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三重県営総合競技場陸上競技場（241010）

平成23年 7月24日（日） 競技開始 9時30分
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（兼 第２回松阪市体育協会長杯 小学生リレー大会）
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コンディションコンディションコンディションコンディション情報情報情報情報
大会総務大会総務大会総務大会総務 松田松田松田松田　　　　伸彦伸彦伸彦伸彦 トラックトラックトラックトラック審判長審判長審判長審判長 坂元坂元坂元坂元　　　　　　　　均均均均
跳躍審判長跳躍審判長跳躍審判長跳躍審判長 東浦東浦東浦東浦　　　　宏幸宏幸宏幸宏幸 投投投投てきてきてきてき審判長審判長審判長審判長 東浦東浦東浦東浦　　　　宏幸宏幸宏幸宏幸

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2011/07/24 09:30 曇 28.2 57.0 北北東 1.2 競技場
10:00 晴 28.4 57.0 東南東 1.4 競技場
11:00 曇 27.6 62.0 北北東 1.4 競技場
12:00 曇 27.7 63.0 北北東 1.9 競技場
13:00 晴 29.1 57.0 北北東 2.6 競技場
14:00 晴 28.6 60.0 北北東 0.8 競技場
15:00 晴 28.4 62.0 東北東 1.8 競技場
16:00 晴 28.4 63.0 南南西 1.1 競技場
17:00 晴 27.8 66.0 南東 0.2 競技場
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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。

競技会名

期　　　日

☆大会記録☆

予・決 記録 風速

1 中学男子800m 決 2.06.13 中山　亮斗(3) 美杉

2 中学男子800m 決 2.08.17 佐々木友哉(3) 豊浜

3 一般高校男子800m 決 1.53.34 山岡　卓弥(4) 皇學館大

4 一般高校男子800m 決 1.58.26 岩森　伶央(3) 三重高

中西　航輝(6)

上山　紘輝(6)

山本　大地(6)

伊藤　敏康(6)

村瀬　寛記(6)

上村　泰希(6)

前川　斉幸(6)

大野　航希(6)

加藤　菜未(6)

池野みさき(6)

梶野　　杏(6)

加藤　望玖(5)

8 一般高校女子棒高跳 決 2m90 泉　　有華(2) 皇學館高

9 一般男子円盤投(2.00kg) 決 49ｍ29 大山　裕史 ASSA-TC

10 一般男子円盤投(2.00kg) 決 37ｍ05 亀井　浩平(2) 岐阜経済大

11 高校男子円盤投(1.75kg) 決 46m01 三村　武司(1) 三重陸協

12 高校男子円盤投(1.75kg) 決 41m32 坂本　恭太(3) 稲生高

13 高校男子円盤投(1.75kg) 決 41m20 中村　洋介(2) 宇治山田商高

14 中学校男子3000m 決 9.31.67 中山　亮斗(3) 美杉中

15 一般高校女子400m 決 56.25 橋爪　咲奈(3) 宇治山田商高

16 一般高校男子110mH(1.067) 決 15.53 +0.1 岡山　翔悟(3) 志摩高

17 一般高校男子110mH(1.067) 決 15.57 +0.1 山本　　卓(2) 宇治山田商高

18 一般高校男子三段跳 決 14m49 +0.9 西澤　　団(3) 宇治山田商高

角谷　侑香(2)

伊藤　友里(2)

金澤　　凪(2)

森本　真由(2)

西口　航平(2)

木下　来星(2)

小池　龍緯(2)

上田　晃平(2)

21 一般男子ハンマー投 決 48m90 濱井　佑斗(2) 岐阜経済大

22 高校男子ハンマー投 決 55m43 田中　湧也(3) 宇治山田商高

23 高校男子ハンマー投 決 54m73 植松　直紀(2) 久居高

大会タイ記録

飯田　大智(4)

小池　亮輔(4)

中西　　学(4)

神田　　壮(4)

小学生男子4×100mR 決

南勢陸上ク

備考

5

6

7 小学生女子4×100mR 決 54.98

小学生男子4×100mR

新記録一覧表新記録一覧表新記録一覧表新記録一覧表

兼第兼第兼第兼第2222回松阪市体育協会長杯小学生回松阪市体育協会長杯小学生回松阪市体育協会長杯小学生回松阪市体育協会長杯小学生リレーリレーリレーリレー大会大会大会大会

