
日付 種目
田辺AC-A 1:01.78 田辺AC-B 1:06.74
伊東　蒼真(6) 庄司　龍ノ介(5)
竹中　聡亮(6) 坂内　尊(6)
鈴木　来都(6) 小川　隼和(5)
鈴木　快陸(6) 釜池　蒼空(5)
鈴木　快陸(6) 2:39.83 小川　隼和(5) 3:28.67
田辺AC 田辺AC
坂内　尊(6) 17.40 (+0.3) 伊東　蒼真(6) 17.45 (+0.3)
田辺AC 田辺AC
伊東　蒼真(6) 1.10
田辺AC
上田　康介(4) 3:00.31 野久保　圭(4) 3:09.08 糸川　壮真(4) 3:15.23 柴田　篤人(4) 3:21.94 堀　恭輔(2) 3:25.27 湯川　楓翔(4) 3:30.65 尾﨑　源太(3) 3:36.90 坂口　瀬南(2) 3:39.23
西富田 田辺AC 龍神ＳＣ 田辺AC 田辺AC 龍神ＳＣ 田辺AC 田辺AC
竹中　聡亮(6) 14.90 (+0.5) 鈴木　来都(6) 15.67 (+0.5) 坂内　尊(6) 16.26 (+0.5)
田辺AC 田辺AC 田辺AC
釜池　蒼空(5) w15.75 (+3.2) 庄司　龍ノ介(5) w16.04 (+3.2) 深瀬　元斗(5) w16.38 (+3.2) 小川　隼和(5) w17.53 (+3.2)

田辺AC 田辺AC 龍神ＳＣ 田辺AC
野久保　圭(4) w15.40 (+2.2) 糸川　壮真(4) w16.61 (+2.2) 柴田　篤人(4) w17.04 (+2.2) 湯川　楓翔(4) w18.25 (+2.2) 寛座　翔太(4) w19.33 (+2.2)

田辺AC 龍神ＳＣ 田辺AC 龍神ＳＣ 田辺AC
尾﨑　源太(3) 20.30
田辺AC
笠松　昇真(2) w17.95 (+2.2) 内谷　元哉(2) w18.73 (+2.2) 堀　恭輔(2) w19.10 (+2.2) 松本　怜久(2) w19.25 (+2.2) 坂口　瀬南(2) w20.48 (+2.2)

田辺AC 田辺AC 田辺AC 田辺AC 田辺AC
糸川　拓真(1) w22.01 (+2.4)

