
日付 種目

深瀬　太吾  24.09 (-0.8) 光田　悠羽太  25.74 (-0.8) 林　愉月  25.79 (-0.8) 岩井　幸輝  26.20 (-0.8) 岡本　侑樹  26.42 (-0.8) 三木　秀哉  26.58 (-0.8)

龍神中 上富田中 上富田中 富田中 明洋中 上秋津中

大地　隆之亮  53.96 谷本　龍一  57.43 新東　珀空  58.99 陶山　祐輝  1:00.88 柳瀬　慶仁  1:02.20 古久保　柊宇  1:02.63 堀口　桜希  1:03.04 森　悠斗  1:04.03

上富田中 GR 高雄中 富田中 白浜中 白浜中 龍神中 高雄中 上富田中

田中　駿平  2:05.60 井本　倖清  2:05.84 辻󠄀　俊作  2:26.43 小川　太馳  2:32.42 立岩　捷斗  2:38.19 谷本　龍一  2:40.81 門松　蒼介  2:43.98

白浜中 白浜中 明洋中 龍神中 上富田中 高雄中 田辺中

加勢田　裕聖  4:36.65 谷坂　透弥  4:42.64 吉田　健太郎  4:44.02 木下　凱斗  4:54.32 落合　柾人  5:03.03 杉山　栞大  5:08.66 小川　太馳  5:11.38 髙橋　詠人  5:12.97

白浜中 白浜中 龍神中 上富田中 大塔中 富田中 龍神中 衣笠中

松下　侑乃  10:01.07 殿水　雄登  10:03.68 吉田　健太郎  10:05.92 辻󠄀　俊作  10:36.61 市川　暁都  11:06.73 髙橋　詠人  11:32.90 中村　亜門  11:37.98 長尾　天秀  12:26.94

白浜中 白浜中 龍神中 明洋中 高雄中 衣笠中 高雄中 上富田中

林　愉月  17.52 (-3.3) 古久保　柊宇  19.52 (-3.3) 金子　大悟  20.35 (-3.3) 嶋本　崇良  21.30 (-3.3) 奥田　慈由  21.77 (-3.3) 中嶋　　龍明  22.40 (-3.3) 雑賀　悠心  23.02 (-3.3) 湯川　虹輝  27.24 (-3.3)

上富田中 龍神中 富田中 高雄中 上富田中 高雄中 富田中 龍神中

上富田中A  47.08 富田中A  47.91 白浜中K  48.57 高雄中A  49.82 龍神中A  50.72 中辺路中 A  50.77 上富田中B  50.78

光田　悠羽太 新東　珀空 谷坂　透弥 谷本　龍一 吉田　健太郎 山中　響斗 森　悠斗

有本　崇真 片家　理来 井本　倖清 柏木　希空 古久保　柊宇 赤藤　煌成 前坂　勇翔

林　愉月 齋藤　善 柳瀬　慶仁 並川　竜 小川　太馳 山田　駿仁 井谷　元響

大地　隆之亮 岩井　幸輝 田中　駿平 上野　弥希 深瀬　太吾 前田　篤志 田上　泰至

横山　智晴  1.70 沖田　瑛都  1.63 有本　崇真  1.45 佐々木　陽  1.45 石津　孝将  1.35 佐々木　凌王  1.30

衣笠中 白浜中 上富田中 東陽中 富田中 上富田中

柏木　希空  5.76 (+0.6) 齋藤　善  5.28 (+0.7) 桒原　大輝  5.25 (+1.4) 石津　孝将  5.09 (+1.1) 峯玉　凜空  w5.02 (+2.1) 東　翔流  5.01 (+1.9) 大野　友雅  4.74 (+1.2) 田上　泰至  4.74 (+1.9)

高雄中 富田中 衣笠中 富田中 上芳養中 田辺中 白浜中 上富田中

深瀬　太吾  w12.55 (+2.3) 柏木　希空  11.85 (+1.2) 原　琥帝  10.79 (+1.3) 玉田　迅  10.44 (+1.4) 辻　琉希也  10.36 (+1.3) 辻　力斗夢  9.87 (+0.8) 中嶋　　龍明  9.73 (+1.3)

