
日付 種目

三木　遥斗  12.48 (-0.8) 山口　颯太  12.71 (-1.8) 山岡　樹季  12.78 (-0.7) 上田　忠輝  12.82 (-0.7) 櫻井　瑠惟  12.85 (0.0) 畑中　駿志  12.89 (0.0) 脇坂　優希  13.01 (+0.3) 中西　陸斗  13.10 (-1.8)

高積中 日進中 楠見中 高積中 西脇中 貴志中 紀之川中 貴志中

三木　遥斗  25.28 (+1.8) 南　悠太  25.96 (+1.8) 櫻井　瑠惟  26.06 (+0.3) 橋本　海翔  26.45 (+1.8) 宮脇　遼成  26.62 (+1.8) 山岡　樹季  w27.01 (+3.7) 芝　航永  27.31 (+1.8) 江湖　陽栄  27.49 (+0.3)

高積中 和大附中 西脇中 西脇中 桐蔭中 楠見中 東中 河西中

橋本　海翔  1:01.08 西殿　顕親  1:01.50 糟谷　洋慶  1:01.89 木村　亮太  1:02.64 辻垣内　舜  1:03.44 中尾　翔太  1:05.35 藤岡　昂汰  1:06.77 奥本　匡登  1:07.04

西脇中 明和中 和大附中 桐蔭中 西脇中 西浜中 高積中 楠見中

加茂　史也  2:18.18 西殿　顕親  2:24.00 木村　亮太  2:24.20 岡田　一輝  2:28.47 奥平　悠吾  2:28.86 辻　海璃  2:32.19 林　莉空  2:34.96 坂田　航  2:37.02

明和中 明和中 桐蔭中 紀之川中 西脇中 高積中 西脇中 河西中

加茂　史也  4:45.16 岡田　一輝  4:57.27 林　莉空  5:00.84 奥平　悠吾  5:01.49 辻　海璃  5:11.62 尾﨑　健太朗  5:17.93 森　壮太朗  5:20.89 中村　遼平  5:38.54

明和中 紀之川中 西脇中 西脇中 高積中 智辯中 紀之川中 智辯中

山口　颯太  5.58 (+0.1) 脇坂　優希  4.86 (+0.1) 木下　流星  4.78 (+0.3) 島本　晴都  4.43 (+0.1) 山根　新由  4.30 (-0.3) 金　孔志  4.21 (+1.1) 内野　響希  4.19 (+0.4) 牧野　幹汰  4.02 (+0.7)

日進中 紀之川中 河西中 西和中 明和中 明和中 和大附中 紀之川中

川上　裕太朗  11.94 (+0.8) 小林　夢陽  11.95 (+0.8) 川﨑　隆真  12.12 (0.0) 川上　貫太朗  12.22 (+0.4) 泉　和哉  12.38 (+0.6) 馬場　朱里斗  12.41 (+0.8) 岡崎　大知  12.42 (+0.6) 山本　新大  12.43 (-0.9)

河西中 西脇中 東中 河西中 和大附中 向陽中 東中 貴志中

山本　晴海  w24.19 (+7.6) 川上　裕太朗  24.37 (-0.1) 小林　夢陽  w24.57 (+7.6) 笹谷　啓人  24.99 (-0.1) 佐々木　翔大  25.18 (-0.1) 石井　徠翔  25.97 (+1.0) 泉　和哉  w26.05 (+3.2) 高垣　悠  26.20 (+1.0)

西浜中 河西中 西脇中 明和中 貴志中 西和中 和大附中 東中

川崎　生登  w26.20 (+7.6)

西和中

小川　慶太  57.73 馬場　朱里斗  58.05 村上　拓真  58.74 高橋　利旺  58.75 細谷　翼  1:00.36 宮本　拓音  1:01.11 中林　祐大郎  1:02.02 上芝　遼  1:03.36

西脇中 向陽中 明和中 西脇中 和大附中 高積中 明和中 智辯中

平井　巧真  2:10.58 上芝　昂  2:10.76 稲田　来絆  2:14.37 大畑　裕一朗  2:16.87 中西　奏太  2:18.33 延明　風依吏  2:20.34 岩本　悠郁斗  2:21.08 津村　武志  2:21.60

