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コンディション情報
大会総務 松田　伸彦 トラック審判長 坂元　　均
跳躍審判長 東浦　宏幸 投てき審判長 東浦　宏幸

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2010/07/25 09:30 晴 34.8 47.0 南南東 0.8 競技場

10:00 晴 35.0 46.0 北 1.5 競技場

11:00 晴 34.2 47.0 北東 2.0 競技場

12:00 晴 34.3 46.0 北北東 1.5 競技場

13:00 晴 34.6 50.0 北西 0.3 競技場

14:00 晴 33.5 54.0 南南東 2.6 競技場

15:00 晴 33.5 52.0 南南西 2.4 競技場

16:00 曇 32.0 56.0 南西 1.1 競技場

17:00 曇 30.8 56.0 南 2.3 競技場
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競技会名

期　　　日

☆大会記録☆

予・決 記録
1 一般高校男子800ｍ 決 1.58.55 川上　　保 (3) 三重高
2 一般高校男子110ｍH 決 16.04 松田　直也 (3) 相可高
3 一般高校男子110ｍH 決 16.21 植田　　幹 (2) 高田高

池山　将悟 (2)
木下　来星 (1)
小池　龍緯 (1)
岡咲　和歩 (1)
西口　航平 (1)
木下　来星 (1)
小池　龍緯 (1)
岡咲　和歩 (1)
林　　教介
林　　光信
村田　智広
笠木　辰也

7 一般高校男子走高跳 決 2ｍ05 古野　裕司 IseTC
8 高校男子砲丸投 決 14m33 吉村　昂太 (3) 宇治山田商高
9 高校男子砲丸投 決 13m45 上村　雄音 (1) 宇治山田商高
10 高校男子円盤投 決 39ｍ88 中村　洋介 (1) 宇治山田商高
11 一般ハンマー投 決 47ｍ98 濱井　佑斗 (1) 岐阜経済大
12 高校ハンマー投 決 51ｍ30 田中　湧也 (2) 久居高
13 一般高校女子800m 決 2.26.17 服部　貴子 (2) 四日市四郷高

林　　里綺 (2)
高木　夏輝 (1)
奥川　魁斗 (1)
久我　一真 (2)

15 中学女子800m 決 2.24.12 渋谷　彩音 (2) 名張北
16 中学女子800m 決 2.24.71 飯田　彩乃 (2) 三重
17 中学女子800m 決 2.25.26 前田安友美 (3) 城田

黒田　佳澄 (2)
谷田部美華 (1)
五十嵐瑠衣 (1)
堀江　早貴 (2)
逵　　彰太 (6)
亀田　智大 (6)
中村　拓真 (6)
小林　俊介 (6)
竹内　秀成 (6)
本居　佑麻 (6)
泉谷　充希 (6)
竹内　啓人 (6)
箕成　　響 (6)
伊藤　　悠 (6)
加藤　昂星 (6)
藤村　祥太 (6)
堀内　美里 (6)
中出　里央 (6)
世古口奈々 (6)
久野　美悠 (6)

☆大会タイ記録☆

予・決 記録
1 中学女子走高跳 決 1ｍ45 斎藤　真帆 (2) 嬉野

新記録一覧表新記録一覧表新記録一覧表新記録一覧表

今競技会で樹立された大会記録、タイ記録は以下のとおりです。

№ 種　　目
記録

氏名 所属 備考

18

14 松阪西

6
一般高校男子
4×100ｍR

決 42.17

第第第第5555回松阪陸上競技選手権大会回松阪陸上競技選手権大会回松阪陸上競技選手権大会回松阪陸上競技選手権大会

備考氏名№ 種　　目
記録

所属

2010年7月25日

中学低学年女子
4×100ｍR

予 53.60 久保-A

中学男子低学年
4×100ｍR

決 47.43

Ise-TC

宇治山田商高-A4
一般高校男子
4×100ｍR

決 42.42

松阪Jr陸上-A

19
小学生男子
4×100ｍR

決 54.76 多気RC-A

20
小学生男子
4×100ｍR

決 54.99

決 55.13 南勢陸上ク-A

宇治山田商高-A

22
小学生女子
4×100ｍR

決 56.89 南勢陸上ク-A

21
小学生男子
4×100ｍR

5
一般高校男子
4×100ｍR

予 42.64



2010年7月25日（日） 大会名 第5回松阪陸上競技選手権大会 大会コード　 10240737 ﾄﾗｯｸ競技審判長 坂元　　均

兼松阪市体育協会長杯陸上競技大会 大会コード　 10240006 跳躍競技審判長 東浦　宏幸

三重陸上競技協会　 コード２４ 投擲競技審判長 東浦　宏幸

松阪地区陸上競技協会・松阪市体育協会 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 競技場コード　241010 記 録 主 任 藪北　則行

