
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15回 

多気郡小学生陸上競技大会 



☆大会記録☆

予・決 記録

松阪男子４年　100m 予 14.57(+1.4) 井上　　駿(4) チームG松陸

1 多気男子３年　60m 決 9.67(+1.9) 山本　大稀(3) 多気RC

2 多気男子６年　100m 決 13.66(+0.9) 田中　悠貴(6) 多気RC

3 多気女子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投 決 41m52 山本　歩実(6) 宮川

4 多気女子４年　100m 予 15.18(+2.0) 高山　佑衣(4) 日進

☆大会タイ記録☆

1 多気女子５･６年　走高跳 決 1m15 岡村　真帆(6) 多気RC

コンディション情報

大会総務 川口　一生 トラック審判長 坂元　　均

跳躍審判長 東浦　宏幸 投てき審判長 東浦　宏幸

日付 時刻 天候 気温(℃) 風向 風速(ｍ/s)
2012/06/10 09:30 晴 26.8 北 3.1

10:00 晴 26.2 北 1.7
11:00 晴 27.0 北北東 0.7
12:00 晴 26.6 北 1.0
13:00 晴 26.8 北東 1.5
14:00 晴 27.1 東北東 1.1
15:00 晴 26.9 北北西 1.5

記録

第15回多気郡小学生陸上競技大会
競技会名

新記録一覧表

2012年6月2日

所属

第27回松阪市小学生陸上競技大会

備考氏名

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。

期　　　日

№ 種　　目



2012年6月10日(日) 大会名 大会コード　 1240736

三重陸上競技協会　 コード２４ ト ラ ッ ク 審 判 長 坂元　　均

松阪地区陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 東浦　宏幸

競技場名 競技場コード　 ２４１０１０ 投 て き 審 判 長 東浦　宏幸
記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

大川　祥太(3) 9.80 橋本　淳希(3) 10.25 角谷　太一(3) 10.25 中屋　陽向(3) 10.31 鳥堂　秀太(3) 10.31 北川　　諒(3) 10.39 斉藤　琉矢(3) 10.40 松島　大貴(3) 10.42

チームG松陸 ※ チームG松陸 ※ 第二 ※ 粥見 ※ チームG松陸 ※ 松尾 ※ 嬉野RC ※ 嬉野RC ※

井上　　駿(4) 14.42 西畑　颯真(4) 14.56 永森　大貴(4) 14.82 内田　創也(4) 15.30 磯村　　周(4) 15.66 小山　拳志(4) 15.81 山口慎之介(4) 15.83 現王園洸誠(4) 15.85

チームG松陸 チームG松陸 チームG松陸 松尾 第二 チームG松陸 山室山 伊勢寺

曽我　雅人(5) 14.78 鈴木　新大(5) 15.02 鳥堂　寿木(5) 15.33 小濱　颯悟(5) 15.34 加藤　　圭(5) 15.68 岩下　隼大(5) 15.77 宮﨑　康央(5) 16.01 宮木　良太(5) 16.06

チームG松陸 ※ 松尾 ※ チームG松陸 ※ チームG松陸 ※ 松尾 チームG松陸 小野江 第二

井上　翔太(6) 13.99 丸山　正靖(6) 14.08 山口銀次郎(6) 14.12 中村　　成(6) 14.88 田中　秀幸(6) 14.90 野村　晟暉(6) 15.13 上山　太輝(6) 15.88 竹林　一真(6) 16.10

チームG松陸 ※ 幸 ※ チームG松陸 ※ 阿坂 ※ 西黒部 ※ 第一 阿坂 阿坂

宮園　大聖(5) 2:35.26 橋本　修弥(5) 2:44.38 永崎　楓人(5) 2:52.77 中村　洸文(5) 2:55.40 藤本　祐磨(5) 2:55.62 青木　龍太(6) 2:57.98 上村　頼人(5) 3:02.82 北川　睦樹(6) 3:12.57

