
日付 種目

木戸　理央音  13.19 (-0.4) 小原　漣音  13.59 (+0.3) 山中　凛  13.93 (-0.4) 愛宕　花梨  13.96 (+0.3) 中﨑　理央  14.33 (0.0) 隠塚　帆乃花  14.36 (+0.3) 古居　七海  14.55 (-0.4) 垣鼻　彩巴  14.68 (0.0)

河北中 西脇中 西脇中 桐蔭中 近大和歌山中 貴志中 明和中 高積中

小原　漣音  w28.60 (+2.8) 大谷　明依  29.34 (+0.3) 山中　凛  29.47 (+0.3) 藤岡　百亜奈  w30.20 (+2.8) 原田　果歩  30.56 (+0.3) 尾白　福  w31.12 (+2.8) 髙橋　美玲  w33.18 (+2.8) 高木　彩羽  w33.32 (+2.8)

西脇中 貴志中 西脇中 河北中 高積中 楠見中 明和中 高積中

小久保　花恋  2:40.00 吉野　美音  2:53.98 瀨川　弥緒  3:08.17 宮﨑　陽愛  3:08.60 中井　凛  3:19.40

西脇中 西脇中 紀伊中 紀伊中 楠見中

畑　ゆずき  w3.91 (+2.1) 垣鼻　彩巴  3.87 (-0.6) 枡田　楓子  w3.73 (+3.0) 酒井　葉流  3.48 (-1.3) 谷　香里奈  3.44 (-0.3) 長嶋　珠央  3.22 (+0.3) 入交　美波  3.11 (-1.7) 直川　愛  3.11 (-1.4)

貴志中 高積中 城東中 河西中 紀之川中 和大附中 明和中 和大附中

橋本　みやび  12.65 (+1.0) 中山　琴望  13.05 (+0.5) 古谷　優奈  13.20 (+1.0) 浅見　真白  13.29 (+0.8) 柳　緒珠  13.42 (+0.5) 室谷　珠紀  13.65 (-0.2) 鳥羽　花楓  13.74 (+0.5) 田渕　悠乃  13.88 (+1.0)

近大和歌山中 和大附中 河西中 近大和歌山中 桐蔭中 和大附中 紀伊中 桐蔭中

田中　希歩  27.55 (+0.9) 東山　莉子  27.70 (+0.2) 室谷　珠紀  27.75 (+1.6) 東　愛結  27.77 (+1.6) 松尾　あかり  27.82 (+1.6) 打田　明日香  28.44 (+0.2) 田渕　悠乃  28.68 (+0.2) 東　嘉穂  w30.16 (+4.4)

日進中 日進中 和大附中 紀之川中 西脇中 東中 桐蔭中 楠見中

玄素　沙永子  2:29.88 松本　華波  2:30.15 森山　愛実  2:34.13 福元　みずき  2:36.99 三枝　由奈  2:41.50 桃井　美緒  2:44.44 西端　美憂  2:46.40 佐々木　友里  2:50.08

智辯中 西脇中 西脇中 有功中 近大和歌山中 紀伊中 紀伊中 智辯中

坂本　愛侑  4.79 (-1.4) 三谷　安寿葉  4.50 (+0.7) 関　明香里  4.23 (-0.7) 小畑　愁華  3.97 (-1.2) 遠藤　莉心  w3.84 (+2.8) 大前　はなみ  3.74 (-3.1) 三毛　美空  3.69 (-2.1) 小島　菜愛  3.57 (-1.4)

日進中 和大附中 桐蔭中 河北中 楠見中 高積中 高積中 東和中

松尾　あかり  5:02.64 執行　颯夏  5:09.61 福元　みずき  5:13.69 大村　凜  5:44.28 宮崎　彩芽  6:01.10 坂邊　百花  6:11.60

西脇中 西脇中 有功中 日進中 紀伊中 近大和歌山中

中山　琴望  15.28 (-1.5) 田中　希歩  16.08 (+0.4) 古谷　優奈  17.01 (+0.4) 中﨑　理央  17.30 (+0.4) 抽井　羅未  17.54 (-1.5) 寺井　彩華  18.13 (+0.4) 隠塚　帆乃花  18.36 (-1.5) 荊木　緩菜  18.45 (+0.4)

和大附中 日進中 河西中 近大和歌山中 西脇中 西浜中 貴志中 東中

近大和歌山中  52.46 日進中  53.08 和大附中  53.86 桐蔭中  54.22 紀伊中  54.25 西脇中  54.41 東中  54.81 河北中  54.97

浅見　真白 波床　晏由玲 三谷　安寿葉 田渕　悠乃 圡肥　愛育琉 山中　凛 田村　華 中村　咲夏

中﨑　理央 坂本　愛侑 中山　琴望 愛宕　花梨 宮本　恋羽 小原　漣音 打田　明日香 木戸　理央音

坂田　麻沙希 東山　莉子 小川　愛菜 柳　緒珠 鳥羽　花楓 松尾　あかり 関本　晏和 上田　真央奈

橋本　みやび 田中　希歩 室谷　珠紀 西出　妃織 西端　美憂 松本　華波 狩谷　乃愛 小畑　愁華

小川　愛菜  1.46 中村　咲夏  1.33 寺井　彩華  1.25 酒井　優心  1.25 三谷　安寿葉  1.25 抽井　羅未  1.20

和大附中 河北中 西浜中 河西中 和大附中 西脇中

宮本　マリア  1.25 長藤　清音  1.20

西脇中 楠見中

鳥羽　花楓  9.53 小川　愛菜  8.20 塩崎　奈々  7.72 津田　初季  6.98 岩永　小夏  6.88 竹田　悠愛  6.37 尾﨑　心菜  5.85 松田　奈々  5.64

紀伊中 和大附中 紀伊中 桐蔭中 西脇中 城東中 西和中 和大附中

岩永　小夏  12.42 奥林　寿珠  12.18 井關　乃蒼  10.92 増本　花知  10.39 森本　帆香  9.81 中村　愛瑠  9.67 枡田　楓子  8.84 中村　優里  8.76

西脇中 紀之川中 西脇中 河北中 高積中 西和中 城東中 西和中
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競技場名 紀三井寺公園 記録主任 雑賀　秀和
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１年女子 9月18日 100m

3位 4位 5位 6位

9月18日 800m
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w (wind assist) : 追風参考

9月18日 砲丸投

9月18日 円盤投


