
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多気郡地区予選 大会コード　 09240736 トラック審判長 東浦　宏幸

第12回多気郡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 田中　悠貴 (3) 10.42 中瀬　颯樹 (3) 10.45 北村　勇人 (3) 10.89 小林　大起 (3) 10.94 青木　凱斗 (3) 11.11 水谷　　魁 (3) 11.13 高橋　龍史 (3) 11.15 河野　歩夢 (3) 11.20
風:-1.7

男子４年60m 辻　　拓斗 (4) 9.80 小塩　陸斗 (4) 9.93 大西　彩斗 (4) 10.14 坪井　裕稀 (4) 10.16 村内　大輔 (4) 10.17 鳥山　徳希 (4) 10.17 鳥尾　宏樹 (4) 10.26 井田　　昴 (4) 10.37
風:-1.3

男子５年100m 亀田　智大 (5) 14.35 中西　翔碁 (5) 14.80 加藤　昂星 (5) 15.33 田所　　峻 (5) 15.57 上村　航平 (5) 15.64 小林　俊介 (5) 15.67 米倉　滉陽 (5) 15.76 今西　信伍 (5) 15.98
風:0.0 GR

男子６年100m 長谷川眞也 (6) 14.35 世古口祐紀 (6) 14.65 中道　陽太 (6) 15.56 岡澤　初樹 (6) 15.94 山本幸之助 (6) 16.25 渡辺　春樹 (6)
風:0.0 DNS

男子５･６年 中村　拓真 (5) 3.32.61 近田　敬仁 (6) 3.36.82 大西　　蓮 (5) 3.38.00 田中　暉竜 (5) 3.43.66 逵　　彰太 (5) 3.46.31 三輪　亮介 (6) 3.46.60 濱　　星哉 (6) 3.53.39 堀井　勇希 (6) 3.59.75
1000m

60.14 多気：明星 60.50 多気：宮川 62.81
  北出　和大 (5)   大西　　蓮 (5)   堀井　勇希 (6)
  中西　修司 (6)   加藤　昂星 (5)   山本幸之助 (6)
  小林　俊介 (5)   田中　暉竜 (5)   中道　陽太 (6)
  三輪　亮介 (6)   世古口祐紀 (6)   岡澤　初樹 (6)

男子５･６年 三谷　龍平 (6) 4m48 +1.0 中西　修司 (6) 3m83 +0.9 大西　崚介 (6) 3m47 +0.8 竹内　　陸 (6) 3m22 +0.4 正木　寛也 (6) 3m10 +1.7 上嶋　将暉 (5) 3m07 +1.5

　走幅跳 GR
男子５･６年 小野　一樹 (6) 61m59 中川　昌也 (6) 51m90 森下　昇紀 (6) 50m13 中村　隼人 (6) 47m84 古戸　大芽 (6) 47m21 野呂　吉政 (6) 46m95 中田　　遼 (6) 42m52 近田　拓真 (5) 41m77
　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 山川　玲那 (3) 11.22 田中　麗愛 (3) 11.37 森本　怜奈 (3) 11.40 山本　歩実 (3) 12.41 井上　寧音 (3) 12.46
風:-2.1

女子４年60m 宮村　桃子 (4) 9.33 北川　　和 (4) 10.37 小野　真幸 (4) 10.39 中出沙也華 (4) 10.43 北村　舞華 (4) 10.65 関谷　莉緒 (4) 10.77 鎌倉萌々花 (4) 11.13 長谷川菜海 (4) 11.24
風:0.0 GR

女子５年100m 木下　実奈 (5) 14.95 須田　有香 (5) 16.11 永田　　萌 (5) 16.20 小川祐貴子 (5) 19.03
風:+0.8 GR