№
記録

種　　目 氏名 所属

2011年7月24日

第第第第6666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

決 54.27 南勢陸上ク

54.16 松阪Jr陸上

19 一般高校女子4×100mR 決 48.94

20 一般高校男子4×100mR 決 42.07

皇學館大

宇治山田商高

宇治山田商高

1 一般高校男子4×100mR 決 42.17



2011年7月24日(土) 大会名 大会コード　 １1２４０００５

三重陸上競技協会　 コード２４ 大会コード １１２４０００６ ト ラ ッ ク 審 判 長 坂元　　均

松阪地区陸上競技協会・三重陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 東浦　宏幸

競技場名 競技場コード　 ２４１０１０ 投 て き 審 判 長 東浦　宏幸
記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目 1位 2位 7位 8位3位 4位 5位 6位

三 重 県 営 総 合 競 技 場 ・ 陸 上 競 技 場

主催団体名

決決決決　　　　勝勝勝勝　　　　一一一一　　　　覧覧覧覧　　　　表表表表

第 6 回 松 阪 陸 上 競 技 選 手 権 大 会

兼第 2回松阪市体育協会長杯小学生リ レー

兼 国 民 体 育 大 会 第 3 次 選 考 競 技 会

期　日

陸協名

嶋岡　嘉章(3) 11.90 滝野　　要(3) 11.93 池村　健志(3) 12.13 木田　　周(3) 12.13 松田　朋之(3) 12.22 林　　里綺(3) 12.24 朝井　貴司(3) 12.62

久保 飯高東 三重大附属 豊浜 松阪中部 松阪西 橋北

山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(1) 12.60 小西　来紀(1) 13.09 淺岡　宏紀(1) 13.14 楠　　良舞(1) 13.26 辻　　綾太(1) 13.55 久我　悠真(1) 13.55 西川　悠真(1) 13.63 四ツ田哲平(1) 13.64

西橋内 嬉野 橋北 三雲 鳥羽東 松阪西 嬉野 橋北

折戸　優介(3) 55.98 久我　一真(3) 56.48 佐々木友哉(3) 56.56 大仲　雄詞(3) 59.41 中西　秀弥(2) 1:00.04 市瀬　瑛也(3) 1:00.78

南島西 松阪西 豊浜 豊浜 松阪中部 西橋内

中山　亮斗(3) 2:06.13 佐々木友哉(3) 2:08.17 石橋　耐志(3) 2:10.70 樫谷　　大(3) 2:12.20 折戸　涼介(3) 2:13.76 村田　詩月(3) 2:14.83 別所　剛匠(2) 2:15.25 稲垣　龍誠(2) 2:15.95

美杉 GR 豊浜 GR 松阪西 美杉 南島西 明和 一身田 三重大附属

中山　亮斗(3) 9:31.67 梶野　達矢(3) 9:38.30 田中　陽久(2) 9:59.15 中谷　寛汰(3) 10:04.21 中西　大樹(3) 10:16.76 加田平巧夢(3) 10:17.61 三橋　昻平(3) 10:21.27 河合　　駿(3) 10:22.11

美杉 GR 豊浜 平田野 一身田 城田 豊浜 嬉野 三雲

嶋岡　嘉章(3) 16.92 樫谷　　大(3) 17.20 平井　亮我(3) 17.84 坂井　卓磨(3) 18.24 酒向　隼哉(2) 18.26 中村　　敬(2) 18.85 磯﨑　水晶(1) 18.90 杉原　　歩(2) 19.43

久保 美杉 久保 皇學館 平田野 鳥羽東 南勢 嬉野

松阪中部 46.90 豊浜-B 47.19 松阪西 47.30 久保 47.79 三重大附属-A 47.90 嬉野 48.50 豊浜-A 48.90

山路　　尊(3) 辻　　大和(3) 林　　里綺(3) 田端　　蓮(3) 宮崎　　蓮(3) 髙藤　源樹(3) 竹内　颯駿(3)

