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泉南地区中学校総合体育大会　陸上競技の部 2022年8月11日(木)
決勝一覧表

堺市金岡公園陸上競技場

男子の部
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年生 １００ｍ 道端  大翔(1) 12.56 松浪  大起(1) 12.61 尾野  楓矢(1) 12.84 表野  綾和(1) 12.95 徳永  翔(1) 13.03 安栗  颯汰(1) 13.09 福井  啓太(1) 13.13 新土井  健琉(1) 13.28
熊取北 -0.9 貝塚一 +2.0 泉南 +2.0 土生 -0.5 春木 +2.0 貝塚三 +2.0 佐野 +1.2 熊取 -0.9 

２年生 １００ｍ 和田  悠陽(2) 11.79 藤木  駿斗(2) 12.04 阿波屋  樹(2) 12.35 新土井  滉揮(2) 12.36 原田  瑛真(2) 12.58 井澤  夢叶(2) 12.72 上田  慶心(2) 12.93 西田  大輝(2) 12.97
泉南 -1.4 日根野 -1.2 西信達 -1.3 熊取 -1.3 山直 -1.2 春木 -1.3 泉佐野三 -1.4 貝塚三 -1.4 

３年生 １００ｍ 辻林  優一(3) 11.68 山小田  大翔(3) 11.79 加納  瑞己(3) 11.88 中村  友紀(3) 12.08 江口  航太(3) 12.24 南  尚希(3) 12.48 楠本  夢斗(3) 12.73 青木  覇斗(3) 12.76
貝塚二 +1.0 春木 +1.5 貝塚一 +1.5 新池 +1.0 長南 +1.0 鳥取東 +1.0 岸城 +1.5 山直 +1.0 

２年生 ２００ｍ 白樫  璃樹(2) 25.38 本田  誠修(2) 25.67 小出  陽大(2) 25.75 辻  奏汰(2) 25.90 馬野  璃空(2) 26.26 齋藤  壱正(2) 26.39 岩永  治埜(2) 26.89 阪口  瑠聖(2) 26.94
光陽 -1.5 貝塚一 -0.4 土生 -0.4 西信達 -1.5 日根野 -0.4 貝塚三 -0.4 新池 -0.4 熊取北 -1.5 

2.3年生 ４００ｍ 家次  渓太(3) 54.60 角谷  悠希(3) 56.16 市岡  幸一郎(2) 57.51 塚野  琉偉(2) 58.03 勇  大和(3) 58.28 北川  瑶(3) 59.46 藤原  幸之介(2) 59.46 野出  恭平(3) 59.60
新池 長南 日根野 久米田 山直 熊取 春木 佐野

２年生 ８００ｍ 和田  大征(2)  2:05.61 加藤  大稀(2)  2:11.38 松浪  暖(2)  2:21.08 信貴  圭太郎(2)  2:25.03 鳥居  優仁(2)  2:27.98 小山  聖央(2)  2:29.59 平田  凌雅(2)  2:31.81 小山  瑛大(2)  2:32.04
佐野 NGR 久米田 新池 貝塚三 貝塚一 泉佐野三 岸城 日根野

１年生 １５００ｍ 植野  元唯(1)  5:04.57 山本  爽太(1)  5:11.84 金子  陽祐(1)  5:18.02 片桐  蓮翔(1)  5:20.06 出原  玲也(1)  5:23.08 原  裕規(1)  5:23.09 亀岡  蒼生(1)  5:30.34 南  晴仁(1)  5:34.22
泉佐野三 一丘 貝塚三 西信達 貝塚四 田尻 光陽 春木

２年生 ３０００ｍ 佐藤  広崇(2)  9:30.69 永石  翔空(2) 10:14.52 櫻井  絢太(2) 10:18.62 中西  秋晴(2) 10:31.24 武内  隆介(2) 11:21.06 川上  健太(2) 11:51.44 久次米  勇貴(2) 12:37.20 東出  晴人(2) 12:58.13
浪商 佐野 貝塚三 日根野 泉佐野三 桜台 貝塚四 久米田

