
松阪市・多気郡地区予選会

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
兼中学生陸上記録会

大会　コード　08240016
競技場コード　241010

日時　平成２０年６月１５日（日）開会式午前9時00分

会場　三重県営総合競技場陸上競技場

　　　 主　催　松阪地区陸上競技協会
　　　 後　援　松阪市教育委員会
　　　　       多気郡各町教育委員会
　　　　　　　 松 阪 市 体 育 協 会
　　　　　　　 多気郡各町体育協会
               中　日　新　聞　社

　　　 協　賛　イオン㈱三重外商部
　　　　　　　 東海ヤクルト㈱
　　　　　　　 ㈱寺前商店
　　　　　　　 ㈲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

3 女子80mH 決 17.15 前川　冴未 第二

4 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　　

多気・男子の部
日付 種目

20080615 ３年　60m 小塩　陸斗 (3) 10.31 村内　大輔 (3) 10.46 山口　雄大 (3) 10.56 大西　彩斗 (3) 10.69 鳥山　徳希 (3) 10.79 中田　　圭 (3) 11.19 水谷　伊織 (3) 11.37 西岡　樹生 (3) 11.44

風:0.0 多気：津田 多気：多気ＲＣ 多気：明星 多気：津田 多気：宮川ＳＣ 多気：勢和 多気：宮川ＳＣ 多気：津田
20080615 男子４年　60m 亀田　智大 (4) 9.29 中西　翔碁 (4) 9.44 加藤　昂星 (4) 9.72 中村　拓真 (4) 9.86 田所　　峻 (4) 9.93 今西　信伍 (4) 10.02 上村　航平 (4) 10.05 西村　太一 (4) 10.09

風:+0.5 多気：多気ＲＣ GR 多気：上御糸 多気：明星 多気：多気ＲＣ 多気：斎宮 多気：上御糸 多気：宮川ＳＣ 多気：下御糸
20080615 ５年　100m 小玉　　翼 (5) 15.59 長谷川眞也 (5) 15.82 前納　友則 (5) 16.17 中道　陽太 (5) 16.48 三輪　亮介 (5) 16.58 岡澤　初樹 (5) 16.86 大西　崚介 (5) 16.98 中西　修司 (5) 17.20

風:+0.1 多気：勢和 多気：下御糸 多気：三瀬谷 多気：宮川ＳＣ 多気：多気ＲＣ 多気：宮川ＳＣ 多気：津田 多気：多気ＲＣ
20080615 ６年　100m 角谷　侑起 (6) 13.67 寺添　　陸 (6) 15.48 逵　健太郎 (6) 15.95

風:+0.5 多気：多気ＲＣ 多気：宮川ＳＣ 多気：多気ＲＣ
20080615 ５･６年　1000m 中村　友哉 (6) 3.09.43 村田　崚輔 (6) 3.24.01 林　　凌大 (6) 3.25.16 岡山　将大 (6) 3.38.22 鎌倉　昇大 (6) 3.51.52 堀井　勇希 (5) 3.54.74 髙橋　開威 (6) 3.56.91 山本幸之助 (5) 4.09.04

多気：多気ＲＣ GR 多気：多気ＲＣ GR 多気：勢和 GR 多気：津田 多気：多気ＲＣ 多気：宮川ＳＣ 多気：勢和 多気：宮川ＳＣ
20080615 ５･６年　80mH 松崎　弘祐 (6) 16.23

風:+0.1 多気：宮川ＳＣ

多気：多気RC-A 57.95

  鎌倉　昇大 (6)

  中村　友哉 (6)

  村田　崚輔 (6)

  角谷　侑起 (6)
20080615 ５･６年　走幅跳 三谷　龍平 (5) 3m88 -1.0

多気：津田 GR
20080615 ５･６年　ﾎﾞｰﾙ投 阪口　龍輝 (6) 52m51 小栁　孝平 (6) 50m24 辻　　翔斗 (6) 49m14 近田　悠太 (6) 47m47 青木　健人 (6) 47m41 北川　漱真 (6) 46m20 北川　智規 (6) 45m45 野呂　吉政 (5) 45m01