松尾 チームG松陸 漕代 第五 チームG松陸 大河内 チームG松陸 宮前

西脇　優斗(6) 19.03 杉原　　響(5) 19.98 森　　一仁(6) 20.24 駒田　文哉(5) 21.23

南 嬉野RC 南 小野江

チームG松陸 57.99 阿坂 1:04.17 第二 1:05.96 第一-B 1:06.71 第一-A 1:07.22

鳥堂　寿木(5) 上山　太輝(6) 宮村　怜杜(5) 野村　晟暉(6) 前田　琢郎(6)

山口銀次郎(6) 中村　　成(6) 橋本　仁志(5) 茨木　優希(6) 堀口　善登(6)

小濱　颯悟(5) 高瀬　史也(6) 原田　　凌(5) 田中　　颯(6) 川口　拓途(6)

井上　翔太(6) 竹林　一真(6) 稲継　冬雅(5) 谷口　直哉(6) 鄭　　龍弥(6)

谷　　託未(6) 1m00

阿坂

高瀬　光貴(6) 3m64(+2.5) 稲継　冬雅(5) 3m51(+2.9) 末良　竜汰(6) 3m49(+2.4)

粥見 *F4 第二 *F1 松尾 *F1

公認3m29(+0.8) 公認3m47(+0.6) 公認3m20(+0.4)

谷口　文哉(5) 45m54 喜多　晃平(5) 41m18 谷口　和暉(5) 34m42 田中　　颯(6) 31m10 林　　龍哉(5) 30m12 高瀬　史也(6) 26m44

松江 松尾 西黒部 第一 阿坂 阿坂

白石菜奈美(3) 10.28 竹岡　　彩(3) 10.38 宮村莉央音(3) 10.45 小阪　心音(3) 10.78 坂井　美心(3) 10.92 加藤　詩織(3) 11.04 世古　礼香(3) 11.05 西澤麻友子(3) 11.57

松尾 山室山 第二 大河内 天白 漕代 松尾 第二

横田 萌(4) 15 84 高木 風花(4) 16 19 岡村 瑠夏(4) 16 34 中屋 虹心(4) 16 96 野村 果鈴(4) 16 97 岡崎 桃果(4) 17 49 奥川 益早(4) 17 88 纐纈 莉子(4) 17 88

期　日

陸協名

決　勝　一　覧　表

兼中学生記録会

第28回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選

3位 4位 5位 6位

三 重 県 営 総 合 競 技 場 ・ 陸 上 競 技 場

主催団体名

6月10日
松阪男子４年　100m

風：+4.2

6月10日
松阪男子５年　100m

風：+1.9

7位 8位

6月10日
松阪男子３年　60m

風：+1.1

1位 2位

6月10日
松阪男子６年　100m

風：+1.1

6月10日
松阪男子５･６年　80mH

風：0.0

6月10日 松阪男子５･６年　800m

6月10日
松阪男子５･６年　4×

100mR

6月10日 松阪男子５･６年　走高跳

6月10日 松阪男子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

6月10日
松阪女子３年　60m

風：+2.9

6月10日 松阪男子５･６年　走幅跳

松阪女子４年 100 横田　　萌(4) 15.84 高木　風花(4) 16.19 岡村　瑠夏(4) 16.34 中屋　虹心(4) 16.96 野村　果鈴(4) 16.97 岡崎　桃果(4) 17.49 奥川　益早(4) 17.88 纐纈　莉子(4) 17.88

嬉野RC ※ チームG松陸 ※ 嬉野RC ※ 粥見 チームG松陸 南 伊勢寺 豊地

大戸　瑛琳(5) 14.97 近藤　萌江(5) 15.00 谷出いのり(5) 15.81 小野　里奈(5) 15.91 小阪　美月(5) 15.94 中山　　桃(5) 16.38 中屋　恋夏(5) 16.46 角谷日菜子(5) 16.61