松田　朋之(3) 木田　　周(3) 石橋　耐志(3) 矢尾　達哉(3) 山野竜一郎(3) 國樹　優斗(3) 大西　　潤(3)

三宅裕一朗(3) 大仲　雄詞(3) 春日井一輝(3) 平井　亮我(3) 橋口　　嵐(3) 本折　有基(3) 加田平巧夢(3)

谷川　英司(3) 藤原　大樹(2) 寺田　和真(3) 嶋岡　嘉章(3) 池村　健志(3) 松下　祐也(3) 佐々木友哉(3)

三雲 50.39 嬉野 50.51 橋北 50.55 西橋内 51.06 南が丘 51.28 豊浜 51.72 一身田 51.96 明和 52.79

三宅　柊平(2) 杉原　　歩(2) 川崎　裕貴(2) 安井　良太(2) 脇上　聖梧(2) 古野　洋平(2) 高場　　真(2) 東　　昇汰(2)

楠　　良舞(1) 小西　来紀(1) 淺岡　宏紀(1) 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(1) 波戸　優輝(1) 中村　健人(1) 田中健太郎(1) 浦田　　甚(1)

髙岡　　龍(1) 西川　悠真(1) 四ツ田哲平(1) 酒井　　瞭(1) 井村　竜治(1) 白木　賢心(1) 三宅　翔太(1) 奥本　浩平(1)

刀根　信二(2) 平野　滉太(2) 鯉江　　翔(2) 萩　　友之(2) 森川　雄太(2) 梶野　　拳(2) 大村　隆人(2) 山出　朋幸(2)

春日井一輝(3) 1m60 淺野　　平(3) 1m55 片山　健人(3) 1m55 尾上　悠真(3) 1m50 瀧川　優葵(3) 1m50 橋口　　嵐(3) 1m50

松阪西 久居西 南が丘 鳥羽東 三重大附属 三重大附属

池村　健志(3) 1m50 尾崎　文男(2) 1m50

三重大附属 松阪中部

柳瀬　楓也(2) 3m00 山下　　透(2) 2m70 山本　将基(3) 2m70

玉城 玉城 城田

日置　淳希(3) 5m65(+1.5) 山口　耀司(2) 5m63(+1.6) 林　　里綺(3) 5m61(+0.5) 白髭　俊平(3) 5m54(+0.4) 森川　雄太(2) 5m47(+0.7) 奥村　　廉(3) 5m38(+1.4) 馬場　諄輔(3) 5m34(+1.0) 谷川　英司(3) 5m29(+1.1)

豊浜 皇學館 松阪西 南勢 南が丘 南勢 松阪中部 松阪中部

乾　　颯人(3) 12m73(+1.1) 大村　隆人(2) 11m87(+1.5) 浅川　友紀(3) 11m46(+2.0) 渡邊　拓斗(3) 11m36(+2.0) 淺野　　平(3) 11m28(+0.5) 坂口　那央(3) 11m12(+0.9) 寺田　和真(3) 10m97(-1.5) 松田　朋之(3) 10m92(+1.5)

明和 一身田 三雲 西橋内 久居西 久居西 松阪西 松阪中部

野瀨嵩慶志(3) 12m89 辻　　大和(3) 12m16 亀田　真条(2) 10m80 角﨑　友哉(3) 10m44 河邊　　凌(2) 10m25 西口　翔陽(2) 10m15 松本　篤朗(2) 9m18 北村　浩崇(2) 9m16

嬉野 豊浜 三雲 久居西 豊浜 一身田 嬉野 豊浜

亀田　真条(2) 33m48 辻　　大和(3) 28m39 野瀨嵩慶志(3) 27m42 河邊　　凌(2) 24m88 北村　浩崇(2) 23m92 向坂名留仁(3) 23m56 魚見　航希(3) 23m41 吉田　祐也(3) 23m27

三雲 豊浜 嬉野 豊浜 豊浜 南が丘 久居西 城田
7月24日

中学男子円盤投
(1.500kg)

7月24日
中学男子砲丸投
(5.000kg)

