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３年 ６０ｍ 10”3 三谷　龍平 津田 10”9 小玉　　翼 勢和 11”3 鈴木　英将 下御糸 11”3 長谷川眞也 下御糸 11”5 大門長一郎 宮川SC 11”5 山本幸之助 宮川SC 11”7 奥田　舜也 下御糸 11”9 前納　友則 三瀬谷

４年 ６０ｍ 10”3 海野　寛太 修正 10”6 西井　康二 斎宮 10”6 村田　崚輔 多気RC 10”7 松崎　弘祐 宮川SC 10”8 古田　　匠 三瀬谷 11”0 寺添　　陸 宮川SC 11”0 鎌倉　昇大 多気RC 11”3 阪口　龍輝 津田

５年 １００ｍ 15”2 高山　拓己 多気RC 15”5 木戸口大介 斎宮 16”2 筒井　昻平 多気RC 16”4 大久保昌哉 多気RC 16”6 井元　大将 勢和 16”8 浮田　将希 三瀬谷 17”4 森井　将基 上御糸 17”5 小山　達也 多気RC

６年 １００ｍ 14”9 久保田海渡 三瀬谷 15”5 仲　　勇人 斎宮 15”7 小野　真伸 多気RC 16”2 薗田　翔太 下御糸 16”4 上岡　　真 宮川SC 16”9 西山　英幸 宮川SC 17”1 岡田　浩祐 宮川SC 17”4 岡　　尚弘 多気RC

５･６年 １０００ｍ 3’36”5 堀井　大輝 宮川SC 3’41”1 大森　成将 宮川SC 3’44”2 前納　文則 三瀬谷 3’46”7 逵　　雅基 多気RC 3’50”9 鈴木　大貴 下御糸 4’12”2 山路　祥平 上御糸

５･６年 ８０ｍＨ 14”6 藤原　宏展 多気RC 18”8 楠田　陸人 上御糸

５･６年４００ｍリレー 61”6 62”6 65”6 66”6 66”7 68”2 ” ”

斎宮 宮川Ａ 多気RC 宮川Ｂ 上御糸Ａ 上御糸Ｂ

５･６年 走幅跳 3m48 木戸口勇志 斎宮 3m45 木下　敏輝 宮川SC 3m45 山口　和摩 津田 3m43 吉田　周平 津田 3m27 青木　駿介 上御糸 2m73 松平　尚泰 明星 2m33 西川　貴也 上御糸

５･６年 走高跳 1m05 下村　総大 明星

５･６年 ボール投げ 66m32 岡山　　真 斎宮 64m27 秋豆　幸輝 宮川SC 56m62 西岡　克真 宮川SC 50m98 森下　了圭 津田 49m60 地主　一晶 上御糸 45m81 森下浩二朗 上御糸 45m37 南出　拓也 上御糸 43m53 前田　　航 上御糸

３年 ６０ｍ 10”5 高山　瑞規 多気RC 11”5 鈴木綺羅々 上御糸 11”9 高山　里香 勢和 11”9 下村　　宝 明星 12”6 山本しおり 上御糸 12”9 岡崎　円音 三瀬谷 13”0 西山　貴穂 斎宮

４年 ６０ｍ 10”4 中林　麻奈 多気RC 10”9 山本　凪沙 多気RC 11”2 朝倉　　瞳 明星 11”2 上嶋　愛美 津田 11”3 堀井　美咲 宮川SC 11”5 中西　未紀 修正 11”5 三谷　奈央 斎宮 11”6 尾上　鈴奈 斎宮

５年 １００ｍ 15”0 小山　実穂 多気RC 16”7 北出　瑞歩 多気RC 17”1 中村　美来 明星 17”1 園田　未来 津田

６年 １００ｍ 15”3 杉原里緒奈 明星 16”5 逵　由紀乃 多気RC 16”6 森　ななみ 多気RC 16”9 小林　美咲 多気RC 17”7 藤澤　誓奈 斎宮 18”3 阪口菜奈美 津田 18”4 上島　彩花 津田 18”6 西嶋美沙貴 多気RC

５･６年 １０００ｍ 3’56”7 山口　彩詠 斎宮 4’01”4 星合　美咲 日進

５･６年 ８０ｍＨ

５･６年４００ｍリレー 63”0 65”5 ” ” ” ” ” ”

多気RC 斎宮

５･６年 走幅跳 3m01 近藤　里保 多気RC 2m72 末永　真優 斎宮

５･６年 走高跳 1m10 中村菜津美 斎宮 1m05 井上　桃子 津田

５･６年 ボール投げ 30m93 逵　　唯菜 津田

男女混成４００ｍリレー 62”5 68”2 69”5 73”8 ” ” ” ”

多気RCＡ 多気RCＢ 明星 宮川SC

第 ９ 回　多 気 郡　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

（ ◎大会新　△大会タイ ）（兼　三重県小学生陸上競技大会 多気郡予選会）

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

４００ｍリレー

混成の部

女子の部

男子の部

種　目
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