

7月17日 走高跳

7月17日 砲丸投

7月17日 200m

大澤　佐奈(1)  14.00 (+1.4) 松本　ほのか(1)  14.35 (+1.4) 橋本　明奈(1)  14.35 (+1.4) 長岡　芽依(1)  14.45 (+1.4) 小川　莉空(1)  14.49 (+1.4) 北川　菜乃(1)  14.63 (+1.4) 新﨑　妃汀(1)  14.65 (+1.4) 野中　千裕(1)  15.01 (+1.4)

御坊中 ○ 由良中 ○ 湯川中 ○ 大成中 印南中 南部中 南部中 上南部中

龍田　依織(1)  2:34.32 小川　莉空(1)  2:52.94 西　華那(1)  2:55.15 酒本　茉優(1)  3:00.30 大井　結暖(1)  3:08.37 望月　心結(1)  3:09.39 新﨑　妃汀(1)  3:13.65

中津中 ○ 印南中 ○ 松洋中 ○ 湯川中 由良中 日高附属中 南部中

髙田　夏帆(2)  13.68 (+0.7) 周家　苺珈(2)  13.97 (+0.7) 豊田　彩空(2)  13.98 (+0.7) 道明　由梨奈(2)  14.12 (+0.7) 土井　璃緒羅(2)  14.74 (+0.7) 榎本　彩花(2)  14.83 (+0.7) 藪脇　虹歩(2)  14.85 (+0.7) 中村　月姫(2)  15.33 (+0.7)

南部中 ○ 日高中 大成中 ○ 大成中 湯川中 ○ 松洋中 御坊中 御坊中

玉置　由奈(3)  w13.52 (+2.4) 関　絢菜(3)  w13.55 (+2.4) 湯川　明彩(3)  w13.81 (+2.4) 髙尾　美麗(3)  w13.97 (+2.4) 松井　泉樹(3)  w14.17 (+2.4) 池田　羽夏(3)  w14.32 (+2.4) 中野　佑美(3)  w14.44 (+2.4) 出口　朋花(3)  w15.03 (+2.4)

大成中 日高中 大成中 中津中 ○ 丹生中 ○ 日高附属中 ○ 中津中 丹生中

大成中  58.09 由良中  58.58 湯川中  58.86 松洋中  1:00.77

豊田　彩空(2) 坂口　恋々奈(2) 𦚰田　葵(2) 小早川　煌奈(2)

長岡　芽依(1) 松本　ほのか(1) 橋本　明奈(1) 金川　愛枇(1)

藤井　麻央(1) 大井　結暖(1) 酒本　茉優(1) 森　祐月(1)

道明　由梨奈(2) 長濵　乃彩(2) 土井　璃緒羅(2) 青木　咲優(2)

大成中 １００点 中津中 ６４点 南部中 ５０点 日高中 ５０点 御坊中 ４７．５点 湯川中 ４１点 由良中 ３６点 松洋中 35.5…

低学年女子 7月17日 4x100mR

総合成績

w (wind assist) : 追風参考　○県大会出場

２年女子 7月17日 100m

３年女子 7月17日 100m

１年女子 7月17日 100m

7月17日 800m

w 30.59 (+3.5) w 31.55 (+3.5)

 6.23  6.62

 1.15  1.15

7月17日 四種競技

 18.63 (-0.9)  20.25 (-0.9)

7月17日 円盤投

7月17日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

7月17日 走幅跳

7月17日 砲丸投

7月17日 4x100mR

7月17日 走高跳

7月17日 1500m

7月17日 100mH

共通女子 7月17日 200m

7月17日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

西岡　大輔

競技場名 南山スポーツ公園陸上競技場 記録主任 中本　徹

主催団体名 日高地方中学校体育連盟 陸協名 日高陸上競技協会

競技会名 日高地方中学校総合体育大会 陸上競技の部
期日・時刻 2022 7 17 審判長

○ ○ ○ 　

○ ○ ○


