
今競技会で樹立された新記録は以下のとおりです。

競技会名

期　　　日

☆大会新記録☆

1 多気郡男子走幅跳 4m48(+1.0) 三谷　龍平 (6) 津田
2 松阪女子走幅跳 4m07(+1.5) 谷田部美華 (6) 第二
3 松阪女子走幅跳 4m03(+0.5) 澤井　佳奈 (6) 山室山
4 松阪女子走幅跳 3m93(+1.4) 都地志保奈 (6) 山室山
5 松阪男子80mH 14.88(±0) 山下　柊斗 (6) 南
6 多気5年男子100m 14.35(±0) 亀田　智大 (5) 多気RC
7 多気4年60m 9.33(±0) 宮村　桃子 (4) 多気RC

本居　佑麻 (5)
高木　夏輝 (6)
竹内　啓人 (5)
奥川　魁斗 (6)
須田　有香 (5)
宮村　桃子 (4)
中村　拓真 (5)
亀田　智大 (5)
松林　悠依 (6)
只腰　千夏 (6)
関守　実咲 (6)
前川　未玖 (6)

☆大会タイ記録☆

1 多気郡女子走高跳 1m15 中西　陽菜 (6) 津田

松阪Jr陸上8

多気混成4×100mR 59.94 多気RC9

№ 種　　目 記録 氏名

所属 備考

新記録一覧表新記録一覧表新記録一覧表新記録一覧表

第第第第24242424回松阪市小学生陸上競技大会回松阪市小学生陸上競技大会回松阪市小学生陸上競技大会回松阪市小学生陸上競技大会

第第第第12121212回多気郡小学生陸上競技大会回多気郡小学生陸上競技大会回多気郡小学生陸上競技大会回多気郡小学生陸上競技大会

2009/6/14（日)

所属 備考

松阪男子4×100mR 56.03

№ 種　　目 記録 氏名

10 松阪女子4×100mR 59.18 てい水



2009年6月14日(日) 大会名 第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪市予選 大会コード　 09240736 トラック審判長 東浦　宏幸

第24回松阪市小学生陸上競技大会 跳 躍 審 判 長 東浦　宏幸

投 て き 審 判 長 東浦　宏幸

三重陸上競技協会　 コード２４ 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

主催団体名 松阪地区陸上競技協会

男子男子男子男子のののの部部部部
日付 種目

男子３年60m 曲　孝史朗 (3) 9.94 村田浩太朗 (3) 9.97 和田　優太 (3) 10.21 大野　凌児 (3) 10.27 小林　大介 (3) 10.34 石倉　翔唯 (3) 10.62 高橋　大地 (3) 10.73 丸山　正靖 (3) 10.79
風:-1.0

男子４年60m 池内　瞭馬 (4) 9.26 中西　航輝 (4) 9.48 山本　大地 (4) 9.60 上山　絋輝 (4) 9.72 伊藤　敏康 (4) 9.77 田中　翔汰 (4) 9.93 岡本　博貴 (4) 9.98 川北　道也 (4) 9.99
風:0.0

男子５年100m 竹内　啓人 (5) 14.76 永長　裕規 (5) 14.76 守田　良真 (5) 15.01 久我　悠真 (5) 15.11 竹内　秀成 (5) 15.12 本居　佑麻 (5) 15.16 泉谷　充希 (5) 15.37 中村　海人 (5) 15.42
風:+0.5

男子６年100m 奥川　魁斗 (6) 13.38 高木　夏輝 (6) 13.88 世古　峻也 (6) 14.37 坂本　紀硫 (6) 14.44 小塩　敬介 (6) 14.55 丸山　穂高 (6) 15.37 沼田　大輝 (6) 15.51 池田　直生 (6)
風:0.0 DNS

吉田　貴一 (6) 3.24.93 田中　琢馬 (5) 3.27.85 脇野　志音 (5) 3.30.32 井上　海斗 (6) 3.37.99 古屋　颯斗 (5) 3.38.65 岩橋　新治 (6) 3.42.15 西村　　知 (5) 3.48.23 宇野　耀介 (5) 3.53.70

山下　柊斗 (6) 14.88 杉原　　歩 (6) 16.15 坂井　大佑 (6) 16.60 乙部　将司 (6) 18.12 今川　貴博 (6) 19.28 飯田　圭祐 (6) 19.35 前川　和都 (5) 19.67
GR

56.03 松阪：南 59.42 松阪：松阪Jr陸上－Ｂ 60.45 松阪：松尾－Ａ 60.84 松阪：徳和 61.04 松阪：第二 61.06 松阪：松尾－Ｂ 61.93 62.87
  本居　佑麻 (5) GR   山下　柊斗 (6)   沼田　大輝 (6)   砂子　薫平 (6)   濱地　凌平 (6)   乙部　将司 (6)   岡田　知也 (6)   守田　良真 (5)
  高木　夏輝 (6)   加藤　　輪 (6)   丸山　穂高 (6)   下村　拓巳 (6)   疋田　和也 (6)   坂東　翔太 (6)   吉本　隼人 (6)   不殿　侑我 (5)
  竹内　啓人 (5)   朴木　健太 (6)   岩橋　新治 (6)   末良　隼也 (6)   鈴木　凱斗 (6)   坂井　大佑 (6)   井田　知輝 (6)   脇野　志音 (5)
  奥川　魁斗 (6)   小塩　敬介 (6)   吉田　貴一 (6)   山本　成秀 (5)   逵井　辰伍 (6)   村田　祐斗 (6)   中川　将弥 (6)   久我　悠真 (5)

男子５･６年 岡村　友太 (6) 1m10
走高跳

男子５･６年 逵井　辰伍 (6) 4m20 +0.7 吉本　隼人 (6) 4m19 +1.8 下村　拓巳 (6) 4m14 +2.0 鈴木　凱斗 (6) 3m86 +2.0 井田　知輝 (6) 3m82 +0.7 濱地　凌平 (6) 3m75 0.0 栗谷　太智 (5) 3m65 +0.3 岩田　泰地 (6) 3m31 +1.0

走幅跳

男子５･６年 坂東　翔太 (6) 58m33 鈴木　颯馬 (6) 55m89 向井　智之 (6) 55m01 加藤　　輪 (6) 54m37 渡邉　　諒 (6) 52m15 末良　隼也 (6) 48m76 村田　祐斗 (6) 47m95 大西亮太朗 (6) 47m25
ﾎﾞｰﾙ投

女子女子女子女子のののの部部部部
女子３年60m 佐々木優衣 (3) 10.73 加藤　綾優 (3) 10.74 金谷　晏衣 (3) 10.83 長尾　彩花 (3) 10.88 森田　侑奈 (3) 10.89 倉井　里萌 (3) 10.97 北村　美結 (3) 11.09 世古　　麗 (3) 11.11
風:-2.2

女子４年60m 池野みさき (4) 9.67 中川　遥香 (4) 10.18 荒木ひかる (4) 10.24 加藤　真帆 (4) 10.25 高瀬　真衣 (4) 10.28 中川　沙希 (4) 10.43 水谷　夕夏 (4) 10.53 福山明日香 (4) 10.53
風:0.0

女子５年100m 中屋つぶら (5) 15.12 白石　香純 (5) 15.15 澤田　莉乃 (5) 15.65 小林　美友 (5) 15.96 栢　　愛莉 (5) 16.18 松本　乃音 (5) 16.20 中西菜津美 (5) 16.26 村田　葉月 (5) 16.33
風:+0.2

女子６年100m 関守　実咲 (6) 15.38 大萩　菜央 (6) 15.43 岡本　莉奈 (6) 15.54 本田いづみ (6) 15.79 石倉友里奈 (6) 15.96 松葉　実紗 (6) 16.26 中川　夏希 (6) 16.63 山本　美帆 (6) 16.68
風:-0.2

女子 小村　佳那 (6) 3.24.16 宮園実可子 (6) 3.30.88 上村　美海 (6) 3.33.94 小浜　奈那 (5) 3.37.36 小阪　捺生 (6) 3.40.51 谷村美乃里 (6) 3.41.18 五十嵐春奈 (6) 3.45.80 中森　衣織 (6) 3.48.85
1000m

坂山　美月 (6) 18.65 平松奈津希 (5) 19.00 河野　来実 (6) 19.08 塩崎　美月 (6) 19.55 舩木　晶帆 (6) 19.68 鈴木　花菜 (6) 20.13

59.18 松阪：山室山 60.20 松阪：松尾－Ａ 63.58 松阪：豊地－Ａ 64.30 松阪：第二－Ａ 65.45 松阪：松尾－Ｂ 67.45 松阪：第二－Ｂ 71.69 72.17
  松林　悠依 (6) GR   菊川　怜美 (6)   花本　由加 (6)   塩崎　美月 (6)   水谷　彩乃 (5)   小阪　捺生 (6)   松葉　美奈 (5)   後藤　真依 (5)
  只腰　千夏 (6)   澤井　佳奈 (6)   坂山　美月 (6)   大萩　菜央 (6)   谷田部美華 (6)   稲原りょう (6)   坂東香菜美 (5)   平井　菜月 (5)
  関守　実咲 (6)   岸本　華歩 (6)   秋田紗也加　 (6)   鈴木　花菜 (6)   永石　莉菜 (5)   宮園実可子 (6)   小久保朋美 (5)   山口みさき (5)
  前川　未玖 (6)   都地志保奈 (6)   小村　佳那 (6)   中森　衣織 (6)   谷田部美樹 (6)   五十嵐春奈 (6)   竹井　　遥 (5)   平松　七音 (5)

女子５･６年 乾　　紀香 (5) 0m95
走高跳

女子５･６年 谷田部美華 (6) 4m07 +1.5 澤井　佳奈 (6) 4m03 +0.5 都地志保奈 (6) 3m93 +1.4 松林　悠依 (6) 3m63 +0.6 岸本　華歩 (6) 3m62 +0.5 菊川　怜美 (6) 3m60 +0.5 秋田紗也加　 (6) 3m38 +2.0 渡辺みのり (5) 3m26 +0.9

走幅跳 GR GR GR
女子５･６年 森　　絢香 (6) 42m94 岡　　瑞姫 (6) 38m21 山田　遥香 (6) 32m54 谷田部美樹 (6) 32m52 宮木　真希 (6) 31m46 坂東香菜美 (5) 29m62 小笠原愛梨 (6) 26m12 川口亜珠砂 (5) 18m27
ﾎﾞｰﾙ投