女子６年100m 佐藤　瑞穂 (6) 15.15 喜田　友希 (6) 16.43 種井　芙花 (6) 16.62 金子　　愛 (6) 17.13
風:-0.6

女子５･６年 高山　里香 (6) 3.41.80 西口　侑希 (5) 3.49.77 中川　真穂 (5) 3.54.52
　1000m

61.22 多気：下御糸 65.17
  大津　夏海 (6)   永田　　萌 (5)
  松本　晶帆 (6)   金子　　愛 (6)
  辻　　咲菜 (6)   喜田　友希 (6)
  佐藤　瑞穂 (6)   種井　芙花 (6)

女子５･６年 中西　陽菜 (6) 1m15 井上　奈名 (6) 1m05 三谷　京花 (5) 1m05 関谷知菜未 (5) 1m00 大西　美佑 (5) 0m85
　走高跳 EGR

女子５･６年 下村　　宝 (6) 3m51 +1.5 高山　瑞規 (6) 3m45 +0.9

走幅跳

女子５･６年 岡山真衣奈 (5) 29m97
ﾎﾞｰﾙ投

59.94 多気：宮川 66.16 多気：多気ＲＣ－Ｂ 69.19
  須田　有香 (5) GR   北村　舞華 (4)   鎌倉萌々花 (4)
  宮村　桃子 (4)   木下　実奈 (5)   中出沙也華 (4)
  中村　拓真 (5)   鳥山　徳希 (4)   村内　大輔 (4)
  亀田　智大 (5)   水谷　伊織 (4)   井田　　昴 (4)

4位

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

1位 2位

多気：下御糸 多気：多気ＲＣ

3位

多気：下御糸

5位 6位

多気：宮川

7位 8位

多気：相可

6/14
多気：明星 多気：津田 多気：津田 多気：多気ＲＣ 多気：多気ＲＣ 多気：宮川

多気：上御糸

6/14
多気：多気ＲＣ 多気：上御糸 多気：明星

6/14
多気：多気ＲＣ

多気：斎宮 多気：宮川

多気：勢和

多気：多気ＲＣ 多気：多気ＲＣ

多気：多気ＲＣ 多気：日進

多気：明星

多気：上御糸

6/14
多気：下御糸 多気：明星 多気：宮川 多気：宮川 多気：宮川 多気：斎宮

6/14
多気：多気ＲＣ 多気：勢和 多気：明星 多気：多気ＲＣ 多気：多気ＲＣ 多気：多気ＲＣ 多気：宮川

多気：多気ＲＣ 多気：多気ＲＣ

6/14
男子

4×100mR

多気：多気ＲＣ

6/14
多気：津田 多気：多気ＲＣ 多気：津田 多気：津田

6/14
多気：明星 多気：明星 多気：津田 多気：下御糸 多気：宮川 多気：宮川

多気：宮川 多気：津田
6/14

多気：斎宮 多気：明星 多気：津田

多気：多気ＲＣ 多気：下御糸

多気：勢和 多気：上御糸

多気：津田

6/14
多気：多気ＲＣ 多気：多気ＲＣ 多気：明星 多気：多気ＲＣ 多気：宮川 多気：津田

6/14
多気：宮川 多気：多気ＲＣ 多気：下御糸

6/14
多気：明星 多気：下御糸 多気：下御糸 多気：下御糸

6/14
多気：勢和 多気：下御糸 多気：下御糸

多気：津田 多気：津田
6/14

多気：津田 多気：津田 多気：津田

6/14
女子

4×100mR

多気：明星

6/14
多気：多気ＲＣ 多気：多気ＲＣ

6/14
多気：津田

6/14
混成

4×100mR

多気：多気ＲＣ－Ａ

凡例　GR:大会記録



多気男子多気男子多気男子多気男子３３３３年年年年　　　　60606060mmmm

6月14日 12:25 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 15:15 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  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

