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　　　　　　　 ㈲松本スポーツ
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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

1 男子ボール投 決 64m62 長野　勇斗 松尾

2 男子1000m 決 3.15.96 石橋　耐志 松阪Jr陸上

3 男子1000m 決 3.22.93 宮下　　匠 花岡

4 女子80mH 決 17.15 前川　冴未 第二

5 女子4×100mR 決 59.47 西山　遥香 松阪Jr陸上

西井　彩香

西田　奈央

田中　杏沙

競技会名

期　　　日

☆大会記録☆

予・決 記録

1 男子走幅跳 決 3m88(-1.0) 三谷　龍平 津田

2 女子走高跳 決 1m15 上嶋　愛美 津田

3 女子走幅跳 決 4m02(-0.9) 中林　麻奈 多気ＲＣ

4 男子4年60m 決 9.29(+0.5) 亀田　智大 多気ＲＣ

5 男子1000m 決 3.09.43 中村　友哉 多気ＲＣ

6 男子1000m 決 3.24.01 村田　崚輔 多気ＲＣ

7 男子1000m 決 3.25.16 林　　凌大 勢和

8 混成4×100mR 決 61.08 下村　　宝 多気ＲＣ

高山　瑞規

亀田　智大

中村　拓真

コンディション情報

トラック審判長  前田　和典 跳躍審判長    前田　和典

投てき審判長    前田　和典

記録主任  　    藪北　則行

日付 時刻 天候 湿度(％) 風速(ｍ) 風向

2008/06/10 9:40 曇 63 0

10:00 曇 65 0.4 南

11:00 雨 72 0.2 南南西

12:00 曇 74 0

13:00 曇 73 0

14:00 曇 73 0.4 北西

15:00 曇 72 0.7 南南東

第11回多気郡小学生陸上競技大会

2008年6月15日(日)

№ 種　　目
記録

氏名 所属 備考

№ 種　　目
記録

氏名

新記録一覧表

2008年6月15日(日)

所属

第23回松阪市小学生陸上競技大会　

備考



1

2008年6月15日(日) 大会名 第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選 大会コード　 ０8２４００１６ トラック審判長前田　和典

第23回松阪市小学生陸上競技大会　 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 前田　和典

三重陸上競技協会　 コード２４ 第11回多気郡小学生陸上競技大会 競技場コード　 ２４１０１０ 記録　主任 藪北　則行

主催団体名 松阪陸上競技協会 競技場名 三重県営総合競技場陸上競技場　　

松阪・男子の部
日付 種目

20080615 ３年　60m 池内　瞭馬 (3) 9.87 岡本　博貴 (3) 9.93 川北　道也 (3) 10.32 中西　航輝 (3) 10.34 伊藤　敏康 (3) 10.36 田中　翔汰 (3) 10.42 土井　由之 (3) 10.44 市野　楓季 (3) 10.54

風:+0.4 松阪：朝見 松阪：粥見 松阪：伊勢寺 松阪：花岡 松阪：米ノ庄 松阪：豊地 松阪：徳和 松阪：香肌
20080615 ４年　60m 泉谷　充希 (4) 9.54 本居　佑麻 (4) 9.64 竹内　秀成 (4) 9.77 田中　琢馬 (4) 9.80 久我　悠真 (4) 9.81 竹内　啓人 (4) 9.92 大西　啓太 (4) 9.93 中村　海人 (4) 9.99

風:+0.7 松阪：香肌 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松尾 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上 松阪：花岡
20080615 ５年　100m 奥川　魁斗 (5) 14.69 高木　夏輝 (5) 14.88 池田　直生 (5) 15.37 小塩　敬介 (5) 15.71 杉山　維吹 (5) 15.77 世古　峻也 (5) 15.85 濱地　凌平 (5) 15.97 坂本　紀硫 (5) 16.01

風:0.0 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松尾 松阪：南 松阪：徳和 松阪：機殿 松阪：徳和 松阪：粥見
20080615 ６年　100m 小坂　洋人 (6) 13.45 久我　一真 (6) 13.58 辻　　拓真 (6) 13.62 上田　優作 (6) 13.90 松永　　駿 (6) 14.09 岡田　　樹 (6) 14.34 浅川　友紀 (6) 14.89 左路　　駿 (6) 15.41

風:+0.4 松阪：粥見 松阪：松阪Jr陸上 松阪：西黒部 松阪：香肌 松阪：松尾 松阪：第二 松阪：鵲 松阪：粥見
20080615 ５･６年　1000m 石橋　耐志 (6) 3.15.96 宮下　　匠 (6) 3.22.93 河合　祐二 (6) 3.23.60 谷口　瞭太 (6) 3.24.90 高瀬　綾介 (6) 3.25.84 安樂　　泰 (6) 3.26.34 田村　太誠 (6) 3.31.49 西岡　佑真 (6) 3.32.83

松阪：松阪Jr陸上 GR 松阪：花岡 GR 松阪：鵲 松阪：西黒部 松阪：粥見 松阪：香肌 松阪：香肌 松阪：松尾
20080615 ５･６年　80mH 青木　翔弥 (6) 17.35 杉原　歩 (5) 17.67 大工保悠太 (6) 18.41 幾坂　航大 (6) 19.72 西川　貴之 (6) 22.55 前田　悠斗 (6) 24.46

風:+0.1 松阪：第二 松阪：豊地 松阪：松江 松阪：第二 松阪：第二 松阪：第二

松阪：松尾-A 56.78 松阪：香肌 59.89 松阪：第二-B 60.24 松阪：松尾-B 61.88 松阪：花岡 64.57 松阪：松阪Jr陸上- 66.38 松阪：第二-A 68.93

  森野　侑樹 (6)   市野那由他 (5)   青木　翔弥 (6)   吉本　隼人 (5)   内海　友希 (6)   田上　大度 (5)   越川　息吹 (5)

  大下　大輔 (6)   田村　太誠 (6)   上村　幸弘 (6)   中川　将弥 (5)   上村　和誠 (6)   丸山　穂高 (5)   坂東　翔太 (5)

  長野　勇斗 (6)   安樂　　泰 (6)   幾坂　航大 (6)   下村　拓巳 (5)   梅田　尋也 (6)   岩橋　新冶 (5)   村田　祐斗 (5)

  松永　　駿 (6)   上田　優作 (6)   岡田　　樹 (6)   池田　直生 (5)   宮下　　匠 (6)   吉田　貴一 (5)   西川　貴之 (6)
20080615 ５･６年　走高跳 岡村　友太 (5) 1m05 濱地　達也 (5) 1m00

松阪：第五 松阪：徳和
20080615 ５･６年　走幅跳 森野　侑樹 (6) 4m01 -1.6 松下　翔伍 (6) 3m95 -0.8 川合　凌平 (6) 3m85 -0.8 飛矢　和輝 (6) 3m71 -1.4 下村　拓巳 (5) 3m68 -1.2 鈴木　楓大 (6) 3m62 -1.0 吉本　隼人 (5) 3m54 -0.3 逵井　辰伍 (5) 3m53 -1.1

松阪：松尾 松阪：松尾 松阪：徳和 松阪：松尾 松阪：松尾 松阪：松尾 松阪：松尾 松阪：ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
20080615 ５･６年　ﾎﾞｰﾙ投 長野　勇斗 (6) 64m62 最上　朝日 (6) 52m70 鈴木　颯馬 (5) 50m31 坂東　翔太 (5) 48m05 田中　将太 (6) 45m34 飯岡　賢矢 (5) 44m64 松島　駿太 (5) 39m12

松阪：松尾 GR 松阪：伊勢寺 松阪：豊田 松阪：第二 松阪：南 松阪：東黒部 松阪：豊地

松阪・女子の部
日付 種目

20080615 松阪女子３年　60m 池野みさき (3) 10.09 荒木ひかる (3) 10.83 熊坂　真那 (3) 10.90 中川  沙希 (3) 10.91 高瀬　真衣 (3) 11.01 青柳　有咲 (3) 11.02 安保　颯月 (3) 11.03 福山明日香 (3) 11.08

風:+0.5 松阪：徳和 松阪：南 松阪：中川 松阪：機殿 松阪：粥見 松阪：豊地 松阪：豊地 松阪：中原
20080615 ４年　60m 白石　香純 (4) 9.76 中屋つぶら (4) 9.78 渡辺みのり (4) 9.95 高波瀬咲季 (4) 10.17 小林　美友 (4) 10.32 高橋　奈那 (4) 10.36 栢　　愛莉 (4) 10.49 松本　乃音 (4) 10.57