62.93 松阪：第二－Ａ 66.19 松阪：豊地－Ａ 66.85 松阪：松阪Jr陸上－Ｃ 67.42 松阪：豊地－Ｂ 67.95 松阪：豊地－Ｃ 68.48 松阪：松尾－Ｂ 69.74 70.68
  小林　由佳 (5)   平松奈津希 (5)   國樹　杏梨 (5)   藤井　瑶子 (5)   新居　未雪 (5)   中井　美里 (4)   橋倉　葉子 (4)   山田明日香 (4)
  小林　美友 (5)   水谷　夕夏 (4)   山口　怜亜 (5)   大工保美波 (5)   多賀　　栞 (5)   乾　　紀香 (5)   松下　芽生 (4)   加藤　有香 (4)
  大西　啓太 (5)   尾邊　琢真 (5)   西村　永亮 (5)   上山　絋輝 (4)   舩木　康裕 (5)   山出　健斗 (4)   内田　隆太 (4)   中野　友裕 (4)
  田中　琢馬 (5)   天田　　陣 (5)   中山虎之佑 (5)   山本　大地 (4)   小西　来紀 (5)   田中　翔汰 (4)   間宮　涼太 (4)   砂子　　新 (4)

松阪：松尾松阪：松阪Jr陸上 松阪：伊勢寺 松阪：機殿 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上

松阪：大河内 松阪：松尾 松阪：第二 松阪：阿坂

松阪：第二

松阪：松尾 松阪：松尾 松阪：徳和

松阪：第二松阪：豊地

松阪：松尾 松阪：徳和 松阪：花岡 松阪：松江

松阪：松阪Jr陸上 松阪：豊地 松阪：粥見 松阪：伊勢寺松阪：朝見 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上

松阪：花岡

松阪：花岡 松阪：松阪Jr陸上 松阪：松江 松阪：松阪Jr陸上

松阪：南 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：松尾

松阪：徳和

松阪：松阪Jr陸上 松阪：松阪Jr陸上 松阪：機殿 松阪：粥見

松阪：松阪Jr陸上 松阪：香肌

松阪：豊地 松阪：豊地 松阪：第二

6/14

6/14
男子

4×100mR

松阪：松尾松阪：松阪Jr陸上松阪：松阪Jr陸上

松阪：第五

松阪：南

男子1000m

6/14 男子80mH

6/14

6/14

6/14

6/14

8位1位 2位 3位 4位 6位5位

6/14

6/14

7位

松阪：松阪Jr陸上 松阪：徳和 松阪：松尾

松阪：徳和 松阪：山室山 松阪：豊田 松阪：松尾

決決決決　　　　勝勝勝勝　　　　一一一一　　　　覧覧覧覧　　　　表表表表

期　日

陸協名

6/14
松阪：伊勢寺 松阪：中原 松阪：粥見 松阪：幸

6/14
松阪：香肌 松阪：天白

松阪：南松阪：機殿

松阪：第二 松阪：豊田

松阪：松尾－Ｃ

松阪：徳和

松阪：豊地 松阪：南

松阪：松阪Jr陸上－Ａ

松阪：機殿 松阪：第二 松阪：中原

6/14
松阪：徳和 松阪：松尾 松阪：幸 松阪：松阪Jr陸上

6/14
松阪：徳和

松阪：豊田 松阪：中原

松阪：南 松阪：粥見

6/14
松阪：てい水 松阪：豊地 松阪：粥見

松阪：大河内松阪：阿坂 松阪：港 松阪：大河内

松阪：花岡 松阪：機殿 松阪：鵲

6/14
松阪：松尾 松阪：松尾 松阪：松阪Jr陸上 松阪：港 松阪：松尾 松阪：南 松阪：松尾 松阪：豊地

6/14 女子80mH
松阪：松尾 松阪：第二 松阪：松尾 松阪：豊地 松阪：豊地 松阪：豊地

6/14
女子

4×100mR

松阪：てい水 松阪：松尾－Ｄ

6/14
松阪：豊地

松阪：山室山 松阪：山室山 松阪：松尾
6/14

松阪：第二 松阪：山室山 松阪：山室山 松阪：第四

6/14
松阪：第三 松阪：中川 松阪：第五 松阪：第二 松阪：第二 松阪：第二 松阪：第二

松阪：てい水

松阪：松尾

6/14
混成

4×100mR

松阪：松阪Jr陸上－Ａ 松阪：松尾－Ａ

凡例　GR:大会記録



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子３３３３年年年年　　　　60606060mmmm

県小学生記録 (KE)       9.10      田中　翔真 (美杉陸上ク・津)                                 2004        

　　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  予選  予選  予選  5555組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
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

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ ｲｼｸﾗ ｼｮｳｲ

1 3 3942 和田　優太 (3) 豊田 9.90 ※ q 1 5 3885 石倉　翔唯 (3) 中原 10.12 ※ q

ｵｵﾉ ﾘｮｳｼﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾔｽ

2 7 3698 大野　凌児 (3) 松尾 9.93 ※ q 2 8 3645 丸山　正靖 (3) 幸 10.24 ※ q

ｲﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ ﾀﾊﾊｼ ﾀﾞｲﾁ

3 6 3617 井本　龍星 (3) 粥見 10.74 3 3 3616 高橋　大地 (3) 粥見 10.39 ※ q

ｳｴﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ﾐﾔﾏｴｿｳｼ

4 2 1250 上山　太輝 (3) 松阪Jr陸上 10.94 4 7 3636 宮前　壮史 (3) 機殿 10.72

ｻｶﾓﾄ ﾚﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

5 4 3751 坂本　　蓮 (3) 第二 11.03 5 2 3779 山口　颯斗 (3) 徳和 11.54

ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

6 5 3783 上田　彰吾 (3) 徳和 12.84 6 4 3753 坂東　悠太 (3) 第二 11.80

ｷﾀﾑﾗﾕｳﾄ ﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ

8 3743 北村　勇人 (3) 第五 DNS 7 6 3701 野田拳志郎 (3) 松尾 12.00

3333組組組組 4444組組組組
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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ

1 4 3606 小林　大介 (3) 伊勢寺 10.17 ※ q 1 7 3661 村田浩太朗 (3) 山室山 10.10 ※ q

ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳﾔ ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ

2 2 3971 杉田　龍矢 (3) 天白 10.53 2 3 1232 井上　翔太 (3) 松阪Jr陸上 10.61

ｽｴﾖｼ ﾘｭｳﾀ ｽｽｷ ｺｳﾍｲ

3 7 3699 末良　竜汰 (3) 松尾 10.56 3 2 3700 鈴木　康平 (3) 松尾 10.78

ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ

4 8 3752 伊藤　　翼 (3) 第二 10.59 4 4 3780 山口銀次郎 (3) 徳和 11.38

ﾅｶｲ ﾘｮｳ ﾀｶｾ ｺｳｷ

5 5 3748 中井　　諒 (3) 第四 10.89 5 6 3614 高瀬　光貴 (3) 粥見 11.53

ﾋｶﾞｼﾀｸﾐ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ

6 6 3744 東　　拓未 (3) 第五 11.09 6 8 3644 石川　裕真 (3) 幸 11.55

ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ ｷﾀﾔﾏﾀｸﾔ

7 3 3781 井上　拓海 (3) 徳和 11.55 7 5 3896 北山　拓弥 (3) 米ノ庄 11.64

5555組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏｶﾞﾘ ｺｳｼﾛｳ

1 5 3782 曲　孝史朗 (3) 徳和 9.78 ※ q

ﾐﾅﾐ ﾀｸﾄ

2 7 3702 美浪　拓斗 (3) 松尾 10.48 ※

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾍｲ

3 3 3941 鈴木　琉平 (3) 豊田 10.76

ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾝﾀ

4 2 3897 長嶋　幹太 (3) 豊地 10.89

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ

5 6 3615 岡本　滉平 (3) 粥見 10.98

ﾏﾂﾊﾞﾔｼﾕｳﾔ

6 4 3745 松林　佑弥 (3) 第五 11.10

風:  0.0 風:  -0.9

風:  -1.2

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  +1.6 風:  +1.2

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子３３３３年年年年　　　　60606060mmmm

6月14日 12:15 予選  

県小学生記録 (KE)       9.10      田中　翔真 (美杉陸上ク・津)                                 2004        6月14日 15:10 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 (＊)                                                 

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｶﾞﾘ ｺｳｼﾛｳ

1 6 3782 曲　孝史朗 (3) 徳和 9.94

ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ

2 5 3661 村田浩太朗 (3) 山室山 9.97

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ

3 4 3942 和田　優太 (3) 豊田 10.21

ｵｵﾉ ﾘｮｳｼﾞ

4 3 3698 大野　凌児 (3) 松尾 10.27

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

5 7 3606 小林　大介 (3) 伊勢寺 10.34

ｲｼｸﾗ ｼｮｳｲ

6 8 3885 石倉　翔唯 (3) 中原 10.62

ﾀﾊﾊｼ ﾀﾞｲﾁ

7 1 3616 高橋　大地 (3) 粥見 10.73

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾔｽ

8 2 3645 丸山　正靖 (3) 幸 10.79

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  -1.0

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子４４４４年年年年　　　　60606060mmmm

県小学生記録 (KE)       8.73      辻　　竜也 (南勢陸上ク・伊勢市)                             1996        

　　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  予選  予選  予選  6666組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
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 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ

1 2 3778 池内　瞭馬 (4) 朝見 9.09 ※ q 1 3 3712 橋本　治樹 (4) 松尾 10.22

ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ

2 6 1226 上山　絋輝 (4) 松阪Jr陸上 9.32 ※ q 2 8 3625 中山　颯太 (4) 粥見 10.58

ｶﾜｷﾀ ﾐﾁﾔ ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ

3 4 3604 川北　道也 (4) 伊勢寺 9.68 ※ q 3 5 3894 北川　晃大 (4) 小野江 10.62

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾏﾂﾊﾞﾔｼﾄﾓｷ

4 5 3784 山口翔太郎 (4) 徳和 10.30 4 6 3742 松林　伴紀 (4) 第五 10.70

ﾔﾏﾃﾞ ｹﾝﾄ ｲｽﾞﾐﾔ ｹｲｺﾞ

5 7 3899 山出　健斗 (4) 豊地 10.31 5 2 3979 泉谷　恵吾 (4) 香肌 10.71

ﾏｻｷ ｶｲﾙ ﾌﾅｷ ｺｳｽｹ

6 8 3622 政木　海来 (4) 粥見 10.61 6 7 3900 舩木　康佑 (4) 豊地 10.84

ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾅｶﾔﾌﾞ ｹｲｽｹ

7 3 3710 中川　竜成 (4) 松尾 10.66 7 4 1251 中藪　圭祐 (4) 松阪Jr陸上 11.26

3333組組組組 4444組組組組
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 ｼｮｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