３年生 ３０００ｍ 藤本  謙蔵(3)  9:52.29 平田  逞夢(3) 10:15.68 大木  瑛仁(3) 10:25.40 松葉  亮翔(3) 10:31.17 前中  暁仁(3) 11:20.57 山本  和生(3) 12:37.26 綛谷  優(3) 13:32.91

佐野 西信達 一丘 久米田 貝塚二 春木 岸和田北

２年生 110mH 田中  雄樹(2) 18.89 嘉祥寺  海琉(2) 21.34 中島  暢孝(2) 21.55

(0.914/9.14m) 貝塚一 -2.2 貝塚三 -2.2 新池 -2.2 

３年生 110mH 藪  充稀(3) 20.38 朽木  優晴(3) 20.90

(0.914/9.14m) 光陽 -2.2 春木 -2.2 

春木 52.25 桜台 53.60 貝塚一 54.11 貝塚三 54.22 光陽 54.34 貝塚四 54.85 土生 55.34 西信達 56.35

  藤岡  太尊(1)   鮫島  瑛(1)   山下  遼二郎(1)   和田  悟志(1)   荻野  敬徳(1)   今井  遥堵(1)   奥田  遼(1)   南  昊希(1)

  南  晴仁(1)   杉山  桜涼(1)   松浪  大起(1)   安栗  颯汰(1)   濵永  鴻之介(1)   木原  日向(1)   表野  綾和(1)   片桐  蓮翔(1)

  赤井  勇海(1)   田中  煌大(1)   広瀬  大和(1)   中川  隼佑(1)   福永  倖平(1)   出山  大珠(1)   吉田  陸斗(1)   西阪  厚輝(1)

  徳永  翔(1)   片山  仰祐(1)   樋口  瀧登(1)   道籏  桜助(1)   井上  絢斗(1)   出原  玲也(1)   二山  航太郎(1)   町谷  響(1)

春木 47.60 新池 47.63 貝塚二 48.62 山直 48.67 一丘 49.02 貝塚三 49.24 貝塚一 49.83 泉南 50.04

  林  竜誠(3)   市川  晃太朗(3)   岩本  昴大(3)   勇  大和(3)   武居  亮(3)   齋藤  壱正(2)   本田  誠修(2)   藤川  陽輝(2)

  東尾  敬護(3)   家次  渓太(3)   辻林  優一(3)   青木  覇斗(3)   西森  蓮(3)   矢倉  壮真(2)   加納  瑞己(3)   和田  悠陽(2)

  井澤  夢叶(2)   松浪  暖(2)   戎谷  基(3)   原田  瑛真(2)   瀧藤  柚舞(3)   西田  大輝(2)   田中  雄樹(2)   鎌野  稀良(2)

  山小田  大翔(3)   中村  友紀(3)   矢冨  心之輔(2)   亀田  夢斗(3)   山崎  蓮(3)   嘉祥寺  海琉(2)   奥田  凱也(3)   小井  悠翔(3)

2.3年生 走高跳 松本  侑磨(2) 1m50 坪田  敦行(3) 1m45 中塚  智博(3) 1m40 東尾  敬護(3) 1m35

光陽 一丘 熊取 春木

１年生 走幅跳 田中  煌大(1) 4m51 伴野  永真(1) 4m40 橋本  徹平(1) 4m39 濵永  鴻之介(1) 4m25 中川  隼佑(1) 4m14 小田  楓馬(1) 4m13 南  昊希(1) 3m96 波多野  結理(1) 3m73
桜台 +0.1 岸和田北 +1.0 熊取 +1.4 光陽 +1.4 貝塚三 +1.0 一丘 +2.3 西信達 +1.5 貝塚一 +0.4 