陸協名

決決決決　　　　勝勝勝勝　　　　一一一一　　　　覧覧覧覧　　　　表表表表
期　日

主催団体名

中学男子中学男子中学男子中学男子のののの部部部部
日付 種目

1年100m 西塚　脩真 (1) 12.52 奥川　魁斗 (1) 12.65 藤原　大樹 (1) 13.10 板崎　　颯 (1) 13.27 井原龍之介 (1) 13.30 宮田　昇一 (1) 13.43 三宅　柊平 (1) 13.70 平野　智也 (1) 13.74

(-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5)
100m 川岸　侑紀 (3) 12.07 梅谷　竜生 (3) 12.09 永田　一鷹 (3) 12.14 岡本　空大 (3) 12.15 阪口　凱海 (3) 12.22 前川　京祐 (3) 12.35 稲葉　善紀 (3) 12.56

(-1.9) (-1.9) (-1.9) (-1.9) (-1.9) (-1.9) (-1.9)
400m 上廣　匠 (3) 55.49 石橋　耐志 (2) 55.83 黒田　　卓 (3) 56.18 茂谷侑太朗 (3) 56.24 磯田　柾人 (3) 57.18 平松　　朗 (3) 57.56 北俣　駿介 (3) 1:01.85 南　皓二朗 (3) 1:02.88

800m 中垣内良輝 (3) 2:12.04 石橋　耐志 (2) 2:12.40 前田　泰士 (3) 2:12.85 守田　航己 (3) 2:13.94 磯田　大地 (3) 2:14.46 南　皓二朗 (3) 2:14.98 藤岡　勇樹 (3) 2:16.02 村田　詩月 (2) 2:16.08

3000m 前川功志郎 (3) 9:41.82 辻　　雄汰 (3) 9:47.78 堀　　嵐麻 (3) 9:48.66 藤岡　勇樹 (3) 9:49.49 川口　大弥 (2) 9:55.13 河合　　駿 (2) 10:01.56 小島　永路 (3) 10:02.13 小林　　毅 (3) 10:16.80

110mYH 下　　聡志 (3) 16.10 山本　友揮 (3) 16.31 表　亜樹徳 (3) 16.32 岡本　空大 (3) 16.42 村林　靖弘 (2) 19.32 岡本　翔也 (1) 19.41
0.914m (-1.1) (-1.1) (-1.1) (-1.1) (-1.1) (-1.1)

46.48 46.49 46.72 46.82 47.97 48.47 48.69 49.61

山中　大伍 (3) 五嶋　優詞 (3) 宮本　啓佑 (3) 坂口　悠輔 (2) 豊田健士郎 (3) 大嶋　悠斗 (3) 上野　克駿 (3) 北村　雅仁 (3)

北川　　晃 (3) 杉野　雅樹 (3) 古市　昂輝 (2) 阪口　敬介 (3) 深尾　治輝 (3) 松田　朋之 (2) 平松　　朗 (3) 春日井一輝 (2)

北俣　駿介 (3) 高橋　春陽 (3) 中川　堅斗 (3) 茂谷侑太朗 (3) 黒田　　卓 (3) 鈴木　陽介 (3) 濱政　　豊 (3) 長尾　侑輝 (3)

岡本　空大 (3) 小野　桂亮 (3) 田中　彦輝 (3) 梅谷　竜生 (3) 小嶋　大輝 (3) 上廣　匠 (3) 山本　剛士 (2) 南　皓二朗 (3)

47.43 50.91 51.04 51.06 51.20 51.79 53.01
低学年 林　　里綺 (2) GR 橋本　将伍 (2) 稲葉　啓志 (2) 幾田　　明 (2) 野口　龍汰 (2) 竹内　颯駿 (2) 三宅裕一朗 (2) 矢尾　達哉 (2) DSQ R1

4×100ｍＲ 高木　夏輝 (1) 板崎　　颯 (1) 中村　聡介 (1) 世古口祐紀 (1) 林　　貴久 (1) 梶野　　拳 (1) 大野　和晃 (1) 西塚　脩真 (1)