風:+0.2 松阪：松尾 松阪：徳和 松阪：第四 松阪：粥見 松阪：松阪Jr陸上 松阪：山室山 松阪：阿坂 松阪：大河内
20080615 ５年　100m 谷口美依菜 (5) 15.10 谷田部美華 (5) 15.26 岡本　莉奈 (5) 15.76 関守　美咲 (5) 15.83 高橋美早生 (5) 15.93 小川明日香 (5) 16.03 澤井　佳奈 (5) 16.13 湊　友里奈 (5) 16.37

風:+0.8 松阪：漕代 松阪：第二 松阪：粥見 松阪：てい水 松阪：西黒部 松阪：幸 松阪：山室山 松阪：徳和
20080615 ６年　100m 田中　杏沙 (6) 14.27 小川莉加子 (6) 14.97 高田　彩永 (6) 15.23 山田　遙夏 (6) 15.74 加藤　　友 (6) 15.78 千原　瑞穂 (6) 15.82 増井　瑞奈 (6) 15.90 佐藤杜詩子 (6) 16.08

風:0.0 松阪：松阪Jr陸上 松阪：機殿 松阪：山室山 松阪：松江 松阪：松尾 松阪：粥見 松阪：大河内 松阪：花岡
20080615 ５･６年　1000m 西井　彩香 (6) 3.27.15 西田　奈央 (6) 3.34.51 河合咲里奈 (6) 3.36.46 西山　遥香 (6) 3.37.87 金谷　華奈 (6) 3.47.92 吉川　実佑 (5) 3.52.10 宮嵜　志織 (5) 3.53.01 石川紗和子 (6) 3.58.11

松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上 松阪：鵲 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上 松阪：ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 松阪：粥見 松阪：第四
20080615 ５･６年　80mH 前川　冴未 (6) 17.15 山下　綾菜 (6) 19.03 三宅麻美子 (6) 19.19 乾　沙優香 (5) 19.41 塩崎　美月 (5) 19.72 西井　　茜 (6) 19.96 鈴木　花菜 (5) 19.99 舩木　晶帆 (5) 21.21

風:0.0 松阪：第二 GR 松阪：豊地 松阪：機殿 松阪：豊地 松阪：豊地 松阪：第二 松阪：豊地 松阪：豊地

松阪：松阪Jr陸上 59.47 松阪：山室山 62.26 松阪：てい水 63.71 松阪：豊地 63.86 松阪：第二 66.03 松阪：松尾 68.86

  西山　遥香 (6) GR   澤井　佳奈 (5)   松林　悠依 (5)   中井　美月 (6)   石原　　舞 (5)   花本　由加 (5)

  西井　彩香 (6)   高田　彩永 (6)   只腰　千夏 (5)   澤山日花里 (6)   谷田部美華 (5)   深田梨沙子 (5)

  西田　奈央 (6)   小山　紗希 (6)   前川　未玖 (5)   山下　綾菜 (6)   西井　　茜 (6)   前川　紗歩 (5)

  田中　杏沙 (6)   三宅　亜紀 (6)   関守　実咲 (5)   前川　星奈 (6)   前川　冴未 (6)   坂山　美月 (5)
20080615 ５･６年　走高跳 駒谷すぴか (6) 1m05 渡辺　月菜 (5) 1m05 前本　紗奈 (5) 中村　まや (5)

松阪：南 松阪：豊地 松阪：第五 同順NM 松阪：第五 同順NM
20080615 ５･６年　走幅跳 駒江　莉子 (5) 3m45 -1.1 松林　悠依 (5) 3m06 -1.2 西潟　咲希 (5) 2m94 -1.1 倉井　美季 (6) 2m82 -1.5

松阪：ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 松阪：てい水 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上
20080615 ５･６年　ﾎﾞｰﾙ投 前川　　和 (6) 40m43 上野　喬子 (6) 32m59

松阪：大河内 松阪：幸

松阪：松阪Jr陸上- 66.52 松阪：松尾-B 67.40 松阪：豊地 67.66 松阪：松阪Jr陸上- 67.80 松阪：松尾-A 71.90

  坂本万梨亜 (4)   白石　香純 (4)   舩木　晶帆 (5)   西潟　咲希 (5)   川口亜珠砂 (4)

  小林　由桂 (4)   三原菜緒美 (4)   渡辺　月菜 (5)   小林　美友 (4)   秋田紗也加 (5)

  竹内　秀成 (4)   脇野　志音 (4)  中山　虎之佑(4)   竹内　啓人 (4)   橋本　拓樹 (5)

  田中　琢馬 (4)   久我　悠真 (4)   杉原　歩 (5)   大西　啓太 (4)   砂子　薫平 (5)

20080615 松阪混成　4×100mR

20080615

20080615 ５･６年　4×100mR

５･６年　4×100mR

8位

期　日

決　勝　一　覧　表

陸協名

4位 5位 6位 7位2位 3位1位

凡例：GR　大会記録



松阪男子３年　60m

6月15日 11:55 予選  

県小学生記録 (KE)       9.0       櫛谷　忠広 (第三・松阪)                                     1986        6月15日 14:35 決勝  

　　大会記録 (GR)       9.6       小坂　洋人 (粥見)                                           2005(第20回)

　県標準記録 (KH)       10.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  6組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ ｲﾄｳ ﾄｼﾏｻ

1 5 2127 岡本　博貴 (3) 粥見 10.20 ○ q 1 5 2426 伊藤　敏康 (3) 米ノ庄 10.32 ○ q

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ ﾄﾞｲ ﾀﾀﾞﾕｷ

2 2 2428 田中　翔汰 (3) 豊地 10.55 q 2 7 2211 土井　由之 (3) 徳和 10.52 q

ﾀﾅｶ ｿｳﾏ ﾏﾅｺﾞ ｱﾗﾀ

3 3 2185 田中　颯真 (3) 中川 10.67 3 8 2393 砂子　　新 (3) 松尾 10.64

ﾊｼﾓﾄｹｲﾀ ｱｻﾉﾀｲｶﾞ

4 9 2182 橋本　啓汰 (3) 中原 11.53 4 4 2181 浅野　大雅 (3) 第五 11.27

ﾀﾃﾊｼ ﾕｳｼﾞ ﾅｶﾑﾗﾘｮｳ

5 7 2328 立橋　優志 (3) 第二 11.83 5 3 2101 中村　　涼 (3) てい水 11.40

ｵｵｶﾜ ﾋﾛ ｵｸﾀﾞ ﾏﾝﾕｳ

6 8 2354 大川　　光 (3) 射和 11.98 6 2 2470 奥田　満雄 (3) 機殿 11.41

ﾀｶﾞﾐ ｹﾝﾄ ﾄｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

7 6 2313 田上　顕人 (3) 松阪Jr陸上 12.00 7 6 2329 徳田　亮太 (3) 第二 11.52

ﾑｶｲ ｶｽﾞﾏ

8 4 2473 向井　一真 (3) 機殿 12.96

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ ｶﾜｷﾀﾐﾁﾔ

1 7 2191 池内　瞭馬 (3) 朝見 10.23 ○ q 1 3 2110 川北　道也 (3) 伊勢寺 10.36 ○ q

ｲﾁﾉ ﾌｳｷ ﾅｶﾆｼｺｳｷ

2 8 2152 市野　楓季 (3) 香肌 10.53 q 2 2 2112 中西　航輝 (3) 花岡 10.44 ○ q

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶｾｺ ﾘｮｳ

3 3 2395 山本　大地 (3) 松尾 10.57 3 4 2404 中瀬古　亮 (3) 第一 10.75

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾍｲ ｵｵﾀｹ ﾕｳﾔ

4 4 2129 山口　創平 (3) 粥見 11.09 4 7 2315 大竹　悠也 (3) 松阪Jr陸上 11.21

ﾀｶﾞ ｱﾂﾔ ﾅｶﾓﾘ ｶｲﾄ

5 5 2429 多賀　敦也 (3) 豊地 11.54 5 6 2146 中森　海斗 (3) 港 11.26

ﾏﾂﾊﾞﾔｼﾄﾓﾉﾘ ﾌﾅｷ ｺｳｽｹ

6 6 2180 松林　伴紀 (3) 第五 11.55 6 8 2430 舩木　康佑 (3) 豊地 11.67

ｵｵﾓﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｶﾄｳ ﾕｳｶ

7 2 2139 大森慎一朗 (3) 幸 11.85 5 2397 加藤　有香 (3) 松尾 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼﾑﾗﾏｻｼ ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1 5 2111 吉村　将司 (3) 伊勢寺 10.78 1 2 2396 中野　友裕 (3) 松尾 10.87