ﾅｶｾ ｻﾂｷ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

1 5 3811 中瀬　颯樹 (3) 下御糸 10.30 ※ q 1 7 1281 田中　悠貴 (3) 多気ＲＣ 10.41 ※ q

ｶﾜﾉｱﾕﾑ ｵｻﾘ ﾕｳﾀ

2 6 3974 河野　歩夢 (3) 相可 10.75 q 2 2 3847 長利　悠汰 (3) 上御糸 11.01

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾅｶﾆｼ ｼｭｳﾜ

3 2 1279 吉田　雄哉 (3) 多気ＲＣ 11.10 3 5 3968 中西　秀和 (3) 日進 11.05

ｸｽﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾀｶﾔﾏ ｿｳﾀｲ

4 7 3849 楠田　竜聖 (3) 上御糸 11.45 4 4 3857 高山　颯泰 (3) 勢和 11.13

ﾅｶﾀ ｺｳ ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ

5 3 3855 中田　　幸 (3) 勢和 11.52 5 8 3824 永田　一真 (3) 下御糸 11.25

ｱｽﾞﾏ ﾀｹﾙ ﾀｹｳﾁ ﾀｲｾｲ

6 8 3841 東　　武児 (3) 宮川 11.78 6 6 3851 竹内　大晟 (3) 上御糸 11.36

ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ

4 3948 樋口　航平 (3) 津田 DNS 7 3 1271 中村　海斗 (3) 多気ＲＣ 11.75

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

ｷﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ

1 6 1280 北村　勇人 (3) 多気ＲＣ 10.60 q

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｼ

2 8 3848 高橋　龍史 (3) 上御糸 10.76 q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ

3 4 3856 小林　大起 (3) 勢和 10.78 q

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｲ

4 2 3842 水谷　　魁 (3) 宮川 10.93 q

ｱｵｷ ｶｲﾄ

5 7 3812 青木　凱斗 (3) 下御糸 10.98 q

ｽｽﾞｷ ﾃﾝｼｮｳ

6 3 3850 鈴木　天翔 (3) 上御糸 11.18

ﾖｼﾉ ｹﾝ

5 3951 吉野　　賢 (3) 津田 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

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

1 4 1281 田中　悠貴 (3) 多気ＲＣ 10.42

ﾅｶｾ ｻﾂｷ

2 6 3811 中瀬　颯樹 (3) 下御糸 10.45

ｷﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ

3 3 1280 北村　勇人 (3) 多気ＲＣ 10.89

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ

4 8 3856 小林　大起 (3) 勢和 10.94

ｱｵｷ ｶｲﾄ

5 1 3812 青木　凱斗 (3) 下御糸 11.11

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｲ

6 2 3842 水谷　　魁 (3) 宮川 11.13

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｼ

7 7 3848 高橋　龍史 (3) 上御糸 11.15

ｶﾜﾉｱﾕﾑ

8 5 3974 河野　歩夢 (3) 相可 11.20

風:  -1.7

風:  -1.1

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  -0.5 風:  -1.8

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



多気男子多気男子多気男子多気男子４４４４年年年年　　　　60606060mmmm

6月14日 11:55 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 14:55 決勝  

　　大会記録 (GR)       9.29      亀田　智大 (多気ＲＣ)                                       2008(第11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  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

ﾂｼﾞ ﾀｸﾄ ｺｼｵ ﾘｸﾄ

1 5 3862 辻　　拓斗 (4) 明星 9.53 ※ q 1 5 3954 小塩　陸斗 (4) 津田 9.54 ※ q

ｵｵﾆｼ ｱﾔﾄ ﾑﾗｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ

2 4 3953 大西　彩斗 (4) 津田 9.76 ※ q 2 4 1267 村内　大輔 (4) 多気ＲＣ 9.89 ※ q

ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ ﾐｽﾞﾀﾆ ｲｵﾘ

3 3 1282 鳥尾　宏樹 (4) 多気ＲＣ 9.92 ※ q 3 6 3838 水谷　伊織 (4) 宮川 10.33

ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾄ

4 6 1269 坪井　裕稀 (4) 多気ＲＣ 10.12 q 4 3 3865 中川　翔斗 (4) 明星 10.44

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾎﾘｴ ｹﾝﾄ

5 7 3863 山口　雄大 (4) 明星 10.41 5 2 1270 堀江　謙斗 (4) 多気ＲＣ 11.08

ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳ ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