奥川　魁斗 (1) 三宅　柊平 (1) 喜多　海斗 (1) 東　　昇汰 (1) 井原龍之介 (1) 古野　洋平 (1) 中西　秀弥 (1) 逵井　辰伍 (1)

久我　一真 (2) 西川　拓真 (2) 瀬古　陽平 (2) 乾　　颯人 (2) 村林　靖弘 (2) 大西　　潤 (2) 安冨　亮人 (2) 嶋岡　嘉章 (2)

西田　大騎 (2) 1m65 中垣内良輝 (3) 1m65 山際　悠祐 (3) 1m60 山崎　竜徳 (3) 1m55 前田　耀太 (3) 1m55 池村　健志 (2) 1m50 春日井一輝 (2) 1m50 山崎　修平 (3) 1m50

前田　耀太 (3) 3m30 田中　雅人 (3) 3m10 武中　一喜 (3) 2m80 山本　竜馬 (2) 2m50 加藤廉士朗 (2) (同順)2m00 柳瀬　楓也 (1) (同順)2m00 牛江　颯斗 (2) 2m00 松谷　優志 (2) 1m80

阪口　敬介 (3) 5m99(+2.4) 喜多　健斗 (3) 5m90 北川　　晃 (3) 5m78 日置　淳希 (2) 5m74 舌古　一誠 (3) 5m71 酒井　夢斗 (3) 5m70 豊田健士郎 (3) 5m57 深尾　治輝 (3) 5m40

玉城 (0.0) (+0.8) (+1.2) (+1.5) (+0.4) (+0.7) (+0.6)

小野　桂亮 (3) 12m40 喜多　健斗 (3) 12m28(+2.1) 豊田健士郎 (3) 12m19 舌古　一誠 (3) 12m09 山下　聖丸 (3) 11m98 乾　　颯人 (2) 11m95 森川　大輝 (3) 11m89 北俣　駿介 (3) 11m82(+2.1)

(+1.5) 南勢 (+0.4) (+1.4) (+0.9) (+1.9) (0.0) 明和
砲丸投 野瀨嵩慶志 (2) 12m05 中西　悠二 (3) 10m75 辻　　大和 (2) 10m74 森本　杏汰 (3) 10m69 亀田　真条 (1) 8m67 角﨑　友哉 (2) 8m34 浅野　　廉 (1) 8m32 魚見　航希 (2) 7m79
5.0kg

円盤投 森本　杏汰 (3) 32m95 中西　悠二 (3) 31m22 濵田　雄太 (3) 31m18 辻　　大和 (2) 27m64 亀田　真条 (1) 24m76 日裏　洸大 (3) 24m08 楠　　宏澄 (3) 23m00 山下　達矢 (3) 22m87
1.5kg

小学男子小学男子小学男子小学男子のののの部部部部
日付 種目

54.76 54.99 55.13 56.44 57.17 58.08 1:01.48 1:03.02

逵　　彰太 (6) GR 竹内　秀成 (6) GR 箕成　　響 (6) GR 山本　大地 (5) 加藤　大斗 (6) 井本　暉也 (6) 駒田　拓也 (6) 井田　　昴 (5)

亀田　智大 (6) 本居　佑麻 (6) 伊藤　　悠 (6) 伊藤　敏浩 (5) 草野　澪也 (6) 玉木　諒秀 (6) 高岡　　龍 (6) 坪井　裕稀 (5)

中村　拓真 (6) 泉谷　充希 (6) 加藤　昂星 (6) 中西　航輝 (5) 谷口　大真 (5) 山中　　匠 (6) 高岡　　奨 (6) 村内　大輔 (5)

小林　俊介 (6) 竹内　啓人 (6) 藤村　祥太 (6) 上山　紘輝 (5) 西川　悠真 (6) 小寺　啓太 (6) 小川　翔吾 (6) 鳥尾　宏樹 (5)

凡例　　GR：大会記録 =GR:大会タイ 

松阪中部 久保-A豊浜-B

一志

*F4 公認5m76(+1.6)

*F3公認11m82(+0.3)