多気：津田 多気：勢和 多気：上御糸 多気：上御糸 多気：津田 多気：上御糸 多気：宮川ＳＣ 多気：宮川ＳＣ

多気・女子の部
日付 種目

20080615 多気女子３年　60m 宮村　桃子 (3) 10.51 西川　愛咲 (3) 10.91 中西由季乃 (3) 11.24 北村　舞華 (3) 11.27 中出沙也華 (3) 11.33 阪口亜咲美 (3) 11.67 鎌倉萌々花 (3) 11.81 大西　唯月 (3) 11.82

風:+0.3 多気：斎宮 多気：上御糸 多気：修正 多気：宮川ＳＣ 多気：多気ＲＣ 多気：津田 多気：多気ＲＣ 多気：修正
20080615 ４年　60m 木下　実奈 (4) 9.71 中川　真穂 (4) 10.34 西口　侑希 (4) 10.87 嶋田有利子 (4) 10.95 関谷知菜未 (4) 10.96 宮本　京香 (4) 11.25 岡山真衣奈 (4) 11.56 大原　爽花 (4) 11.99

風:+0.4 多気：宮川ＳＣ 多気：下御糸 多気：下御糸 多気：修正 多気：津田 多気：斎宮 多気：津田 多気：宮川ＳＣ
20080615 ５年　100m 佐藤　瑞穂 (5) 15.48 高山　瑞規 (5) 15.57 岡山　美智 (5) 16.61 髙山　里香 (5) 16.74 大津　夏海 (5) 17.00 大西真梨乃 (5) 17.03

風:+0.9 多気：明星 多気：多気ＲＣ 多気：勢和 多気：勢和 多気：明星 多気：津田
20080615 ６年　100m 山本　凪沙 (6) 15.52 朝倉　　瞳 (6) 16.16 尾上　鈴奈 (6) 16.61

風:+0.1 多気：多気ＲＣ 多気：明星 多気：多気ＲＣ
20080615 ５･６年　1000m 小倉　宏美 (6) 3.47.07 竹岡　晴瑠 (6) 4.01.95 下村　　宝 (5) 4.01.97

多気：宮川ＳＣ 多気：勢和 多気：多気ＲＣ

多気：宮川SC 64.50 多気：上御糸 67.67

  小倉　宏美 (6)   西川　依里 (6)

  堀井　美咲 (6)   青木　涼夏 (6)

  岡田　　星 (6)   東海林瞳子 (6)

  鳥山ほのか (6)   前田　悠菜 (6)
20080615 ５･６年　走高跳 上嶋　愛美 (6) 1m15 中西　陽菜 (5) 1m05

多気：津田 GR 多気：津田
20080615 ５･６年　走幅跳 中林　麻奈 (6) 4m02 -0.9 堀井　美咲 (6) 2m90 -0.8 鳥山ほのか (6) 2m70 -0.9

多気：多気ＲＣ GR 多気：宮川ＳＣ 多気：宮川ＳＣ
20080615 ５･６年　ﾎﾞｰﾙ投 逵　　芳美 (6) 32m47 小森　もも (6) 21m71

多気：津田 多気：上御糸

多気：多気RC 61.08 多気：明星 64.31 多気：宮川SC 64.80

  下村　　宝 (5) GR   長戸　紀乃 (5)   秋豆　朱音 (4)

  高山　瑞規 (5)   佐藤　瑞穂 (5)   木下　実奈 (4)

  亀田　智大 (4)   加藤　昂星 (4)   中道　陽太 (5)

  中村　拓真 (4)   大西　　蓮 (4)   岡澤　初樹 (5)