2 3836 水谷　　颯 (4) 宮川 DNS 6 7 3955 小川　浩生 (4) 津田 11.70

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

ﾄﾘﾔﾏ ｱﾂｷ

1 7 3837 鳥山　徳希 (4) 宮川 9.72 ※ q

ｲﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ

2 2 1266 井田　　昴 (4) 多気ＲＣ 10.00 ※ q

ｼﾝｶｲ ｺｳﾀ

3 6 3864 新開　皓太 (4) 明星 10.26

ﾅｶﾀ ｹｲ

4 3 3858 中田　　圭 (4) 勢和 10.59

ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｷ

5 4 1268 木下　竜輝 (4) 多気ＲＣ 11.64

ｳｴﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ

6 5 3839 上村　哲平 (4) 宮川 11.74

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

ﾂｼﾞ ﾀｸﾄ

1 4 3862 辻　　拓斗 (4) 明星 9.80

ｺｼｵ ﾘｸﾄ

2 5 3954 小塩　陸斗 (4) 津田 9.93

ｵｵﾆｼ ｱﾔﾄ

3 7 3953 大西　彩斗 (4) 津田 10.14

ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ

4 2 1269 坪井　裕稀 (4) 多気ＲＣ 10.16

ﾑﾗｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ

5 9 1267 村内　大輔 (4) 多気ＲＣ 10.17

ﾄﾘﾔﾏ ｱﾂｷ

6 6 3837 鳥山　徳希 (4) 宮川 10.17

ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ

7 8 1282 鳥尾　宏樹 (4) 多気ＲＣ 10.26

ｲﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ

8 3 1266 井田　　昴 (4) 多気ＲＣ 10.37

風:  -1.3

風:  +0.6

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  0.0 風:  +0.2

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



多気男子多気男子多気男子多気男子５５５５年年年年　　　　100100100100mmmm

6月14日 10:50 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 14:35 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  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

ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｭﾝ

1 4 1261 亀田　智大 (5) 多気ＲＣ 14.50 ※ q 1 4 3844 田所　　峻 (5) 斎宮 15.25 ※ q

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ

2 6 3853 中西　翔碁 (5) 上御糸 14.83 ※ q 2 2 1263 小林　俊介 (5) 多気ＲＣ 15.52 q

ｶﾄｳ ｺｳｾｲ ｲﾏﾆｼ ｼﾝｺﾞ

3 2 3867 加藤　昂星 (5) 明星 15.34 ※ q 3 3 3852 今西　信伍 (5) 上御糸 15.69 q

ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾖﾈｸﾗ ｺｳﾖｳ

4 5 3834 上村　航平 (5) 宮川 15.76 q 4 7 3969 米倉　滉陽 (5) 日進 15.70 q

ｲｿﾀﾞ ｴｲｷ ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾁ

5 8 3970 磯田　英己 (5) 日進 15.87 5 5 3814 西村　太一 (5) 下御糸 16.19

ｱｵｷ ｹﾝﾄ ｷﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

6 3 3813 青木　絢斗 (5) 下御糸 16.42 6 8 3823 喜田　真吾 (5) 下御糸 17.12

ｷﾀﾃﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳ

7 9 1262 北出　和大 (5) 多気ＲＣ 16.52 7 9 3836 水谷　　颯 (4) 宮川 17.65

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾏ ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

8 7 3833 宮口　拓真 (5) 宮川 16.88 6 3832 北川　裕介 (5) 宮川 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

ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1 5 1261 亀田　智大 (5) 多気ＲＣ 14.35 GR

