
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 小学 女子 100m 予　選 14.32 +0.4 田中　佑來(6) 松阪走塾(三重)

2 小学 女子 100m 決　勝 14.44 -0.1 田中　佑來(6) 松阪走塾(三重)

3 一般高校 男子 100m 決　勝 10.68 -0.6 小池　龍緯 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(三重)

4 中学 男子 800m 決　勝 2.03.28 中村祐太郎(3) 多気中(三重)

5 中学 男子 800m 決　勝 2.04.04 田中　海吏(3) 松阪中部中(三重)

6 中学 男子 800m 決　勝 2.05.08 籾木　敬多(3) 一志中(三重)

橋口　義美(1)

奥林　　凜(1)

中野　　藍(2)

三杉　七美(2)

永森　大貴(3)

渡邉虎太郎(3)

山田　真大(2)

奥野　礼人(3)

辻井　啓太(2)

中西　一冴(2)

中東　大輔(3)

北村　勝音(3)

多田　悠人(3)

大川　雷生(3)

三鬼　翔哉(3)

泉屋　秀人(3)

多田　悠人(3)

大川　雷生(3)

三鬼　翔哉(3)

泉屋　秀人(3)

12 一般 男子 砲丸投(7.260kg) 決　勝 12m34 松村　知哉(3) 皇學館大(三重)

13 高校 男子 ハンマー投げ 決　勝 57m48 川合　隆誠(2) 三重高(三重)

☆大会タイ記録☆

予・決 記録 風速

1 一般高校 男子 三段跳 決　勝 14m56 +0.3 濱口　隆翔 Ise TC(三重)

9 中学 男子 4×200mR 決　勝 1.33.79

8 中学 男子 4×200mR 決　勝 1.33.18

10 中学 男子 4×200mR 決　勝 1.34.00

男子 4×200mR 予　選 1.35.0611 中学

№ 種別 種　　目
記録

氏名 所属 備考

7
一般
高校

女子 4×100mR 決　勝 48.87
四日市商高-A

(三重)

新記録一覧表

兼第8回松阪市体育協会長杯小学生リレー大会

№
記録

種　　目 備考種別 所属

    兼　第74回国民体育大会第三次選考競技会

２０１７年７月３０日（日）

第12回松阪陸上競技選手権大会

氏名

尾鷲中
(三重)

尾鷲中
(三重)

三雲中-A
(三重)

玉城中-A
(三重)



2017年7月30日(日) 大会名 大会コード　 17230737

(一財)三重陸上競技協会　 コード２３ ト ラ ッ ク 審 判 長 松田　伸彦

松阪地区陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 松田　伸彦

松阪市体育協会 競技場名 競技場コード　 233100 投 て き 審 判 長 松田　伸彦
記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

決　勝　一　覧　表　

兼第8回松阪市体育協会長杯小学生リレー大会

国 体 第 三 次 選 考 競 技 会

第 12 回 松 阪 陸 上 競 技 選 手 権 大 会

5位 6位

三重交通Ｇスポーツの杜 伊勢・補助陸上競技場

主催団体名

期　日

陸協名

7位 8位1位 2位 3位 4位

三宅　風徹(6) 14.97 矢形　心人(6) 15.10 矢形　文人(6) 15.19 地主　怜央(5) 15.39 岡島　暖太(6) 15.42 粂井　孝介(5) 15.87 川上　大翔(6) 15.87 山中　　陸(5) 16.13

松阪走塾 ＵＲＣ ＵＲＣ 多気ＲＣ 多気ＲＣ 多気ＲＣ ＵＲＣ ＵＲＣ

南勢陸上ク-B 56.83 J・East-A 57.55 ＵＲＣ-A 58.28 南勢陸上ク-A 58.52 多気ＲＣ-A 1:00.98 松阪走塾 1:01.43 南勢陸上ク-C 1:01.46 ＵＲＣ-B 1:03.46

垣内　太陽(5) 西山　純平(6) 渡邉祥二郎(6) 萩原　幸星(6) 逵井　翔貴(6) 向井　新汰(5) 小林　煌永(5) 谷口　煌太(5)

北井　千景(5) 山際　　匠(6) 矢形　心人(6) 北村　亮太(6) 岡島　暖太(6) 田中　柊冴(6) 松月　秀斗(5) 北村　悠羽(6)