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位
南勢陸上ク-B 小野江 多気RC-B

2010/07/25 4×100mR

多気RC-A 松阪Jr陸上-A 一志Beast南勢陸上ク-A 松阪Jr陸上-B

2010/07/25

松阪西 三雲 南勢

明和 玉城

明和 玉城

2010/07/25

名張北 一志 久保

南が丘 三雲 三雲
2010/07/25

三雲 城田 三雲 豊浜 三雲

2010/07/25

嬉野 城田 豊浜

南勢 和具 明和

久居西

一志

三雲 三雲 久居西 和具

F1公認11m39(+1.6)
2010/07/25 三段跳

三雲 橋南

南勢

2010/07/25 走幅跳
南勢 明和 豊浜 南勢 嬉野 橋南 橋南

名張北

2010/07/25 棒高跳
城田 鳥羽東 鳥羽東 城田 南勢 玉城 玉城

松阪西

2010/07/25 走高跳
久居西 久居西 美杉 嬉野 城田 三重大附属 松阪西

名張北

2010/07/25 4×100mR

明和 三雲 一身田 玉城 橋南-A 松阪中部 南が丘

名張北 明和

2010/07/25

一志 明和 名張北 名張北 三雲 三雲 一志

南が丘 明和 松阪西

2010/07/25

久居西 松阪西 名張北 名張北 一志 松阪西

2010/07/25

城田

2010/07/25

松阪中部 松阪西 橋南 玉城 嬉野

三重大附属 明和

三雲 玉城 一志 三雲
2010/07/25

久保 松阪西 豊浜

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

美杉 玉城 久居西 西橋内

三雲



2010年7月25日（日） 大会名 第5回松阪陸上競技選手権大会 大会コード　 10240737 ﾄﾗｯｸ競技審判長 坂元　　均

兼松阪市体育協会長杯陸上競技大会 大会コード　 10240006 跳躍競技審判長 東浦　宏幸

三重陸上競技協会　 コード２４ 投擲競技審判長 東浦　宏幸

松阪地区陸上競技協会・松阪市体育協会 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 競技場コード　241010 記 録 主 任 藪北　則行

陸協名

決決決決　　　　勝勝勝勝　　　　一一一一　　　　覧覧覧覧　　　　表表表表
期　日

主催団体名

中学女子中学女子中学女子中学女子のののの部部部部
日付 種目

1年100m 谷田部美華 (1) 13.78 中村　巴南 (1) 14.21 中東　香菜 (1) 14.30 新谷　彩香 (1) 14.35 佐藤　瑞穂 (1) 14.71 髙島　菜緒 (1) 14.73 向出　夏生 (1) 14.92 成川　由真 (1) 14.93

(-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5)
100m 板倉　菜也 (3) 13.39 槙木　彩香 (3) 13.67 川岸　真衣 (2) 13.70 斎藤　真帆 (2) 13.81 山本　桃花 (3) 13.94 牛田　早耶 (2) 13.97 島田　菜央 (2) 14.01 栗田　琴音 (2) 14.19

(-0.2) (-0.2) (-0.2) (-0.2) (-0.2) (-0.2) (-0.2) (-0.2)
800m 渋谷　彩音 (2) 2:24.12 飯田　彩乃 (2) 2:24.71 前田安友美 (3) 2:25.26 長﨑ふゆき (2) 2:30.90 庄山　実佑 (2) 2:31.13 森藤　　凪 (1) 2:32.16 谷奥　亜胡 (3) 2:32.59 坂口　　茅 (3) 2:33.23

GR GR GR
2000m 庄山　実佑 (2) 6:56.91 森藤　　凪 (1) 6:57.91 寺山明香里 (3) 7:03.51 前田安友美 (3) 7:07.32 山田　祥穂 (2) 7:08.27 長﨑ふゆき (2) 7:14.34 野浪　由衣 (2) 7:14.40 谷奥　亜胡 (3) 7:25.74

100mH 舌古　優花 (2) 16.29 草野　愛梨 (2) 16.77 岡本　梨奈 (3) 16.79 三浦　文奈 (3) 16.95 平野優希香 (3) 17.10 中川　晴菜 (1) 17.18 森中　若菜 (2) 19.98 牛田　早耶 (2) 23.01

(-2.6) (-2.6) (-2.6) (-2.6) (-2.6) (-2.6) (-2.6) (-2.6)

53.76 54.01 54.31 54.45 55.38 55.69 56.00 56.43

塚口　歩美 (3) 水野　里咲 (3) 石井　小春 (3) 磯田　佳奈 (3) 宮本　なや (3) 中出未来之 (3) 山本　愛海 (3) 天野　綾奈 (3)