7月24日 中学男子走幅跳

7月24日 中学男子三段跳

7月24日 中学男子棒高跳

7月24日 低学年男子4×100mR

7月24日 中学男子走高跳

7月24日 中学男子4×100mR

7月24日
中学男子

 110mYH(0.914m)
風：0.0

7月24日 中学男子3000m

7月24日 中学男子800m

7月24日
 中学1年男子100m

風：+0.4

7月24日 中学男子400m

7月24日
 中学男子100m

風：+0.8
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第 6 回 松 阪 陸 上 競 技 選 手 権 大 会

兼第 2回松阪市体育協会長杯小学生リ レー

兼 国 民 体 育 大 会 第 3 次 選 考 競 技 会

期　日

陸協名

中村　凪沙(2) 13.68 田中　優那(3) 13.97 島田　菜央(3) 14.01 髙島　菜緒(2) 14.13 成川　由真(2) 14.20 大田　眞央(3) 14.39

豊浜 一身田 南が丘 南が丘 城田 三重大附属

中川　未麗(1) 14.01 奥村　音芽(1) 14.38 角﨑　由那(1) 14.42 前田　琴美(1) 14.61 多賀　　栞(1) 14.78 山口　怜亜(1) 14.79 山本　怜奈(1) 14.80 古市穂乃佳(1) 15.22

城田 南勢 久居西 久保 嬉野 嬉野 三雲 平田野

長﨑ふゆき(3) 2:28.25 松井　美結(2) 2:28.88 山田　祥穂(3) 2:29.49 中西はるか(3) 2:33.38 松本　菜那(2) 2:34.46 熊本　夏海(2) 2:34.74 中村　有沙(2) 2:34.89 寺西　千明(2) 2:35.44

嬉野 嬉野 南が丘 城田 嬉野 南が丘 豊浜 南が丘

森藤　　凪(2) 6:43.19 山田　祥穂(3) 6:49.02 打田　玲菜(2) 7:07.80 松井　美結(2) 7:12.29 松本　菜那(2) 7:20.54 中西はるか(3) 7:24.68 熊本　夏海(2) 7:25.77 藤田　　茜(3) 7:29.77

美杉 南が丘 平田野 嬉野 嬉野 城田 南が丘 美杉

舌古　優花(3) 15.96 中川真由香(3) 16.23 五島　美空(2) 16.32 三石　秋澄(2) 17.89 小倉　沙耶(3) 17.90 中村　凪沙(2) 17.93 黒田　佳澄(3) 18.74 林　　真優(1) 22.57

南勢 城田 皇學館 明和 皇學館 豊浜 久保 南勢

嬉野 52.46 松阪中部 54.89 南が丘 55.11 城田 55.16 橋北 56.41 明和 56.43 久居西 56.69 久保-A 57.63

中井　美月(3) 髙田　彩永(3) 大河内　茜(3) 東浦　那月(3) 平賀　結衣(2) 渡辺　日賀(3) 山田　彩加(2) 前田　琴美(1)

中村　巴南(2) 濱口　真緒(3) 髙島　菜緒(2) 中川真由香(3) 安土　嶺花(2) 竹本悠季乃(3) 角﨑　由那(1) 中谷　実華(2)

斎藤　真帆(3) 東　　　澪(3) 長瀬佳那子(2) 中西はるか(3) 川島　　彩(2) 尾上　鈴奈(3) 横山　楓華(2) 三森帆乃香(2)

前川　星奈(3) 小川　彩花(3) 島田　菜央(3) 中川　未麗(1) 新貝　桃子(2) 西尾美早紀(3) 堀内　　優(3) 黒田　佳澄(3)

城田 56.04 豊浜 56.21 皇學館 56.57 明和 56.61 三雲 57.43 嬉野 57.94 南が丘 59.39 久居西 1:02.10

成川　由真(2) 中村　有沙(2) 岩井まどか(2) 下村　　宝(2) 橋本　廣美(2) 大萩　菜央(2) 熊本　夏海(2) 森園　悠里(2)

中西　菜月(1) 山内　　瞳(1) 久保　梓紗(1) 永田　　萌(1) 服部　　楓(2) 多賀　　栞(1) 喜田　聖奈(1) 川合　史織(1)