西山　空良(5) 岡村　卓磨(6) 矢形　文人(6) 小村　涼斗(6) 脇谷　空杜(5) 杉本　憲亮(5) 村田　陽音(5) 山中　　陸(5)

吉村　一歩(5) 山岡　龍英(6) 川上　大翔(6) 村井　陽斗(6) 地主　怜央(5) 三宅　風徹(6) 岡野　翔大(5) 鈴木　雄介(5)

田中　佑來(6) 14.44 石田　　怜(6) 14.79 大森　心葉(6) 14.95 信藤　優花(6) 15.33 田畑　　馨(5) 15.51 三輪　ひな(6) 15.81 北川　侑奈(6) 15.91 谷口　有咲(6) 16.41

松阪走塾 GR 多気ＲＣ ＵＲＣ ＵＲＣ 多気ＲＣ 松阪走塾 ＵＲＣ 多気ＲＣ

南勢陸上ク-A 57.13 南勢陸上ク-C 59.44 ＵＲＣ 1:00.21 多気ＲＣ 1:00.47 南勢陸上ク-B 1:02.68 J・East 1:03.15

濱口　涼風(6) 藤倉なをり(5) 山川　愛生(6) 吉野　魅珀(6) 永井　莉子(6) 礒田姫乃音(5)

山本　紫織(6) 島谷　紗幸(5) 大森　心葉(6) 田畑　　馨(5) 井面　瑞稀(6) 中村　莉心(5)

奥田　美虹(6) 藤原　　禎(6) 信藤　優花(6) 谷口　有咲(6) 中山　笑満(6) 出口　菜穂(5)

楠　菜優花(5) 松本　美紅(5) 北川　侑奈(6) 石田　　怜(6) 宮西　亜実(6) 藪谷　江奈(6)
凡例  GR:大会記録 

7月30日 小学男子4×100mR

7月30日
小学男子100m 

風：-2.7

7月30日
小学女子100m 

風：-0.1

7月30日 小学女子4×100mR



小学男子100m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県小学記録(KE)          12.03     中垣内太智(一志Beast)                 2014 7月30日 11:20 予　選

大会記録(GR)            13.84     前出　卓巳(第四小)                    2015(第10回) 7月30日 15:45 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 (風:+1.2) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔｶﾞﾀ ﾌﾐﾄ ﾔｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ

1 4 1586 矢形　文人(6) ＵＲＣ 14.58 q 1 3 1587 矢形　心人(6) ＵＲＣ 14.82 q
ｸﾒｲ ｺｳｽｹ ﾂｼﾞｲ ﾄｷ

2 3 2966 粂井　孝介(5) 多気ＲＣ 15.51 q 2 5 660 逵井　翔貴(6) 多気ＲＣ 16.12
ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ ﾜｷﾀﾆ ｸｳﾄ

3 6 1594 山中　　陸(5) ＵＲＣ 15.75 q 3 4 664 脇谷　空杜(5) 多気ＲＣ 16.32
ﾌｸｵｶ ﾕｳﾄ ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝ

4 5 659 福岡　夢叶(6) 多気ＲＣ 15.81 4 6 667 竹内　　駿(5) 多気ＲＣ 16.89
ﾑｶｲ ｼﾝﾀ ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｷ

5 7 1645 向井　新汰(5) 松阪走塾 16.08 5 7 1644 長島　優貴(5) 松阪走塾 17.25
ﾀｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ

6 8 668 田島　陽太(5) 多気ＲＣ 16.86 6 8 1591 鈴木　雄介(5) ＵＲＣ 17.30

3組 (風:-1.0) 4組 (風:-3.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾔｹ ｶｾﾞｱｷ ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ

1 7 1640 三宅　風徹(6) 松阪走塾 14.93 q 1 4 658 岡島　暖太(6) 多気ＲＣ 15.38 q
ｼﾞﾇｼ ﾚｵ ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾄ

2 5 666 地主　怜央(5) 多気ＲＣ 14.94 q 2 6 1583 川上　大翔(6) ＵＲＣ 15.72 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ ﾀﾅｶ ｼｭｳｺﾞ