チームG松陸 嬉野RC 山室山 山室山 松江 チームG松陸 粥見 第二

世古　　麗(6) 14.40 辻　いくみ(6) 14.85 登　　有彩(6) 14.89 谷出かのん(6) 15.09 谷口　亜依(6) 15.29 今西萌々香(6) 15.43 栢　　優奈(6) 15.46 原田千夏都(6) 15.69

松尾 ※ 山室山 ※ 山室山 ※ 山室山 ※ 松尾 ※ 松尾 ※ 阿坂 ※ 阿坂

金谷　晏衣(6) 2:46.36 倉井　里萌(6) 2:50.37 松本　梨奈(6) 2:50.44 宮嵜　千文(6) 2:53.87 村田　妃優(5) 3:02.82 伊藤明楓里(6) 3:09.51

チームG松陸 チームG松陸 嬉野RC 粥見 嬉野RC 山室山

山室山-A 1:00.80 松尾-A 1:01.08 嬉野RC 1:02.91 山室山-B 1:06.63 松尾-B 1:06.96 第一 1:11.34

谷出かのん(6) 谷口　亜依(6) 近藤　萌江(5) 西村　梨花(5) 堀　畝乃香(5) 杉本　実優(6)

伊藤明楓里(6) 不殿　紗彩(6) 安保奈々子(6) 冨田　咲来(5) 中村　海憂(5) 中野　紗幸(6)

登　　有彩(6) 今西萌々香(6) 村田　妃優(5) 小野　里奈(5) 中村　琉夏(5) 小山梨々香(6)

辻　いくみ(6) 世古　　麗(6) 松本　梨奈(6) 谷出いのり(5) 前野帆乃伽(5) 三宅　亜実(6)

瀬古　恵菜(6) 1m10

阿坂

斉藤　由依(5) 2m61(+1.5)

嬉野RC

不殿　紗彩(6) 42m02 野村　美森(5) 21m79 鈴木　楓加(6) 21m68 西村　梨花(5) 20m23

松尾 松尾 南 山室山

チームG松陸-A 1:01.30 チームG松陸-B 1:04.88 嬉野RC 1:08.59 阿坂-B 1:10.13 阿坂-A 1:11.82

高木　風花(4) 中山　　桃(5) 横田　　萌(4) 伊藤　　遥(4) 榎本　毬亜(5)

大戸　瑛琳(5) 野村　果鈴(4) 岡村　瑠夏(4) 利見　海緒(4) 高野　　遥(5)

西畑　颯真(4) 岩下　隼大(5) 倉坂　星至(4) 利見　　凌(4) 林　　龍哉(5)

井上　　駿(4) 曽我　雅人(5) 杉原　　響(5) 濱口　登馬(4) 中藪　雄斗(5)

6月10日
松阪女子４年　100m

風：+0.4

6月10日
松阪女子５年　100m

風：+2.2

6月10日
松阪女子６年　100m

風：+1.9

6月10日 松阪女子５･６年　800m

6月10日
松阪女子５･６年　4×

100mR

6月10日 松阪女子５･６年　走幅跳

6月10日 松阪女子５･６年　走高跳

6月10日 松阪女子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

6月10日 松阪混成　4×100mR



2012年6月10日(日) 大会名 大会コード　 1240736

三重陸上競技協会　 コード２４ ト ラ ッ ク 審 判 長 坂元　　均

松阪地区陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 東浦　宏幸

競技場名 競技場コード　 ２４１０１０ 投 て き 審 判 長 東浦　宏幸
記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

期　日

陸協名

決　勝　一　覧　表

兼中学生記録会

第28回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選

3位 4位 5位 6位

三 重 県 営 総 合 競 技 場 ・ 陸 上 競 技 場

主催団体名

7位 8位1位 2位

山本　大稀(3) 9.67 小倉　拓也(3) 10.14 髙井　大雅(3) 10.47 小掠　真斗(3) 10.50 北山　雅輝(3) 10.97 秋山　立樹(3) 11.55 池下　朋志(3) 11.59 大久保斗和(3) 11.95