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

20080615 ５･６年　4×100mR

20080615 多気混成　4×100mR

20080615 ５･６年　4×100mR

凡例：GR　大会記録



多気男子３年　60m

6月15日 12:15 予選  

県小学生記録 (KE)       9.0       櫛谷　忠広 (第三・松阪)                                     1986        6月15日 14:40 決勝  

　　大会記録 (GR)       9.9       中西　太一 (南勢陸上ク)                                     2002(第5回) 

　県標準記録 (KH)       10.50     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

ﾑﾗｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ ｺｼｵ ﾘｸﾄ

1 6 720 村内　大輔 (3) 多気ＲＣ 10.69 q 1 5 2408 小塩　陸斗 (3) 津田 10.46 ○ q

ｵｵﾆｼ ｱﾔﾄ ﾆｼｵｶ ﾀﾂｷ

2 3 2407 大西　彩斗 (3) 津田 10.79 q 2 2 2406 西岡　樹生 (3) 津田 11.38 q

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾐｽﾞﾀﾆ ｲｵﾘ

3 5 2455 山口　雄大 (3) 明星 10.82 q 3 3 2264 水谷　伊織 (3) 宮川ＳＣ 11.46 q

ﾄﾘﾔﾏ ｱﾂｷ ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｷ

4 7 2265 鳥山　徳希 (3) 宮川ＳＣ 11.00 q 4 4 2291 木下　竜輝 (3) 多気ＲＣ 12.76

ﾅｶﾀ ｹｲ ﾆｼｶﾜ ｱｲｻ

5 2 2289 中田　　圭 (3) 勢和 11.13 q 6 2271 西川　愛咲 (3) 上御糸 DNS

ｲﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ

4 2292 井田　　昴 (3) 多気ＲＣ DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼｵ ﾘｸﾄ

1 6 2408 小塩　陸斗 (3) 津田 10.31

ﾑﾗｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ

2 5 720 村内　大輔 (3) 多気ＲＣ 10.46

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

3 7 2455 山口　雄大 (3) 明星 10.56

ｵｵﾆｼ ｱﾔﾄ

4 4 2407 大西　彩斗 (3) 津田 10.69

ﾄﾘﾔﾏ ｱﾂｷ

5 8 2265 鳥山　徳希 (3) 宮川ＳＣ 10.79

ﾅｶﾀ ｹｲ

6 3 2289 中田　　圭 (3) 勢和 11.19

ﾐｽﾞﾀﾆ ｲｵﾘ

7 2 2264 水谷　伊織 (3) 宮川ＳＣ 11.37

ﾆｼｵｶ ﾀﾂｷ

8 9 2406 西岡　樹生 (3) 津田 11.44

風:  0.0

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.3 風:  -0.5

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 17:37
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多気男子４年　60m

6月15日 11:35 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 14:20 決勝  

　　大会記録 (GR)       9.3       地主　和真 (勢和)                                           2003(第6回) 

　県標準記録 (KH)       10.00     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

ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｭﾝ

1 4 712 亀田　智大 (4) 多気ＲＣ 9.43 ○ q 1 3 2295 田所　　峻 (4) 斎宮 10.12 q

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺﾞ ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ

2 3 2270 中西　翔碁 (4) 上御糸 9.71 ○ q 2 4 2256 上村　航平 (4) 宮川ＳＣ 10.18 q

ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾁ ｲﾏﾆｼ ｼﾝｺﾞ

3 2 2235 西村　太一 (4) 下御糸 10.19 q 3 7 2268 今西　信伍 (4) 上御糸 10.29 q

ｵｵﾆｼ ﾚﾝ ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ

4 5 2457 大西　　蓮 (4) 明星 10.58 4 9 715 逵　　彰太 (4) 多気ＲＣ 10.39

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ

5 6 2258 宮口　拓真 (4) 宮川ＳＣ 10.77 5 5 714 小林　俊介 (4) 多気ＲＣ 10.48

ﾏﾂﾅｶﾞ ｲﾂﾄ ｷﾀ ｼﾝｺﾞ

6 7 717 松長　一透 (4) 多気ＲＣ 11.33 6 6 2237 喜田　真吾 (4) 下御糸 10.65

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾔ ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳ

7 8 2412 森本　雄也 (4) 津田 11.58 7 8 2257 水谷　　颯 (4) 宮川ＳＣ 11.26

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ ｳｴｼﾏ ｼｮｳｷ

9 718 山口　浩弥 (4) 多気ＲＣ DNS 2 2411 上嶋　将暉 (4) 津田 DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ

1 5 716 中村　拓真 (4) 多気ＲＣ 9.91 ○ q

ｶﾄｳ ｺｳｾｲ

2 9 2456 加藤　昂星 (4) 明星 10.07 q

ﾖﾈｸﾗ ｺｳﾖｳ

3 7 2290 米倉　滉陽 (4) 日進 10.37

ｱｵｷ ｹﾝﾄ

4 4 2236 青木　絢斗 (4) 下御糸 10.47

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

5 6 2413 青木　　誠 (4) 津田 10.54

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

6 8 2269 池田　和弥 (4) 上御糸 10.58

ｺﾔﾏ ﾀｸﾐ

7 3 2259 古山　拓海 (4) 宮川ＳＣ 10.59

ｷﾀﾃﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

8 2 713 北出　和大 (4) 多気ＲＣ 10.64

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1 6 712 亀田　智大 (4) 多気ＲＣ 9.29 GR

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺﾞ

2 5 2270 中西　翔碁 (4) 上御糸 9.44

ｶﾄｳ ｺｳｾｲ

3 7 2456 加藤　昂星 (4) 明星 9.72

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ

4 4 716 中村　拓真 (4) 多気ＲＣ 9.86

ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｭﾝ

5 8 2295 田所　　峻 (4) 斎宮 9.93

ｲﾏﾆｼ ｼﾝｺﾞ

6 3 2268 今西　信伍 (4) 上御糸 10.02

ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ

7 9 2256 上村　航平 (4) 宮川ＳＣ 10.05

ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾁ

8 2 2235 西村　太一 (4) 下御糸 10.09

風:  -0.4

風:  +0.5

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.4 風:  -0.5

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 17:38

1/1



多気男子５年　100m

6月15日 10:45 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 14:00 決勝  

　　大会記録 (GR)       14.5      小林　知弘 (斎宮)                                           2000(第3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

ﾊｾｶﾞﾜﾏｻﾔ ｺﾀﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ

1 4 2240 長谷川眞也 (5) 下御糸 16.17 q 1 6 2286 小玉　　翼 (5) 勢和 16.00 q

ﾅｶﾐﾁ ﾖｳﾀ ﾏｴﾉﾄﾓﾉﾘ

2 6 2253 中道　陽太 (5) 宮川ＳＣ 16.53 q 2 2 2267 前納　友則 (5) 三瀬谷 16.54 q

ｵｵﾆｼ ﾘｮｳｽｹ ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ

3 2 2416 大西　崚介 (5) 津田 16.95 q 3 3 710 三輪　亮介 (5) 多気ＲＣ 16.58 q

ﾊﾏ ｾｲﾔ ｵｶｻﾞﾜ ﾊﾂｷ

4 3 711 浜　　星哉 (5) 多気ＲＣ 17.83 4 4 2250 岡澤　初樹 (5) 宮川ＳＣ 16.97 q

ﾏｻｷ ﾋﾛﾔ ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｼﾞ

5 5 709 正木　寛也 (5) 多気ＲＣ 18.15 5 5 708 中西　修司 (5) 多気ＲＣ 17.01 q

ﾀｹｳﾁ ﾘｸ

6 7 707 竹内　　陸 (5) 多気ＲＣ 17.43

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾀﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ

1 7 2286 小玉　　翼 (5) 勢和 15.59

ﾊｾｶﾞﾜﾏｻﾔ

2 6 2240 長谷川眞也 (5) 下御糸 15.82

ﾏｴﾉﾄﾓﾉﾘ

3 5 2267 前納　友則 (5) 三瀬谷 16.17

ﾅｶﾐﾁ ﾖｳﾀ

4 4 2253 中道　陽太 (5) 宮川ＳＣ 16.48

ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ

5 9 710 三輪　亮介 (5) 多気ＲＣ 16.58

ｵｶｻﾞﾜ ﾊﾂｷ

6 2 2250 岡澤　初樹 (5) 宮川ＳＣ 16.86

ｵｵﾆｼ ﾘｮｳｽｹ

7 8 2416 大西　崚介 (5) 津田 16.98

ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｼﾞ

8 3 708 中西　修司 (5) 多気ＲＣ 17.20

風:  +0.1

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  -0.5 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  
2008/6/15 17:38

1/1



多気男子６年　100m

6月15日 13:40 決勝  

県小学生記録 (KE)       12.20     上野　貴正 (加茂・鳥羽市)                                   1994        

　　大会記録 (GR)       14.0      上田　匠馬 (波瀬)                                           1999(第2回) 

　県標準記録 (KH)       15.00     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

ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｷ

1 4 706 角谷　侑起 (6) 多気ＲＣ 13.67

ﾃﾗｿﾞｴ ﾘｸ

2 3 2241 寺添　　陸 (6) 宮川ＳＣ 15.48

ﾂｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

3 2 702 逵　健太郎 (6) 多気ＲＣ 15.95

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

風:  +0.5

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 17:39

1/1



多気男子５･６年　1000m

6月15日 13:00 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)       3.28.0    中西　省太 (三瀬谷)                                         2001(第4回) 

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ

1 6 704 中村　友哉 (6) 多気ＲＣ 3.09.43 GR

ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ

2 9 705 村田　崚輔 (6) 多気ＲＣ 3.24.01 GR

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

3 4 2284 林　　凌大 (6) 勢和 3.25.16 GR

ｵｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ

4 1 2423 岡山　将大 (6) 津田 3.38.22

ｶﾏｸﾗ ｼｮｳﾀ

5 3 701 鎌倉　昇大 (6) 多気ＲＣ 3.51.52

ﾎﾘｲ ﾕｳｷ

6 2 2252 堀井　勇希 (5) 宮川ＳＣ 3.54.74

ﾀｶﾊ ｼｶｲ

7 8 2283 髙橋　開威 (6) 勢和 3.56.91

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ

8 7 2255 山本幸之助 (5) 宮川ＳＣ 4.09.04

ｾｷﾔ ｶｽﾞｷ

9 5 2421 関谷　一輝 (6) 津田 4.13.53

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 17:39

1/1



多気男子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)       14.6      藤原　宏展 (多気RC)                                         2006(第9回) 

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｻｷ ｺｳｽｹ

1 6 2242 松崎　弘祐 (6) 宮川ＳＣ 16.23

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 17:40

1/1



多気男子５･６年　4×100mR

6月15日 15:20 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)       58.4      多気ＲＣ (*)                                                2002(第5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 3 多気RC-A 57.95 1 701 鎌倉　昇大 (6) ｶﾏｸﾗ ｼｮｳﾀ 多気ＲＣ

2 704 中村　友哉 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 多気ＲＣ

3 705 村田　崚輔 (6) ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 多気ＲＣ

4 706 角谷　侑起 (6) ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｷ 多気ＲＣ

4 宮川SC DSQ,*R3 1 2242 松崎　弘祐 (6) ﾏﾂｻｷ ｺｳｽｹ 宮川ＳＣ

2 2241 寺添　　陸 (6) ﾃﾗｿﾞｴ ﾘｸ 宮川ＳＣ

3 2243 大原　啓汰 (6) ｵｵﾊﾗ ｹｲﾀ 宮川ＳＣ

4 2248 北川　智規 (6) ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 宮川ＳＣ

2 多気RC-B DSQ,*R1 1 709 正木　寛也 (5) ﾏｻｷ ﾋﾛﾔ 多気ＲＣ

2 702 逵　健太郎 (6) ﾂｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 多気ＲＣ

3 708 中西　修司 (5) ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 多気ＲＣ

4 710 三輪　亮介 (5) ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ 多気ＲＣ

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  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R1：オーバーゾーン　１　→　２
2008/6/15 17:40