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ

2 3 2314 山下　航輝 (3) 松阪Jr陸上 10.84 2 6 2147 浜口　雅基 (3) 港 10.95

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ ｵｸｲ ﾘｭｳﾔ

3 6 2394 橋本　治樹 (3) 松尾 11.05 3 3 2469 奥井　竜也 (3) 機殿 10.98

ｵｶﾀ ﾕｳｷ ﾏﾂﾊﾞﾊﾔﾄ

4 2 2234 岡田　裕貴 (3) 第四 11.07 4 8 2113 松葉　颯人 (3) 花岡 11.15

ｶｼﾜｷﾞｼﾞﾘ ｲｽﾞﾐﾔ ｹｲｺﾞ

5 7 2403 柏木　慈理 (3) 第一 11.51 5 7 2153 泉谷　恵吾 (3) 香肌 11.57

ﾌｸｼﾏ ﾕｳ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ

6 4 2427 福島　　優 (3) 米ノ庄 12.16 6 5 2312 西村　勇紀 (3) 松阪Jr陸上 11.76

ｷﾀｵｶﾀﾞｲｷ

4 2102 北岡　大輝 (3) てい水 DNS

風:  0.0 風:  0.0

風:  0.0 風:  0.0

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  0.0 風:  0.0

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場
2008/6/15 17:07
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松阪男子３年　60m

6月15日 11:55 予選  

県小学生記録 (KE)       9.0       櫛谷　忠広 (第三・松阪)                                     1986        6月15日 14:35 決勝  

　　大会記録 (GR)       9.6       小坂　洋人 (粥見)                                           2005(第20回)

　県標準記録 (KH)       10.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ

1 4 2191 池内　瞭馬 (3) 朝見 9.87

ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

2 5 2127 岡本　博貴 (3) 粥見 9.93

ｶﾜｷﾀﾐﾁﾔ

3 7 2110 川北　道也 (3) 伊勢寺 10.32

ﾅｶﾆｼｺｳｷ

4 3 2112 中西　航輝 (3) 花岡 10.34

ｲﾄｳ ﾄｼﾏｻ

5 6 2426 伊藤　敏康 (3) 米ノ庄 10.36

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

6 9 2428 田中　翔汰 (3) 豊地 10.42

ﾄﾞｲ ﾀﾀﾞﾕｷ

7 8 2211 土井　由之 (3) 徳和 10.44

ｲﾁﾉ ﾌｳｷ

8 2 2152 市野　楓季 (3) 香肌 10.54

風:  +0.4

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/6/15 17:07
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松阪男子４年　60m

6月15日 11:25 予選  

県小学生記録 (KE)       8.73      辻　　竜也 (南勢陸上ク・伊勢市)                             1996        6月15日 14:15 決勝  

　　大会記録 (GR)       9.0       櫛谷　忠広 (第三)                                           1987(第2回) 

　　大会記録 (GR)       9.0       田角　栄幸 (花岡)                                           1988(第3回) 

　　大会記録 (GR)       9.0       三井　正樹 (山室山)                                         1990(第5回) 

　県標準記録 (KH)       10.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  4組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ ｲｽﾞﾐﾔ ﾐﾂｷ

1 4 2308 田中　琢馬 (4) 松阪Jr陸上 9.88 ○ q 1 2 2151 泉谷　充希 (4) 香肌 9.86 ○ q

ｸｶﾞ ﾕｳﾏ ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ

2 3 2390 久我　悠真 (4) 松尾 10.09 q 2 8 2306 竹内　秀成 (4) 松阪Jr陸上 9.92 ○ q

ﾅｶﾑﾗｶｲﾄ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ

3 5 2117 中村　海人 (4) 花岡 10.15 q 3 3 2307 竹内　啓人 (4) 松阪Jr陸上 10.02 q

ﾅｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ ｶﾈｺ ﾀｲｶﾞ

4 6 2432 中山　虎之佑 (4)豊地 10.29 4 9 2480 金児　大河 (4) 松江 10.28

ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

5 1 2483 宮本　耕希 (4) 松江 10.53 5 7 2431 谷口　雄大 (4) 豊地 10.34

ｳﾉ ﾖｳｽｹ ﾅｶｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

6 2 2309 宇野　耀介 (4) 松阪Jr陸上 10.87 6 4 2391 中口　裕太 (4) 松尾 10.42

ﾀｶｾ ｺｳｲﾁ ｶﾒﾀﾞ ｾｲﾀ

7 7 2171 高瀬　功一 (4) 大河内 10.97 7 6 2159 亀田　清太 (4) 松ヶ崎 11.57

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｺﾏﾀﾞﾀｸﾔ

8 8 2231 中村　大輝 (4) 第四 11.30 5 2158 駒田　拓也 (4) 小野江 DNS

ｶｼﾀﾆ ﾀｸﾄ

9 2479 樫谷　拓門 (4) 松江 DSQ,*T2

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾏ

1 4 2310 大西　啓太 (4) 松阪Jr陸上 9.99 ○ q 1 5 2311 本居　佑麻 (4) 松阪Jr陸上 9.79 ○ q

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘﾋﾃﾞ ｲﾉ ﾕｳﾀ

2 8 2389 山本　成秀 (4) 松尾 10.20 2 6 2192 井野　雄太 (4) 朝見 10.46

ﾌﾅｷ ﾔｽﾋﾛ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ

3 3 2433 舩木　康裕 (4) 豊地 10.49 3 4 2172 松田　　崚 (4) 大河内 10.70

ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾜｷﾉ ｼｵﾝ

4 6 2230 伊藤　将大 (4) 第四 10.62 4 7 2388 脇野　志音 (4) 松尾 10.75

ｶﾄｳﾘﾂｷ ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓ

5 7 2125 加藤　律希 (4) 花岡 10.76 5 8 2482 西村　　知 (4) 松江 11.08

ﾏｽｲ ﾄﾗﾉｽｹ ｲﾄｳ ｿｳｽｹ

6 2 2173 増井虎之助 (4) 大河内 11.06 6 3 2352 伊藤　颯亮 (4) 山室山 11.32

ﾀﾆｸﾞﾁﾕｳﾔ ﾌﾙﾔﾊﾔﾄ

7 5 2402 谷口　雄哉 (4) 西黒部 11.09 7 2 2116 古屋　颯斗 (4) 花岡 11.80

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

8 9 2481 谷口　真都 (4) 松江 11.22

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｽﾞﾐﾔ ﾐﾂｷ

1 4 2151 泉谷　充希 (4) 香肌 9.54

ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾏ

2 6 2311 本居　佑麻 (4) 松阪Jr陸上 9.64

ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ

3 7 2306 竹内　秀成 (4) 松阪Jr陸上 9.77

ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ

4 5 2308 田中　琢馬 (4) 松阪Jr陸上 9.80

ｸｶﾞ ﾕｳﾏ

5 8 2390 久我　悠真 (4) 松尾 9.81

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ

6 9 2307 竹内　啓人 (4) 松阪Jr陸上 9.92

ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ

7 3 2310 大西　啓太 (4) 松阪Jr陸上 9.93

ﾅｶﾑﾗｶｲﾄ

8 2 2117 中村　海人 (4) 花岡 9.99

風:  -0.5 風:  -0.5

風:  +0.7

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.2 風:  0.0

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DSQ：失格  *T2：レーン侵害  DNS：欠場
2008/6/15 17:09
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松阪男子５年　100m

6月15日 10:35 予選  

県小学生記録 (KE)       13.07     田中　翔真 (美杉陸上ク・津市)                               2006        6月15日 13:55 決勝  

　　大会記録 (GR)       14.5      奥山　浩次 (松江)                                           1993(第8回) 

　県標準記録 (KH)       15.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  3組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ ｵｸｶﾞﾜ ｶｲﾄ

1 7 2303 高木　夏輝 (5) 松阪Jr陸上 15.79 q 1 8 2300 奥川　魁斗 (5) 松阪Jr陸上 14.75 ○ q

ﾊﾏｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｻｶﾓﾄ ｷﾘｭｳ

2 6 2213 濱地　凌平 (5) 徳和 16.19 q 2 4 2134 坂本　紀硫 (5) 粥見 16.11 q

ﾏﾅｺﾞ ｸﾝﾍﾟｲ ｾｺ ｼｭﾝﾔ

3 5 2378 砂子　薫平 (5) 松尾 16.76 3 3 2474 世古　峻也 (5) 機殿 16.18 q

ｺｼｶﾜ ｲﾌﾞｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

4 3 2331 越川　息吹 (5) 第二 16.85 4 2 2368 中川　将弥 (5) 松尾 16.32

ﾏｷﾉ ﾘｮｳ ﾄﾘｲ ﾕｳｷ

5 4 2229 牧野　　凌 (5) 第四 17.41 5 6 2424 鳥井　勇輝 (5) 天白 17.00

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾐﾅﾐﾃﾞ ｹﾞﾝｷ

6 2 2140 山本　一輝 (5) 幸 18.01 6 5 2214 南出　源己 (5) 徳和 17.71

ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ

7 9 2434 今川　貴博 (5) 豊地 18.28 7 2168 渡邊　　諒 (5) 大河内 DNS

ﾀｹﾀﾆ ﾘｸ

8 2188 竹谷　　陸 (5) 中川 DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

1 5 2369 池田　直生 (5) 松尾 15.49 ○ q

ｺｼｵ ｹｲｽｹ

2 3 2198 小塩　敬介 (5) 南 16.07 q

ｽｷﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ

3 2 2212 杉山　維吹 (5) 徳和 16.08 q

ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ

4 4 2301 丸山　穂高 (5) 松阪Jr陸上 16.30

ｸﾎﾞﾘｭｳﾀ

5 6 2126 久保　龍大 (5) 柿野 16.44

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

6 8 2143 樋口　悠人 (5) 港 16.46

ﾄﾞｽ ｻﾝﾄｽ ﾍﾟﾄﾞﾛ ｵｵｼﾛ

7 2335 ﾄﾞｽ　ｻﾝﾄｽ (5) 第二 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸｶﾞﾜ ｶｲﾄ