多気RC GR,※ 佐奈 ※ 佐奈 ※ 宮川 ※ 明星 佐奈 佐奈 佐奈

中西　隆晟(4) 16.04 北山　優真(4) 16.12 飯尾　太一(4) 16.65 伊達亜耶登(4) 16.74 中村祐太郎(4) 16.77 森川　航多(4) 16.81 坪井　涼晟(4) 16.84 三浦　優心(4) 17.06

上御糸 明星 多気RC 明星 多気RC 多気RC 多気RC 斎宮

鳥尾　英紀(5) 14.67 山川　大地(5) 15.27 川畑　志龍(5) 15.36

多気RC ※ 斎宮 ※ 多気RC ※

田中　悠貴(6) 13.66 小倉　雅史(6) 14.31 大西　稜汰(6) 15.90

多気RC GR,※ 佐奈 ※ 多気RC

中西　秀和(6) 2:55.66 西浦　　巧(6) 2:57.92 堀井　健吾(5) 3:02.51 三輪　魁成(5) 3:21.87

多気RC 多気RC 宮川 多気RC

多気RC 1:01.97

三輪　魁成(5)

大西　稜汰(6)

中西　秀和(6)

田中　悠貴(6)

近保　風貴(5) 46m50 山原　駿佑(5) 39m95 中山　陽太(6) 37m60

津田 上御糸 上御糸

深谷真理奈(3) 10.25 小宮　早稀(3) 10.58 寺田　　杏(3) 10.84 浦本ひかり(3) 10.94 川合　小想(3) 11.10 岡野　希世(3) 11.15 辻　　怜樹(3) 11.19 島田　莉瑚(3) 11.22

多気RC ※ 下御糸 ※ 上御糸 ※ 明星 ※ 佐奈 多気RC 多気RC 上御糸

高山　佑衣(4) 15.34 安田　香乃(4) 16.85 西場早利奈(4) 16.86 田中悠美子(4) 17.33 前納　優香(4) 17.57 森　　楓華(4) 18.11 西村　桜子(4) 18.55 辻　恵里花(4) 18.60

日進 GR,※ 多気RC 上御糸 多気RC 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 多気RC 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ

堀井　春香(5) 14.27 宮村野乃子(5) 15.35 坂本　　光(5) 16.07 岩瀬乃々楓(5) 16.16 西谷　衣織(5) 17.55

宮川 多気RC 佐奈 下御糸 佐奈

山川　玲那(6) 15.08 宮本　やほ(6) 15.33 口野　怜那(6) 15.39 福永　芽生(6) 16.35 小林明日美(6) 16.56 西村　桃子(6) 18.02

多気RC ※ 明星 ※ 日進 ※ 多気RC 多気RC 多気RC

前納　衣莉(6) 2:58.25

三瀬谷ｸﾗﾌﾞ

6月10日
多気男子４年　100m

風：+2.2

6月10日
多気男子５年　100m

風：+0.4

6月10日
多気男子３年　60m

風：+1.9

6月10日 多気男子５･６年　800m

6月10日
多気男子６年　100m

風：+0.9

6月10日
多気男子５･６年　4×

100mR

6月10日
多気女子３年　60m

風：+1.5

6月10日 多気男子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

6月10日
多気女子４年　100m

風：+1.0

6月10日
多気女子５年　100m

風：+2.3

6月10日 多気女子５･６年　800m

6月10日
多気女子６年　100m

風：+1.0

三瀬谷ｸﾗﾌ

上林　瑞季(6) 24.26

三瀬谷ｸﾗﾌﾞ

多気RC 1:03.08 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 1:07.29

小林明日美(6) 前納　衣莉(6)

西村　　侑(6) 上林　瑞季(6)

福永　芽生(6) 岡村　真帆(6)

山川　玲那(6) 林　　優依(6)

岡村　真帆(6) 1m15 林　　優依(6) 1m10 髙井　百恵(5) 1m00

三瀬谷ｸﾗﾌﾞ GR 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 佐奈

西村　　侑(6) 3m32(+2.7) 谷田　瑞季(6) 3m20(+2.1) 小掠　紗矢(5) 2m63(0.0)