1/1



多気男子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)       3m85      松田　和磨 (多気RC)                                         2000(第4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

ﾐﾀﾆ ﾘｭｳﾍｲ 3m74 3m76 3m81 3m81 3m71 3m65 3m88 3m88

1 13 2417 三谷　龍平 (5) 津田 -0.8 -0.6 -1.1 -1.1 -1.3 -0.9 -1.0 -1.0 GR

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 17:40

1/1



多気男子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)       66m32     岡山　　真 (斎宮)                                           2006(第9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

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ

1 17 2422 阪口　龍輝 (6) 津田 × 52m51 × 52m51 × × × 52m51

ｺﾔﾅｷﾞｺｳﾍｲ

2 15 2282 小栁　考平 (6) 勢和 × 50m24 × 50m24 × × × 50m24

ﾂｼﾞ ｼｮｳﾄ

3 18 2279 辻　　翔斗 (6) 上御糸 × × 49m14 49m14 × × × 49m14

ﾁｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

4 13 2278 近田　悠太 (6) 上御糸 47m47 × × 47m47 × × × 47m47

ｱｵｷ ｹﾝﾄ

5 20 2420 青木　健人 (6) 津田 47m41 × × 47m41 × × × 47m41

ｷﾀｶﾞﾜ ｿｳﾏ

6 9 2277 北川　漱真 (6) 上御糸 46m20 × × 46m20 × × × 46m20

ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ

7 12 2248 北川　智規 (6) 宮川ＳＣ 45m45 × × 45m45 × × × 45m45

ﾉﾛ ﾖｼﾏｻ

8 14 2251 野呂　吉政 (5) 宮川ＳＣ × × 45m01 45m01 × × × 45m01

ｺﾄﾞ ﾀｲｶﾞ

9 16 2254 古戸　大芽 (5) 宮川ＳＣ 43m30 × × 43m30 43m30

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

10 11 2459 中川　昌也 (5) 明星 × × 42m52 42m52 42m52

ﾐﾔｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ

11 19 2249 宮口　昇悟 (6) 宮川ＳＣ 40m52 × × 40m52 40m52

ﾅｶﾀ ﾘｮｳ

12 10 2285 中田　　遼 (5) 勢和 36m03 × × 36m03 36m03

ｵｵﾊﾗ ｹｲﾀ

13 8 2243 大原　啓汰 (6) 宮川ＳＣ 34m73 × × 34m73 34m73

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 17:41

1/1



多気女子３年　60m

6月15日 14:30 決勝  

県小学生記録 (KE)       9.3       落合咲八香 (楠陸上少・三重郡)                               1986        

　　大会記録 (GR)       10.13     木下　実奈 (宮川SC)                                         2007(第10回)