中川すみれ(1) 藤原　史織(1) 前田　珠野(1) 須田　有香(1) 奥川　綾華(1) 山口　怜亜(1) 金子　愛莉(1) 堀内　梨那(1)

青木　莉那(2) 中村　凪沙(2) 五島　美空(2) 辻　　咲菜(2) 山本　美帆(2) 塩崎　美月(2) 寺西　千明(2) 杉田　南美(2)

高井　朱音(3) 1m43 山口　晶穂(3) 1m36 中川すみれ(1) 1m36 前田　珠野(1) 1m33 八木　綾那(3) 1m33 長瀬佳那子(2) 1m30 森口　円香(2) 1m25 塩崎　美月(2) 1m25

橋南 橋南 城田 皇學館 皇學館 南が丘 平田野 嬉野

五島　美空(2) 4m86(+2.5) 新貝　桃子(2) 4m70(+0.3) 中川真由香(3) 4m64(0.0) 大河内　茜(3) 4m63(+2.7) 岩井まどか(2) 4m62(+0.7) 濱田　果林(3) 4m55(+1.4) 倉井　美季(3) 4m31(0.0) 小野　　萌(2) 4m29(+0.5)

皇學館 公認4m83(+1.7) 橋北 城田 南が丘 公認4m48(-0.5) 皇學館 鳥羽東 松阪西 美杉

中井　美月(3) 10m71 東浦　那月(3) 10m51 小岸　香菜(3) 10m00 山中あすか(2) 9m81 服部　美香(2) 9m70 中村　　杏(3) 9m57 山本　那未(2) 9m38 岡　　瑞姫(2) 9m36

嬉野 城田 皇學館 嬉野 南勢 和具 三雲 嬉野

濵田恵里奈(2) 25m35 西田　紗彩(3) 23m05 東浦　那月(3) 22m70 丑田沙智花(3) 22m01 前川　朋香(2) 21m48 中村　　杏(3) 19m85 今井　芽衣(3) 19m51 篠田ありさ(3) 18m84

三雲 豊浜 城田 城田 三雲 和具 美杉 南が丘

松阪Jr陸上-A 54.16 南勢陸上ク-A 54.27 松阪Jr陸上-B 55.47 一志Beast-A 56.14 多気RC-A 56.43 南勢陸上ク-B 57.34 一志Beast-B 58.29 多気RC-B 58.73

中西　航輝(6) GR 村瀬　寛記(6) GR 井上　翔太(5) 谷口　大真(6) 山本　啓太(6) 斉藤　勇太(6) 上山　優季(6) 深谷　喜基(6)

上山　紘輝(6) 上村　泰希(6) 村田浩太朗(5) 福井　優作(6) 井田　　昴(6) 石原　颯騎(6) 杉山　陽一(5) 村内　大輔(6)

山本　大地(6) 前川　斉幸(6) 山口翔太郎(6) 長谷川竜希(6) 高法田竜司(6) 世古　哲也(6) 安井　　弦(5) 藏枡　祐希(6)

伊藤　敏康(6) 大野　航希(6) 前出　侑祐(6) 元井　光星(6) 坪井　裕稀(6) 下司玲央奈(6) 宇留田竜希(5) 田中　悠貴(5)

南勢陸上ク-A 54.98 南勢陸上ク-B 58.91 一志Beast-A 59.38 松阪Jr陸上-A 1:02.03 多気RC-A 1:02.68 一志Beast-B 1:03.07 松阪Jr陸上-B 1:03.48 多気RC-B 1:10.01

加藤　菜未(6) GR 前村　絢音(6) 山田　千結(6) 山田明日香(6) 西村　　侑(5) 水谷　野愛(5) 金谷　晏衣(5) 福永　芽生(5)

池野みさき(6) 松永妃那子(6) 市原　佳奈(6) 福山明日香(6) 鎌倉萌々花(6) 今井　一愛(5) 倉井　里萌(5) 井上　麻子(5)

梶野　杏(6) 西田　舞衣(6) 中竹　良美(6) 松下　芽生(6) 北川　　和(6) 太田　瑛美(5) 石橋　杏優(5) 谷田　瑞季(5)