多気RC *F1 多気RC 公認2m86(0.0) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ

公認3m08(+0.6)

山本　歩実(6) 41m52 山本　絢菜(6) 27m73

宮川 GR 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ

多気RC 1:02.29

田中悠美子(4)

宮村野乃子(5)

川畑　志龍(5)

鳥尾　英紀(5)

6月10日
多気女子５･６年　4×

100mR

6月10日
多気女子５･６年　80mH

風：0.0

6月10日 多気女子５･６年　走高跳

6月10日 多気女子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

6月10日 多気混成　4×100mR

6月10日 多気女子５･６年　走幅跳



2012年6月10日(日) 大会名 大会コード　 1240736

三重陸上競技協会　 コード２４ ト ラ ッ ク 審 判 長 坂元　　均

松阪地区陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 東浦　宏幸

競技場名 競技場コード　 ２４１０１０ 投 て き 審 判 長 東浦　宏幸
記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

期　日

陸協名

決　勝　一　覧　表

兼中学生記録会

第28回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気予選

3位 4位 5位 6位

三 重 県 営 総 合 競 技 場 ・ 陸 上 競 技 場

主催団体名

7位 8位1位 2位

西塚　脩真(3) 11.87(+1.5) 小西　来紀(2) 12.00(0.0) 中西　秀弥(3) 12.15(0.0) 平野　滉太(3) 12.19(+1.6) 尾崎　文男(3) 12.21(0.0) 世古口祐紀(3) 12.22(0.0) 日口　順平(3) 12.24(+2.5) 小林　俊介(2) 12.30(+2.0)

久保中 嬉野中 松阪中部中 嬉野中 松阪中部中 明和中 松阪中部中 多気中

奥川　魁斗(3) 23.33(+1.7) 小西　来紀(2) 24.65(+2.6) 辻　　勢奈(3) 25.21(+2.6) 世古　峻也(3) 25.62(+1.7) 大野　和晃(3) 25.82(+2.6) 山口　兼史(3) 25.83(+2.6) 小倉　健吾(2) 26.04(+1.7) 平野　滉太(3) 26.11(+2.6)

松阪西中 嬉野中 松阪中部中 松阪東部中 松阪中部中 松阪中部中 多気中 嬉野中

門野　航大(3) 55.76 中西　秀弥(3) 55.90 阪本　真吾(3) 58.34 村賀亮之介(3) 59.17 日口　順平(3) 59.31 山出　朋幸(3) 1:01.75 磯田　拓海(1) 1:04.00 西村　文太(3) 1:05.12

松阪中部中 松阪中部中 松阪東部中 多気中 松阪中部中 明和中 松阪中部中 明和中

村田　雄紀(3) 2:19.41 岡田　啓吏(3) 2:21.00 磯田　拓海(1) 2:34.93 大崎　修汰(2) 2:43.43 笠井　翔太(3) 2:45.94 大橋　直生(2) 2:51.08

明和中 松阪西中 松阪中部中 嬉野中 松阪東部中 日生付属中

濱　　星哉(3) 4:36.76 逵　　彰太(2) 4:46.87 長門　響紀(3) 4:50.33 西村　文太(3) 4:53.26 川端　魁人(2) 4:56.45 小川　翔吾(2) 5:00.40 中村　文哉(3) 5:10.14 井田　　昴(1) 5:22.97

多気中 多気中 三雲中 明和中 嬉野中 三雲中 明和中 多気中

林　龍之介(3) 10:25.30 北村　侑輝(2) 10:37.60 西村翔太郎(2) 10:43.70 鍬田　航希(2) 12:07.03 徳田　陸人(1) 13:05.97

多気中 明和中 多気中 嬉野中 松阪中部中

杉原　　歩(3) 16.63 三輪　亮介(3) 16.67 辻　　勢奈(3) 18.31 小林　拓真(2) 18.43 岡田　　陸(3) 18.86 十市　敬太(3) 19.92 豊田　凌平(3) 21.59