1 6 3898 田中　翔汰 (4) 豊地 9.61 ※ q 1 5 1231 山本　大地 (4) 松阪Jr陸上 9.53 ※ q

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ ｵｵﾊｼ ﾀｸﾏ

2 8 1230 山下　航輝 (4) 松阪Jr陸上 9.93 ※ 2 3 3747 大橋　巧直 (4) 第三 9.75 ※

ﾊｯﾄﾘ ｺｳｽｹ ﾑﾗｲ ﾀｲｶ

3 7 3660 服部　孝亮 (4) 山室山 10.29 3 4 3943 村井　大夏 (4) 豊田 9.77 ※

ﾉﾛ ﾕｽﾞﾄ ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾀ

4 2 3880 野呂　柚斗 (4) 宮前 10.45 4 2 3709 内田　隆太 (4) 松尾 9.79 ※

ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ﾓﾘ ｶｲﾄ

5 5 3626 上林　勇希 (4) 粥見 10.51 5 9 3651 森　　海斗 (4) 港 10.17

ﾎｯﾀ ﾀｸﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾍｲ

6 4 3754 堀田　拓也 (4) 第二 10.99 6 6 3621 山口　創平 (4) 粥見 10.32

ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｽｽﾞｷ ｼｴｲ

7 3 3713 馬場隆ノ介 (4) 松尾 11.76 7 8 3733 鈴木　志英 (4) 漕代 10.64

ﾀｶﾞﾐ ｹﾝﾄ

8 7 1228 田上　顕人 (4) 松阪Jr陸上 11.56

5555組組組組 6666組組組組
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

ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ ｲﾄｳ ﾄｼﾔｽ

1 4 1233 中西　航輝 (4) 松阪Jr陸上 9.29 ※ q 1 9 1225 伊藤　敏康 (4) 松阪Jr陸上 9.31 ※ q

ﾏﾂｲ ﾘｮｳｽｹ ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

2 2 3623 松井　綾佑 (4) 粥見 9.73 ※ 2 2 3624 岡本　博貴 (4) 粥見 9.64 ※ q

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｼ

3 7 3652 浜口　雅基 (4) 港 9.84 ※ 3 6 3605 吉村　将司 (4) 伊勢寺 9.85 ※

ｶﾄﾞﾔ ｼｮｳﾏ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

4 8 3881 角谷　昌真 (4) 宮前 10.13 4 3 3650 西山　雄大 (4) 港 9.88 ※

ﾏﾅｺﾞ ｱﾗﾀ ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ

5 9 3714 砂子　　新 (4) 松尾 10.16 5 4 3711 中野　友裕 (4) 松尾 9.93 ※

ｵｸｲﾀﾂﾔ ﾏﾐﾔ ﾘｮｳﾀ

6 6 3642 奥井　竜也 (4) 機殿 10.55 6 5 3715 間宮　涼太 (4) 松尾 10.03

ｵｵﾀｹ ﾕｳﾔ ｵｶﾀﾞ ｱﾘｷ

7 3 3738 大竹　悠也 (4) 第一 10.64 7 8 3879 岡田　有輝 (4) 宮前 11.05

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ ｺﾏﾀﾞ ﾌｳﾀ

8 5 1229 西村　勇紀 (4) 松阪Jr陸上 10.76 8 7 1246 駒田　楓太 (4) 松阪Jr陸上 11.45

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  +1.6 風:  +0.5

風:  +2.1 風:  +0.6

風:  +1.5 風:  +1.2

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子４４４４年年年年　　　　60606060mmmm

6月14日 11:40 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14日 14:50 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 (＊)                                                 

決勝決勝決勝決勝

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 5 3778 池内　瞭馬 (4) 朝見 9.26

ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ

2 6 1233 中西　航輝 (4) 松阪Jr陸上 9.48

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

3 9 1231 山本　大地 (4) 松阪Jr陸上 9.60

ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ

4 7 1226 上山　絋輝 (4) 松阪Jr陸上 9.72

ｲﾄｳ ﾄｼﾔｽ

5 4 1225 伊藤　敏康 (4) 松阪Jr陸上 9.77

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

6 8 3898 田中　翔汰 (4) 豊地 9.93

ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

7 2 3624 岡本　博貴 (4) 粥見 9.98

ｶﾜｷﾀ ﾐﾁﾔ

8 3 3604 川北　道也 (4) 伊勢寺 9.99

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  0.0

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子５５５５年年年年　　　　100100100100mmmm

6月14日 10:40 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14日 14:30 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  予選  予選  予選  3333組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
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

ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾏ ｴｲﾅｶﾞ ﾕｳｷ

1 6 1224 本居　佑麻 (5) 松阪Jr陸上 14.71 ※ q 1 4 3786 永長　裕規 (5) 徳和 14.59 ※ q

ｲｽﾞﾐﾔ ﾐﾂｷ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ

2 4 3980 泉谷　充希 (5) 香肌 15.24 ※ q 2 3 1222 竹内　啓人 (5) 松阪Jr陸上 14.59 ※ q

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘﾋﾃﾞ ｸｶﾞ ﾕｳﾏ

3 7 3671 山本　成秀 (5) 松尾 15.42 ※ 3 5 3668 久我　悠真 (5) 松尾 14.99 ※ q

ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ

4 2 1220 大西　啓太 (5) 松阪Jr陸上 15.53 4 2 3901 中山虎之佑 (5) 豊地 15.67

ｺﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ ｵﾍﾞ ﾀｸﾏ

5 3 3893 駒田　拓也 (5) 小野江 16.35 5 6 3762 尾邊　琢真 (5) 第二 16.05

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ

6 5 3785 山口　拓海 (5) 徳和 18.20 7 3665 宮本　耕希 (5) 松江 DNS

3333組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾏ

1 2 3670 守田　良真 (5) 松尾 15.02 ※ q

ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ

2 7 1221 竹内　秀成 (5) 松阪Jr陸上 15.25 ※ q

ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ

3 3 3609 中村　海人 (5) 花岡 15.39 ※ q

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

4 4 3739 田中　佑樹 (5) 第一 15.48 ※

ｶﾄｳ ﾕｲﾄ

5 6 3663 加藤　唯社 (5) 松江 15.91

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾖｳ

6 5 3734 高橋　広洋 (5) 漕代 15.98

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ

1 5 1222 竹内　啓人 (5) 松阪Jr陸上 14.76

ｴｲﾅｶﾞ ﾕｳｷ

2 6 3786 永長　裕規 (5) 徳和 14.76

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾏ

3 9 3670 守田　良真 (5) 松尾 15.01

ｸｶﾞ ﾕｳﾏ

4 4 3668 久我　悠真 (5) 松尾 15.11

ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾅﾘ

5 3 1221 竹内　秀成 (5) 松阪Jr陸上 15.12

ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾏ

6 7 1224 本居　佑麻 (5) 松阪Jr陸上 15.16

ｲｽﾞﾐﾔ ﾐﾂｷ

7 8 3980 泉谷　充希 (5) 香肌 15.37

ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ

8 2 3609 中村　海人 (5) 花岡 15.42

風:  +0.5

風:  -1.1

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  +0.6 風:  +0.1

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子６６６６年年年年　　　　100100100100mmmm

6月14日 10:20 予選  

県小学生記録 (KE)       12.20     上野　貴正 (加茂・鳥羽市)                                   1994        6月14日 14:10 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  予選  予選  予選  3333組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
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

ｻｶﾓﾄ ｷﾘｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ

1 3 3630 坂本　紀硫 (6) 粥見 14.18 ※ q 1 4 1214 高木　夏輝 (6) 松阪Jr陸上 13.38 ※ q

ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ ｺｼｵ ｹｲｽｹ

2 5 1217 丸山　穂高 (6) 松阪Jr陸上 14.99 ※ q 2 6 3801 小塩　敬介 (6) 南 14.22 ※ q

ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

3 2 1216 沼田　大輝 (6) 松阪Jr陸上 15.09 q 3 2 3676 池田　直生 (6) 松尾 14.45 ※ q

ﾏﾅｺﾞ ｸﾝﾍﾟｲ ｵｸｲ ｹﾝﾀ

4 4 3681 砂子　薫平 (6) 松尾 15.20 4 3 3667 奥井　健太 (6) 松江 15.32

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾏ ｱｵｷ ﾋﾛｷ

6 3938 久保田悠真 (6) 中川 DNS 5 5 3631 青木　宏樹 (6) 粥見 15.84

ｲｲｵｶ ｹﾝﾔ ｾｺ ｶｽﾞﾎ

7 3928 飯岡　賢矢 (6) 東黒部 DNS 6 7 1245 世古　和歩 (6) 松阪Jr陸上 16.82

3333組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｸｶﾞﾜ ｶｲﾄ

1 2 1213 奥川　魁斗 (6) 松阪Jr陸上 13.29 ※ q

ｾｺｼｭﾝﾔ

2 4 3640 世古　峻也 (6) 機殿 14.26 ※ q

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

3 5 3680 中川　将弥 (6) 松尾 15.11

ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ

4 3 3799 岡田　優希 (6) 南 16.56

ﾀｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾄ

5 7 1215 田上　大度 (6) 松阪Jr陸上 16.77

ｵｸﾞﾗ ﾐｷﾔ

6 3632 小椋三希也 (6) 粥見 DSQ,*T2

決勝決勝決勝決勝

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 1213 奥川　魁斗 (6) 松阪Jr陸上 13.38 ※

ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ

2 5 1214 高木　夏輝 (6) 松阪Jr陸上 13.88 ※

ｾｺｼｭﾝﾔ

3 8 3640 世古　峻也 (6) 機殿 14.37 ※

ｻｶﾓﾄ ｷﾘｭｳ

4 6 3630 坂本　紀硫 (6) 粥見 14.44 ※

ｺｼｵ ｹｲｽｹ

5 7 3801 小塩　敬介 (6) 南 14.55 ※

ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ

6 3 1217 丸山　穂高 (6) 松阪Jr陸上 15.37

ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ

7 2 1216 沼田　大輝 (6) 松阪Jr陸上 15.51

ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

9 3676 池田　直生 (6) 松尾 DNS

風:  0.0

風:  +0.3

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  +1.0 風:  +1.2

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  DSQ：失格  *T2：レーン侵害



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子５５５５････６６６６年年年年　　　　1000100010001000mmmm

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)       3.15.96   石橋　耐志 (松阪Jr陸上)                                     2008(第23回)

決勝決勝決勝決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ

1 9 1218 吉田　貴一 (6) 松阪Jr陸上 3.24.93

ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ

2 6 1223 田中　琢馬 (5) 松阪Jr陸上 3.27.85

ﾜｷﾉ ｼｵﾝ

3 4 3672 脇野　志音 (5) 松尾 3.30.32

ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ

4 1 3787 井上　海斗 (6) 徳和 3.37.99

ﾌﾙﾔ ﾊﾔﾄ

5 7 3613 古屋　颯斗 (5) 花岡 3.38.65

ｲﾜﾊｼ ｼﾝｼﾞ

6 2 1212 岩橋　新治 (6) 松阪Jr陸上 3.42.15

ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓ

7 8 3664 西村　　知 (5) 松江 3.48.23

ｳﾉ ﾖｳｽｹ

8 5 1219 宇野　耀介 (5) 松阪Jr陸上 3.53.70

ﾉﾅｶﾄｵﾙ

9 3 3638 野中　　透 (6) 機殿 4.04.00

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子５５５５････６６６６年年年年　　　　80808080mHmHmHmH

6月14日 13:55 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)

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳﾄ

1 5 3803 山下　柊斗 (6) 南 14.88 GR

ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾕﾑ

2 8 3902 杉原　　歩 (6) 豊地 16.15

ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ

3 3 3771 坂井　大佑 (6) 第二 16.60

ｵﾄﾍﾞ ﾏｻｼ

4 2 3770 乙部　将司 (6) 第二 18.12

ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

5 6 3904 今川　貴博 (6) 豊地 19.28

ｲｲﾀﾞ ｹｲｽｹ

6 4 3903 飯田　圭祐 (6) 豊地 19.35

ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞﾄ

7 7 3761 前川　和都 (5) 第二 19.67

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  0.0

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子５５５５････６６６６年年年年　　　　4444××××100100100100mRmRmRmR

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)

予選  予選  予選  予選  2222組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ q
南 60.29 松阪Jr陸上－Ｂ 60.87 第二 61.77
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳﾄ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ ｵﾄﾍﾞ ﾏｻｼ
1 3803 山下　柊斗 (6) 南 1 1216 沼田　大輝 (6) 松阪Jr陸上 1 3770 乙部　将司 (6) 第二

ｶﾄｳ ﾘﾝ ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ
2 3800 加藤　　輪 (6) 南 2 1217 丸山　穂高 (6) 松阪Jr陸上 2 3769 坂東　翔太 (6) 第二

ﾎｳﾉｷ ｹﾝﾀ ｲﾜﾊｼ ｼﾝｼﾞ ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ
3 3802 朴木　健太 (6) 南 3 1212 岩橋　新治 (6) 松阪Jr陸上 3 3771 坂井　大佑 (6) 第二

ｺｼｵ ｹｲｽｹ ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ
4 3801 小塩　敬介 (6) 南 4 1218 吉田　貴一 (6) 松阪Jr陸上 4 3772 村田　祐斗 (6) 第二

4着 6ﾚｰﾝ q 5着 2ﾚｰﾝ q
松尾－Ｂ 61.95 徳和 64.69
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾊﾏｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ
1 3694 岡田　知也 (6) 松尾 1 3788 濱地　凌平 (6) 徳和

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ ﾋｷﾀ ｶｽﾞﾔ
2 3682 吉本　隼人 (6) 松尾 2 3792 疋田　和也 (6) 徳和

ｲﾀﾞ ﾄﾓｷ ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ
3 3677 井田　知輝 (6) 松尾 3 3790 鈴木　凱斗 (6) 徳和

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ ﾂｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ
4 3680 中川　将弥 (6) 松尾 4 3789 逵井　辰伍 (6) 徳和

2222組組組組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
松阪Jr陸上－Ａ 55.48 松尾－Ｃ 62.74 松尾－Ａ 63.49
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾏ ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾏ ﾏﾅｺﾞ ｸﾝﾍﾟｲ
1 1224 本居　佑麻 (5) 松阪Jr陸上 1 3670 守田　良真 (5) 松尾 1 3681 砂子　薫平 (6) 松尾

ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ ﾌﾄﾞﾉ ﾕｳｶﾞ ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾐ
2 1214 高木　夏輝 (6) 松阪Jr陸上 2 3669 不殿　侑我 (5) 松尾 2 3678 下村　拓巳 (6) 松尾

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ ﾜｷﾉ ｼｵﾝ ｽｴﾖｼ ｼｭﾝﾔ
3 1222 竹内　啓人 (5) 松阪Jr陸上 3 3672 脇野　志音 (5) 松尾 3 3679 末良　隼也 (6) 松尾

ｵｸｶﾞﾜ ｶｲﾄ ｸｶﾞ ﾕｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘﾋﾃﾞ
4 1213 奥川　魁斗 (6) 松阪Jr陸上 4 3668 久我　悠真 (5) 松尾 4 3671 山本　成秀 (5) 松尾

4着 3ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ
花岡 66.26 豊地 67.00
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾄｳ ﾘﾂｷ ｲｲﾀﾞ ｹｲｽｹ
1 3611 加藤　律希 (5) 花岡 1 3903 飯田　圭祐 (6) 豊地

ｸﾘﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ ﾑｶｲ ﾄﾓﾕｷ
2 3610 栗谷　太智 (5) 花岡 2 3910 向井　智之 (6) 豊地

ﾅｶｲ ﾅｵ ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ
3 3612 中井　那旺 (5) 花岡 3 3904 今川　貴博 (6) 豊地

ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾕﾑ
4 3609 中村　海人 (5) 花岡 4 3902 杉原　　歩 (6) 豊地

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選

(09240736)

第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子５５５５････６６６６年年年年　　　　4444××××100100100100mRmRmRmR

6月14日 12:35 予選  
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        6月14日 15:55 決勝  
　　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)

決勝決勝決勝決勝

1着 6ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
松阪Jr陸上－Ａ 56.03 GR 南 59.42 松阪Jr陸上－Ｂ 60.45
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾏ ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳﾄ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ
1 1224 本居　佑麻 (5) 松阪Jr陸上 1 3803 山下　柊斗 (6) 南 1 1216 沼田　大輝 (6) 松阪Jr陸上

ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ ｶﾄｳ ﾘﾝ ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ
2 1214 高木　夏輝 (6) 松阪Jr陸上 2 3800 加藤　　輪 (6) 南 2 1217 丸山　穂高 (6) 松阪Jr陸上

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ ﾎｳﾉｷ ｹﾝﾀ ｲﾜﾊｼ ｼﾝｼﾞ
3 1222 竹内　啓人 (5) 松阪Jr陸上 3 3802 朴木　健太 (6) 南 3 1212 岩橋　新治 (6) 松阪Jr陸上

ｵｸｶﾞﾜ ｶｲﾄ ｺｼｵ ｹｲｽｹ ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ
4 1213 奥川　魁斗 (6) 松阪Jr陸上 4 3801 小塩　敬介 (6) 南 4 1218 吉田　貴一 (6) 松阪Jr陸上

4着 2ﾚｰﾝ 5着 1ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
松尾－Ａ 60.84 徳和 61.04 第二 61.06
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾅｺﾞ ｸﾝﾍﾟｲ ﾊﾏｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｵﾄﾍﾞ ﾏｻｼ
1 3681 砂子　薫平 (6) 松尾 1 3788 濱地　凌平 (6) 徳和 1 3770 乙部　将司 (6) 第二

ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾋｷﾀ ｶｽﾞﾔ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ
2 3678 下村　拓巳 (6) 松尾 2 3792 疋田　和也 (6) 徳和 2 3769 坂東　翔太 (6) 第二

ｽｴﾖｼ ｼｭﾝﾔ ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ
3 3679 末良　隼也 (6) 松尾 3 3790 鈴木　凱斗 (6) 徳和 3 3771 坂井　大佑 (6) 第二

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘﾋﾃﾞ ﾂｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ
4 3671 山本　成秀 (5) 松尾 4 3789 逵井　辰伍 (6) 徳和 4 3772 村田　祐斗 (6) 第二

7着 8ﾚｰﾝ 8着 7ﾚｰﾝ
松尾－Ｂ 61.93 松尾－Ｃ 62.87
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾏ
1 3694 岡田　知也 (6) 松尾 1 3670 守田　良真 (5) 松尾

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ ﾌﾄﾞﾉ ﾕｳｶﾞ
2 3682 吉本　隼人 (6) 松尾 2 3669 不殿　侑我 (5) 松尾

ｲﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾜｷﾉ ｼｵﾝ
3 3677 井田　知輝 (6) 松尾 3 3672 脇野　志音 (5) 松尾

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ ｸｶﾞ ﾕｳﾏ
4 3680 中川　将弥 (6) 松尾 4 3668 久我　悠真 (5) 松尾

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子５５５５････６６６６年年年年　　　　走高跳走高跳走高跳走高跳
審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

6月14日 10:00 決勝  

県小学生記録 (KE)       1m55      松岡　修平 (保々ＲＣ・四日市)                               2008        

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

決勝決勝決勝決勝

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 1 3741 岡村　友太 (6) 第五 1m10

ﾊﾏｼﾞ ﾀﾂﾔ

3 3791 濱地　達也 (6) 徳和 DNS

ﾏﾂｼﾏ ｼｭﾝﾀ

2 3906 松島　駿太 (6) 豊地 DNS

1m00 1m05 1m10 1m150m80 0m85 0m90 0m95

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)

第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子５５５５････６６６６年年年年　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

県小学生記録 (KE)       5m30      高木　　涼 (笹尾AC・員弁郡)                                 2003        

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

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 松阪 3m81 3m80 × 3m81 6 × 4m09 4m20 4m20
1 2 3789 逵井　辰伍 (6) 徳和 +0.6 +1.6 +0.6 +0.4 +0.7 +0.7