　県標準記録 (KH)       11.00     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

ﾐﾔﾑﾗ ﾓﾓｺ

1 4 2296 宮村　桃子 (3) 斎宮 10.51

ﾆｼｶﾜ ｱｲｻ

2 1 2271 西川　愛咲 (3) 上御糸 10.91

ﾅｶﾆｼ ﾕｷﾉ

3 3 2357 中西由季乃 (3) 修正 11.24

ｷﾀﾑﾗ ﾏｲｶ

4 7 2263 北村　舞華 (3) 宮川ＳＣ 11.27

ﾅｶﾃﾞ ｻﾔｶ

5 2 726 中出沙也華 (3) 多気ＲＣ 11.33

ｻｶｸﾞﾁ ｱｻﾐ

6 8 2405 阪口亜咲美 (3) 津田 11.67

ｶﾏｸﾗ ﾓﾓｶ

7 9 2293 鎌倉萌々花 (3) 多気ＲＣ 11.81

ｵｵﾆｼ ﾕﾂﾞｷ

8 5 2356 大西　唯月 (3) 修正 11.82

ｸｽｲｽｽﾞﾈ

9 6 2266 楠井　涼音 (3) 三瀬谷 12.61

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

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  
2008/6/15 17:43

1/1



多気女子４年　60m

6月15日 14:10 決勝  

県小学生記録 (KE)       8.9       落合咲八香 (楠陸上少・三重郡)                               1987        

　　大会記録 (GR)       9.5       小山　実穂 (宮前)                                           2005(第8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

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅ

1 8 2260 木下　実奈 (4) 宮川ＳＣ 9.71

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾎ

2 9 2238 中川　真穂 (4) 下御糸 10.34

ﾆｼｸﾞﾁﾕｷ

3 7 2239 西口　侑希 (4) 下御糸 10.87

ｼﾏﾀﾞ ﾕﾘｺ

4 4 2358 嶋田有利子 (4) 修正 10.95

ｾｷﾔ ﾁﾅﾐ

5 2 2410 関谷知菜未 (4) 津田 10.96

ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｶ

6 3 2294 宮本　京香 (4) 斎宮 11.25

ｵｶﾔﾏ ﾏｲﾅ

7 5 2409 岡山真衣奈 (4) 津田 11.56

ｵｵﾊﾗ ｻﾔｶ

8 6 2262 大原　爽花 (4) 宮川ＳＣ 11.99

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

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 17:43

1/1



多気女子５年　100m

6月15日 13:50 決勝  

県小学生記録 (KE)       13.7      前田　　恵 (明倫・伊勢市)                                   1990        

　　大会記録 (GR)       15.00     小山　実穂 (宮前)                                           2006(第9回) 

　県標準記録 (KH)       16.00     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

ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ

1 7 2458 佐藤　瑞穂 (5) 明星 15.48

ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

2 2 724 高山　瑞規 (5) 多気ＲＣ 15.57

ｵｶﾔﾏ ﾐｻﾄ

3 6 2287 岡山　美智 (5) 勢和 16.61

ﾀｶﾔﾏ ﾘｶ

4 3 2288 髙山　里香 (5) 勢和 16.74

ｵｵﾂ ﾅﾂﾐ

5 5 2460 大津　夏海 (5) 明星 17.00

ｵｵﾆｼ ﾏﾘﾉ

6 4 2414 大西真梨乃 (5) 津田 17.03

審 判 長：前田　和典

記録主任：藪北　則行

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  
2008/6/15 17:44

1/1



多気女子６年　100m

6月15日 13:30 決勝  

県小学生記録 (KE)       13.21     田矢　愛美 (JAC亀山・亀山市)                                2006        

　　大会記録 (GR)       14.2      森本　佳奈 (宮前)                                           2004(第7回) 

　県標準記録 (KH)       15.50     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

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ

1 2 723 山本　凪沙 (6) 多気ＲＣ 15.52

ｱｻｸﾗ ﾋﾄﾐ

2 3 2462 朝倉　　瞳 (6) 明星 16.16

ｵﾉｳｴ ｽｽﾞﾅ

3 4 721 尾上　鈴奈 (6) 多気ＲＣ 16.61

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 17:44

1/1



多気女子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)       3.36.5    今井　千裕 (森)                                             2001(第4回) 

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ

1 12 2244 小倉　宏美 (6) 宮川ＳＣ 3.47.07

ﾀｹｵｶ ﾊﾙ

2 13 2281 竹岡　晴瑠 (6) 勢和 4.01.95

ｼﾓﾑﾗ ﾀｶﾗ

3 11 725 下村　　宝 (5) 多気ＲＣ 4.01.97

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 17:44

1/1



多気女子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)       58.85     多気ＲＣ (油谷・中西・北出・小山)                           2007(第10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 8 宮川SC 64.50 1 2244 小倉　宏美 (6) ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ 宮川ＳＣ