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺﾞ

2 7 3853 中西　翔碁 (5) 上御糸 14.80

ｶﾄｳ ｺｳｾｲ

3 4 3867 加藤　昂星 (5) 明星 15.33

ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｭﾝ

4 6 3844 田所　　峻 (5) 斎宮 15.57

ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ

5 3 3834 上村　航平 (5) 宮川 15.64

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ

6 8 1263 小林　俊介 (5) 多気ＲＣ 15.67

ﾖﾈｸﾗ ｺｳﾖｳ

7 2 3969 米倉　滉陽 (5) 日進 15.76

ｲﾏﾆｼ ｼﾝｺﾞ

8 9 3852 今西　信伍 (5) 上御糸 15.98

風:  0.0

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  0.0 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



多気男子多気男子多気男子多気男子６６６６年年年年　　　　100100100100mmmm

6月14日 14:15 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

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

1 7 3815 長谷川眞也 (6) 下御糸 14.35

ｾｺｸﾞﾁ ﾕｳｷ

2 5 3869 世古口祐紀 (6) 明星 14.65

ﾅｶﾐﾁ ﾖｳﾀ

3 6 3829 中道　陽太 (6) 宮川 15.56

ｵｶｻﾞﾜ ﾊﾂｷ

4 2 3828 岡澤　初樹 (6) 宮川 15.94

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ

5 4 3827 山本幸之助 (6) 宮川 16.25

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ

3 3846 渡辺　春樹 (6) 斎宮 DNS

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    DNS：欠場



多気男子多気男子多気男子多気男子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)       3.09.43   中村　友哉 (多気ＲＣ)                                       2008(第11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

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ

1 1 1265 中村　拓真 (5) 多気ＲＣ 3.32.61

ﾁｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ

2 8 3859 近田　敬仁 (6) 勢和 3.36.82

ｵｵﾆｼ ﾚﾝ

3 2 3868 大西　　蓮 (5) 明星 3.38.00

ﾀﾅｶ ｷﾘｭｳ

4 4 3866 田中　暉竜 (5) 明星 3.43.66

ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ

5 7 1264 逵　　彰太 (5) 多気ＲＣ 3.46.31

ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ

6 10 1260 三輪　亮介 (6) 多気ＲＣ 3.46.60

ﾊﾏ ｾｲﾔ

7 5 1258 濱　　星哉 (6) 多気ＲＣ 3.53.39

ﾎﾘｲ ﾕｳｷ

8 6 3831 堀井　勇希 (6) 宮川 3.59.75

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲﾔ

9 3 3976 山口　怜哉 (5) 大淀 4.08.47

ﾂｼﾞ ﾂｸﾙ

10 9 3975 辻　　　創 (5) 大淀 4.11.41

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  



多気男子多気男子多気男子多気男子５５５５････６６６６年年年年　　　　4444××××100100100100mRmRmRmR

6月14日 16:00 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) 

決勝決勝決勝決勝

1着 2ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
多気ＲＣ 60.14 明星 60.50 宮川 62.81
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

ｷﾀﾃﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 多気 ｵｵﾆｼ ﾚﾝ 多気 ﾎﾘｲ ﾕｳｷ 多気
1 1262 北出　和大 (5) 多気ＲＣ 1 3868 大西　　蓮 (5) 明星 1 3831 堀井　勇希 (6) 宮川

ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 多気 ｶﾄｳ ｺｳｾｲ 多気 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 多気
2 1257 中西　修司 (6) 多気ＲＣ 2 3867 加藤　昂星 (5) 明星 2 3827 山本幸之助 (6) 宮川

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 多気 ﾀﾅｶ ｷﾘｭｳ 多気 ﾅｶﾐﾁ ﾖｳﾀ 多気
3 1263 小林　俊介 (5) 多気ＲＣ 3 3866 田中　暉竜 (5) 明星 3 3829 中道　陽太 (6) 宮川

ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ 多気 ｾｺｸﾞﾁ ﾕｳｷ 多気 ｵｶｻﾞﾜ ﾊﾂｷ 多気
4 1260 三輪　亮介 (6) 多気ＲＣ 4 3869 世古口祐紀 (6) 明星 4 3828 岡澤　初樹 (6) 宮川

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  



多気男子多気男子多気男子多気男子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        6月14日 10:00 決勝  

　　大会記録 (GR)       3m88      三谷　龍平 (津田)                                           2008(第11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

ﾐﾀﾆ ﾘｭｳﾍｲ × 4m25 4m38 4m38 4m48 4m48 4m47 4m48
1 3 3964 三谷　龍平 (6) 津田 +2.0 +0.9 +0.9 +1.8 +1.0 +2.0 +1.0 GR

ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 3m70 3m83 3m55 3m83 3m52 3m56 3m70 3m83
2 4 1257 中西　修司 (6) 多気ＲＣ +0.8 +0.9 +0.7 +0.9 +1.5 +0.8 +1.9 +0.9

ｵｵﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 3m47 3m11 3m39 3m47 3m17 3m33 3m37 3m47
3 1 3965 大西　崚介 (6) 津田 +0.8 +0.8 +1.2 +0.8 +1.1 -0.7 0.0 +0.8

ﾀｹｳﾁ ﾘｸ 2m81 2m98 3m14 3m14 2m93 3m02 3m22 3m22
4 6 1256 竹内　　陸 (6) 多気ＲＣ +0.2 +2.0 +0.5 +0.5 +1.0 0.0 +0.4 +0.4

ﾏｻｷ ﾋﾛﾔ 2m96 2m96 2m93 2m96 3m10 × 3m05 3m10
5 2 1259 正木　寛也 (6) 多気ＲＣ +1.0 +0.8 +1.0 +0.8 +1.7 0.0 +1.7

ｳｴｼﾏ ｼｮｳｷ 2m74 × 3m00 3m00 2m76 3m05 3m07 3m07
6 5 3957 上嶋　将暉 (5) 津田 +0.2 +2.0 +2.0 +1.5 +0.3 +1.5 +1.5

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



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

ｵﾉ ｶｽﾞｷ 8
1 5 3871 小野　一樹 (6) 明星 × 61m59 × 61m59 × × × 61m59

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 6
2 3 3870 中川　昌也 (6) 明星 × × 48m76 48m76 × × 51m90 51m90

ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳｷ 7
3 1 3966 森下　昇紀 (6) 津田 × × 50m13 50m13 × × × 50m13

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 5
4 4 3816 中村　隼人 (6) 下御糸 47m84 × × 47m84 × × × 47m84

ｺﾄﾞ ﾀｲｶﾞ 4
5 8 3826 古戸　大芽 (6) 宮川 47m21 × × 47m21 × × × 47m21

ﾉﾛ ﾖｼﾏｻ 3
6 6 3830 野呂　吉政 (6) 宮川 × 46m95 × 46m95 × × × 46m95

ﾅｶﾀ ﾘｮｳ 2
7 2 3860 中田　　遼 (6) 勢和 42m52 × × 42m52 × × × 42m52

ﾁｶﾀﾞ ﾀｸﾏ 1
8 7 3854 近田　拓真 (5) 上御糸 41m77 × × 41m77 × × × 41m77

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  



多気女子多気女子多気女子多気女子３３３３年年年年　　　　60606060mmmm

6月14日 15:05 決勝  

県小学生記録 (KE)       9.54      世古　　和 (修道・伊勢)                                     2000        