1 4 2300 奥川　魁斗 (5) 松阪Jr陸上 14.69

ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ

2 7 2303 高木　夏輝 (5) 松阪Jr陸上 14.88

ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

3 5 2369 池田　直生 (5) 松尾 15.37

ｺｼｵ ｹｲｽｹ

4 6 2198 小塩　敬介 (5) 南 15.71

ｽｷﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ

5 8 2212 杉山　維吹 (5) 徳和 15.77

ｾｺ ｼｭﾝﾔ

6 3 2474 世古　峻也 (5) 機殿 15.85

ﾊﾏｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ

7 2 2213 濱地　凌平 (5) 徳和 15.97

ｻｶﾓﾄ ｷﾘｭｳ

8 9 2134 坂本　紀硫 (5) 粥見 16.01

風:  -1.0

風:  0.0

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.9 風:  -0.9

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場  ○：県大会標準記録突破
2008/6/15 17:10
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松阪男子６年　100m

6月15日 10:15 予選  

県小学生記録 (KE)       12.20     上野　貴正 (加茂・鳥羽市)                                   1994        6月15日 13:35 決勝  

　　大会記録 (GR)       13.3      奥山　浩次 (松江)                                           1994(第9回) 

　県標準記録 (KH)       15.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  3組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺｻｶ ﾋﾛﾄ ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ

1 3 2138 小坂　洋人 (6) 粥見 13.67 ○ q 1 4 2339 岡田　　樹 (6) 第二 14.61 ○ q

ｸｶﾞ ｶｽﾞﾏ ｱｻｶﾜﾄﾓｷｷ

2 4 2297 久我　一真 (6) 松阪Jr陸上 13.77 ○ q 2 5 2207 浅川　友紀 (6) 鵲 15.20 q

ﾂｼﾞﾀｸﾏ ﾂｼﾞﾘｮｳｲﾁ

3 7 2400 辻　　拓真 (6) 西黒部 13.90 ○ q 3 2 2399 辻　　凌一 (6) 西黒部 16.01

ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｭﾝ ﾋﾗｲﾘｮｳｶﾞ

4 5 2365 松永　　駿 (6) 松尾 14.31 ○ q 4 6 2175 平井　亮我 (6) 第五 16.49

ｶｲ ﾀｶﾉﾘ ｳﾁﾐﾄﾓｷ

5 6 2190 甲斐　敬規 (6) 中川 16.77 5 3 2120 内海　友希 (6) 花岡 16.52

ｳﾒﾀﾞﾋﾛﾔ ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

6 8 2124 梅田　尋也 (6) 花岡 16.79 7 2425 伊藤　　亨 (6) 米ノ庄 DNS

ﾄﾘｶｲｻﾄﾙ

2 2176 鳥飼　　聖 (6) 第五 DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ

1 2 2149 上田　優作 (6) 香肌 14.15 ○ q

ｻｼﾞ ﾊﾔｷ

2 4 2137 左路　　駿 (6) 粥見 15.55 q

ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ

3 7 2338 上村　幸弘 (6) 第二 15.98

ﾐﾔﾏｴ ﾕｳｽｹ

4 3 2465 宮前　雄介 (6) 機殿 16.22

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

5 5 2167 松田　朋之 (6) 大河内 16.38

ｵｵﾆｼ ﾊﾔﾃ

6 2353 大西　迅提 (6) 山室山 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｻｶ ﾋﾛﾄ

1 7 2138 小坂　洋人 (6) 粥見 13.45

ｸｶﾞ ｶｽﾞﾏ

2 4 2297 久我　一真 (6) 松阪Jr陸上 13.58

ﾂｼﾞﾀｸﾏ

3 5 2400 辻　　拓真 (6) 西黒部 13.62

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ

4 6 2149 上田　優作 (6) 香肌 13.90

ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｭﾝ

5 8 2365 松永　　駿 (6) 松尾 14.09

ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ

6 9 2339 岡田　　樹 (6) 第二 14.34

ｱｻｶﾜﾄﾓｷｷ

7 2 2207 浅川　友紀 (6) 鵲 14.89

ｻｼﾞ ﾊﾔｷ

8 3 2137 左路　　駿 (6) 粥見 15.41

風:  -0.3

風:  +0.4

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.4 風:  -0.3

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場
2008/6/15 17:11

1/1



松阪男子５･６年　1000m

6月15日 12:50 決勝  

県小学生記録 (KE)       3.00.63   村上　祐一 (楠町陸上少・三重郡)                             2001        

　　大会記録 (GR)       3.23.43   所神根晃亮 (松阪Jr陸上)                                     2007(第22回)

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｼ

1 14 2298 石橋　耐志 (6) 松阪Jr陸上 3.15.96

ﾐﾔｼﾀﾀｸﾐ

2 19 2122 宮下　　匠 (6) 花岡 3.22.93

ｶﾜｲﾕｳｼﾞ

3 10 2210 河合　祐二 (6) 鵲 3.23.60

ﾀﾆｸﾞﾁﾘｮｳﾀ

4 7 2398 谷口　瞭太 (6) 西黒部 3.24.90

ﾀｶｾ ﾘｮｳｽｹ

5 20 2135 高瀬　綾介 (6) 粥見 3.25.84

ｱﾝﾗｸ ﾀｲ

6 18 2148 安樂　　泰 (6) 香肌 3.26.34

ﾀﾑﾗ ﾀｲｾｲ

7 3 2155 田村　太誠 (6) 香肌 3.31.49

ﾆｼｵｶ ﾕｳﾏ

8 9 2364 西岡　佑真 (6) 松尾 3.32.83

ｵｵｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ

9 11 2366 大下　大輔 (6) 松尾 3.34.11

ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ

10 15 2305 吉田　貴一 (5) 松阪Jr陸上 3.38.91

ﾀｶﾀ ｼﾝｽｹ

11 6 2216 高田　真佑 (6) 徳和 3.42.78

ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

12 21 2425 伊藤　　亨 (6) 米ノ庄 3.43.82

ﾅｶﾆｼﾋﾃﾞﾔ

13 5 2118 中西　秀弥 (5) 花岡 3.49.54

ｶﾜｲｼｭﾝ

14 17 2208 河合　　駿 (6) 鵲 3.50.61

ｶﾜｲ ﾘﾕｳ

15 16 2299 河合　倫佑 (6) 松阪Jr陸上 3.51.94

ﾔﾂｵ ｶﾂﾄｷ

16 1 2189 谷尾　豪祝 (5) 中川 3.52.96

ｲﾜﾊｼ ｼﾝｼﾞ

17 13 2304 岩橋　新冶 (5) 松阪Jr陸上 3.57.63

ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ

18 8 2215 井上　海斗 (5) 徳和 3.58.63

ｶﾄｳｼｮｳﾀ

19 2 2119 加藤　翔太 (5) 花岡 3.59.01

ﾀｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾄ

20 12 2302 田上　大度 (5) 松阪Jr陸上 4.07.00

ｲﾁﾉ ﾅﾕﾀ

21 4 2154 市野那由他 (5) 香肌 4.30.29

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/6/15 17:12

1/1



松阪男子５･６年　80mH

6月15日 13:15 決勝  

県小学生記録 (KE)       12.30     岩田　大輝 (一志Beast・津市)                                2006        

　　大会記録 (GR)       15.6      佐野　伸悟 (第四)                                           2002(第17回)