２年生 走幅跳 児野  玲依(2) 5m64 矢倉  壮真(2) 5m12 坂本  航大(2) 5m11 上田  正一郎(2) 4m91 内池  晃己(2) 4m45 内田  瑛太(2) 4m44 坪田  大河(2) 3m97 木下  修成(2) 3m60
西信達 +1.4 貝塚三 +1.4 久米田 -0.7 泉佐野三 +1.3 土生 +2.7 桜台 +1.8 一丘 +1.4 泉南 +2.8 

2.3年生 三段跳 梶本  大幹(3) 12m16 片山  恵斗(3) 11m95 林  竜誠(3) 10m84 武居  亮(3) 10m56 奥田  凱也(3) 10m53 勝元  大和(3) 9m74

信達 -0.3 岸和田北 +0.0 春木 +0.5 一丘 +0.0 貝塚一 -0.6 泉佐野三 +0.3 

１年生 砲丸投 川人  颯馬(1)   8m68 奥田  遼(1)   6m61 木田  瑛治(1)   6m30

(4.000kg) 熊取北 土生 貝塚二

２年生 砲丸投 藤岡  真幸(2)   8m33 服部  聖(2)   7m77 藤井  陽士(2)   7m04 村野  歩夢(2)   6m38 神田  彪衣(2)   5m73

(5.000kg) 熊取北 田尻 佐野 西信達 貝塚一

３年生 砲丸投 道林  怜央(3)   8m43 小井  悠翔(3)   7m56 西井  斗吾(3)   6m77

(5.000kg) 岸城 泉南 鳥取東

２年生 円盤投 井上  宥知(2)  17m85 福山  渚翔(2)  16m43 木戸  光陽(2)  16m07

(1.500kg) 山滝 貝塚一 光陽

オープン １００ｍ 松裏  琉空(2) 12.75 市川  晃太朗(3) 12.80 坊之園  天斗(3) 12.85 戎谷  基(3) 13.04 山崎  蓮(3) 13.15 喜多川  隼(2) 13.18 山口  大斗(2) 13.21 大森  陸斗(1) 13.23
泉佐野三  0.0 新池 +1.8 佐野 +0.6 貝塚二 +1.7 一丘 +0.6 日根野 +0.4 泉佐野三 +2.0 熊取北 +0.7 

春木 33点 貝塚一 30点 貝塚三 29点 西信達 24点 光陽 23点 新池 22点 佐野 21点 一丘 20点男子総合

種目

４×１００ｍＲ

４×１００ｍＲ

１年生

共通

凡例（NGR:大会新記録）
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泉南地区中学校総合体育大会　陸上競技の部 2022年8月11日(木)
決勝一覧表

堺市金岡公園陸上競技場

女子の部

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年生 １００ｍ 原薗  梨乃(1) 13.69 永吉  叶愛(1) 14.27 舞島  波音(1) 14.47 上野  麻雪(1) 14.66 蔵満  ゆめか(1) 14.88 樋口  莉瀬(1) 15.21 岩本  夏帆(1) 15.27 梶本  奈歩(1) 15.36
浪商 -2.4 日根野 +0.8 新池 +0.8 信達 -0.5 貝塚三 -0.5 春木 +0.8 熊取北 +0.8 泉南 -0.5 

２年生 １００ｍ 奥田  ふゆ(2) 13.12 岸  星来(2) 13.78 有村  瑞希(2) 14.31 河埜  真羽(2) 14.36 西村  颯夏(2) 14.55 富井  千愛(2) 14.57 小林  優奈(2) 14.65 曽我部  麻優(2) 14.79
浪商 +1.9 貝塚三 +1.1 土生 +1.9 岸城 +1.9 久米田 +1.1 岸和田北 +1.1 熊取北 +1.1 貝塚四 -1.8 

３年生 １００ｍ 井上  來未(3) 13.52 丘井  咲妃(3) 13.59 橋田  陽奈(3) 14.38 明瀬  祥恵(3) 14.53 小川  紗空(3) 14.62 引場  琴音(3) 14.67 濱  絢音(3) 15.12

