
日付 種目

原田　悠成  2008 小池　愛幸  1999 西井　健太朗  1605 石橋　直弥  1499 中村　和真  1418 笹田　悠仁  1356 小川　慶太  1336 九鬼　琉杜  1291

西脇中 桐蔭中 西浜中 城東中 桐蔭中 西浜中 西脇中 城東中

6月11日 110mH

6月11日 砲丸投

6月11日 走高跳

6月11日 400m

堀井　琉杏  2256 松本　彩生  2245 中山　琴望  2203 大久保　碧乃  2081 小川　愛菜  2022 山口　桃花  1792 吉田　侑莉  1506 松尾　あかり  1249

楠見中 桐蔭中 和大附中 向陽中 和大附中 東中 西浜中 西脇中

6月11日 100mH

6月11日 走高跳

6月11日 砲丸投

6月11日 200m  29.70 (-0.2)  29.76 (-0.2) 28.35 (+0.2)  26.39 (+0.2)  27.87 (+0.2)  29.27 (+0.2)  29.86 (+0.2)  29.37 (+0.2)

 1.15

 7.92  6.65  6.96  7.32  8.24  7.30  6.09  5.00

 16.58 (+0.7)  18.28 (+1.0)  20.32 (+1.0)

 1.41  1.30  1.30  1.47  1.38  1.15  1.15

 58.99  1:07.27

共通女子 6月11日 四種競技

 15.83 (+1.0)  15.63 (+0.7)  15.16 (+1.0)  16.94 (+0.7)  16.76 (+0.7)

 56.18  56.32  57.18  1:07.00  1:01.09  1:01.41

 8.46

 1.50  1.35  1.50  1.50  1.35  1.35  1.35  1.53

 20.91 (+1.1)  20.05 (+1.1)  20.84 (+1.1)

 8.65  8.88  8.20  7.51  7.21  9.01  6.20

7位 8位

共通男子 6月11日 四種競技

 16.64 (+1.1)  15.85 (-0.6)  20.32 (+1.1)  17.56 (+1.1)  18.94 (-0.6)

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 和歌山市教育委員会　和歌山市中学校体育連盟 陸協名

競技会名 令和４年度　第75回和歌山市中学校総合体育大会　陸上競技　四種競技の部
期日・時刻 2022/6/11 審判長 中村勝久

競技場名 紀三井寺公園 記録主任



日付 種目

林　龍雅  23.43 (-0.7) 梅本　怜旺  23.56 (-0.7) 井沼　佑輔  23.57 (-0.7) 上芝　雄大  24.20 (-0.7) 國見　泰輝  24.33 (-0.7) 岡田　晴太  24.56 (-0.4) 小林　夢陽  24.60 (-0.6) 宮﨑　悠貴  24.81 (-0.7)

明和中 桐蔭中 桐蔭中 和大附中 東中 明和中 西脇中 向陽中

高木　大輝  57.51 高橋　利旺  58.94 上芝　遼  1:00.61 谷口　旬  1:01.23 山部　裕一郎  1:06.87 野嶋　竜也  1:09.39 和田　拓也  1:16.69 齋藤　元太  1:20.55

高積中 西脇中 智辯中 開智中 明和中 明和中 明和中 明和中

平井　巧真  2:10.94 上芝　昂  2:11.19 熊谷　大侃  2:12.20 大畑　裕一朗  2:14.30 岩本　悠郁斗  2:15.25 福島　和樹  2:15.69 加茂　史也  2:15.79 橋本　佳易  2:20.50

西脇中 智辯中 河北中 東中 日進中 河北中 明和中 明和中

平前　亨真  18.29 (-0.7) 堀尾　佳祐  18.55 (-0.7) 加藤　景太朗  18.66 (-0.7)

河西中 河西中 城東中

出口　敬太  1.55 石井　立希  1.40 嶋　遼人  1.35

河西中 河西中 高積中

岩井　晃成  6.15 (-0.6) 後藤　玖音  5.81 (-0.4) 湯浅　大翔  5.23 (-0.1) 坂東　颯翔  5.17 (-1.0) 坂上　春陽  5.15 (-0.7) 高石　創太  4.81 (+0.2) 坂口　賢太郎  4.78 (-0.9) 松本　結太  4.44 (-0.1)

高積中 高積中 日進中 高積中 河北中 明和中 城東中 西浜中

國部　佑心  9.27 綾部　直紀  8.97 落合　優太  8.14 藤原　久徳  7.86 大森　晴太  7.74 谷奥　大雅  7.63 小山　諒  7.53 内田　翔也  7.26

城東中 西脇中 東和中 和大附中 東中 東中 日進中 東和中

森本　琥海  26.15 (-0.2) 橋本　みやび  26.76 (-0.2) 藤田　新菜  27.84 (-0.2) 木戸　理央音  28.16 (0.0) 田中　美結  28.24 (-0.2) 有嶋　心菜  28.30 (-0.2) 古谷　優奈  28.42 (-0.2) 柳　緒珠  28.56 (-0.2)

城東中 近大和歌山中 明和中 河北中 城東中 貴志中 河西中 桐蔭中

大川　菜々美  2:18.86 宮地　杏  2:22.72 井上　菜々子  2:28.61 玄素　沙永子  2:33.48 福元　みずき  2:35.35 上野山　凛  2:36.02 宮脇　彩乃  2:37.07 稲葉　すみれ  2:41.83

和大附中 向陽中 高積中 智辯中 有功中 向陽中 桐蔭中 桐蔭中

片山　恵  15.24 (+0.6) 大貫　愛夏  16.06 (+0.6) 田中　希歩  17.51 (+0.6) 畠中　梨紗  18.08 (+1.9) 阪本　栞奈  18.12 (+1.9) 坂部　和歩  18.89 (+0.6) 荊木　緩菜  18.99 (+1.9) 大東　あかり  20.25 (+0.6)

近大和歌山中 東和中 日進中 向陽中 東和中 河北中 東中 高積中

谷本　花連  1.35

和大附中

愛宕　花梨  4.87 (+1.2) 坂本　愛侑  4.79 (+1.1) 中西　咲華  4.64 (+0.6) 岡中　麻依  4.39 (+0.2) 関　明香里  w4.33 (+2.2) 三谷　安寿葉  4.31 (+1.7) 木村　沙弥  4.14 (+1.3) 丸山　菜々美  4.12 (+1.0)

桐蔭中 日進中 明和中 近大和歌山中 桐蔭中 和大附中 高積中 東中

津田　初季  6.47 井上　さくら  6.41 奥野　涼  6.29 早稲田　悠月  5.55 竹田　悠愛  4.29

桐蔭中 明和中 明和中 高積中 城東中
6月11日 砲丸投

w (wind assist) : 追風参考

6月11日 走高跳

6月11日 走幅跳

6月11日 800m

6月11日 100mH

6月11日 砲丸投

共通女子 6月11日 200m

6月11日 走高跳

6月11日 走幅跳

6月11日 800m

6月11日 110mH

7位 8位

共通男子 6月11日 200m

6月11日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

記録主任

主催団体名 和歌山市教育委員会　和歌山市中学校体育連盟 陸協名

競技会名 令和４年度　第75回和歌山市中学校総合体育大会　陸上競技　四種競技の部
期日・時刻 2022/6/11 審判長 中村勝久

競技場名 紀三井寺公園