西脇中 智辯中 西脇中 東中 智辯中 高積中 日進中 楠見中

稲田　来絆  9:37.54 延明　風依吏  9:40.98 土居　将豪  10:16.95 大畑　裕一朗  10:41.86 安藤　星琉  12:03.28 奥　滉正  12:16.79

西脇中 高積中 西脇中 東中 西和中 智辯中

山本　晴海  5.94 (-0.1) 後藤　玖音  5.75 (0.0) 笹谷　啓人  5.41 (+0.7) 三上　夢来  5.36 (+0.4) 吉岡　祐人  5.24 (-0.3) 佐藤　巧人  5.10 (-0.7) 坂上　春陽  4.96 (+0.3) 坂本　蒼空  4.41 (-0.3)

西浜中 高積中 明和中 東和中 開智中 向陽中 河北中 和大附中

石橋　直弥  17.10 (+1.9) 堀尾　佳祐  18.08 (+1.9) 藤岡　和希  18.50 (+1.9) 今村　煌汰  18.60 (+1.9) 高橋　利旺  18.73 (-0.2) 堀井　旺  18.97 (-0.2) 百々　春稀  19.04 (+1.9) 川上　貫太朗  19.08 (-0.2)

城東中 河西中 高積中 西脇中 西脇中 楠見中 和大附中 河西中

貴志中  47.78 高積中  48.14 西脇中  48.15 明和中  48.26 東中  48.31 河西中  49.05 智辯中  49.57 日進中  49.82

中西　陸斗 藤岡　和希 今村　煌汰 中林　祐大郎 岡崎　大知 北山　浩輝 上芝　昂 末永　涼輔

山本　新大 上田　忠輝 小林　夢陽 笹谷　啓人 川﨑　隆真 木下　流星 溝川　雄生 山口　颯太

佐々木　翔大 後藤　玖音 高橋　利旺 寺本　祐輔 谷上　瑞季 川上　貫太朗 峰　琢磨 伊藤　悠馬

大津　厚介 三木　遥斗 小川　慶太 村上　拓真 高垣　悠 堀尾　佳祐 上芝　遼 岩本　悠郁斗

石橋　直弥  1.54 坂本　蒼空  1.48 舩井　誠ノ介  1.40 栁原　羽琥  1.35 山影　志南  1.30

城東中 和大附中 西脇中 高積中 高積中

後藤　玖音  w12.39 (+2.9) 百々　春稀  11.33 (+1.2) 岡本　明己  10.85 (+1.4) 小川　慶太  10.75 (+1.5) 渋谷　晴翔  10.73 (-1.8) 佐藤　巧人  10.48 (0.0) 岩橋　慎弥  9.12 (-0.7) 前田　佳毅  9.04 (-0.1)

高積中 和大附中 西脇中 西脇中 明和中 向陽中 高積中 河西中

藤原　久徳  9.26 小山　諒  7.53 西　海誠  7.16 山本　一咲  6.85 亀本　岳志  6.77 桝屋　雄聖  6.49 山田　哲也  6.39 左巴　僚  6.12

和大附中 日進中 高積中 西脇中 和大附中 西浜中 西浜中 東中

西　海誠  23.94 舩井　誠ノ介  22.75 藤原　久徳  20.83 岡本　明己  18.77 小北　義裕  17.57 笠松　浩志  12.40 西岡　歩翔  11.84

高積中 西脇中 和大附中 西脇中 和大附中 高積中 城東中

競技会名 令和４年度　第７５回和歌山市中学校秋季総合体育大会　陸上競技
期日・時刻 2022/9/18 審判長 清水　歩

競技場名 紀三井寺公園 記録主任 雑賀　秀和

主催団体名 和歌山市中学校体育連盟 陸協名 和歌山市陸上競技協会 総務 湯川　征悟

9月18日 200m

1位 2位 7位 8位

１年男子 9月18日 100m

3位 4位 5位 6位

9月18日 400m

9月18日 800m

9月18日 1500m

9月18日 走幅跳

２年男子 9月18日 100m

9月18日 200m

9月18日 400m

9月18日 800m

9月18日 3000m

9月18日 走幅跳

共通男子 9月18日 110mH

9月18日 4x100mR

9月18日 走高跳

9月18日 棒高跳

9月18日 円盤投

w (wind assist) : 追風参考

9月18日 三段跳

9月18日 砲丸投