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 松阪 3m60 3m59 4m19 4m19 4 3m61 3m97 3m93 4m19
2 7 3682 吉本　隼人 (6) 松尾 +0.9 +1.2 +1.8 +1.8 +0.3 0.0 +0.7 +1.8

ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾐ 松阪 3m86 4m14 3m94 4m14 8 4m11 4m06 × 4m14
3 3 3678 下村　拓巳 (6) 松尾 +0.7 +2.0 +2.0 +2.0 +0.7 0.0 +2.0

ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 松阪 3m69 3m49 3m86 3m86 7 3m63 3m77 3m57 3m86
4 4 3790 鈴木　凱斗 (6) 徳和 +1.2 +1.4 +2.0 +2.0 +0.5 0.0 +0.4 +2.0

ｲﾀﾞ ﾄﾓｷ 松阪 3m72 3m77 3m79 3m79 5 3m56 3m82 3m26 3m82
5 9 3677 井田　知輝 (6) 松尾 +0.4 +0.9 +1.2 +1.2 +0.7 +0.7 +0.9 +0.7

ﾊﾏｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ 松阪 3m56 3m59 3m68 3m68 3 3m38 3m75 3m74 3m75
6 8 3788 濱地　凌平 (6) 徳和 +1.3 +0.4 +1.0 +1.0 +0.9 0.0 +0.3 0.0

ｸﾘﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ 松阪 3m40 × 3m65 3m65 2 3m53 3m45 3m52 3m65
7 5 3610 栗谷　太智 (5) 花岡 +0.7 +0.3 +0.3 0.0 +0.3 +1.3 +0.3

ｲﾜﾀ ﾀｲﾁ 松阪 3m05 3m23 3m31 3m31 1 3m12 2m76 × 3m31
8 1 3666 岩田　泰地 (6) 松江 +0.9 +1.5 +1.0 +1.0 0.0 +1.6 +1.0

ﾎｳﾉｷ ｹﾝﾀ 松阪 × × 3m16 3m16 3m16
9 6 3802 朴木　健太 (6) 南 +1.8 +1.8 +1.8

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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)

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  



松阪男子松阪男子松阪男子松阪男子５５５５････６６６６年年年年　　　　ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ｰﾙｰﾙｰﾙｰﾙ投投投投

県小学生記録 (KE)       79m19     山崎　航輝 (名張クラブ・名張市)                             2007        6月14日 10:15 決勝  

　　大会記録 (GR)       64m62     長野　勇斗 (松尾)                                           2008(第23回)

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 8
1 3 3769 坂東　翔太 (6) 第二 × × 58m33 58m33 × × × 58m33

ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 7
2 16 3944 鈴木　颯馬 (6) 豊田 × × 55m89 55m89 × × × 55m89

ﾑｶｲ ﾄﾓﾕｷ 5
3 7 3910 向井　智之 (6) 豊地 53m44 × × 53m44 55m01 × × 55m01

ｶﾄｳ ﾘﾝ 6
4 12 3800 加藤　　輪 (6) 南 × × 53m70 53m70 × × 54m37 54m37

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 1
5 11 3937 渡邉　　諒 (6) 大河内 46m03 × × 46m03 52m15 × × 52m15

ｽｴﾖｼ ｼｭﾝﾔ 3
6 10 3679 末良　隼也 (6) 松尾 × × 48m76 48m76 × × × 48m76

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 4
7 13 3772 村田　祐斗 (6) 第二 47m95 × × 47m95 × × × 47m95

ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 2
8 1 3601 大西亮太郎 (6) 阿坂 × × 47m25 47m25 × × × 47m25

ﾌﾅｷ ﾔｽﾋﾛ
9 14 3907 舩木　康裕 (5) 豊地 × × 45m23 45m23 45m23

ﾌﾄﾞﾉ ﾕｳｶﾞ
10 8 3669 不殿　侑我 (5) 松尾 44m60 × × 44m60 44m60

ｱﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ
11 15 3768 天田　　陣 (5) 第二 × × 42m29 42m29 42m29

ｺﾆｼ ﾗｲｷ
12 4 3908 小西　来紀 (5) 豊地 × 39m99 × 39m99 39m99

ﾆｼﾑﾗ ｴｲｽｹ
13 9 3909 西村　永亮 (5) 豊地 36m93 × × 36m93 36m93

ﾔﾂｵ ｶﾂﾄｷ
14 6 3939 谷尾　豪祝 (6) 中川 36m80 × × 36m80 36m80

ﾜｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ
15 2 3806 若山　和樹 (5) 南 × 33m65 × 33m65 33m65

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ
5 3932 松田　　崚 (5) 大河内 DNS

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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)

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子３３３３年年年年　　　　60606060mmmm

6月14日 12:05 予選  

県小学生記録 (KE)       9.54      世古　　和 (修道・伊勢)                                     2000        6月14日 15:00 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  予選  予選  予選  3333組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
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

ｶﾄｳ ｱﾕ ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕ

1 9 3972 加藤　綾優 (3) 天白 10.57 ※ q 1 4 1242 北村　美結 (3) 松阪Jr陸上 10.76 ※ q

ｶﾅﾔ ｱｲ ﾅｶﾞｵ ｱﾔｶ

2 6 1241 金谷　晏衣 (3) 松阪Jr陸上 10.63 ※ q 2 8 3607 長尾　彩花 (3) 伊勢寺 10.81 ※ q

ｸﾗｲ ﾘﾎ ｶﾔ ﾕｳﾅ

3 8 1243 倉井　里萌 (3) 松阪Jr陸上 10.77 ※ q 3 6 3603 栢　　優奈 (3) 阿坂 10.90 ※

ｵｶﾓﾄ ﾅﾅｺ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲ

4 5 3620 岡本菜々子 (3) 粥見 11.45 4 5 3707 谷口　亜依 (3) 松尾 10.94 ※

ﾎﾘｴ ﾓｴ ｲｿｻﾞｷ ﾊﾂﾞｷ

5 7 3708 堀江　萌愛 (3) 松尾 11.76 5 3 3793 磯﨑　葉月 (3) 徳和 11.39

ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ

6 4 3798 山本　楓華 (3) 徳和 11.84 6 2 3618 中山　雅未 (3) 粥見 12.04

ﾅﾂﾒｺﾑｷﾞ ｶﾄｳ ｷﾖｶ

7 3 3732 夏目　小麦 (3) 松尾 12.09 7 7 3703 加藤　聖香 (3) 松尾 13.01

ｵｷｽ ﾐｽｽﾞ ｶﾄｳ ﾏﾂﾘ

8 2 3647 沖須　泉涼 (3) 幸 12.13 9 1249 加藤　末梨 (3) 松阪Jr陸上 DNS

3333組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｻｷ ﾕｲ

1 8 3978 佐々木優衣 (3) 香肌 10.42 ※ q

ﾓﾘﾀﾕｳﾅ

2 6 3635 森田　侑奈 (3) 機殿 10.55 ※ q

ｾｷﾓﾘ ｱﾘｻ

3 4 3888 関守　有咲 (3) てい水 10.59 ※ q

ｾｺ ｳﾗﾗ

4 3 3706 世古　　麗 (3) 松尾 10.81 ※ q

ｲｼﾊﾞｼ ｱﾕ

5 5 1240 石橋　杏優 (3) 松阪Jr陸上 10.92 ※

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ

6 7 3705 嶋田　光希 (3) 松尾 11.37

ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾌﾐ

7 2 3619 宮嵜　千文 (3) 粥見 11.59

ｻｶﾓﾄ ﾏﾌﾕ

8 9 3704 坂本　真冬 (3) 松尾 11.59

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾕｲ

1 3 3978 佐々木優衣 (3) 香肌 10.73

ｶﾄｳ ｱﾕ

2 4 3972 加藤　綾優 (3) 天白 10.74

ｶﾅﾔ ｱｲ

3 7 1241 金谷　晏衣 (3) 松阪Jr陸上 10.83

ﾅｶﾞｵ ｱﾔｶ

4 2 3607 長尾　彩花 (3) 伊勢寺 10.88

ﾓﾘﾀﾕｳﾅ

5 6 3635 森田　侑奈 (3) 機殿 10.89

ｸﾗｲ ﾘﾎ

6 9 1243 倉井　里萌 (3) 松阪Jr陸上 10.97

ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕ

7 8 1242 北村　美結 (3) 松阪Jr陸上 11.09

ｾｺ ｳﾗﾗ

8 1 3706 世古　　麗 (3) 松尾 11.11

ｾｷﾓﾘ ｱﾘｻ

9 5 3888 関守　有咲 (3) てい水 11.16

風:  -2.2

風:  +0.4

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  0.0 風:  0.0

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子４４４４年年年年　　　　60606060mmmm

6月14日 11:30 予選  

県小学生記録 (KE)       9.12      世古　　和 (修道・伊勢)                                     2001        6月14日 14:40 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  予選  予選  予選  4444組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
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