光陽 -0.9 信達 -0.9 岸和田北 -0.9 貝塚三 -0.9 貝塚一 -0.9 岸城 -0.9 貝塚二 -0.9 

２年生 ２００ｍ 蟻道  美愛(2) 29.09 西村  鈴音(2) 29.28 河畑  美沙(2) 29.28 榮  みのり(2) 30.31 神園  優奈(2) 31.06 坪井  芽依(2) 31.18 坂上  百華(2) 31.18 道塚  ありさ(2) 31.82
貝塚二  0.0 日根野 -1.7 久米田  0.0 岸城 -1.7 土生 -1.7 佐野  0.0 岸和田北 -1.7 貝塚一 -1.7 

１年生 ８００ｍ 山田  菜奈実(1)  2:49.97 堀内  和奏(1)  2:52.79 岩渕  愛(1)  2:53.72 高垣  美沙(1)  2:56.73 南河  采音(1)  2:59.69 兼次  桜彩乃(1)  3:00.63 岡崎  音衣(1)  3:02.30 井出  真優香(1)  3:12.28
新池 土生 光陽 桜台 貝塚一 佐野 田尻 浪商

２年生 ８００ｍ 飛弾  優奈(2)  2:36.88 西川  美衣(2)  2:39.63 別府  彩菜(2)  2:48.52 鹿野  心音(2)  2:50.12 原  眞里紗(2)  2:50.19 明貝  実沙子(2)  2:54.85 山本  桃菜(2)  2:55.20 戸城  心寿(2)  2:55.41
日根野 新池 貝塚二 貝塚三 春木 田尻 岸城 土生

2.3年生 １５００ｍ 山﨑  はな(3)  5:07.90 山崎  愛琉(2)  5:34.68 道正  美智子(3)  5:55.74 柏原  那々美(2)  5:59.79 山本  純菜(2)  6:02.63 安田  陽菜(2)  6:10.45 松村  映槻(3)  6:12.08 三宅  志帆(3)  6:12.92
日根野 長南 佐野 新池 岸城 貝塚三 岸和田北 春木

２年生 100mH 吉本  未希(2) 19.76 川島  心愛(2) 20.94 岩崎  玲奈(2) 22.09 山口  瑠美(2) 22.18 山下  結愛(2) 22.36 青屋  紗奈(2) 22.71

(0.762/8m) 貝塚四 -1.5 貝塚三 -1.5 土生 -1.5 久米田 -1.5 西信達 -1.5 岸城 -1.5 

３年生 100mH 東  実佑(3) 22.00

(0.762/8m) 光陽 -2.7 

日根野 56.46 桜台  1:00.12 土生  1:00.31 泉南  1:00.95 貝塚一  1:01.40 岸和田北  1:02.24 久米田  1:04.90

  永吉  叶愛(1)   木岡  凛(1)   小南  咲花(1)   梶本  奈歩(1)   横井  果音(1)   橋田  芽依(1)   横田  美羽(1)

  濵  心咲(1)   久場  あかり(1)   大迫  心(1)   延與  志歩(1)   田中  莉子(1)   櫻井  理来(1)   江頭  彩華(1)

  北庄司  空(1)   三浦  羽澄(1)   森野  芽衣(1)   船迫  望愛(1)   兵頭  七海(1)   寺下  奈那(1)   谷奥  蒼空(1)

  岡村  瑞希(1)   南  二葉(1)   植田  くるみ(1)   塩屋  心温(1)   南河  采音(1)   東岡  柚佳(1)   中田  実佑香(1)

光陽 53.06 浪商 54.01 貝塚三 54.28 日根野 55.03 土生 55.13 久米田 55.24 岸和田北 55.68 岸城 56.41

  佃  綾華(3)   奥田  ふゆ(2)   尾崎  ほたる(2)   町谷  心愛(2)   岩崎  梨奈(2)   谷口  夢奈(2)   橋田  陽奈(3)   吉原  幸芭(2)

