
日付 種目
髙張　広海  2.20 戸邉　直人  2.20 赤井　裕明  2.10 佐藤　凌  2.10 岩本　航  2.10
日立ICT・神奈川 筑波大・千葉 愛知茗友クラブ・愛知 東海大・新潟 福岡大・福岡

衛藤　昂  2.10
筑波大・三重
元吉　雄基  2.10
東海大・東京
冨山　拓矢  2.10
鶴学園クラブ・広島

堤　雄司  58.84 蓬田　和正  55.18 知念　豪  53.73 畑山　茂雄  53.43 小林　志郎  53.11 宮内　優  51.46 秋場　堅太  49.72 前田　奎  49.65
国士舘大・北海道 国士舘クラブ・東京 順天堂大・沖縄 ゼンリン・神奈川 新潟アルビレックスＲＣ・新潟 モンテローザ・東京 日本大・埼玉 筑波大・兵庫
右代　啓祐  7824 中村　明彦  7679 音部　拓仁  7338 染谷　幸喜  7292 川崎　和也  7205 村田　龍  7190 東中　陽太郎  7164 谷　浩二朗  7109
スズキ浜松ＡＣ・静岡 スズキ浜松ＡＣ・静岡 富士通・埼玉 Team　Accel・千葉 順天堂大・兵庫 チームミズノアスレティック・神奈川 中京大クラブ・愛知 筑波大・兵庫

4月27日 100m
4月27日 走幅跳
4月27日 砲丸投
4月27日 走高跳
4月27日 400m
4月28日 110mH
4月28日 円盤投
4月28日 棒高跳
4月28日 やり投
4月28日 1500m

綾　真澄  63.43 渡邊　茜  59.70 武川　美香  57.33 浅田　鈴佳  56.35 知念　春乃  56.28 野田　奈央  55.20 田中　美花  53.75 佐藤　若菜  53.42
丸善工業・香川 九州共立大・福岡 スズキ浜松ＡC・静岡 武庫川女大クラブ・大阪 日本体育施設・福岡 名古屋学院クラブ・愛知 鹿屋体育大・大阪 宮城教員クラブ・宮城

桐山　智衣  5357 冨山　朝代  5315 竹原　史恵  5244 中田　有紀  5168 春田　亜沙美  5076 高瀬　怜奈  5009 松岡　絵里  w4659 山岡　未与  4651
中京大・岐阜 東大阪市陸協・大阪 長谷川体育施設・茨城 日本保育サービス・愛知 筑波大・神奈川 熊本大・熊本 大阪成蹊大・兵庫 東大阪大・大阪

4月27日 100mH
4月27日 走高跳
4月27日 砲丸投
4月27日 200m
4月28日 走幅跳
4月28日 やり投
4月28日 800m

審判長（トラック） 中村　勝久

競技会名 2013日本選抜陸上和歌山大会日本GP第２戦（13500317）　　GP決勝結果一覧表
期日・時刻 2013/4/2７～２８ 審判長（跳躍） 川村　栄司

競技場名 紀三井寺公園補助競技場（301010） 審判長（投擲） 児島　洋幸

主催団体名 : 一般財団法人和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会 記録主任 神谷　良久

 10.95 (+1.0)  11.04 (-1.5)

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

 11.18 (+1.0)  11.18 (+1.0)
 6.93 (+2.0)  7.23 (-1.7) w 7.13 (+2.4)  6.71 (+1.4) w 7.00 (+2.1)  6.77 (+1.1)  6.64 (+1.9)  6.53 (+1.5)

 1.90
 14.13  11.75  11.81  12.27  10.91  11.56

 4:47.80

 11.75  11.72
 1.96  2.02  1.90  1.87  2.05  1.90  1.78

 1.57  1.51  1.48
 14.06 (-2.0)  14.72 (-2.0)  14.09 (-2.0)  14.41 (-2.0)  14.77 (-2.0)  15.29 (-2.0)

 10.12  10.33  11.13

 14.99 (+1.1)  15.45 (+1.1)
 1.57  1.66  1.60  1.63  1.60

 10.14  10.80
w 25.92 (+2.2) w 25.64 (+2.2) w 26.63 (+2.2)  26.81 (+1.5)

 11.77  12.19  11.26

総    務 南　正晃

GP男子 4月28日 走高跳

4月27日 円盤投

4/27～4/28 十種競技

 51.11  48.09  49.59  49.48

 11.47 (+1.0)  10.75 (-1.5)  10.61 (-1.5)  11.32 (+1.0)

 50.21  50.93  50.76  49.40
 15.05 (+0.8)  14.16 (+1.5)  14.64 (+1.5)  14.78 (+1.5)  15.85 (+0.8)  14.97 (+1.5)  14.34 (+1.5)  14.62 (+1.5)

 49.03  28.83  33.67  37.69  33.08  41.79  35.75  36.02
 4.80  4.50  4.30  4.50  4.30  4.50  4.80  4.10

 64.40  49.20  53.19  54.56  53.99  54.47  49.54  52.50
 4:37.56  4:37.05  5:02.91  4:38.18  4:38.85

GP女子 4月28日 ﾊﾝﾏｰ投

 4:44.13  4:15.38

4/27～4/28 七種競技

w 24.90 (+2.2) w 26.55 (+2.2) w 25.93 (+2.2)  25.97 (+1.5)
 5.90 (+0.9)  5.59 (+1.5) w 5.61 (+2.7)  5.69 (+0.5)  5.31 (-0.6)  5.32 (-0.8) w 5.11 (+4.0)  5.14 (+1.7)

 2:25.37
 37.71  45.95  37.30  37.72  38.97  44.59

w (wind assist) : 追風参考

 35.20  33.19
 2:29.24  2:29.60  2:23.33  2:25.15  2:22.12  2:25.28  2:25.26