　　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

ﾔﾏｶﾜ ﾚｲﾅ

1 2 3845 山川　玲那 (3) 斎宮 11.22

ﾀﾅｶ ﾚｲｱ

2 3 3872 田中　麗愛 (3) 明星 11.37

ﾓﾘﾓﾄ ﾚｲﾅ

3 4 3949 森本　怜奈 (3) 津田 11.40

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾐ

4 6 3843 山本　歩実 (3) 宮川 12.41

ｲﾉｳｴ ﾈﾈ

5 5 3950 井上　寧音 (3) 津田 12.46

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  -2.1

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
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



多気女子多気女子多気女子多気女子４４４４年年年年　　　　60606060mmmm

6月14日 14:45 決勝  

県小学生記録 (KE)       9.12      世古　　和 (修道・伊勢)                                     2001        

　　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

ﾐﾔﾑﾗ ﾓﾓｺ

1 9 1277 宮村　桃子 (4) 多気ＲＣ 9.33 GR

ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ

2 2 1278 北川　　和 (4) 多気ＲＣ 10.37

ｵﾉ ﾏﾕｷ

3 3 3873 小野　真幸 (4) 明星 10.39

ﾅｶﾃﾞ ｻﾔｶ

4 4 1276 中出沙也華 (4) 多気ＲＣ 10.43

ｷﾀﾑﾗ ﾏｲｶ

5 5 3840 北村　舞華 (4) 宮川 10.65

ｾｷﾔ ﾘｵ

6 8 3956 関谷　莉緒 (4) 津田 10.77

ｶﾏｸﾗ ﾓﾓｶ

7 7 1275 鎌倉萌々花 (4) 多気ＲＣ 11.13

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾐ

8 6 3825 長谷川菜海 (4) 下御糸 11.24

ｻｶｸﾞﾁ ｱｻﾐ

9 1 3952 阪口亜咲美 (4) 津田 11.59

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    GR：大会記録



多気女子多気女子多気女子多気女子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)       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

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅ 多気

1 2 3835 木下　実奈 (5) 宮川 14.95 GR

ｽﾀﾞ ﾕｳｶ 多気

2 5 1274 須田　有香 (5) 多気ＲＣ 16.11

ﾅｶﾞﾀ ﾓｴ 多気

3 4 3819 永田　　萌 (5) 下御糸 16.20

ｵｶﾞﾜ ﾕｷｺ 多気

4 3 3960 小川祐貴子 (5) 津田 19.03

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

風:  +0.8

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



多気女子多気女子多気女子多気女子６６６６年年年年　　　　100100100100mmmm

6月14日 14:05 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

ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ

1 5 3874 佐藤　瑞穂 (6) 明星 15.15 ※

ｷﾀﾞ ﾕｳｷ

2 3 3821 喜田　友希 (6) 下御糸 16.43

ﾀﾈｲ ﾊｽｶ

3 4 3820 種井　芙花 (6) 下御糸 16.62

ｶﾈｺ ﾒｸﾞﾐ

4 2 3822 金子　　愛 (6) 下御糸 17.13

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

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
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



多気女子多気女子多気女子多気女子５５５５････６６６６年年年年　　　　1000100010001000mmmm

6月14日 13:30 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) 

決勝決勝決勝決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾔﾏ ﾘｶ

1 1 3861 高山　里香 (6) 勢和 3.41.80

ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｷ

2 2 3817 西口　侑希 (5) 下御糸 3.49.77

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾎ

3 3 3818 中川　真穂 (5) 下御糸 3.54.52

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  



多気女子多気女子多気女子多気女子５５５５････６６６６年年年年　　　　4444××××100100100100mRmRmRmR

6月14日 15:50 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)

決勝決勝決勝決勝

1着 2ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ
明星 61.22 下御糸 65.17
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

ｵｵﾂ ﾅﾂﾐ 多気 ﾅｶﾞﾀ ﾓｴ 多気
1 3876 大津　夏海 (6) 明星 1 3819 永田　　萌 (5) 下御糸

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾎ 多気 ｶﾈｺ ﾒｸﾞﾐ 多気
2 3877 松本　晶帆 (6) 明星 2 3822 金子　　愛 (6) 下御糸