ﾅｶｶﾞﾜﾊﾙｶ ﾌｸﾔﾏ ｱｽｶ

1 4 3634 中川　遥香 (4) 機殿 10.18 ※ q 1 3 3884 福山明日香 (4) 中原 10.42 ※ q

ｶﾄｳ ﾏﾎ ﾅｶｲ ﾐｻﾄ

2 3 3808 加藤　真帆 (4) 南 10.24 ※ q 2 9 3913 中井　美里 (4) 豊地 10.49 ※

ﾅｶｷﾀ ｻﾕﾐ ﾏﾂｲ ｼｵﾘ

3 6 3895 中北紗由美 (4) 小野江 10.69 3 8 3810 松井　詩織 (4) 南 10.95

ﾏﾂｳﾗ ｱｶﾈ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲ

4 7 3756 松浦　　茜 (4) 第二 10.91 4 7 3929 松田　　唯 (4) 大河内 11.16

ﾌｶﾀ ﾌﾐｶ ｶﾄｳ ﾕｳｶ

5 9 3719 深田　文香 (4) 松尾 10.93 5 6 3716 加藤　有香 (4) 松尾 11.27

ｵｵﾆｼ ﾚｲﾅ ﾅｶﾉ ﾏﾕ

6 5 3794 大西　伶奈 (4) 徳和 11.59 6 5 3646 中野　麻友 (4) 幸 11.93

ｲﾅﾊﾗ ﾌｳ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂﾐ

7 2 3726 稲原　　楓 (4) 松尾 12.40 4 3758 原田　淳美 (4) 第二 DNS

ｸﾗﾓﾄ ﾏﾎ ﾊﾏｼﾞ ﾏｺ

8 3749 倉本　真歩 (4) 第四 DNS 2 3796 濱地　真子 (4) 徳和 DNS

3333組組組組 4444組組組組
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

ｲｹﾉ ﾐｻｷ ﾀｶｾ ﾏｲ

1 2 3795 池野みさき (4) 徳和 9.78 ※ q 1 4 3628 高瀬　真衣 (4) 粥見 10.18 ※ q

ｱﾗｷ ﾋｶﾙ ﾅｶｶﾞﾜｻｷ

2 6 3807 荒木ひかる (4) 南 10.31 ※ q 2 8 3637 中川　沙希 (4) 機殿 10.37 ※ q

ﾉﾅｶ ｲｽﾞﾅ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｶ

3 4 3887 野中　泉名 (4) てい水 10.80 3 2 3755 水谷　夕夏 (4) 第二 10.47 ※ q

ﾋﾗｲ ｽｽﾞｶ ﾏﾂｼﾀ ﾒｲ

4 8 3718 平井　涼華 (4) 松尾 10.85 4 3 3720 松下　芽生 (4) 松尾 10.64

ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾉ ｵｵﾂｷ ﾐｱｷ

5 5 3627 西村ゆきの (4) 粥見 10.95 5 7 1248 大槻　美瑛 (4) 松阪Jr陸上 10.73

ﾅｶｲ ｱﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ

6 7 3757 中井　亜美 (4) 第二 11.19 6 5 3721 山田明日香 (4) 松尾 10.86

ﾊｼｸﾗ ﾊｺ ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾈ

7 3 3717 橋倉　葉子 (4) 松尾 11.74 7 6 3883 吉田　　茜 (4) 中原 10.88

ｺﾏﾀﾆ ｼｴﾅ

8 9 3809 駒谷しえな (4) 南 11.10

決勝決勝決勝決勝

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 3795 池野みさき (4) 徳和 9.67

ﾅｶｶﾞﾜﾊﾙｶ

2 5 3634 中川　遥香 (4) 機殿 10.18

ｱﾗｷ ﾋｶﾙ

3 8 3807 荒木ひかる (4) 南 10.24

ｶﾄｳ ﾏﾎ

4 6 3808 加藤　真帆 (4) 南 10.25

ﾀｶｾ ﾏｲ

5 4 3628 高瀬　真衣 (4) 粥見 10.28

ﾅｶｶﾞﾜｻｷ

6 9 3637 中川　沙希 (4) 機殿 10.43

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｶ

7 3 3755 水谷　夕夏 (4) 第二 10.53

ﾌｸﾔﾏ ｱｽｶ

8 2 3884 福山明日香 (4) 中原 10.53

風:  0.0

風:  +0.6 風:  +0.4

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  +1.0 風:  0.0

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子５５５５年年年年　　　　100100100100mmmm

県小学生記録 (KE)       13.75     石黒　陽菜 (川越陸上少・三重郡)                             2008        

　　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  予選  予選  予選  3333組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
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 ｼﾗｲｼ ｶｽﾐ

1 9 3797 中屋つぶら (5) 徳和 15.14 ※ q 1 4 3674 白石　香純 (5) 松尾 15.32 ※ q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ ｻﾜﾀﾞ ﾘﾉ

2 7 1236 小林　美友 (5) 松阪Jr陸上 15.72 ※ q 2 2 3649 澤田　莉乃 (5) 幸 15.84 ※ q

ﾑﾗﾀ ﾊﾂﾞｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｱ

3 8 3933 村田　葉月 (5) 大河内 16.35 q 3 7 3915 山口　怜亜 (5) 豊地 16.76

ｻｶｲ ﾊﾅﾈ ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ

4 5 3655 坂井　華音 (5) 港 16.60 4 5 1239 藤井　瑶子 (5) 松阪Jr陸上 17.99

ｽｷﾞﾀﾆ ｶﾉﾝ ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾅ

5 6 3648 杉谷　佳恵 (5) 幸 16.94 5 3 3934 前川　奈々 (5) 大河内 18.20

ﾅｶﾞｲ ｷｮｳｶ ﾋﾗｲ ﾅﾂｷ

6 3 3693 永井　杏佳 (5) 松尾 18.90 6 6 3723 平井　菜月 (5) 松尾 19.56

ﾅｶﾞｼﾏ ﾘﾘ ｸｽｷ ﾕｳｶ

7 2 3936 長島　李莉 (5) 大河内 19.32 8 3736 楠木　結香 (5) 漕代 DNS

ﾏﾂｼﾏ ｶﾝﾅ

4 3735 松島　幹奈 (5) 漕代 DNS

3333組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾔ ｱｲﾘ

1 9 3602 栢　　愛莉 (5) 阿坂 16.11 q

ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾈ

2 5 3930 松本　乃音 (5) 大河内 16.19 q

ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ

3 6 3654 中西菜津美 (5) 港 16.39 q

ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵ

4 2 3724 平松　七音 (5) 松尾 16.98

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾉ

5 4 3759 水谷　彩乃 (5) 第二 17.09

ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ

6 7 1235 大工保美波 (5) 松阪Jr陸上 17.64

ｵｵﾂｷ ﾐｸ

7 8 3675 大槻　美玖 (5) 松尾 17.66

ﾊｾ ｶﾅﾈ

8 3 3935 長谷　奏音 (5) 大河内 20.29

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾔ ﾂﾌﾞﾗ 松阪

1 7 3797 中屋つぶら (5) 徳和 15.12

ｼﾗｲｼ ｶｽﾐ 松阪

2 4 3674 白石　香純 (5) 松尾 15.15

ｻﾜﾀﾞ ﾘﾉ 松阪

3 6 3649 澤田　莉乃 (5) 幸 15.65

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ 松阪

4 5 1236 小林　美友 (5) 松阪Jr陸上 15.96

ｶﾔ ｱｲﾘ 松阪

5 9 3602 栢　　愛莉 (5) 阿坂 16.18

ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾈ 松阪

6 8 3930 松本　乃音 (5) 大河内 16.20

ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ 松阪

7 2 3654 中西菜津美 (5) 港 16.26

ﾑﾗﾀ ﾊﾂﾞｷ 松阪

8 3 3933 村田　葉月 (5) 大河内 16.33

風:  +0.2

風:  +0.8

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  +0.9 風:  +0.1

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子６６６６年年年年　　　　100100100100mmmm

6月14日 10:15 予選  

県小学生記録 (KE)       13.21     田矢　愛美 (JAC亀山・亀山市)                                2006        6月14日 14:00 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  予選  予選  予選  2222組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
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

ｵｵﾊｷﾞ ﾅｵ 松阪 ｾｷﾓﾘ ﾐｻｷ 松阪

1 6 3916 大萩　菜央 (6) 豊地 15.31 ※ q 1 5 3889 関守　実咲 (6) てい水 15.15 ※ q

ｲｼｸﾗ ﾕﾘﾅ 松阪 ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ 松阪

2 2 3886 石倉友里奈 (6) 中原 15.71 q 2 6 3633 岡本　莉奈 (6) 粥見 15.27 ※ q

ﾅｶｶﾞﾜﾅﾂｷ 松阪 ﾎﾝﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ 松阪

3 5 3639 中川　夏希 (6) 機殿 16.28 q 3 4 3945 本田いづみ (6) 豊田 15.54 q

ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂﾐ 松阪 ﾏﾂﾊﾞ ﾐｻ 松阪

4 3 3777 内田　夏海 (6) 第二 17.37 4 7 3608 松葉　実紗 (6) 花岡 16.10 q

ﾊﾞﾊﾞ ｱｶﾘ 松阪 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾎ 松阪

5 4 1247 馬場　朱里 (6) 松阪Jr陸上 18.39 5 8 3882 山本　美帆 (6) 鵲 16.36 q

ｵｸｲﾅｵ 松阪 ｵｸｲｱｲﾘ 松阪

7 3643 奥井　菜生 (6) 機殿 DNS 6 3 3641 奥井　愛梨 (6) 機殿 16.95

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｲﾅ 松阪

2 3737 谷口美依菜 (6) 漕代 DNS

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷﾓﾘ ﾐｻｷ

1 4 3889 関守　実咲 (6) てい水 15.38 ※

ｵｵﾊｷﾞ ﾅｵ

2 7 3916 大萩　菜央 (6) 豊地 15.43 ※

ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ

3 5 3633 岡本　莉奈 (6) 粥見 15.54

ﾎﾝﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ

4 6 3945 本田いづみ (6) 豊田 15.79

ｲｼｸﾗ ﾕﾘﾅ

5 8 3886 石倉友里奈 (6) 中原 15.96

ﾏﾂﾊﾞ ﾐｻ

6 9 3608 松葉　実紗 (6) 花岡 16.26

ﾅｶｶﾞﾜﾅﾂｷ

7 2 3639 中川　夏希 (6) 機殿 16.63

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾎ

8 3 3882 山本　美帆 (6) 鵲 16.68

風:  -0.2

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  +1.3 風:  +0.6

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子５５５５････６６６６年年年年　　　　1000100010001000mmmm

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)

ﾀｲﾑﾚｰｽﾀｲﾑﾚｰｽﾀｲﾑﾚｰｽﾀｲﾑﾚｰｽ

1111組組組組 2222組組組組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾑﾗ ｶﾅ ﾐﾔｿﾞﾉ ﾐｶｺ