龍神中 公認12.54(+0.4) GR 高雄中 富田中 富田中 上富田中 上富田中 高雄中

鈴木　健太  9.98 中村　仁人  9.06 濵野　颯  8.75 家高　慶  8.70 赤藤　煌成  8.55 室井　理玖  8.18 寒川　斗環  7.15 垣城　颯良  7.12

上富田中 衣笠中 衣笠中 白浜中 中辺路中 富田中 龍神中 上芳養中

嶋本　晄己  23.17 室井　理玖  22.67 中川　空來  20.45 山本　一満  20.19 佐々木　凌王  20.01 片岡　稜久  19.90 家高　慶  17.61 藤田　琥太郎  16.66

衣笠中 富田中 高雄中 上富田中 上富田中 上芳養中 白浜中 高雄中

井谷　元響  1578 前坂　勇翔  1101 澤田　　力飛  571 岩本　　陽真  320

上富田中 上富田中 高雄中 高雄中

7月9日 110mH

7月9日 砲丸投

7月9日 走高跳

7月9日 400m

浦川　倫太朗  13.30 (-2.0) 前田　　武道  13.36 (-2.0) 有木　大夏  13.84 (-2.0) 重谷　壮  14.08 (-2.0) 中井　大翔  14.35 (-2.0) 武内　孝憲  14.97 (-2.0) 五味　一真  15.21 (-2.0) 日向　幸輝  15.23 (-2.0)

衣笠中 高雄中 衣笠中 上秋津中 上富田中 富田中 龍神中 上富田中

谷　弘明  4:42.94 堀木　朝日  4:57.66 原　鉄平  5:08.65 左向　真空  5:28.21 山本　　夏輝  5:28.59 長井　海斗  5:31.21 中元　暖  5:39.64 前田　大翔  5:40.36

白浜中 GR 田辺中 白浜中 富田中 高雄中 衣笠中 上秋津中 龍神中

濵野　颯  12.81 (-2.3) 吉岡　伽矩  12.82 (-2.3) 原　琥帝  12.93 (-2.3) 上野　弥希  13.07 (-2.3) 堀谷　豪  13.23 (-2.3) 八幡　健人  13.28 (-2.3) 横山　智晴  13.60 (-2.3)

衣笠中 上富田中 富田中 高雄中 東陽中 上富田中 衣笠中

梅田　真圭  12.24 (-1.4) 片家　理来  12.32 (-1.4) 前田　篤志  12.34 (-1.4) 光田　悠羽太  12.71 (-1.4) 岡本　侑樹  12.87 (-1.4) 三木　秀哉  12.98 (-1.4) 桒原　大輝  13.08 (-1.4) 山中　響斗  13.37 (-1.4)

本宮中 富田中 中辺路中 上富田中 明洋中 上秋津中 衣笠中 中辺路中

衣笠中  50.54 上富田中A  51.68 白浜中  51.82 富田中  53.27 高雄中A  53.54 高雄中B  55.03 上富田中B  56.28

濵野　颯 辻　琉希也 陶山　祐輝 鈴木　颯太郎 嶋本　崇良 市川　暁都 辻　力斗夢

浦川　倫太朗 中井　大翔 谷口　 　陽向 左向　真空 前田　　武道 岩本　　陽真 小川　斗輝

有木　大夏 田上　慶 谷　弘明 武内　孝憲 中嶋　　龍明 澤田　　力飛 日向　幸輝

嶋本　晄己 八幡　健人 松下　侑乃 原　琥帝 藤田　琥太郎 堀口　桜希 矢野　琢磨

低学年男子 7月9日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

２年男子 7月9日 100m

３年男子 7月9日 100m

１年男子 7月9日 100m

7月9日 1500m

 57.61  1:06.21  1:14.23  1:11.71

 1.40  1.35 NM NM

 38.16 (-2.0)

 7.42  6.62  6.72  5.43

7月9日 四種競技

 19.02 (-2.0)  20.55 (-2.0)  21.84 (-2.0)

7月9日 砲丸投

7月9日 円盤投

7月9日 走幅跳

7月9日 三段跳

7月9日 4x100mR

7月9日 走高跳

7月9日 3000m

7月9日 110mH

7月9日 800m

7月9日 1500m

7位 8位

共通男子 7月9日 200m

7月9日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

記録主任 前　進平

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



NM (No Mark) : 記録無し