龍神ＳＣ
梅田　真圭(3) 25.90 (+0.7) 三木　秀哉(3) 26.27 (+1.2) 前田　篤志(3) 26.28 (+0.7) 岩井　幸輝(3) 26.43 (+1.2) 岡本　侑樹(3) 26.45 (+0.7) 山中　響斗(3) 26.58 (+0.7) 上野　弥希(2) 26.90 (+0.7) 鄔　君治(3) 26.91 (+1.2)
本宮中 上秋津中 中辺路中 富田中 明洋中 中辺路中 高雄中 富田中
谷本　龍一(3) 58.15 新東　珀空(3) 1:01.48 射場　煌輝晄(3) 1:03.84 堀口　桜希(2) 1:04.50 嶋本　崇良(2) 1:05.45 當仲　心絆(2) 1:07.74 赤木　朔太朗(3) 1:08.41 海谷　蒼樹(2) 1:08.78
高雄中 富田中 大塔中 高雄中 高雄中 大塔中 大塔中 明洋中
田中　駿平(3) 2:09.44 井本　倖清(3) 2:10.32 原　敦也(3) 2:18.10 谷本　龍一(3) 2:23.03 辻󠄀　俊作(3) 2:28.68 小川　太馳(2) 2:31.63 落合　柾人(3) 2:31.71 門松　蒼介(2) 2:33.52
白浜中 白浜中 富田中 高雄中 明洋中 龍神中 大塔中 田辺中
谷坂　透弥(3) 4:45.04 吉田　健太郎(2) 4:48.21 谷　弘明(1) 4:54.89 辻󠄀　俊作(3) 5:17.80 杉山　栞大(2) 5:22.97 市川　暁都(2) 5:33.32 中村　亜門(2) 5:36.68 髙橋　詠人(3) 5:37.41
白浜中 龍神中 白浜中 明洋中 富田中 高雄中 高雄中 衣笠中
松下　侑乃(2) 9:45.99 吉田　健太郎(2) 9:53.57 市川　暁都(2) 10:45.39 原　嘉一(2) 10:52.42 髙橋　詠人(3) 11:45.91 立花　真那斗(3) 12:30.44
白浜中 龍神中 高雄中 白浜中 衣笠中 高雄中
古久保　柊宇(2) 20.07 (+1.8) 金子　大悟(3) 22.55 (+1.8)
龍神中 富田中
富田中A 50.16 白浜中X 50.96 高雄中A 51.64 白浜中Y 51.79 龍神中A 52.75 衣笠中 53.61 富田中B 53.90 高雄中B 55.99
新東　珀空(3) 大野　友雅(3) 谷本　龍一(3) 山口　和起(3) 吉田　健太郎(2) 横山　智晴(2) 鈴木　颯太郎(2) 嶋本　崇良(2)
片家　理来(3) 井本　倖清(3) 上野　弥希(2) 松下　侑乃(2) 古久保　柊宇(2) 濵野　颯(2) 玉田　迅(3) 藤田　琥太郎(2)
原　琥帝(2) 谷　弘明(1) 柏木　希空(3) 沖田　瑛都(3) 小川　太馳(2) 嶋本　晄己(2) 石津　孝将(3) 中川　空來(2)
岩井　幸輝(3) 田中　駿平(3) 並川　竜(3) 谷坂　透弥(3) 深瀬　太吾(3) 中村　仁人(3) 髙垣　志道(2) 堀口　桜希(2)
横山　智晴(2) 1.60 沖田　瑛都(3) 1.55 佐々木　陽(3) 1.35
衣笠中 白浜中 東陽中
深瀬　太吾(3) 5.90 (-0.3) 柏木　希空(3) w5.39 (+2.2) 大野　友雅(3) w5.19 (+2.8) 原　琥帝(2) 5.17 (-2.2) 桒原　大輝(3) 5.13 (+1.2) 玉田　迅(3) 4.85 (-1.7) 峯玉　凜空(3) w4.71 (+2.3) 東　翔流(2) 4.55 (+2.0)
龍神中 GR 高雄中 白浜中 富田中 衣笠中 富田中 上芳養中 田辺中
深瀬　太吾(3) 12.17 (+1.0) 柏木　希空(3) 11.52 (-0.1) 大野　友雅(3) 10.91 (-0.8)
龍神中 GR 高雄中 白浜中
中村　仁人(3) 8.47 濵野　颯(2) 7.86 赤藤　煌成(3) 7.84 家高　慶(3) 7.61 垣城　颯良(3) 7.22 寒川　斗環(2) 6.66 中川　空來(2) 5.63
衣笠中 衣笠中 中辺路中 白浜中 上芳養中 龍神中 高雄中
嶋本　晄己(2) 22.68 室井　理玖(3) 21.04 家高　慶(3) 19.04 寒川　斗環(2) 17.22 藤田　琥太郎(2) 15.62 中川　空來(2) 15.07 森　智央(3) 14.68
衣笠中 富田中 白浜中 龍神中 高雄中 高雄中 富田中
梅田　真圭(3) w12.32 (+2.3) 片家　理来(3) 12.44 (+0.7) 前田　篤志(3) w12.54 (+2.3) 岡本　侑樹(3) w12.80 (+2.3) 三木　秀哉(3) 12.93 (+0.7) 山中　響斗(3) w12.93 (+2.3) 瀧本　心大(3) w13.26 (+2.3) 薮本　雄紀(3) 13.42 (+0.7)
本宮中 富田中 中辺路中 明洋中 上秋津中 中辺路中 白浜中 富田中
堀谷　豪(2) 13.17 (+2.0) 濵野　颯(2) 13.25 (+0.9) 上野　弥希(2) 13.35 (+2.0) 谷口　永治(2) 13.57 (+0.9) 嶋本　晄己(2) w13.63 (+2.7) 髙垣　志道(2) 14.10 (+0.9) 大西　豊功(2) 14.16 (+0.9) 藤川　瑛大(2) w14.20 (+2.7)