2 2246 堀井　美咲 (6) ﾎﾘｲ ﾐｻｷ 宮川ＳＣ

3 2245 岡田　　星 (6) ｵｶﾀﾞ ｱｶﾘ 宮川ＳＣ

4 2247 鳥山ほのか (6) ﾄﾘﾔﾏ ﾎﾉｶ 宮川ＳＣ

2 9 上御糸 67.67 1 2273 西川　依里 (6) ﾆｼｶﾜ ｴﾘ 上御糸

2 2272 青木　涼夏 (6) ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 上御糸

3 2275 東海林瞳子 (6) ｼｮｳｼﾞ ﾄｳｺ 上御糸

4 2274 前田　悠菜 (6) ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ 上御糸

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 17:45

1/1



多気女子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)       1m10      中村菜津美 (斎宮)                                           2006(第9回) 

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴｼﾏ ﾏﾅﾐ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 8 2418 上嶋　愛美 (6) 津田 1m15 GR

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾅ ○ × × ○ × × ×

2 7 2415 中西　陽菜 (5) 津田 1m05

1m00 1m05 1m10 1m15 1m20

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 17:45

1/1



多気女子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)       3m85      北出　瑞歩 (多気RC)                                         2007(第10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

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 3m62 3m83 3m92 3m92 3m84 4m02 3m87 4m02

1 6 722 中林　麻奈 (6) 多気ＲＣ -0.6 -0.5 -1.0 -1.0 -1.2 -0.9 -1.0 -0.9 GR

ﾎﾘｲ ﾐｻｷ 2m80 2m74 2m90 2m90 2m57 2m85 × 2m90

2 5 2246 堀井　美咲 (6) 宮川ＳＣ -0.2 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8

ﾄﾘﾔﾏ ﾎﾉｶ 2m67 × 2m47 2m67 2m59 2m60 2m70 2m70

3 7 2247 鳥山ほのか (6) 宮川ＳＣ -0.7 -0.6 -0.7 -1.1 -0.8 -0.9 -0.9

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 17:45

1/1



多気女子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)       40m80     渡辺　結衣 (斎宮)                                           2003(第6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

ﾂｼﾞ ﾖｼﾐ

1 24 2419 逵　　芳美 (6) 津田 31m21 × × 31m21 × × 32m47 32m47

ｺﾓﾘ ﾓﾓ

2 23 2280 小森　もも (6) 上御糸 × × 21m71 21m71 × × × 21m71

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 17:46

1/1



多気混成　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)       62.5      多気ＲＣ (*)                                                2006(第9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 8 多気RC 61.08 GR 1 725 下村　　宝 (5) ｼﾓﾑﾗ ﾀｶﾗ 多気ＲＣ

2 724 高山　瑞規 (5) ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 多気ＲＣ

3 712 亀田　智大 (4) ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 多気ＲＣ

4 716 中村　拓真 (4) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 多気ＲＣ

2 9 明星 64.31 1 2461 長戸　紀乃 (5) ﾅｶﾞﾄ ｷﾉ 明星

2 2458 佐藤　瑞穂 (5) ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 明星

3 2456 加藤　昂星 (4) ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 明星

4 2457 大西　　蓮 (4) ｵｵﾆｼ ﾚﾝ 明星

3 7 宮川SC 64.80 1 2261 秋豆　朱音 (4) ｱｷｽﾞ ｱｶﾈ 宮川ＳＣ

2 2260 木下　実奈 (4) ｷﾉｼﾀ ﾐﾅ 宮川ＳＣ

3 2253 中道　陽太 (5) ﾅｶﾐﾁ ﾖｳﾀ 宮川ＳＣ

4 2250 岡澤　初樹 (5) ｵｶｻﾞﾜ ﾊﾂｷ 宮川ＳＣ

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 17:46

1/1