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ｼｮｳﾔ

1 2 2336 青木　翔弥 (6) 第二 17.35

ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾕﾑ

2 4 2435 杉原　歩 (5) 豊地 17.67

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾀ

3 7 2484 大工保悠太 (6) 松江 18.41

ｲｸｻｶ ｺｳﾀﾞｲ

4 6 2337 幾坂　航大 (6) 第二 19.72

ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ

5 3 2340 西川　貴之 (6) 第二 22.55

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ

6 5 2342 前田　悠斗 (6) 第二 24.46

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  +0.1

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/6/15 17:12

1/1



松阪男子５･６年　4×100mR

6月15日 15:15 決勝  

県小学生記録 (KE)       49.93     南勢陸上ク・伊勢市 (林・笠井・熊野・森下)                   2004        

　　大会記録 (GR)       56.58     松阪Jr陸上 (所神根・久我・大西・浜本)                       2007(第22回)

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 ｶﾅ名 所属

1 6 松尾-A 56.78 1 2360 森野　侑樹 (6) ﾓﾘﾉ ﾕｳｷ 松尾

2 2366 大下　大輔 (6) ｵｵｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 松尾

3 2362 長野　勇斗 (6) ﾅｶﾞﾉ ﾊﾔﾄ 松尾

4 2365 松永　　駿 (6) ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｭﾝ 松尾

2 5 香肌 59.89 1 2154 市野那由他 (5) ｲﾁﾉ ﾅﾕﾀ 香肌

2 2155 田村　太誠 (6) ﾀﾑﾗ ﾀｲｾｲ 香肌

3 2148 安樂　　泰 (6) ｱﾝﾗｸ ﾀｲ 香肌

4 2149 上田　優作 (6) ｳｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ 香肌

3 7 第二-B 60.24 1 2336 青木　翔弥 (6) ｱｵｷ ｼｮｳﾔ 第二

2 2338 上村　幸弘 (6) ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 第二

3 2337 幾坂　航大 (6) ｲｸｻｶ ｺｳﾀﾞｲ 第二

4 2339 岡田　　樹 (6) ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 第二

4 8 松尾-B 61.88 1 2370 吉本　隼人 (5) ﾖｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 松尾

2 2368 中川　将弥 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 松尾

3 2371 下村　拓巳 (5) ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾐ 松尾

4 2369 池田　直生 (5) ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 松尾

5 2 花岡 64.57 1 2120 内海　友希 (6) ｳﾁﾐﾄﾓｷ 花岡

2 2123 上村　和誠 (6) ｳｴﾑﾗｶｽﾞﾏｻ 花岡

3 2124 梅田　尋也 (6) ｳﾒﾀﾞﾋﾛﾔ 花岡

4 2122 宮下　　匠 (6) ﾐﾔｼﾀﾀｸﾐ 花岡

6 9 松阪Jr陸上-B 66.38 1 2302 田上　大度 (5) ﾀｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾄ 松阪Jr陸上

2 2301 丸山　穂高 (5) ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 松阪Jr陸上

3 2304 岩橋　新冶 (5) ｲﾜﾊｼ ｼﾝｼﾞ 松阪Jr陸上

4 2305 吉田　貴一 (5) ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ 松阪Jr陸上

7 3 第二-A 68.93 1 2331 越川　息吹 (5) ｺｼｶﾜ ｲﾌﾞｷ 第二

2 2334 坂東　翔太 (5) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 第二

3 2345 村田　祐斗 (5) ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 第二

4 2340 西川　貴之 (6) ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 第二

4 松阪Jr陸上-A DSQ,*R2 1 2299 河合　倫佑 (6) ｶﾜｲ ﾘﾕｳ 松阪Jr陸上

2 2298 石橋　耐志 (6) ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｼ 松阪Jr陸上

3 2300 奥川　魁斗 (5) ｵｸｶﾞﾜ ｶｲﾄ 松阪Jr陸上

4 2297 久我　一真 (6) ｸｶﾞ ｶｽﾞﾏ 松阪Jr陸上

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DSQ：失格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３
2008/6/15 17:13

1/1



松阪男子５･６年　走高跳
審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

6月15日 10:00 決勝  

県小学生記録 (KE)       1m50      水谷　直人 (斎宮・多気郡)                                   2002        

　　大会記録 (GR)       1m25      原田　玲次 (第二)                                           2005(第20回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾑﾗﾕｳﾀ ○ × × ○ × × ×

1 2 2177 岡村　友太 (5) 第五 1m05

ﾊﾏｼﾞ ﾀﾂﾔ ○ × × ×

2 1 2217 濱地　達也 (5) 徳和 1m00

1m00 1m05 1m10

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/6/15 17:16

1/1



松阪男子５･６年　走幅跳

県小学生記録 (KE)       5m30      高木　　涼 (笹尾AC・員弁郡)                                 2003        6月15日 10:00 決勝  

　　大会記録 (GR)       4m31      松本　秀一 (伊勢寺)                                         2005(第20回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾉ ﾕｳｷ 3m89 3m98 3m88 3m98 3m90 3m92 4m01 4m01

1 4 2360 森野　侑樹 (6) 松尾 -1.0 -0.9 -0.3 -0.9 -1.4 -1.1 -1.6 -1.6

ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 3m95 3m62 3m63 3m95 3m79 3m79 3m67 3m95

2 7 2367 松下　翔伍 (6) 松尾 -0.8 -0.7 -0.5 -0.8 -0.8 -1.0 -1.1 -0.8

ｶﾜｲ ﾘｮｳﾍｲ 3m78 3m68 × 3m78 3m55 3m85 3m60 3m85

3 11 2218 川合　凌平 (6) 徳和 -0.7 -0.4 -0.7 -1.1 -0.8 -0.5 -0.8

ﾋﾔ ｶｽﾞｷ 3m57 3m60 3m71 3m71 3m67 3m62 3m71 3m71

4 3 2361 飛矢　和輝 (6) 松尾 -0.7 -0.3 -0.7 -0.7 -1.5 -1.2 -1.4 -1.4

ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾐ × × 3m51 3m51 3m54 3m61 3m68 3m68

5 12 2371 下村　拓巳 (5) 松尾 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -1.2 -1.2

ｽｽﾞｷ ﾌｳﾀ 3m45 3m55 × 3m55 3m50 3m62 × 3m62

6 6 2363 鈴木　楓大 (6) 松尾 -0.7 -0.7 -0.7 -1.0 -1.0 -1.0

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 3m52 3m42 × 3m52 3m21 × 3m54 3m54

7 1 2370 吉本　隼人 (5) 松尾 -0.7 0.0 -0.7 -1.2 -0.3 -0.3

ﾂｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 3m53 3m48 3m48 3m53 3m52 3m50 3m40 3m53

8 2 1413 逵井　辰伍 (5) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ -1.1 -0.4 -0.6 -1.1 -1.5 -1.2 -0.6 -1.1

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 3m46 × 3m41 3m46 3m46

9 8 2144 宮﨑竜之介 (5) 港 -0.7 -1.1 -0.7 -0.7

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 3m24 × × 3m24 3m24

10 10 2377 橋本　拓樹 (5) 松尾 -0.3 -0.3 -0.3

ｳｴﾑﾗｶｽﾞﾏｻ 3m10 × × 3m10 3m10

11 9 2123 上村　和誠 (6) 花岡 -0.2 -0.2 -0.2

ｶﾄｳ ﾘﾝ

5 2197 加藤　　輪 (5) 南 DNS

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場
2008/6/15 17:17

1/1



松阪男子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

県小学生記録 (KE)       79m19     山崎　航輝 (名張クラブ・名張市)                             2007        6月15日 10:15 決勝  

　　大会記録 (GR)       63m27     鈴木　　暁 (第二)                                           2005(第20回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾉ ﾊﾔﾄ

1 4 2362 長野　勇斗 (6) 松尾 × 64m62 × 64m62 × × × 64m62 GR

ﾓｶﾞﾐｱｻﾋ

2 5 2109 最上　朝日 (6) 伊勢寺 × 52m70 × 52m70 × × × 52m70

ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ

3 2 2204 鈴木　颯馬 (5) 豊田 × × 50m06 50m06 × × 50m31 50m31

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

4 7 2334 坂東　翔太 (5) 第二 × 48m05 × 48m05 × × × 48m05

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

5 1 2196 田中　将太 (6) 南 × 45m34 × 45m34 × × × 45m34

ｲｲｵｶ ｹﾝﾔ

6 3 2194 飯岡　賢矢 (5) 東黒部 × 44m64 × 44m64 × × × 44m64

ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝﾀ

7 6 2436 松島　駿太 (5) 豊地 39m12 × × 39m12 × × × 39m12

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    GR：大会記録
2008/6/15 17:17
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松阪女子３年　60m

6月15日 11:45 予選  

県小学生記録 (KE)       9.3       落合咲八香 (楠陸上少・三重郡)                               1986        6月15日 14:25 決勝  

　　大会記録 (GR)       9.7       新竹　千草 (花岡)                                           1987(第2回) 

　県標準記録 (KH)       11.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  4組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾗｷ ﾋｶﾙ ｲｹﾉ ﾐｻｷ