3 3 1592 谷口　煌太(5) ＵＲＣ 15.83 3 7 1638 田中　柊冴(6) 松阪走塾 15.91
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

4 6 1584 北村　悠羽(6) ＵＲＣ 16.30 4 5 1588 渡邉祥二郎(6) ＵＲＣ 15.95
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ ﾑﾗﾀ ﾉｷﾔ

5 8 1643 杉本　憲亮(5) 松阪走塾 16.48 5 3 663 村田　宇哉(5) 多気ＲＣ 16.61
ｵｶｻﾞｷ ﾄｳｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ

6 4 662 岡崎　桐吾(5) 多気ＲＣ 17.22 6 8 1641 山口　晴彦(6) 松阪走塾 16.69

決　勝　

(風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｹ ｶｾﾞｱｷ

1 3 1640 三宅　風徹(6) 松阪走塾 14.97
ﾔｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ

2 6 1587 矢形　心人(6) ＵＲＣ 15.10
ﾔｶﾞﾀ ﾌﾐﾄ

3 4 1586 矢形　文人(6) ＵＲＣ 15.19
ｼﾞﾇｼ ﾚｵ

4 5 666 地主　怜央(5) 多気ＲＣ 15.39
ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ

5 7 658 岡島　暖太(6) 多気ＲＣ 15.42
ｸﾒｲ ｺｳｽｹ

6 8 2966 粂井　孝介(5) 多気ＲＣ 15.87
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾄ

7 1 1583 川上　大翔(6) ＵＲＣ 15.87
ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ

8 2 1594 山中　　陸(5) ＵＲＣ 16.13



小学男子4×100mR
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上クラブ(林・笠井・熊野・森下)  2004 7月30日 09:30 予　選

大会記録(GR)            52.97     南勢陸上ク(五島・村田・中西・長岡)    2012(第7回) 7月30日 14:15 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 南勢陸上ク-B 855 垣内　太陽(5) ｶｷｳﾁ ﾀｲﾖｳ 56.42 1 3 南勢陸上ク-A 851 萩原　幸星(6) ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳｾｲ 57.58
856 北井　千景(5) ｷﾀｲ ﾁﾋﾛ q 849 北村　亮太(6) ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ q
859 西山　空良(5) ﾆｼﾔﾏ ｿﾗ 850 小村　涼斗(6) ｺﾑﾗ ｽｽﾞﾄ
863 吉村　一歩(5) ﾖｼﾑﾗ ｲｯﾎﾟ 852 村井　陽斗(6) ﾑﾗｲ ﾊﾙﾄ

2 2 JAC EAST-A 1798 西山　純平(6) ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 57.31 2 6 南勢陸上ク-C 858 小林　煌永(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾄ 1:01.55

1800 山際　　匠(6) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｸﾐ q 861 松月　秀斗(5) ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳﾄ q
1797 岡村　卓磨(6) ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 862 村田　陽音(5) ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾄ
1799 山岡　龍英(6) ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳｴｲ 854 岡野　翔大(5) ｵｶﾉ ｼｮｳﾀ

3 5 ＵＲＣ-A 1588 渡邉祥二郎(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 57.51 3 4 ＵＲＣ-B 1592 谷口　煌太(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ 1:02.93

1587 矢形　心人(6) ﾔｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ q 1584 北村　悠羽(6) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳ q
1586 矢形　文人(6) ﾔｶﾞﾀ ﾌﾐﾄ 1594 山中　　陸(5) ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ
1583 川上　大翔(6) ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾄ 1591 鈴木　雄介(5) ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ

4 6 多気ＲＣ-A 660 逵井　翔貴(6) ﾂｼﾞｲ ﾄｷ 1:00.85 4 5 多気ＲＣ-B 659 福岡　夢叶(6) ﾌｸｵｶ ﾕｳﾄ 1:03.63

658 岡島　暖太(6) ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ q 662 岡崎　桐吾(5) ｵｶｻﾞｷ ﾄｳｺﾞ
664 脇谷　空杜(5) ﾜｷﾀﾆ ｸｳﾄ 663 村田　宇哉(5) ﾑﾗﾀ ﾉｷﾔ
666 地主　怜央(5) ｼﾞﾇｼ ﾚｵ 667 竹内　　駿(5) ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝ

5 4 松阪走塾 1645 向井　新汰(5) ﾑｶｲ ｼﾝﾀ 1:00.94 2 JAC EAST-B DNS
1638 田中　柊冴(6) ﾀﾅｶ ｼｭｳｺﾞ q
1643 杉本　憲亮(5) ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ
1640 三宅　風徹(6) ﾐﾔｹ ｶｾﾞｱｷ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 南勢陸上ク-B 855 垣内　太陽(5) ｶｷｳﾁ ﾀｲﾖｳ 56.83
856 北井　千景(5) ｷﾀｲ ﾁﾋﾛ
859 西山　空良(5) ﾆｼﾔﾏ ｿﾗ
863 吉村　一歩(5) ﾖｼﾑﾗ ｲｯﾎﾟ

2 5 JAC EAST-A 1798 西山　純平(6) ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 57.55
1800 山際　　匠(6) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｸﾐ
1797 岡村　卓磨(6) ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾏ
1799 山岡　龍英(6) ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳｴｲ

3 3 ＵＲＣ-A 1588 渡邉祥二郎(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 58.28
1587 矢形　心人(6) ﾔｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ
1586 矢形　文人(6) ﾔｶﾞﾀ ﾌﾐﾄ
1583 川上　大翔(6) ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾄ

4 4 南勢陸上ク-A 851 萩原　幸星(6) ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳｾｲ 58.52
849 北村　亮太(6) ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
850 小村　涼斗(6) ｺﾑﾗ ｽｽﾞﾄ
852 村井　陽斗(6) ﾑﾗｲ ﾊﾙﾄ

5 7 多気ＲＣ-A 660 逵井　翔貴(6) ﾂｼﾞｲ ﾄｷ 1:00.98

658 岡島　暖太(6) ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ
664 脇谷　空杜(5) ﾜｷﾀﾆ ｸｳﾄ
666 地主　怜央(5) ｼﾞﾇｼ ﾚｵ

6 8 松阪走塾 1645 向井　新汰(5) ﾑｶｲ ｼﾝﾀ 1:01.43

1638 田中　柊冴(6) ﾀﾅｶ ｼｭｳｺﾞ
1643 杉本　憲亮(5) ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ
1640 三宅　風徹(6) ﾐﾔｹ ｶｾﾞｱｷ

7 1 南勢陸上ク-C 858 小林　煌永(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾄ 1:01.46

861 松月　秀斗(5) ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳﾄ
862 村田　陽音(5) ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾄ
854 岡野　翔大(5) ｵｶﾉ ｼｮｳﾀ

8 2 ＵＲＣ-B 1592 谷口　煌太(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ 1:03.46

1584 北村　悠羽(6) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳ
1594 山中　　陸(5) ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ
1591 鈴木　雄介(5) ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ

凡例  DNS:欠場



小学女子100m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県小学記録(KE)          12.91     須川　真衣(一志Beast)                 2014 7月30日 11:15 予　選

大会記録(GR)            14.49     横田　　萌(ＵＲＣ)                    2014(第9回) 7月30日 15:40 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-0.8) 2組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾉﾌﾞﾄｳ ﾕｳｶ ﾀﾅｶ ﾕﾗ

1 4 1609 信藤　優花(6) ＵＲＣ 14.79 q 1 7 1660 田中　佑來(6) 松阪走塾 14.32 GR q
ﾐﾔｼﾞ ｲﾂｷ ｲｼﾀﾞ ﾚｲ

2 3 1610 宮路　　樹(6) ＵＲＣ 16.45 2 6 674 石田　　怜(6) 多気ＲＣ 14.65 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｳ ﾐﾜ ﾋﾅ

3 5 1612 中村　未侑(5) ＵＲＣ 16.59 3 2 1663 三輪　ひな(6) 松阪走塾 15.69 q
ﾆｲﾊﾗ ﾐｻｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾘｻ

4 7 1661 新原　心咲(6) 松阪走塾 17.40 4 5 676 谷口　有咲(6) 多気ＲＣ 16.16 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ ﾖｼﾉ ﾐﾊｸ

5 6 1613 渡邊　沙紀(5) ＵＲＣ 17.41 5 4 675 吉野　魅珀(6) 多気ＲＣ 16.35
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾐ ｵｵﾀ ｶﾎ