ﾂｼﾞ ｻｷﾅ 多気 ｷﾀﾞ ﾕｳｷ 多気
3 3875 辻　　咲菜 (6) 明星 3 3821 喜田　友希 (6) 下御糸

ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 多気 ﾀﾈｲ ﾊｽｶ 多気
4 3874 佐藤　瑞穂 (6) 明星 4 3820 種井　芙花 (6) 下御糸

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  



多気女子多気女子多気女子多気女子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)       1m15      上嶋　愛美 (津田)                                           2008(第11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

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾅ － － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 5 3963 中西　陽菜 (6) 津田 1m15 EGR

ｲﾉｳｴ ﾅﾅ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 2 3967 井上　奈名 (6) 津田 1m05

ﾐﾀﾆ ｷｮｳｶ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 3 3959 三谷　京花 (5) 津田 1m05

ｾｷﾔ ﾁﾅﾐ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

4 1 3958 関谷知菜未 (5) 津田 1m00

ｵｵﾆｼ ﾐﾕ ○ ○ × × ×

5 4 3962 大西　美佑 (5) 津田 0m85

1m00 1m05 1m10 1m150m80 0m85 0m90 0m95 1m20

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    EGR：大会タイ記録



多気女子多気女子多気女子多気女子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        

　　大会記録 (GR)       4m02      中林　麻奈 (多気RC)                                         2008(第11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

ｼﾓﾑﾗ ﾀｶﾗ 多気 3m37 3m39 3m38 3m39 1 3m36 3m27 3m51 3m51
1 2 1272 下村　　宝 (6) 多気ＲＣ +0.1 +0.9 +0.2 +0.9 +2.0 0.0 +1.5 +1.5

ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 多気 3m19 3m21 3m16 3m21 2 3m21 3m23 3m45 3m45
2 1 1273 高山　瑞規 (6) 多気ＲＣ +1.0 +1.4 +0.3 +1.4 +1.0 +0.6 +0.9 +0.9

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  



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

ｵｶﾔﾏ ﾏｲﾅ
1 1 3961 岡山真衣奈 (5) 津田 × 29m97 × 29m97 × × × 29m97

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  



多気混成多気混成多気混成多気混成　　　　4444××××100100100100mRmRmRmR

6月14日 16:10 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)       61.08     多気ＲＣ (下村・高山・亀田・中村)                           2008(第11回)

決勝決勝決勝決勝

1着 2ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
多気ＲＣ－Ａ 59.94 GR 宮川 66.16 多気ＲＣ－Ｂ 69.19
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

ｽﾀﾞ ﾕｳｶ 多気 ｷﾀﾑﾗ ﾏｲｶ 多気 ｶﾏｸﾗ ﾓﾓｶ 多気
1 1274 須田　有香 (5) 多気ＲＣ 1 3840 北村　舞華 (4) 宮川 1 1275 鎌倉萌々花 (4) 多気ＲＣ

ﾐﾔﾑﾗ ﾓﾓｺ 多気 ｷﾉｼﾀ ﾐﾅ 多気 ﾅｶﾃﾞ ｻﾔｶ 多気
2 1277 宮村　桃子 (4) 多気ＲＣ 2 3835 木下　実奈 (5) 宮川 2 1276 中出沙也華 (4) 多気ＲＣ

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 多気 ﾄﾘﾔﾏ ｱﾂｷ 多気 ﾑﾗｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 多気
3 1265 中村　拓真 (5) 多気ＲＣ 3 3837 鳥山　徳希 (4) 宮川 3 1267 村内　大輔 (4) 多気ＲＣ

ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 多気 ﾐｽﾞﾀﾆ ｲｵﾘ 多気 ｲﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 多気
4 1261 亀田　智大 (5) 多気ＲＣ 4 3838 水谷　伊織 (4) 宮川 4 1266 井田　　昴 (4) 多気ＲＣ

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
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