
天候 曇り

記録 名前 所属 記録 名前 所属 記録 名前 所属 記録 名前 所属 記録 名前 所属 記録 名前 所属 記録 名前 所属 記録 名前 所属

３年 ６０ｍ 10”4 奥川　魁斗 伊勢寺 10”5 佐々木　昴 宮前 11”0 濱地　凌平 徳和 11”0 高木　夏輝 阿坂 11”1 吉本　隼人 松尾 11”3 紀平　朝陽 西黒部 11”3 和歌　佑弥 徳和 11”4 中川　将弥 松尾

４年 ６０ｍ 9”2 小坂　洋人 粥見 9”6 久我　一真 松尾 9”7 松永　　駿 松尾 9”8 辻　　拓真 西黒部 10”1 滝野　　要 宮前 10”2 岡田　　樹 第二 10”3 長野　勇斗 松尾 10”4 石橋　耐志 松阪Jr

５年 １００ｍ 15”0 浜本　悠司 松阪Jr 15”8 廣瀬　泰輔 松尾 16”2 大西　悠介 松阪Jr 16”2 小林　純也 朝見 16”4 早田　光希 第二 16”6 鈴木　大登 松尾 16”9 茅原　弘貴 幸 16”9 長尾　侑輝 伊勢寺

６年 １００ｍ 14”5 森中　剛樹 伊勢寺 14”6 西村　　悟 宮前 15”3 金谷　亮佑 第五 15”3 真鍋　顕汰 松尾 15”5 増井　秀平 第二 16”0 宮本　敬太 伊勢寺 16”0 岩田　京悟 南 16”6 山田　優太 松尾

５･６年 １０００ｍ 3’25”4 西井　拓哉 松尾 3’40”7 松永　　徹 松阪Jr 3’52”1 伊藤　彰馬 花岡 3’54”8 井村　直暉 宮前 3’57”6 中村　隆成 第四 4’00”3 安楽　　隼 川俣AC 4’15”5 坂本小次郎 第三 4’18”5 所神根晃亮 第四

５･６年 ８０ｍＨ 17”2 村上　友哉 鵲 17”5 佐藤　功基 鵲

５･６年４００ｍリレー 62”1 63”9 66”2 67”2 67”8 ” ” ”

松阪JrＡ 松尾Ａ 第二 松尾Ｂ 第四

５･６年 走幅跳 3m67 黒川　勢野 朝見 3m37 錦　純一郎 山室山 3m25 世古　大登 松尾 3m11 片山　　錬 第二 3m10 吉本　元気 松尾 2m87 京戸　琢真 機殿 2m50 北村　友佑 第二

５･６年 走高跳

５･６年 ボール投げ 48m79 島田　拓弥 徳和 48m20 黒瀬　聖也 鵲 47m83 服部　　翼 鵲 46m00 ﾌﾟﾚｽﾃｽ･ﾏｲｺ･ﾎﾙ 第二 42m20 伊藤　裕司 鵲 41m06 川北　達士 伊勢寺 36m21 寺田　光輝 幸

３年 ６０ｍ 10”4 谷口美依菜 漕代 10”9 岡本　莉奈 粥見 10”9 澤井　佳奈 山室山 11”0 浜本　実緒 幸 11”3 小村　佳那 松尾 11”4 切畑　汐梨 花岡 11”7 萩原　亜衣 鵲 11”9 岡田みなみ 第四

４年 ６０ｍ 10”0 森中　若菜 伊勢寺 10”3 田中　杏沙 徳和 10”4 山田　遥夏 松江 10”4 浅井　菜那 西黒部 10”4 安藝絵莉菜 幸 10”7 西山　遙香 松阪Jr 10”7 西田　奈央 松阪Jr 10”8 辻　奈津希 山室山

５年 １００ｍ 16”4 吉高　京華 徳和 16”8 西本佳奈実 山室山 16”8 加藤　美優 第五 16”9 伊藤　彩華 花岡 16”9 西田　真侑 松阪Jr 16”9 奥出　倫子 徳和 17”2 野村　優衣 山室山 17”3 石倉　奈那 第四

６年 １００ｍ 15”7 川崎　愛菜 徳和 16”1 小山　綾香 山室山 16”4 加藤　彩名 機殿 16”7 松井　智未 第二 17”9 武内はるか 徳和 18”4 三宅菜津子 機殿 18”5 竹中　眞美 第四 18”8 松本　成香 朝見

５･６年 １０００ｍ 3’38”4 床呂　沙紀 森 3’39”6 横山　千恵 阿坂 4’02”0 水本　寛菜 伊勢寺 4’04”1 奥出　彩織 朝見 4’05”3 宮嵜　智美 粥見

５･６年 ８０ｍＨ 17”3 奥井　幸歩 機殿 18”0 稲継　結菜 第二 20”0 鈴木　愛香 機殿

５･６年４００ｍリレー 68”3 70”0 70”2 72”0 ” ” ” ”

機殿 第二Ａ 第二Ｂ 南

５･６年 走幅跳 2m90 田中みづき 南 2m74 中村亜矢香 第二 2m70 大川真理奈 南 2m58 岩尾　莉沙 南 2m53 大平　絵理 第二 2m53 中谷　菜那 第二 2m49 仲田　琴美 第二 2m36 井口　栞里 第二

５･６年 走高跳 1m20 水谷　麻佑 第二 1m20 小林　果歩 第二

５･６年 ボール投げ 43m36 今西　士乃 第二 34m91 青木　渚沙 第二 23m63 松井恵美菜 南 19m79 瀬戸　春香 南

男女混成４００ｍリレー 67”9 68”9 69”5 70”5 73”1 76”8 78”7 ”

朝見Ｂ 第二Ｂ 松尾 松阪Jr 第二Ｃ 朝見Ａ 松江, , , ,, , , ,
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４００ｍリレー

混成の部

女子の部

男子の部

種　目

４００ｍリレー

４００ｍリレー

（ ◎大会新　△大会タイ ）（兼　三重県小学生陸上競技大会 松阪市予選会）

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

第２１回　松 阪 市　小 学 生 陸 上 競 技 大 会 2006･平成18年 5月14日(日) 中部中学校陸上競技場 主催－松阪地区陸上競技協会

◎ ◎