1 5 2199 荒木ひかる (3) 南 10.97 ○ q 1 6 2220 池野みさき (3) 徳和 10.34 ○ q

ﾀｶｾ ﾏｲ ﾂｼﾞｲ ﾘｺ

2 4 2128 高瀬　真衣 (3) 粥見 11.11 q 2 2 2440 辻井　りこ (3) 豊地 11.23

ｱﾎﾞ ｻﾂｷ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｶ

3 2 2439 安保　颯月 (3) 豊地 11.19 q 3 5 2330 水谷　夕夏 (3) 第二 11.32

ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ ﾔﾂｵ ｻｴ

4 6 2472 中川　遥香 (3) 機殿 11.24 4 4 2187 谷尾　爽愛 (3) 中川 11.33

ｵｵﾆｼ ﾚｲﾅ ﾏﾂｲ ｼｵﾘ

5 7 2219 大西　伶奈 (3) 徳和 11.75 5 3 2203 松井　詩織 (3) 南 11.70

ｶﾄｳ ﾕｳｶ ﾌｶﾀ ﾌﾐｶ

6 8 2397 加藤　有香 (3) 松尾 12.19 6 7 2392 深田　文香 (3) 松尾 11.78

ﾊｼﾓﾄｹｲﾀ

3 2182 橋本　啓汰 (3) 中原 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｸﾏｻｶ ﾏﾅ ｱｵﾔｷﾞ ｱﾘｻ

1 5 2186 熊坂　真那 (3) 中川 10.95 ○ q 1 4 2437 青柳　有咲 (3) 豊地 11.13 q

ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ ｶﾄｳ ﾏﾎ

2 8 2471 中川  沙希 (3) 機殿 11.02 q 2 6 2201 加藤　真帆 (3) 南 11.28

ﾌｸﾔｱｱｽｶ ｻﾄｳﾄｼｺ

3 3 2183 福山明日香 (3) 中原 11.19 q 3 2 2114 佐藤　晴子 (3) 花岡 11.31

ﾅｶｲ ﾐｻﾄ ﾖｼﾀﾞｱｶﾈ

4 4 2438 中井　美里 (3) 豊地 11.22 4 8 2184 吉田　　茜 (3) 中原 11.35

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾉ

5 7 2145 宮﨑　妃那 (3) 港 11.58 5 5 2130 西村ゆきの (3) 粥見 11.47

ﾐﾔｹﾌｳﾅ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲ

6 2 2115 三宅　風菜 (3) 花岡 11.69 6 7 2174 松田　　唯 (3) 大河内 11.53

ｵｶｻﾞｷ ｱｲｺ ｺﾏﾀﾆ ｼｴﾅ

7 6 2200 岡崎　愛子 (3) 南 12.45 7 3 2202 駒谷しえな (3) 南 11.77

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾉ ﾐｻｷ

1 7 2220 池野みさき (3) 徳和 10.09

ｱﾗｷ ﾋｶﾙ

2 5 2199 荒木ひかる (3) 南 10.83

ｸﾏｻｶ ﾏﾅ

3 4 2186 熊坂　真那 (3) 中川 10.90

ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ

4 6 2471 中川  沙希 (3) 機殿 10.91

ﾀｶｾ ﾏｲ

5 8 2128 高瀬　真衣 (3) 粥見 11.01

ｱｵﾔｷﾞ ｱﾘｻ

6 2 2437 青柳　有咲 (3) 豊地 11.02

ｱﾎﾞ ｻﾂｷ

7 9 2439 安保　颯月 (3) 豊地 11.03

ﾌｸﾔｱｱｽｶ

8 3 2183 福山明日香 (3) 中原 11.08

風:  -0.3 風:  0.0

風:  +0.5

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.4 風:  -0.4

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場
2008/6/15 17:19

1/1



松阪女子４年　60m

6月15日 11:15 予選  

県小学生記録 (KE)       8.9       落合咲八香 (楠陸上少・三重郡)                               1987        6月15日 14:05 決勝  

　　大会記録 (GR)       9.2       新竹　千草 (花岡)                                           1988(第3回) 

　県標準記録 (KH)       10.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  4組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ ｸｽｷ ﾕｶ

1 9 2233 渡辺みのり (4) 第四 10.32 ○ q 1 2 2164 楠木　結香 (4) 漕代 10.60

ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾈ ﾜﾀﾞ ﾐｻｴ

2 2 2170 松本　乃音 (4) 大河内 10.53 q 2 1 2476 和田美沙恵 (4) 豊田 11.04

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ ｵｸﾀﾞ ﾑﾗｻｷ

3 6 2350 高橋　奈那 (4) 山室山 10.54 q 3 5 2468 奥田　　紫 (4) 機殿 11.15

ﾋﾔ ｷｮｳｶ ｸﾆｷ ｱﾝﾘ

4 7 2387 飛矢　恭佳 (4) 松尾 10.60 4 9 2442 國樹　杏梨 (4) 豊地 11.21

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ ｵｵｶﾜ ﾅﾐ

5 3 2325 小林　由桂 (4) 松阪Jr陸上 10.73 5 7 2355 大川　奈美 (4) 射和 11.39

ｱﾝﾗｸ ｶｽﾞﾅ ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ

6 4 2150 安樂　一杏 (4) 香肌 10.74 6 8 2324 藤井　瑤子 (4) 松阪Jr陸上 12.13

ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾎ ﾀﾅｶ ｱｲ

7 1 2475 松田　結帆 (4) 松尾 10.81 7 4 2169 田中　　愛 (4) 大河内 12.49

ﾀｶﾞ ｼｵﾘ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ

8 5 2443 多賀　　栞 (4) 豊地 10.97 8 3 2383 川口亜珠砂 (4) 松尾 13.58

ｼﾊﾞｷ ﾏﾕ ﾄｺﾛ ﾘﾎ

9 8 2193 柴木　麻佑 (4) 朝見 11.17 6 2156 床呂　梨帆 (4) 香肌 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾔ ﾂﾌﾞﾗ ｶﾔ ｱｲﾘ

1 2 2221 中屋つぶら (4) 徳和 9.96 ○ q 1 4 2108 栢　　愛莉 (4) 阿坂 10.48 ○ q

ｼﾗｲｼ ｶｽﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ

2 8 2385 白石　香純 (4) 松尾 10.00 ○ q 2 3 2326 小林　美友 (4) 松阪Jr陸上 10.50 ○ q

ｺｳﾊｾ ｻｷ ｲﾇｲ ﾉﾘｶ

3 3 2131 高波瀬咲季 (4) 粥見 10.26 ○ q 3 7 2441 乾　　紀香 (4) 豊地 10.88

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾕｳ ｼﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ

4 7 2163 藤本　美侑 (4) 漕代 11.41 4 6 2386 新堂　七菜 (4) 松尾 10.97

ﾆｲ ﾐﾕｷ ﾋｳﾗ ｱｶﾈ

5 4 2444 新居　未雪 (4) 豊地 11.45 5 1 2351 日裏明花音 (4) 山室山 11.18

ﾐﾊﾗ ﾅｵﾐ ﾖｼｶﾜ ﾏｷ

6 5 2384 三原菜緒美 (4) 松尾 11.49 6 5 1412 吉川　茉希 (4) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 11.52

ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

7 1 2327 坂本万梨亜 (4) 松阪Jr陸上 11.67 7 8 2323 大工保美波 (4) 松阪Jr陸上 11.80

ｲｼﾏ ﾐｷ ｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ

8 9 2478 井島　未喜 (4) 松江 11.78 8 2 2222 上田　真咲 (4) 徳和 13.72

ﾏｷﾉ ﾅｵ

9 6 2232 牧野　那穂 (4) 第四 11.89

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾗｲｼ ｶｽﾐ

1 7 2385 白石　香純 (4) 松尾 9.76

ﾅｶﾔ ﾂﾌﾞﾗ

2 6 2221 中屋つぶら (4) 徳和 9.78

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ

3 4 2233 渡辺みのり (4) 第四 9.95

ｺｳﾊｾ ｻｷ

4 5 2131 高波瀬咲季 (4) 粥見 10.17

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ

5 8 2326 小林　美友 (4) 松阪Jr陸上 10.32

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

6 3 2350 高橋　奈那 (4) 山室山 10.36

ｶﾔ ｱｲﾘ

7 9 2108 栢　　愛莉 (4) 阿坂 10.49

ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾈ

8 2 2170 松本　乃音 (4) 大河内 10.57

風:  -0.2 風:  -0.5

風:  +0.2

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.2 風:  -0.2

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場
2008/6/15 17:20

1/1



松阪女子５年　100m

6月15日 10:25 予選  

県小学生記録 (KE)       13.7      前田　　恵 (明倫・伊勢市)                                   1990        6月15日 13:45 決勝  