谷奥　亜胡 (3) 板倉　菜也 (3) 角谷　風歌 (3) 鈴木りさ子 (3) 寺家　瑞稀 (3) 大田　眞央 (2) 大山　亜利 (3) 堀内　　優 (2)

津田祐和実 (3) 中東　香菜 (1) 山本　由依 (3) 三浦　文奈 (3) 渡辺　日賀 (2) 岡野　未鈴 (3) 岩城　成美 (3) 大石　　睦 (3)

山本　桃花 (3) 新谷　彩香 (1) 前田安友美 (3) 岡本　梨奈 (3) 浅沼　尚子 (3) 山中　　桜 (3) 出口　未麗 (3) 森　優梨奈 (3)

54.18 54.59 55.15 55.44 56.88 56.89 56.90 57.28
低学年 草野　愛梨 (2) 斎藤　真帆 (2) 舌古　優花 (2) 黒田　佳澄 (2) 町野　有沙 (2) 大河内　茜 (2) 倉井　　冴 (2) 倉井　美季 (2)

4×100ｍＲ 中川　晴菜 (1) 中村　巴南 (1) 澤村寿美代 (1) 谷田部美華 (1) 西垣　茉侑 (1) 熊本　夏海 (1) 青木　莉那 (1) 上村　美海 (1)

向出　夏生 (1) 松井　美結 (1) 久保　舞由 (1) 五十嵐瑠衣 (1) 山本　夕虹 (1) 髙島　菜緒 (1) 成川　由真 (1) 金兒さくら (1)

太田　美穗 (2) 中井　美月 (2) 佐藤　彩花 (2) 堀江　早貴 (2) 中嶋　　優 (2) 島田　菜央 (2) 中川真由香 (2) 森中　若菜 (2)

斎藤　真帆 (2) 1m45 奥川　秀香 (3) 1m42 野間　愛加 (3) 1m42 濱田　果林 (2) 1m36 山口　晶穂 (2) 1m36 高井　朱音 (2) 1m33 中出未来之 (3) 1m33 大西　　希 (3) 1m33

=GR

中川　晴菜 (1) 4m74 角谷　風歌 (3) 4m67 奥川　秀香 (3) 4m56 中嶋　　優 (2) 4m39 倉井　美季 (2) 4m36 栗田　琴音 (2) 4m32 磯田　佳奈 (3) 4m28 尾上　鈴奈 (2) 4m21

(+0.4) (-1.5) (+1.1) (-0.9) (-1.1) (+0.3) (+0.2) (+0.7)
砲丸投 長澤　樹乃 (3) 11m26 西田紗也加 (3) 11m14 山路　夏希 (3) 11m08 田岡　那央 (3) 10m93 太田　美穗 (2) 10m78 津田祐和実 (3) 10m73 鈴木りさ子 (3) 10m55 舌古穂乃香 (3) 9m68
2.721kg

円盤投 鈴木りさ子 (3) 27m93 北村　ふく (3) 27m54 長澤　樹乃 (3) 26m40 庄山亜佑香 (3) 26m34 西田紗也加 (3) 25m15 石川真里奈 (3) 24m23 諏訪　愛瑛 (3) 24m18 中林　弥生 (3) 23m93
1.0kg

小学女子小学女子小学女子小学女子のののの部部部部
日付 種目

56.84 59.14 59.83 1:00.82 1:01.11 1:01.31 1:01.92

堀内　美里 (6) GR 長岡　莉湖 (6) 岩間日向子 (6) 坂本万梨亜 (6) 山田明日香 (5) 鎌倉萌々花 景井　采音 (6)

中出　里央 (6) 玉木　理菜 (6) 大森　美里 (6) 小林由　佳 (6) 村田　有唯 (5) 宮村　桃子 佐川紗弥圭 (6)

世古口奈々 (6) 藤原　史織 (6) 牛丸日花里 (6) 長崎あきの (6) 大槻　美瑛 (5) 逵井　琴子 印南妃奈乃 (6)

久野　美悠 (6) 松井万里子 (6) 澤井　梨華 (5) 小林　美友 (6) 池野みさき (5) 須田　有香 岩崎菜々子 (6)