1 3 3687 小村　佳那 (6) 松尾 3.24.16 1 10 3692 宮園実可子 (6) 松尾 3.30.88

ｺｻｶ ﾅﾂｷ ｳｴﾑﾗ ﾐｳ

2 10 3689 小阪　捺生 (6) 松尾 3.40.51 2 9 1244 上村　美海 (6) 松阪Jr陸上 3.33.94

ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾉﾘ ｺﾊﾏ ﾅﾅ

3 8 3804 谷村美乃里 (6) 南 3.41.18 3 7 3653 小浜　奈那 (5) 港 3.37.36

ｲﾅﾊﾗ ﾘｮｳ ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙﾅ

4 7 3685 稲原りょう (6) 松尾 3.54.85 4 4 3684 五十嵐春奈 (6) 松尾 3.45.80

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ ﾅｶﾓﾘ ｲｵﾘ

5 1 1237 小林　由佳 (5) 松阪Jr陸上 3.55.46 5 2 3920 中森　衣織 (6) 豊地 3.48.85

ｵｶﾀﾞ ｱｶﾘ ｲｼﾏ ﾐｷ

6 12 3878 岡田彩花里 (6) 宮前 3.56.84 6 3 1234 井島　未喜 (5) 松阪Jr陸上 3.49.13

ﾜﾀﾞ ﾐｻｴ ﾖｼﾉ ｱｶﾘ

7 11 3946 和田美沙恵 (5) 豊田 3.57.55 7 8 3805 吉野　朱里 (6) 南 3.55.71

ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ ﾜﾀﾞ ﾖｼｴ

8 9 1238 坂本万梨亜 (5) 松阪Jr陸上 4.00.98 8 5 3947 和田　佳恵 (6) 豊田 4.02.73

ﾀｶｾ ｱﾔｺ ｱﾝﾗｸ ｶｽﾞﾅ

9 6 3629 髙瀨　絢子 (5) 粥見 4.02.74 9 11 3977 安樂　一杏 (5) 香肌 4.18.61

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ

10 5 3973 山口　果純 (5) 天白 4.18.62 10 12 3725 山口みさき (5) 松尾 4.21.80

ｸﾆｷ ｱﾝﾘ ﾀｶﾞ ｼｵﾘ

11 4 3917 國樹　杏梨 (5) 豊地 4.21.80 11 1 3919 多賀　　栞 (5) 豊地 4.42.99

ﾆｲ ﾐﾕｷ ｺﾞﾄｳ ﾏｲ

12 2 3918 新居　未雪 (5) 豊地 4.34.56 6 3722 後藤　真依 (5) 松尾 DNS

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子５５５５････６６６６年年年年　　　　80808080mHmHmHmH

6月14日 13:50 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)       17.15     前川　冴未 (第二)                                           2008(第23回)

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾔﾏ ﾐﾂｷ

1 7 3688 坂山　美月 (6) 松尾 18.65

ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾂｷ

2 3 3760 平松奈津希 (5) 第二 19.00

ｺｳﾉ ｸﾙﾐ

3 4 3686 河野　来実 (6) 松尾 19.08

ｼｵｻﾞｷ ﾐﾂﾞｷ

4 5 3922 塩崎　美月 (6) 豊地 19.55

ﾌﾅｷ ｱｷﾎ

5 6 3924 舩木　晶帆 (6) 豊地 19.68

ｽｽﾞｷ ｶﾅ

6 2 3923 鈴木　花菜 (6) 豊地 20.13

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  0.0

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選
(09240736)
第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子５５５５････６６６６年年年年　　　　4444××××100100100100mRmRmRmR

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)       59.47     松阪Ｊｒ陸上 (西山・西井・西田・田中)                       2008(第23回)

決勝決勝決勝決勝

1着 7ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
てい水 59.18 GR 山室山 60.20 松尾－Ａ 63.58
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲ 松阪 ｷｸｶﾜ ﾚｲﾐ 松阪 ﾊﾅﾓﾄ ﾕｶ 松阪
1 3890 松林　悠依 (6) てい水 1 3658 菊川　怜美 (6) 山室山 1 3691 花本　由加 (6) 松尾

ﾀﾀﾞｺｼ ﾁﾅﾂ 松阪 ｻﾜｲ ｶﾅ 松阪 ｻｶﾔﾏ ﾐﾂｷ 松阪
2 3891 只腰　千夏 (6) てい水 2 3656 澤井　佳奈 (6) 山室山 2 3688 坂山　美月 (6) 松尾

ｾｷﾓﾘ ﾐｻｷ 松阪 ｷｼﾓﾄ ｶﾎ 松阪 ｱｷﾀ ｻﾔｶ 松阪
3 3889 関守　実咲 (6) てい水 3 3657 岸本　華歩 (6) 山室山 3 3683 秋田紗也加　 (6) 松尾

ﾏｴｶﾞﾜ ﾐｸ 松阪 ﾂｼﾞ ｼﾎﾅ 松阪 ｺﾑﾗ ｶﾅ 松阪
4 3892 前川　未玖 (6) てい水 4 3659 都地志保奈 (6) 山室山 4 3687 小村　佳那 (6) 松尾

4着 3ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
豊地－Ａ 64.30 第二－Ａ 65.45 松尾－Ｂ 67.45
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼｵｻﾞｷ ﾐﾂﾞｷ 松阪 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾉ 松阪 ｺｻｶ ﾅﾂｷ 松阪
1 3922 塩崎　美月 (6) 豊地 1 3759 水谷　彩乃 (5) 第二 1 3689 小阪　捺生 (6) 松尾

ｵｵﾊｷﾞ ﾅｵ 松阪 ﾔﾀﾍﾞ ﾐｶ 松阪 ｲﾅﾊﾗ ﾘｮｳ 松阪
2 3916 大萩　菜央 (6) 豊地 2 3774 谷田部美華 (6) 第二 2 3685 稲原りょう (6) 松尾

ｽｽﾞｷ ｶﾅ 松阪 ﾅｶﾞｲｼ ﾘﾅ 松阪 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾐｶｺ 松阪
3 3923 鈴木　花菜 (6) 豊地 3 3767 永石　莉菜 (5) 第二 3 3692 宮園実可子 (6) 松尾

ﾅｶﾓﾘ ｲｵﾘ 松阪 ﾔﾀﾍﾞ ﾐｷ 松阪 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙﾅ 松阪
4 3920 中森　衣織 (6) 豊地 4 3775 谷田部美樹 (6) 第二 4 3684 五十嵐春奈 (6) 松尾

7着 1ﾚｰﾝ 8着 9ﾚｰﾝ 9着 8ﾚｰﾝ
第二－Ｂ 71.69 松尾－Ｄ 72.17 松尾－Ｃ 72.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾊﾞ ﾐﾅ 松阪 ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 松阪 ｼﾗｲｼ ｶｽﾐ 松阪
1 3766 松葉　美奈 (5) 第二 1 3722 後藤　真依 (5) 松尾 1 3674 白石　香純 (5) 松尾

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ 松阪 ﾋﾗｲ ﾅﾂｷ 松阪 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ 松阪
2 3765 坂東香菜美 (5) 第二 2 3723 平井　菜月 (5) 松尾 2 3673 川口亜珠砂 (5) 松尾

ｺｸﾎﾞ ﾄﾓﾐ 松阪 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 松阪 ﾅｶﾞｲ ｷｮｳｶ 松阪
3 3764 小久保朋美 (5) 第二 3 3725 山口みさき (5) 松尾 3 3693 永井　杏佳 (5) 松尾

ﾀｹｲ ﾊﾙｶ 松阪 ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵ 松阪 ｵｵﾂｷ ﾐｸ 松阪
4 3763 竹井　　遥 (5) 第二 4 3724 平松　七音 (5) 松尾 4 3675 大槻　美玖 (5) 松尾

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選

(09240736)

第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子５５５５････６６６６年年年年　　　　走高跳走高跳走高跳走高跳
審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

6月14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)

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾇｲ ﾉﾘｶ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 3 3925 乾　　紀香 (5) 豊地 0m95

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｷﾅ

1 3926 渡辺　月菜 (6) 豊地 DNS

ﾅｶﾉ ｻｸﾗ

2 3927 中野　　桜 (6) 豊地 DNS

1m000m80 0m85 0m90 0m95

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)

第24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

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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 2009/6/20 15:33



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子５５５５････６６６６年年年年　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

県小学生記録 (KE)       4m82      寺田　祐子 (南勢陸上ク・伊勢市)                             1999        6月14日 10:00 決勝  

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

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾀﾍﾞ ﾐｶ 3m87 4m07 3m94 4m07 4m06 3m83 4m04 4m07
1 14 3774 谷田部美華 (6) 第二 +1.0 +1.5 +0.7 +1.5 +1.2 -0.3 0.0 +1.5 GR

ｻﾜｲ ｶﾅ 3m70 3m85 3m83 3m85 4m02 4m03 3m90 4m03
2 13 3656 澤井　佳奈 (6) 山室山 +0.9 +2.0 +0.6 +2.0 +1.5 +0.5 +1.1 +0.5 GR

ﾂｼﾞ ｼﾎﾅ 3m67 3m93 3m87 3m93 3m62 3m71 3m68 3m93
3 4 3659 都地志保奈 (6) 山室山 +1.1 +1.4 +1.8 +1.4 -0.4 +1.6 -0.1 +1.4 GR

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲ × 3m59 3m52 3m59 3m32 3m63 3m50 3m63
4 15 3890 松林　悠依 (6) てい水 +1.5 +1.5 +1.5 +1.2 +0.6 0.0 +0.6

ｷｼﾓﾄ ｶﾎ 3m55 3m60 3m47 3m60 3m59 3m62 3m11 3m62
5 8 3657 岸本　華歩 (6) 山室山 +1.4 +0.7 +0.7 +0.7 -0.8 +0.5 +0.3 +0.5

ｷｸｶﾜ ﾚｲﾐ 3m15 3m48 3m57 3m57 3m44 3m16 3m60 3m60
6 10 3658 菊川　怜美 (6) 山室山 +0.5 +0.6 +0.5 +0.5 0.0 +0.3 +0.5 +0.5

ｱｷﾀ ｻﾔｶ 3m19 3m38 3m09 3m38 2m85 2m90 2m90 3m38
7 16 3683 秋田紗也加　 (6) 松尾 +0.9 +2.0 +0.5 +2.0 +0.7 +0.1 +1.7 +2.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ 2m86 3m17 3m21 3m21 2m93 3m26 3m04 3m26
8 3 3750 渡辺みのり (5) 第四 +0.2 +3.7 +1.8 +1.8 +0.1 +0.9 -0.7 +0.9

ﾅｶﾞｲｼ ﾘﾅ 2m02 2m64 3m13 3m13 3m13
9 7 3767 永石　莉菜 (5) 第二 +1.3 +1.7 +1.3 +1.3 +1.3

ﾊﾅﾓﾄ ﾕｶ × 2m81 3m04 3m04 3m04
10 2 3691 花本　由加 (6) 松尾 +1.3 +0.1 +0.1 +0.1

ﾀｹｲ ﾊﾙｶ 2m99 2m90 2m69 2m99 2m99
11 5 3763 竹井　　遥 (5) 第二 +1.2 +1.5 +1.8 +1.2 +1.2

ｺｸﾎﾞ ﾄﾓﾐ × × 2m92 2m92 2m92
12 1 3764 小久保朋美 (5) 第二 +1.8 +1.8 +1.8

ﾏﾂﾊﾞ ﾐﾅ 2m47 2m51 2m58 2m58 2m58
13 9 3766 松葉　美奈 (5) 第二 +0.2 +0.3 +0.2 +0.2 +0.2

ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｴ × 2m47 2m34 2m47 2m47
14 12 3690 橋爪　　冴 (6) 松尾 +1.9 +0.7 +1.9 +1.9