　　大会記録 (GR)       14.6      仲井あゆみ (南勢陸上ク)                                     2002(第17回)

　県標準記録 (KH)       16.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  3組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻﾜｲ ｶﾅ ﾔﾀﾍﾞ ﾐｶ

1 3 2349 澤井　佳奈 (5) 山室山 16.28 q 1 2 2333 谷田部美華 (5) 第二 15.69 ○ q

ﾀｶﾊｼﾐｻｷ ｾｷﾓﾘﾐｻｷ

2 8 2401 高橋美早生 (5) 西黒部 16.41 q 2 4 2104 関守　実咲 (5) てい水 16.14 q

ﾖｼﾀｶ ｶｴ ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ

3 6 2223 吉高　華恵 (5) 徳和 17.02 3 5 2132 岡本　莉奈 (5) 粥見 16.20 q

ｱｷﾀ ｻﾔｶ ﾅｶﾆｼ ﾅﾐ

4 4 2376 秋田紗也加 (5) 松尾 17.62 4 6 2162 中西　奈美 (5) 漕代 17.35

ｵｸｲ ﾅｵ ﾌｶﾀ ﾘｻｺ

5 2 2466 奥井　菜生 (5) 機殿 17.62 5 3 2381 深田梨沙子 (5) 松尾 17.72

ﾔﾏﾓﾄﾐﾎ ﾏｴｶﾞﾜ ｻﾎ

6 7 2206 山本　美帆 (5) 鵲 17.97 6 8 2382 前川　紗歩 (5) 松尾 18.45

ｲｼﾊﾗ ﾏｲ ﾆｼｶﾜｱｲﾘ

7 5 2332 石原　　舞 (5) 第二 18.01 7 2205 西川　愛梨 (5) 鵲 DNS

ﾜﾀﾞ ﾖｼｴ

8 9 2477 和田　佳恵 (5) 豊田 18.52

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｲﾅ

1 7 2161 谷口美依菜 (5) 漕代 15.64 ○ q

ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ

2 3 2141 小川明日香 (5) 幸 16.38 q

ﾐﾅﾄ ﾕﾘﾅ

3 4 2224 湊　友里奈 (5) 徳和 16.70 q

ｻｶﾔﾏ ﾐﾂｷ

4 5 2380 坂山　美月 (5) 松尾 16.72

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ

5 6 2467 中川　夏希 (5) 機殿 17.33

ﾊﾅﾓﾄ ﾕｶ

6 8 2379 花本　由加 (5) 松尾 17.72

ｵｶﾀﾞ ﾐﾅﾐ

7 2 2228 岡田みなみ (5) 第四 17.92

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｲﾅ

1 4 2161 谷口美依菜 (5) 漕代 15.10

ﾔﾀﾍﾞ ﾐｶ

2 6 2333 谷田部美華 (5) 第二 15.26

ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ

3 5 2132 岡本　莉奈 (5) 粥見 15.76

ｾｷﾓﾘﾐｻｷ

4 7 2104 関守　実咲 (5) てい水 15.83

ﾀｶﾊｼﾐｻｷ

5 3 2401 高橋美早生 (5) 西黒部 15.93

ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ

6 8 2141 小川明日香 (5) 幸 16.03

ｻﾜｲ ｶﾅ

7 9 2349 澤井　佳奈 (5) 山室山 16.13

ﾐﾅﾄ ﾕﾘﾅ

8 2 2224 湊　友里奈 (5) 徳和 16.37

風:  -0.4

風:  +0.8

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.1 風:  -0.7

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場
2008/6/15 17:21

1/1



松阪女子６年　100m

6月15日 10:10 予選  

県小学生記録 (KE)       13.21     田矢　愛美 (JAC亀山・亀山市)                                2006        6月15日 13:25 決勝  

　　大会記録 (GR)       14.2      新竹　千草 (花岡)                                           1990(第5回) 

　県標準記録 (KH)       15.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  2組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｶﾞﾜ ﾘｶｺ ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ

1 4 2463 小川莉加子 (6) 機殿 15.53 q 1 7 2316 田中　杏沙 (6) 松阪Jr陸上 14.27 q

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾏｽｲ ﾐｽﾞﾅ

2 9 2485 山田　遙夏 (6) 松江 15.73 q 2 2 2166 増井　瑞奈 (6) 大河内 15.54 q

ｶﾄｳ ﾕｳ ﾀｶﾀﾞ ｻｴ

3 5 2359 加藤　　友 (6) 松尾 15.84 q 3 6 2348 高田　彩永 (6) 山室山 15.73 q

ﾁﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ ﾐﾔｹ ｱｷ

4 8 2136 千原　瑞穂 (6) 粥見 15.94 q 4 4 2347 三宅　亜紀 (6) 山室山 16.09

ｻﾄｳﾄｼｺ ﾅｶｲ ﾐﾂｷ

5 7 2121 佐藤杜詩子 (6) 花岡 16.06 q 5 5 2447 中井　美月 (6) 豊地 16.43

ﾏｴｶﾞﾜ ｾｲﾅ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾙﾅ

6 3 2445 前川　星奈 (6) 豊地 16.13 6 8 2160 出口　留菜 (6) 漕代 16.86

ｺﾔﾏ ｻｷ ﾋﾗﾉ ｻｱﾔ

7 2 2346 小山　紗希 (6) 山室山 16.53 7 3 2225 平野　紗彩 (6) 徳和 17.34

ｻﾜﾔﾏ ﾋｶﾘ

8 6 2446 澤山日花里 (6) 豊地 16.96

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ

1 5 2316 田中　杏沙 (6) 松阪Jr陸上 14.27

ｵｶﾞﾜ ﾘｶｺ

2 6 2463 小川莉加子 (6) 機殿 14.97

ﾀｶﾀﾞ ｻｴ

3 4 2348 高田　彩永 (6) 山室山 15.23

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ

4 9 2485 山田　遙夏 (6) 松江 15.74

ｶﾄｳ ﾕｳ

5 8 2359 加藤　　友 (6) 松尾 15.78

ﾁﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ

6 3 2136 千原　瑞穂 (6) 粥見 15.82

ﾏｽｲ ﾐｽﾞﾅ

7 7 2166 増井　瑞奈 (6) 大河内 15.90

ｻﾄｳﾄｼｺ

8 2 2121 佐藤杜詩子 (6) 花岡 16.08

風:  0.0

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.3 風:  -0.4

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/6/15 17:22

1/1



松阪女子５･６年　1000m

6月15日 12:40 決勝  

県小学生記録 (KE)       3.12.52   今村　宥美 (川越陸上少・三重郡)                             2006        

　　大会記録 (GR)       3.22.52   西田　真侑 (松阪Jr陸上)                                     2007(第22回)

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｲ ｱﾔｶ

1 5 2320 西井　彩香 (6) 松阪Jr陸上 3.27.15

ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ

2 10 2319 西田　奈央 (6) 松阪Jr陸上 3.34.51

ｶﾜｲｻﾘﾅ

3 9 2209 河合咲里奈 (6) 鵲 3.36.46

ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ

4 8 2317 西山　遥香 (6) 松阪Jr陸上 3.37.87

ｶﾅﾔ ﾊﾅ

5 3 2318 金谷　華奈 (6) 松阪Jr陸上 3.47.92

ﾖｼｶﾜ ﾐﾕ

6 1 1411 吉川　実佑 (5) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 3.52.10

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾘ

7 2 2133 宮嵜　志織 (5) 粥見 3.53.01

ｲｼｶﾜ ｻﾜｺ

8 4 2226 石川紗和子 (6) 第四 3.58.11

ﾅｶﾑﾗ ﾘｵ

9 6 2227 中村　莉緒 (6) 第四 4.18.82

ﾅｶﾉ ｻｸﾗ

10 7 2448 中野　桜 (5) 豊地 4.21.16

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/6/15 17:22

1/1



松阪女子５･６年　80mH

6月15日 13:10 決勝  

県小学生記録 (KE)       12.93     山田　梨央 (川越陸上少・三重郡)                             2007        

　　大会記録 (GR)       17.2      植村　好英 (第四)                                           2002(第17回)

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴｶﾜ ｻｴﾐ

1 3 2341 前川　冴未 (6) 第二 17.15 GR

ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾅ

2 2 2450 山下　綾菜 (6) 豊地 19.03

ﾐﾔｹ ﾏﾐｺ

3 5 2464 三宅麻美子 (6) 機殿 19.19

ｲﾇｲ ｻﾕｶ

4 8 2453 乾　沙優香 (5) 豊地 19.41

ｼｵｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ

5 9 2452 塩崎　美月 (5) 豊地 19.72

ﾆｼｲ ｱｶﾈ

6 7 2343 西井　　茜 (6) 第二 19.96

ｽｽﾞｷ ｶﾅ

7 6 2451 鈴木　花菜 (5) 豊地 19.99

ﾇﾅｷ ｱｷﾎ

8 4 2449 舩木　晶帆 (5) 豊地 21.21

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  0.0

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    GR：大会記録
2008/6/15 17:23

1/1



松阪女子５･６年　4×100mR

6月15日 15:10 決勝  

県小学生記録 (KE)       53.88     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002        