加藤　望玖(5) 尾崎　里奈(6) 澤井　梨華(6) 村田　有唯(6) 宮村　桃子(6) 安保　颯月(6) 大槻　美瑛(6) 小林明日美(5)

7月24日
中学女子円盤投
(1.000kg)

7月24日
中学女子砲丸投
(2.721kg)

7月24日 中学女子走幅跳

7月24日 中学女子走高跳

7月24日 低学年女子4×100mR

7月24日 小学女子4×100mR

7月24日 中学女子4×100mR

7月24日
 中学女子100mH

風：-1.6

7月24日 中学女子2000m

7月24日 中学女子800m

7月24日
 中学1年女子100m

風：-1.4

7月24日
 中学女子100m

風：-0.8

7月24日 小学男子4×100mR



小学男子小学男子小学男子小学男子4444××××100100100100mRmRmRmR

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上クラブ(林・笠井・熊野・森下)  2004
大会記録(GR)            54.76     多気ＲＣ(逵・亀田・中村・小林)        2010(第5回)

決勝 決勝 決勝 決勝 

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
1 6 松阪Jr陸上-A 54.16 GR 1 1099 中西　航輝(6) ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 松阪Jr陸上

2 1094 上山　紘輝(6) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 松阪Jr陸上
3 1105 山本　大地(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 松阪Jr陸上
4 1093 伊藤　敏康(6) ｲﾄｳ ﾄｼﾔｽ 松阪Jr陸上

2 4 南勢陸上ク-A 54.27 GR 1 836 村瀬　寛記(6) ﾑﾗｾ ﾋﾛｷ 南勢陸上ク
2 824 上村　泰希(6) ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ 南勢陸上ク
3 835 前川　斉幸(6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 南勢陸上ク
4 825 大野　航希(6) ｵｵﾉ ｺｳｷ 南勢陸上ク

3 9 松阪Jr陸上-B 55.47 1 1106 井上　翔太(5) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 松阪Jr陸上
2 1108 村田浩太朗(5) ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ 松阪Jr陸上
3 1103 山口翔太郎(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 松阪Jr陸上
4 1102 前出　侑祐(6) ﾏｴﾃﾞ ﾕｳｽｹ 松阪Jr陸上

4 3 一志Beast-A 56.14 1 934 谷口　大真(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾏｻ 一志Beast
2 937 福井　優作(6) ﾌｸｲ ﾕｳｻｸ 一志Beast
3 935 長谷川竜希(6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂｷ 一志Beast
4 938 元井　光星(6) ﾓﾄｲ ｺｳｾｲ 一志Beast

5 5 多気RC-A 56.43 1 1174 山本　啓太(6) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 多気ＲＣ
2 1168 井田　　昴(6) ｲﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 多気ＲＣ
3 1177 高法田竜司(6) ﾀｶﾎﾀ ﾘｭｳｼﾞ 多気ＲＣ
4 1170 坪井　裕稀(6) ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ 多気ＲＣ

6 8 南勢陸上ク-B 57.34 1 830 斉藤　勇太(6) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 南勢陸上ク
2 823 石原　颯騎(6) ｲｼﾊﾗ ｻﾂｷ 南勢陸上ク
3 832 世古　哲也(6) ｾｺ ﾃﾂﾔ 南勢陸上ク
4 828 下司玲央奈(6) ｹﾞｷ ﾚｵﾅ 南勢陸上ク

7 7 一志Beast-B 58.29 1 930 上山　優季(6) ｳｴﾔﾏ ﾕｳｷ 一志Beast
2 943 杉山　陽一(5) ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 一志Beast
3 946 安井　　弦(5) ﾔｽｲ ｹﾞﾝ 一志Beast
4 941 宇留田竜希(5) ｳﾙﾀ ﾘｭｳｷ 一志Beast

8 2 多気RC-B 58.73 1 1176 深谷　喜基(6) ﾌｶﾔ ﾖｼｷ 多気ＲＣ
2 1169 村内　大輔(6) ﾑﾗｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 多気ＲＣ
3 1178 藏枡　祐希(6) ｸﾗﾏｽ ﾕｳｷ 多気ＲＣ
4 1180 田中　悠貴(5) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 多気ＲＣ
1
2
3
4