ﾀﾅｶ ｱｲ 2m35 × 2m28 2m35 2m35
15 11 3931 田中　　愛 (5) 大河内 +0.6 +1.6 +0.6 +0.6

ﾋｳﾗ ｱｶﾈ
6 3662 日裏明花音 (5) 山室山 DNS

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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)

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  DNS：欠場



松阪女子松阪女子松阪女子松阪女子５５５５････６６６６年年年年　　　　ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ｰﾙｰﾙｰﾙｰﾙ投投投投

県小学生記録 (KE)       60m33     西井　春菜 (修道・伊勢市)                                   2001        6月14日 10:15 決勝  

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

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ ｱﾔｶ
1 4 3746 森　　絢香 (6) 第三 42m94 × × 42m94 × × × 42m94

ｵｶ ﾐｽﾞｷ
2 2 3940 岡　　瑞姫 (6) 中川 36m50 × × 36m50 × × 38m21 38m21

ﾔﾏﾀﾞﾊﾙｶ
3 5 3740 山田　遥香 (6) 第五 31m39 × × 31m39 × × 32m54 32m54

ﾔﾀﾍﾞ ﾐｷ
4 8 3775 谷田部美樹 (6) 第二 × 32m52 × 32m52 × × × 32m52

ﾐﾔｷ ﾏｷ
5 1 3773 宮木　真希 (6) 第二 × × 31m46 31m46 × × × 31m46

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ
6 6 3765 坂東香菜美 (5) 第二 29m21 × × 29m21 × 29m62 × 29m62

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｲﾘ
7 3 3776 小笠原愛梨 (6) 第二 × × 26m12 26m12 × × × 26m12

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ
8 7 3673 川口亜珠砂 (5) 松尾 × 17m86 × 17m86 × 18m27 × 18m27

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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)

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  



松阪混成松阪混成松阪混成松阪混成　　　　4444××××100100100100mRmRmRmR

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) 

予選  予選  予選  予選  2222組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組
1着 3ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
松阪Jr陸上－Ａ 63.23 第二－Ａ 66.50 豊地－Ｂ 67.43
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾂｷ ﾆｲ ﾐﾕｷ
1 1237 小林　由佳 (5) 松阪Jr陸上 1 3760 平松奈津希 (5) 第二 1 3918 新居　未雪 (5) 豊地

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｶ ﾀｶﾞ ｼｵﾘ
2 1236 小林　美友 (5) 松阪Jr陸上 2 3755 水谷　夕夏 (4) 第二 2 3919 多賀　　栞 (5) 豊地

ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ ｵﾍﾞ ﾀｸﾏ ﾌﾅｷ ﾔｽﾋﾛ
3 1220 大西　啓太 (5) 松阪Jr陸上 3 3762 尾邊　琢真 (5) 第二 3 3907 舩木　康裕 (5) 豊地

ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ ｱﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ ｺﾆｼ ﾗｲｷ
4 1223 田中　琢馬 (5) 松阪Jr陸上 4 3768 天田　　陣 (5) 第二 4 3908 小西　来紀 (5) 豊地

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 7ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ
豊地－Ｃ 67.59 松尾－Ｂ 70.59 松阪Jr陸上－Ｂ DSQ,*R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶｲ ﾐｻﾄ ﾊｼｸﾗ ﾊｺ ｲｼﾏ ﾐｷ
1 3913 中井　美里 (4) 豊地 1 3717 橋倉　葉子 (4) 松尾 1 1234 井島　未喜 (5) 松阪Jr陸上

ｲﾇｲ ﾉﾘｶ ﾏﾂｼﾀ ﾒｲ ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ
2 3925 乾　　紀香 (5) 豊地 2 3720 松下　芽生 (4) 松尾 2 1238 坂本万梨亜 (5) 松阪Jr陸上

ﾔﾏﾃﾞ ｹﾝﾄ ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾀ ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ
3 3899 山出　健斗 (4) 豊地 3 3709 内田　隆太 (4) 松尾 3 1233 中西　航輝 (4) 松阪Jr陸上

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ ﾏﾐﾔ ﾘｮｳﾀ ｲﾄｳ ﾄｼﾔｽ
4 3898 田中　翔汰 (4) 豊地 4 3715 間宮　涼太 (4) 松尾 4 1225 伊藤　敏康 (4) 松阪Jr陸上

2222組組組組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 2ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q
豊地－Ａ 66.20 松阪Jr陸上－Ｃ 68.04 松尾－Ａ 69.69
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｸﾆｷ ｱﾝﾘ ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ
1 3917 國樹　杏梨 (5) 豊地 1 1239 藤井　瑶子 (5) 松阪Jr陸上 1 3721 山田明日香 (4) 松尾

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｱ ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ ｶﾄｳ ﾕｳｶ
2 3915 山口　怜亜 (5) 豊地 2 1235 大工保美波 (5) 松阪Jr陸上 2 3716 加藤　有香 (4) 松尾

ﾆｼﾑﾗ ｴｲｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ
3 3909 西村　永亮 (5) 豊地 3 1231 山本　大地 (4) 松阪Jr陸上 3 3711 中野　友裕 (4) 松尾

ﾅｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ ﾏﾅｺﾞ ｱﾗﾀ
4 3901 中山虎之佑 (5) 豊地 4 1226 上山　絋輝 (4) 松阪Jr陸上 4 3714 砂子　　新 (4) 松尾

4着 6ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ
第二－Ｂ 73.04 松尾－Ｃ 74.14
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶｲ ｱﾐ ﾋﾗｲ ｽｽﾞｶ
1 3757 中井　亜美 (4) 第二 1 3718 平井　涼華 (4) 松尾

ﾏﾂｳﾗ ｱｶﾈ ｲﾅﾊﾗ ﾌｳ
2 3756 松浦　　茜 (4) 第二 2 3726 稲原　　楓 (4) 松尾

ﾎｯﾀ ﾀｸﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ
3 3754 堀田　拓也 (4) 第二 3 3712 橋本　治樹 (4) 松尾

ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ
4 3761 前川　和都 (5) 第二 4 3710 中川　竜成 (4) 松尾

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  *R1：オーバーゾーン　１　→　２



松阪混成松阪混成松阪混成松阪混成　　　　4444××××100100100100mRmRmRmR

6月14日 12:45 予選  
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        6月14日 16:05 決勝  
　　大会記録 (GR)       61.5      山室山 (三宅・杉本・朝柄・市野)                             1993(第8回) 

決勝決勝決勝決勝

1着 6ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
松阪Jr陸上－Ａ 62.93 第二－Ａ 66.19 豊地－Ａ 66.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 松阪 ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾂｷ 松阪 ｸﾆｷ ｱﾝﾘ 松阪
1 1237 小林　由佳 (5) 松阪Jr陸上 1 3760 平松奈津希 (5) 第二 1 3917 國樹　杏梨 (5) 豊地

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ 松阪 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｶ 松阪 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｱ 松阪
2 1236 小林　美友 (5) 松阪Jr陸上 2 3755 水谷　夕夏 (4) 第二 2 3915 山口　怜亜 (5) 豊地

ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ 松阪 ｵﾍﾞ ﾀｸﾏ 松阪 ﾆｼﾑﾗ ｴｲｽｹ 松阪
3 1220 大西　啓太 (5) 松阪Jr陸上 3 3762 尾邊　琢真 (5) 第二 3 3909 西村　永亮 (5) 豊地

ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 松阪 ｱﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ 松阪 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 松阪
4 1223 田中　琢馬 (5) 松阪Jr陸上 4 3768 天田　　陣 (5) 第二 4 3901 中山虎之佑 (5) 豊地

4着 8ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
松阪Jr陸上－Ｃ 67.42 豊地－Ｂ 67.95 豊地－Ｃ 68.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ 松阪 ﾆｲ ﾐﾕｷ 松阪 ﾅｶｲ ﾐｻﾄ 松阪
1 1239 藤井　瑶子 (5) 松阪Jr陸上 1 3918 新居　未雪 (5) 豊地 1 3913 中井　美里 (4) 豊地

ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 松阪 ﾀｶﾞ ｼｵﾘ 松阪 ｲﾇｲ ﾉﾘｶ 松阪
2 1235 大工保美波 (5) 松阪Jr陸上 2 3919 多賀　　栞 (5) 豊地 2 3925 乾　　紀香 (5) 豊地

ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 松阪 ﾌﾅｷ ﾔｽﾋﾛ 松阪 ﾔﾏﾃﾞ ｹﾝﾄ 松阪
3 1226 上山　絋輝 (4) 松阪Jr陸上 3 3907 舩木　康裕 (5) 豊地 3 3899 山出　健斗 (4) 豊地

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 松阪 ｺﾆｼ ﾗｲｷ 松阪 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 松阪
4 1231 山本　大地 (4) 松阪Jr陸上 4 3908 小西　来紀 (5) 豊地 4 3898 田中　翔汰 (4) 豊地

7着 2ﾚｰﾝ 8着 1ﾚｰﾝ
松尾－Ｂ 69.74 松尾－Ａ 70.68
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊｼｸﾗ ﾊｺ 松阪 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ 松阪
1 3717 橋倉　葉子 (4) 松尾 1 3721 山田明日香 (4) 松尾

ﾏﾂｼﾀ ﾒｲ 松阪 ｶﾄｳ ﾕｳｶ 松阪
2 3720 松下　芽生 (4) 松尾 2 3716 加藤　有香 (4) 松尾

ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 松阪 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 松阪
3 3709 内田　隆太 (4) 松尾 3 3711 中野　友裕 (4) 松尾

ﾏﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 松阪 ﾏﾅｺﾞ ｱﾗﾀ 松阪
4 3715 間宮　涼太 (4) 松尾 4 3714 砂子　　新 (4) 松尾

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第25回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選(09240736)
第24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  
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