凡例　　GR：大会記録 =GR:大会タイ 

5位 6位1位 2位 3位 4位

城田

嬉野

多気RC 一志Beast-B

嬉野

一志

7位 8位
松阪Jr陸上-B

一志 嬉野 南勢 久保-A

一志Beast-A 松阪Jr陸上-A

2010/07/25

名張北

明和

2010/07/25

南勢

三雲 城田 一志 一身田

2010/07/25 4×100mR

南勢陸上ク-A 南勢陸上ク-B

嬉野

2010/07/25

城田 一身田 南勢 南勢 一志 名張北

2010/07/25

一志

橋南 一志 明和
2010/07/25 走幅跳

一志 城田 三雲 名張北 松阪西

橋南 三重大附属 松阪西

三重大附属 和具 久居西

城田-A 松阪西南が丘

2010/07/25 走高跳
嬉野 三雲

城田-A 一志

一志

橋南城田 鳥羽東

2010/07/25 4×100mR

名張北 玉城

2010/07/25

一志 一志 一志

一志 一志 三雲

城田

城田 南が丘

一志 松阪西 三雲

名張北

南が丘 橋南

一志 名張北嬉野 一志

嬉野 一志

2010/07/25

名張北 三重 城田

城田

2010/07/25

玉城 橋南 美杉 嬉野 名張北 三雲

玉城 明和 南が丘 一志
2010/07/25

久保 嬉野 玉城

1位 2位 3位 4位 7位 8位5位 6位



小学男子4×100mR 1
審 判 長：坂元　　均 2
記録主任：藪北　則行 3

4
県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上クラブ(林・笠井・熊野・森下)  2004 5
大会記録(GR)            55.65     松阪Jr陸上クラブ(本居・高木・竹内・奥川)2009(第4回) 7月25日 11:35 決勝 6

7
8

決勝 9
10
11

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属 12
1 5 多気RC-A 54.76 GR 1 844 逵　　彰太 (6) ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 多気ＲＣ 13

2 841 亀田　智大 (6) ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 多気ＲＣ 14
3 845 中村　拓真 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 多気ＲＣ 15
4 843 小林　俊介 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 多気ＲＣ 16

2 2 松阪Jr陸上-A 54.99 GR 1 784 竹内　秀成 (6) ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ 松阪Jr陸上 17
2 787 本居　佑麻 (6) ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾏ 松阪Jr陸上 18
3 818 泉谷　充希 (6) ｲｽﾞﾐ ﾔ ﾐﾂｷ 松阪Jr陸上 19
4 785 竹内　啓人 (6) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ 松阪Jr陸上 20

3 3 南勢陸上ク-A 55.13 GR 1 916 箕成　　響 (6) ﾐﾅﾘ ﾋﾋﾞｷ 南勢陸上ク 21
2 904 伊藤　　悠 (6) ｲﾄｳ ﾕｳ 南勢陸上ク 22
3 908 加藤　昂星 (6) ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 南勢陸上ク 23
4 914 藤村　祥太 (6) ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ 南勢陸上ク 24

4 4 松阪Jr陸上-B 56.44 1 794 山本　大地 (5) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 松阪Jr陸上 25
2 788 伊藤　敏浩 (5) ｲﾄ ｳﾄｼﾔｽ 松阪Jr陸上 26
3 795 中西　航輝 (5) ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 松阪Jr陸上 27
4 789 上山　紘輝 (5) ｳｴﾔ ﾏｺｳｷ 松阪Jr陸上 28

5 9 一志Beast 57.17 1 650 加藤　大斗 (6) ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 一志Beast 29
2 652 草野　澪也 (6) ｸｻﾉ ﾚｲﾔ 一志Beast 30
3 669 谷口　大真 (5) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾏｻ 一志Beast 31
4 654 西川　悠真 (6) ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾏ 一志Beast 32

6 8 南勢陸上ク-B 58.08 1 905 井本　暉也 (6) ｲﾓﾄ ﾃﾙﾔ 南勢陸上ク 33
2 911 玉木　諒秀 (6) ﾀﾏｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 南勢陸上ク 34
3 919 山中　　匠 (6) ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾐ 南勢陸上ク 35
4 909 小寺　啓太 (6) ｺﾃﾞﾗ ｹｲﾀ 南勢陸上ク 36

7 6 小野江 1:01.48 1 4158 駒田　拓也 (6) ｺﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 小野江 37
2 4155 高岡　　龍 (6) ﾀｶｵｶ ﾘｭｳ 小野江 38
3 4156 高岡　　奨 (6) ﾀｶｵｶ ｼｮｳ 小野江 39
4 4157 小川　翔吾 (6) ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 小野江 40