東陽中 衣笠中 高雄中 本宮中 衣笠中 富田中 田辺中 本宮中
岩田　耕希(1) 15.10 (+0.2) 五味　一真(1) 15.30 (+0.2) 湯川　虹輝(1) 16.10 (+0.2) 向日　響矢(1) 16.14 (+0.2)
本宮中 龍神中 龍神中 龍神中
芝田　岳 11.51 (+1.3) 伊藤　大翔 11.59 (+0.3) 平岩　晃生(3) 11.68 (+0.3) 長濵　拓実(2) 11.85 (+0.6) 潮﨑　陽希(2) 11.85 (+0.6) 菅井　瞳真(2) 11.89 (+0.3) 畑本　大翔(2) 12.06 (+1.3) 立山　光清(2) 12.07 (+0.6)
和歌山マスターズ TSP 熊野 田辺 田辺 田辺 熊野 熊野
畑本　大翔(2) 24.05 (+0.9) 潮﨑　陽希(2) 24.63 (+0.9)
熊野 田辺
平岩　晃生(3) 52.37 森本　樹(3) 54.44 中本　眞(2) 56.82 宮野　優波(1) 57.47 赤田　颯柾(2) 59.45 髙垣　幸弥(3) 59.72
熊野 熊野 熊野 熊野 熊野 田辺工
田上　貴大(3) 2:09.47 髙垣　幸弥(3) 2:13.60 五味田　佑虎(2) 2:15.26 金原　侶生(1) 2:31.69 榎本　風悟(3) 2:33.33
熊野 田辺工 熊野 熊野 南部
漁野　貴洋 4:21.45 田上　貴大(3) 4:22.02 清水　陽介 4:22.85 池本　健太(3) 4:23.30 大地　蘭斗(3) 4:29.23 髙垣　幸弥(3) 4:30.34 五味田　佑虎(2) 4:46.06 田中　奎至(3) 4:46.30
和歌山陸協 熊野 和歌山RC 田辺 田辺 田辺工 熊野 神島
濵路　悠真(2) 16:01.81 湯本　翔也(2) 16:16.10 平井　啓太郎(3) 17:20.93
熊野 和歌山RC 田辺
菅井　瞳真(2) 17.12 (+0.4)
田辺
TSP 46.35
永井　翔
小松　拓矢
伊藤　大翔
中能　龍人
森本　樹(3) 1.70
熊野
手谷　大夢(3) 6.57 (0.0) 桑田　晃成(3) w5.73 (+2.5) 鈴木　伯都(1) w5.33 (+2.8) 谷本　真 5.01 (+0.5)
熊野 神島 熊野 和歌山パラアスリートクラブ
手谷　大夢(3) 13.15 (+1.0) 宮本　脩児(2) 10.47 (-1.3)
熊野 熊野
太田　舜也(2) 6.54
神島
鈴木　快陸(6) 3.87 (0.0) 竹中　聡亮(6) 3.68 (-0.8) 鈴木　来都(6) 3.42 (-2.0) 庄司　龍ノ介(5) 3.25 (-3.4) 深瀬　元斗(5) 3.01 (-0.5)
田辺AC 田辺AC 田辺AC 田辺AC 龍神ＳＣ

w:追風参考  GR:大会記録  

小学４年以上男子 4月29日 走幅跳

4月29日 三段跳

高校共通男子 4月29日 砲丸投

4月29日 走高跳

4月29日 走幅跳

4月29日 110mH

4月29日 4x100mR

4月29日 1500m

4月29日 5000m

4月29日 400m

4月29日 800m

高校一般共通男子 4月29日 100m

4月29日 200m

中学２年男子 4月29日 100m

中学１年男子 4月29日 100m

4月29日 円盤投

中学３年男子 4月29日 100m

4月29日 三段跳

4月29日 砲丸投

4月29日 走高跳

4月29日 走幅跳

4月29日 110mH

4月29日 4x100mR

4月29日 1500m

4月29日 3000m

4月29日 400m

4月29日 800m

小学１年男子 4月29日
100m
+2.4

中学共通男子 4月29日 200m

小学３年男子 4月29日 100m

小学２年男子 4月29日 100m

小学５年男子 4月29日 100m

小学４年男子 4月29日 100m

小学４年以下男子 4月29日 800m

小学６年男子 4月29日 100m

4月29日 80mH

4月29日 走高跳

7位 8位

小学共通男子 4月29日 4x100mR

小学５・６年男子 4月29日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

前　恵太
主催団体名 田辺･西牟婁陸上競技協会 陸協名 田辺･西牟婁陸上競技

競技会名
田辺市民体育祭兼田辺･西牟婁陸協春季選手権大会 期日・時刻 2022/04/29 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