嬉野中 多気中 松阪中部中 多気中 松阪東部中 久保中 嬉野中

嬉野中 47.38 多気中-A 48.32 明和中-A 48.47 松阪東部中-A 49.46 久保中 49.64 多気中-B 50.66 明和中-B 51.83 明和中-C 53.18

杉原　　歩(3) 村賀亮之介(3) 東　　昇汰(3) 高畑　拓海(2) 西塚　脩真(3) 小倉　健吾(2) 村田　雄紀(3) 里見　一磨(2)

小西　来紀(2) 小林　拓真(2) 吉川　雄紀(3) 阪本　真吾(3) 十市　敬太(3) 茶屋垣外航貴(1) 山出　朋幸(3) 澤田　紫暁(2)

西川　悠真(2) 三輪　亮介(3) 浦田　　甚(2) 岡田　　陸(3) 松井　勇希(3) 井田　　昴(1) 長田　篤人(3) 青木　絢斗(2)

平野　滉太(3) 中西　修司(3) 世古口祐紀(3) 世古　峻也(3) 和歌　佑弥(3) 小林　俊介(2) 小竹　一聖(3) 西村　太一(2)

尾崎　文男(3) 1m60 西川　悠真(2) 1m60 和歌　佑弥(3) 1m55 橋本　　陸(3) 1m55 門野　航大(3) 1m50 中濵弥芙貴(2) 1m40 髙岡　　奨(2) 1m40 西口　貴大(2) 1m40

松阪中部中 嬉野中 久保中 明和中 松阪中部中 松阪中部中 三雲中 松阪中部中

谷口　翔汰(3) 4m10 中西　修司(3) 3m60 小林　俊介(2) 3m40 中村　拓真(2) 2m60 小林　拓真(2) 2m30

多気中 多気中 多気中 多気中 多気中

西川　悠真(2) 5m96(+0.6) 加藤　伸烈(2) 4m86(+2.9) 服部　颯太(3) 4m82(+3.4) 山中　　匠(2) 4m76(+3.3) 駒田　拓也(2) 4m51(+2.5) 平野　智也(3) 4m40(+3.2) 坪井　裕稀(1) 4m22(+2.1) 下村啓太朗(1) 4m13(+1.5)

嬉野中 松阪中部中 公認記録なし 三雲中 *F3 明和中 *F1 三雲中 公認記録なし 三雲中 *F2 多気中 *F1 松阪東部中

公認4m69(+1.5) 公認4m63(+0.8) 公認4m25(+0.5) 公認4m18(-0.2)

松本 篤朗(3) 9 79 笠井 佳昌(3) 8 61 林 皇輝(2) 8 57 清水 渉吾(3) 8 07 高橋 采希(3) 7 66 山崎照智佳(3) 7 07 前田 陵真(2) 6 12 鈴山 悠斗(1) 4 89

6月10日 中学男子　800m

6月10日 中学男子　1500m

6月10日 中学男子　3000m

6月10日 中学男子　200m

6月10日 中学男子　400m

6月10日 中学男子　走高跳

6月10日
中学男子　110mYH

風：+1.5

6月10日 中学男子　4×100mR

6月10日 中学男子　100m

6月10日 中学男子　棒高跳

6月10日 中学男子　走幅跳

松本　篤朗(3) 9m79 笠井　佳昌(3) 8m61 林　　皇輝(2) 8m57 清水　渉吾(3) 8m07 高橋　采希(3) 7m66 山崎照智佳(3) 7m07 前田　陵真(2) 6m12 鈴山　悠斗(1) 4m89

嬉野中 嬉野中 嬉野中 松阪中部中 嬉野中 三雲中 松阪中部中 松阪東部中

逵井美都希(3) 13.17(+1.0) 桜本　怜奈(2) 13.55(+1.4) 宮村　桃子(1) 13.62(+1.4) 前川　未玖(3) 13.84(+0.1) 多賀　　栞(2) 13.87(+1.4) 阪井　詩織(2) 13.97(+0.7) 青木　桃子(3) 14.04(+1.4) 山口　怜亜(2) 14.13(+0.7)