8 7 多気RC-B 1:03.02 1 846 井田　　昴 (5) ｲﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 多気ＲＣ 41
2 848 坪井　裕稀 (5) ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ 多気ＲＣ 42
3 847 村内　大輔 (5) ﾑﾗｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 多気ＲＣ 43
4 849 鳥尾　宏樹 (5) ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ 多気ＲＣ 44

凡例  GR:大会記録



小学男子4×100mR 1
審 判 長：坂元　　均 2
記録主任：藪北　則行 3

4
県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上クラブ(林・笠井・熊野・森下)  2004 5
大会記録(GR)            55.65     松阪Jr陸上クラブ(本居・高木・竹内・奥川)2009(第4回) 7月25日 11:35 決勝 6

7
小学女子4×100mR 1

審 判 長：坂元　　均 2
記録主任：藪北　則行 3

4
県小学記録(KE)          53.80     南勢陸上クラブ(松葉・林・栂坂・中北)  2009 5
大会記録(GR)            56.94     南勢陸上クラブ(中北・栂坂・林・中北)  2009(第4回) 7月25日 11:30 決勝 6

7
8

決勝 9
10
11

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属 12
1 4 南勢陸上ク-A 56.84 GR 1 971 堀内　美里 (6) ﾎﾘｳﾁ ﾐｻﾄ 南勢陸上ク 13

2 965 中出　里央 (6) ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ 南勢陸上ク 14
3 961 世古口奈々 (6) ｾｺｸﾞﾁ ﾅﾅ 南勢陸上ク 15
4 958 久野　美悠 (6) ｸﾉ ﾐﾕ 南勢陸上ク 16

2 7 南勢陸上ク-B 59.14 1 964 長岡　莉湖 (6) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ 南勢陸上ク 17
2 962 玉木　理菜 (6) ﾀﾏｷ ﾘﾅ 南勢陸上ク 18
3 969 藤原　史織 (6) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｵﾘ 南勢陸上ク 19
4 972 松井万里子 (6) ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ 南勢陸上ク 20

3 5 一志Beast-A 59.83 1 657 岩間日向子 (6) ｲﾜﾏ ﾋﾅｺ 一志Beast 21
2 659 大森　美里 (6) ｵｵﾓﾘ ﾐｻﾄ 一志Beast 22
3 658 牛丸日花里 (6) ｳｼﾏﾙ ﾋｶﾘ 一志Beast 23
4 677 澤井　梨華 (5) ｻﾜｲ ﾘｶ 一志Beast 24

4 2 松阪Jr陸上-A 1:00.82 1 801 坂本万梨亜 (6) ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 松阪Jr陸上 25
2 800 小林由　佳 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 松阪Jr陸上 26
3 807 長崎あきの (6) ﾅｶﾞｻ ｷｱｷﾉ 松阪Jr陸上 27
4 799 小林　美友 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ 松阪Jr陸上 28

5 8 松阪Jr陸上-B 1:01.11 1 808 山田明日香 (5) ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ 松阪Jr陸上 29
2 812 村田　有唯 (5) ﾑﾗﾀ ﾕｲ 松阪Jr陸上 30
3 811 大槻　美瑛 (5) ｵｵﾂ ｷﾐｱｷ 松阪Jr陸上 31
4 809 池野みさき (5) ｲｹﾉ ﾐｻｷ 松阪Jr陸上 32

6 6 多気RC 1:01.31 1 860 鎌倉萌々花 ｶﾏｸﾗ ﾓﾓｶ 多気ＲＣ 33
2 862 宮村　桃子 ﾐﾔﾑﾗ ﾓﾓｺ 多気ＲＣ 34
3 1808 逵井　琴子 ﾂｼﾞｲ ｺﾄﾈ 多気ＲＣ 35
4 859 須田　有香 ｽﾀ ﾕｳｶ 多気ＲＣ 36

7 3 一志Beast-B 1:01.92 1 660 景井　采音 (6) ｶｹﾞｲ ｺﾄﾈ 一志Beast 37
2 661 佐川紗弥圭 (6) ｻｶﾞﾜ ｻﾔｶ 一志Beast 38
3 664 印南妃奈乃 (6) ｲﾝﾅﾝ ﾋﾅﾉ 一志Beast 39
4 656 岩崎菜々子 (6) ｲﾜｻｷ ﾅﾅｺ 一志Beast 40

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

凡例  GR:大会記録