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

7月24日 11:45 決勝

凡例  GR:大会記録



小学女子小学女子小学女子小学女子4444××××100100100100mRmRmRmR

県小学記録(KE)          53.80     南勢陸上クラブ(松葉・林・栂坂・中北)  2009
大会記録(GR)            56.84     南勢陸上クラブ(堀内・中出・世古口・久野)2010(第5回)

決勝 決勝 決勝 決勝 

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
1 5 南勢陸上ク-A 54.98 GR 1 878 加藤　菜未(6) ｶﾄｳ ﾅﾐ 南勢陸上ク

2 874 池野みさき(6) ｲｹﾉ ﾐｻｷ 南勢陸上ク
3 877 梶野　杏(6) ｶｼﾞﾉ ﾓﾓ 南勢陸上ク
4 889 加藤　望玖(5) ｶﾄｳ ﾐｸ 南勢陸上ク

2 8 南勢陸上ク-B 58.91 1 882 前村　絢音(6) ﾏｴﾑﾗ ｱﾔﾈ 南勢陸上ク
2 884 松永妃那子(6) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾅｺ 南勢陸上ク
3 880 西田　舞衣(6) ﾆｼﾀﾞ ﾏｲ 南勢陸上ク
4 876 尾崎　里奈(6) ｵｻﾞｷ ﾘﾅ 南勢陸上ク

3 6 一志Beast-A 59.38 1 976 山田　千結(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾕｲ 一志Beast
2 969 市原　佳奈(6) ｲﾁﾊﾗ ｶﾅ 一志Beast
3 975 中竹　良美(6) ﾅｶﾀｹ ﾖｼﾐ 一志Beast
4 972 澤井　梨華(6) ｻﾜｲ ﾘｶ 一志Beast

4 3 松阪Jr陸上-A 1:02.03 1 1133 山田明日香(6) ﾔﾏﾀﾞｱｽｶ 松阪Jr陸上
2 1130 福山明日香(6) ﾌｸﾔﾏ ｱｽｶ 松阪Jr陸上
3 1131 松下　芽生(6) ﾏﾂｼﾀ ﾒｲ 松阪Jr陸上
4 1132 村田　有唯(6) ﾑﾗﾀ ﾕｲ 松阪Jr陸上

5 4 多気RC-A 1:02.68 1 1198 西村　　侑(5) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳ 多気ＲＣ
2 1188 鎌倉萌々花(6) ｶﾏｸﾗ ﾓﾓｶ 多気ＲＣ
3 1189 北川　　和(6) ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 多気ＲＣ
4 1190 宮村　桃子(6) ﾐﾔﾑﾗ ﾓﾓｺ 多気ＲＣ

6 7 一志Beast-B 1:03.07 1 981 水谷　野愛(5) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉｱ 一志Beast
2 977 今井　一愛(5) ｲﾏｲ ﾁﾅﾘ 一志Beast
3 978 太田　瑛美(5) ｵｵﾀ ｴﾐ 一志Beast
4 967 安保　颯月(6) ｵﾎﾞ ｻﾂｷ 一志Beast

7 9 松阪Jr陸上-B 1:03.48 1 1137 金谷　晏衣(5) ｶﾅﾔ ｱｲ 松阪Jr陸上
2 1139 倉井　里萌(5) ｸﾗｲ ﾘﾎ 松阪Jr陸上
3 1135 石橋　杏優(5) ｲｼﾊﾞｼ ｱﾕ 松阪Jr陸上
4 1129 大槻　美瑛(6) ｵｵﾂｷ ﾐｱｷ 松阪Jr陸上

8 2 多気RC-B 1:10.01 1 1194 福永　芽生(5) ﾌｸﾅｶﾞ ﾒｲ 多気ＲＣ
2 1196 井上　麻子(5) ｲﾉｳｴ ﾏｺ 多気ＲＣ
3 1197 谷田　瑞季(5) ﾀﾆﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 多気ＲＣ
4 1191 小林明日美(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 多気ＲＣ
1
2
3
4

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

7月24日 11:40 決勝

凡例  GR:大会記録