  岡本  麻那(3)   吉岡  桜香(1)   岸  星来(2)   西村  鈴音(2)   福井  心葉(2)   河畑  美沙(2)   富井  千愛(2)   榮  みのり(2)

  四元  梨紗(3)   原薗  梨乃(1)   中道  琴羽(2)   井上  椿(2)   神園  優奈(2)   西村  颯夏(2)   坂上  百華(2)   引場  琴音(3)

  井上  來未(3)   原  萌々乃(1)   坂口  美羽(2)   羽賀  さくら(2)   有村  瑞希(2)   松本  光加(2)   森田  杏(3)   河埜  真羽(2)

１年生 走高跳 岡本  皐希(1) 1m15

久米田

2.3年生 走高跳 平野  斗愛(2) 1m35 坂口  美羽(2) 1m20

山直 貝塚三

１年生 走幅跳 塩屋  心温(1) 3m74 大迫  心(1) 3m68 稲田  実桜(1) 2m98 片山  暉徠(1) 2m71 久世  夏帆(1) 2m53

泉南 +1.3 土生 +1.5 山滝 +1.3 岸和田北 +1.5 貝塚三 +0.2 

２年生 走幅跳 泉納  司(2) 4m13 内田  千尋(2) 4m07 吉原  幸芭(2) 3m67 押川  渚(2) 3m55 尾崎  ほたる(2) 3m41

鳥取東 +2.1 桜台 +0.9 岸城 +1.4 土生 -0.1 貝塚三 +0.5 

３年生 走幅跳 梶本  沙良(3) 4m66 中原  実弥(3) 4m02 國重  恵(3) 3m88 森田  杏(3) 3m62

泉南 +0.5 貝塚一 +1.0 光陽 +0.9 岸和田北 +1.0 

１年生 砲丸投 田中  月彩(1)   7m78

(2.721kg) 長南

２年生 １００ｍ 松裏  琉空(2) 12.75 市川  晃太朗(3) 12.80 坊之園  天斗(3) 12.85 戎谷  基(3) 13.04 山崎  蓮(3) 13.15 喜多川  隼(2) 13.18 山口  大斗(2) 13.21 大森  陸斗(1) 13.23
泉佐野三  0.0 新池 +1.8 佐野 +0.6 貝塚二 +1.7 一丘 +0.6 日根野 +0.4 泉佐野三 +2.0 熊取北 +0.7 

３年生 １００ｍ 岡本  麻那(3) 13.48 吉岡  桜香(1) 13.67 四元  梨紗(3) 13.90 佃  綾華(3) 14.07 松本  光加(2) 14.20 嶋村  璃夢(2) 14.40 谷口  夢奈(2) 14.66 森脇  愛(3) 14.82
光陽 +1.1 浪商 -0.5 光陽 +2.0 光陽 +1.5 久米田 -0.5 土生 +2.0 久米田 -0.5 貝塚一 +0.8 

オープン １００ｍ 岡本  麻那(3) 13.48 吉岡  桜香(1) 13.67 四元  梨紗(3) 13.90 佃  綾華(3) 14.07 松本  光加(2) 14.20 嶋村  璃夢(2) 14.40 谷口  夢奈(2) 14.66 森脇  愛(3) 14.82
光陽 +1.1 浪商 -0.5 光陽 +2.0 光陽 +1.5 久米田 -0.5 土生 +2.0 久米田 -0.5 貝塚一 +0.8 

貝塚三 32点 日根野 31点 土生 29点 光陽 26点 新池 18点 浪商 18点 久米田 16点 泉南 15点

貝塚三 61点 光陽 49点 日根野 45点 土生 43点 貝塚一 41点 新池 40点 春木 36点 久米田 31点

女子総合

男女総合

４×１００ｍＲ

４×１００ｍＲ

１年生

共通

種目

凡例（NGR:大会新記録）