　　大会記録 (GR)       59.5      花岡 (森上・刀根・竹内・長谷川)                             1988(第3回) 

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 ｶﾅ名 所属

1 6 松阪Jr陸上 59.47 GR 1 2317 西山　遥香 (6) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ 松阪Jr陸上

2 2320 西井　彩香 (6) ﾆｼｲ ｱﾔｶ 松阪Jr陸上

3 2319 西田　奈央 (6) ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ 松阪Jr陸上

4 2316 田中　杏沙 (6) ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ 松阪Jr陸上

2 5 山室山 62.26 1 2349 澤井　佳奈 (5) ｻﾜｲ ｶﾅ 山室山

2 2348 高田　彩永 (6) ﾀｶﾀﾞ ｻｴ 山室山

3 2346 小山　紗希 (6) ｺﾔﾏ ｻｷ 山室山

4 2347 三宅　亜紀 (6) ﾐﾔｹ ｱｷ 山室山

3 4 てい水 63.71 1 2103 松林　悠依 (5) ﾏﾂﾊﾞﾔｼﾕｲ てい水

2 2105 只腰　千夏 (5) ﾀﾀﾞｺｼﾁﾅﾂ てい水

3 2107 前川　未玖 (5) ﾏｴｶﾞﾜﾐｸ てい水

4 2104 関守　実咲 (5) ｾｷﾓﾘﾐｻｷ てい水

4 3 豊地 63.86 1 2447 中井　美月 (6) ﾅｶｲ ﾐﾂｷ 豊地

2 2446 澤山日花里 (6) ｻﾜﾔﾏ ﾋｶﾘ 豊地

3 2450 山下　綾菜 (6) ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾅ 豊地

4 2445 前川　星奈 (6) ﾏｴｶﾞﾜ ｾｲﾅ 豊地

5 7 第二 66.03 1 2332 石原　　舞 (5) ｲｼﾊﾗ ﾏｲ 第二

2 2333 谷田部美華 (5) ﾔﾀﾍﾞ ﾐｶ 第二

3 2343 西井　　茜 (6) ﾆｼｲ ｱｶﾈ 第二

4 2341 前川　冴未 (6) ﾏｴｶﾜ ｻｴﾐ 第二

6 2 松尾 68.86 1 2379 花本　由加 (5) ﾊﾅﾓﾄ ﾕｶ 松尾

2 2381 深田梨沙子 (5) ﾌｶﾀ ﾘｻｺ 松尾

3 2382 前川　紗歩 (5) ﾏｴｶﾞﾜ ｻﾎ 松尾

4 2380 坂山　美月 (5) ｻｶﾔﾏ ﾐﾂｷ 松尾

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    GR：大会記録
2008/6/15 17:23

1/1



松阪女子５･６年　走高跳
審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

6月15日 10:00 決勝  

県小学生記録 (KE)       1m38      伊藤　　萌 (南勢陸上ク・伊勢市)                             2004        

　　大会記録 (GR)       1m20      水谷　麻佑 (第二)                                           2006(第21回)

　　大会記録 (GR)       1m20      小林　果歩 (第二)                                           2006(第21回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾏﾀﾆ ｽﾋﾟｶ ○ ○ × × ×

1 4 2195 駒谷すぴか (6) 南 1m05

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｷﾅ ○ × ○ × × ×

2 5 2454 渡辺　月菜 (5) 豊地 1m05

ﾏｴﾓﾄｻﾅ × × ×

3 2178 前本　紗奈 (5) 第五 NM

ﾅｶﾑﾗﾏﾔ × × ×

6 2179 中村　まや (5) 第五 NM

1m00 1m05 1m10

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし
2008/6/15 17:33

1/1



松阪女子５･６年　走幅跳

県小学生記録 (KE)       4m82      寺田　祐子 (南勢陸上ク・伊勢市)                             1999        6月15日 10:00 決勝  

　　大会記録 (GR)       3m77      利根かおる (花岡)                                           1988(第3回) 

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾏｴ ﾘｺ × 3m37 3m44 3m44 3m23 3m45 3m27 3m45

1 3 1410 駒江　莉子 (5) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ -0.5 -0.3 -0.3 -1.2 -1.1 -1.5 -1.1

ﾏﾂﾊﾞﾔｼﾕｲ 2m97 2m69 × 2m97 3m06 2m99 2m95 3m06

2 1 2103 松林　悠依 (5) てい水 -1.2 0.0 -1.2 -1.2 -1.0 -0.3 -1.2

ﾆｼｶﾀ ｻｷ 2m80 × 2m69 2m80 2m59 × 2m94 2m94

3 4 2322 西潟　咲希 (5) 松阪Jr陸上 -0.7 -0.3 -0.7 -1.0 -1.1 -1.1

ｸﾗｲ ﾐｷ × 2m28 2m74 2m74 2m82 2m71 2m64 2m82

4 2 2321 倉井　美季 (6) 松阪Jr陸上 -0.3 -0.4 -0.4 -1.5 -1.2 -0.6 -1.5

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/6/15 17:33

1/1



松阪女子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

県小学生記録 (KE)       60m33     西井　春菜 (修道・伊勢市)                                   2001        6月15日 10:15 決勝  

　　大会記録 (GR)       51m54     天野　悠里 (第四)                                           2001(第16回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ

1 22 2165 前川　　和 (6) 大河内 40m43 × × 40m43 × × × 40m43

ｳｴﾉ ﾀｶｺ

2 21 2142 上野　喬子 (6) 幸 × × 32m59 32m59 × × × 32m59

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/6/15 17:33

1/1



松阪混成　4×100mR

6月15日 15:25 決勝  

県小学生記録 (KE)       55.13     南勢陸上ク・伊勢市 (中西・橋爪・中西・曽根)                 2004        

　　大会記録 (GR)       61.5      山室山 (三宅・杉本・朝柄・市野)                             1993(第8回) 

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 ｶﾅ名 所属

1 4 松阪Jr陸上-B 66.52 1 2327 坂本万梨亜 (4) ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 松阪Jr陸上

2 2325 小林　由桂 (4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 松阪Jr陸上

3 2306 竹内　秀成 (4) ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ 松阪Jr陸上

4 2308 田中　琢馬 (4) ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 松阪Jr陸上

2 5 松尾-B 67.40 1 2385 白石　香純 (4) ｼﾗｲｼ ｶｽﾐ 松尾

2 2384 三原菜緒美 (4) ﾐﾊﾗ ﾅｵﾐ 松尾

3 2388 脇野　志音 (4) ﾜｷﾉ ｼｵﾝ 松尾

4 2390 久我　悠真 (4) ｸｶﾞ ﾕｳﾏ 松尾

3 3 豊地 67.66 1 2449 舩木　晶帆 (5) ﾇﾅｷ ｱｷﾎ 豊地

2 2454 渡辺　月菜 (5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｷﾅ 豊地

3 2432 中山　虎之佑 (4) ﾅｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 豊地

4 2435 杉原　歩 (5) ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾕﾑ 豊地

4 6 松阪Jr陸上-A 67.80 1 2322 西潟　咲希 (5) ﾆｼｶﾀ ｻｷ 松阪Jr陸上

2 2326 小林　美友 (4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ 松阪Jr陸上

3 2307 竹内　啓人 (4) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ 松阪Jr陸上

4 2310 大西　啓太 (4) ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ 松阪Jr陸上

5 2 松尾-A 71.90 1 2383 川口亜珠砂 (4) ｶﾜｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ 松尾

2 2376 秋田紗也加 (5) ｱｷﾀ ｻﾔｶ 松尾

3 2377 橋本　拓樹 (5) ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 松尾

4 2378 砂子　薫平 (5) ﾏﾅｺﾞ ｸﾝﾍﾟｲ 松尾

1 松阪Jr陸上-C DSQ,*R2 1 2324 藤井　瑤子 (4) ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ 松阪Jr陸上

2 2323 大工保美波 (4) ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 松阪Jr陸上

3 2309 宇野　耀介 (4) ｳﾉ ﾖｳｽｹ 松阪Jr陸上

4 2311 本居　佑麻 (4) ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾏ 松阪Jr陸上

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

第24回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(08240016)
第23回松阪市小学生陸上競技大会・第11回多気郡小学生陸上競技大会
兼中学生記録会
主催：松阪陸上競技協会
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DSQ：失格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３
2008/6/15 17:34

1/1