6 8 679 西田　結美(5) 多気ＲＣ 18.60 6 3 677 太田　果歩(5) 多気ＲＣ 16.56
ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ

7 8 3179 古川　歩佳(5) 多気ＲＣ 17.36

3組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾓﾘ ｺｺﾊ

1 5 1607 大森　心葉(6) ＵＲＣ 14.62 q
ﾀﾊﾞﾀ ｶｵﾙ

2 6 678 田畑　　馨(5) 多気ＲＣ 15.07 q
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾅ

3 4 1608 北川　侑奈(6) ＵＲＣ 15.68 q
ﾔﾏｶﾜ ｱｵｲ

4 3 1611 山川　愛生(6) ＵＲＣ 16.22
ﾏｴｶﾞﾜ ﾋﾅﾉ

5 7 1664 前川日菜乃(5) 松阪走塾 16.68
ﾔﾏﾅｶ ｺﾄﾊ

6 8 680 山中　琴羽(5) 多気ＲＣ 20.80

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾕﾗ

1 5 1660 田中　佑來(6) 松阪走塾 14.44 GR
ｲｼﾀﾞ ﾚｲ

2 6 674 石田　　怜(6) 多気ＲＣ 14.79
ｵｵﾓﾘ ｺｺﾊ

3 4 1607 大森　心葉(6) ＵＲＣ 14.95
ﾉﾌﾞﾄｳ ﾕｳｶ

4 3 1609 信藤　優花(6) ＵＲＣ 15.33
ﾀﾊﾞﾀ ｶｵﾙ

5 8 678 田畑　　馨(5) 多気ＲＣ 15.51
ﾐﾜ ﾋﾅ

6 1 1663 三輪　ひな(6) 松阪走塾 15.81
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾅ

7 7 1608 北川　侑奈(6) ＵＲＣ 15.91
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾘｻ

8 2 676 谷口　有咲(6) 多気ＲＣ 16.41

凡例  GR:大会記録



小学女子4×100mR
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県小学記録(KE)          53.14     南勢陸上ク(荒木・木下・福田・稲石)    2016

大会記録(GR)            54.35     南勢陸上クラブ(荒木・森・福田・稲石)  2016(第11回) 7月30日 14:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 南勢陸上ク-A 877 濱口　涼風(6) ﾊﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ 57.13
881 山本　紫織(6) ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ
874 奥田　美虹(6) ｵｸﾀﾞ ﾐｺ
884 楠　菜優花(5) ｸｽ ﾅﾕｶ

2 7 南勢陸上ク-C 886 藤倉なをり(5) ﾌｼﾞｸﾗ ﾅｦﾘ 59.44
885 島谷　紗幸(5) ｼﾏﾔ ｻﾕｷ
878 藤原　　禎(6) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾁ
887 松本　美紅(5) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ

3 3 ＵＲＣ 1611 山川　愛生(6) ﾔﾏｶﾜ ｱｵｲ 1:00.21

1607 大森　心葉(6) ｵｵﾓﾘ ｺｺﾊ
1609 信藤　優花(6) ﾉﾌﾞﾄｳ ﾕｳｶ
1608 北川　侑奈(6) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾅ

4 4 多気ＲＣ 675 吉野　魅珀(6) ﾖｼﾉ ﾐﾊｸ 1:00.47

678 田畑　　馨(5) ﾀﾊﾞﾀ ｶｵﾙ
676 谷口　有咲(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾘｻ
674 石田　　怜(6) ｲｼﾀﾞ ﾚｲ

5 2 南勢陸上ク-B 876 永井　莉子(6) ﾅｶﾞｲ ﾘｺ 1:02.68

873 井面　瑞稀(6) ｲﾉﾓ ﾐｽﾞｷ
875 中山　笑満(6) ﾅｶﾔﾏ ｴﾐﾙ
880 宮西　亜実(6) ﾐﾔﾆｼ ｱﾐ

6 6 JAC EAST 1816 礒田姫乃音(5) ｲｿﾀﾞ ﾋﾉﾈ 1:03.15

1818 中村　莉心(5) ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ
1817 出口　菜穂(5) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾎ
1815 藪谷　江奈(6) ﾔﾌﾞﾔ ｴﾅ