多気中 多気中 多気中 松阪東部中 嬉野中 松阪中部中 多気中 嬉野中

逵井美都希(3) 27.33 中西　陽菜(3) 27.79 多賀　　栞(2) 29.32 田川　菜月(1) 31.65

多気中 多気中 嬉野中 嬉野中

松井　美結(3) 2:27.84 小林　由佳(2) 2:33.01 辻　　咲菜(3) 2:36.59 橋本　有純(2) 2:37.43 上村　美海(3) 2:40.58 松本　菜那(3) 2:43.13 長﨑あきの(2) 2:44.39 村田　有唯(1) 2:44.42

嬉野中 松阪西中 明和中 多気中 松阪西中 嬉野中 嬉野中 明和中

橋本　有純(2) 5:15.41 松井　美結(3) 5:18.64 西口　侑希(2) 5:23.74 松本　菜那(3) 5:28.15 長﨑あきの(2) 5:56.48

多気中 嬉野中 明和中 嬉野中 嬉野中

北村　智美(3) 16.09(+1.1) 山本　怜奈(2) 16.31(+1.7) 須田　有香(2) 17.50(+1.1) 髙法田莉子(3) 17.76(+1.7) 佐川紗弥圭(2) 18.06(+1.1) 安保　颯月(1) 19.25(+1.7) 中川　遥香(1) 20.55(+1.7) 桐山　優香(2) 21.37(+1.1)

多気中 三雲中 明和中 多気中 嬉野中 嬉野中 松阪東部中 久保中

多気中-A 52.85 嬉野中 54.05 松阪中部中 54.85 明和中 56.27 多気中-B 56.31 松阪東部中 58.15

宮村　桃子(1) 松井　美結(3) 阪井　詩織(2) 下村　　宝(3) 舘　さくら(2) 岡田　朋佳(3)

桜本　怜奈(2) 多賀　　栞(2) 松葉　実紗(3) 永田　　萌(2) 北村　智美(3) 前川　未玖(3)

逵井美都希(3) 山口　怜亜(2) 北林　成美(2) 須田　有香(2) 地主　亜実(3) 中川　沙希(1)

中西　陽菜(3) 松本　菜那(3) 小山　ゆう(2) 辻　　咲菜(3) 橋本　有純(2) 中川　遥香(1)

中西　陽菜(3) 1m45 山口　怜亜(2) 1m40 松葉　実紗(3) 1m40 奥川　綾華(2) 1m35 来光　理沙(2) 1m30 奥野　瑞葵(2) 1m20

多気中 嬉野中 松阪中部中 三雲中 松阪中部中 嬉野中

青木　桃子(3) 2m40 地主　亜実(3) 2m40

多気中 多気中

谷田部美華(3) 4m74(-0.4) 阪井　詩織(2) 4m49(+4.0) 桜本　怜奈(2) 4m43(+1.8) 舘　さくら(2) 4m18(+1.3) 地主　亜実(3) 4m15(+2.4) 小山　ゆう(2) 4m12(+2.5) 榊原梨々菜(1) 3m99(+3.0) 奥田　莉央(2) 3m71(+2.4)

久保中 松阪中部中 *F1 多気中 多気中 多気中 *F2 松阪中部中 *F3 松阪中部中 公認記録なし 松阪中部中 *F1

公認4m46(+1.4) 公認3m84(0.0) 公認3m92(+0.5) 公認3m38(+1.1)

浦田　晏那(2) 11m64 山中あすか(3) 10m84 岡　　瑞姫(3) 10m11 角谷　　蛍(3) 8m26 金兒さくら(3) 7m97 中林　瑞季(2) 7m78 龍野　晏季(1) 6m87 藤原　千春(2) 6m77

多気中 嬉野中 嬉野中 嬉野中 松阪西中 嬉野中 松阪東部中 多気中

凡例  GR:大会記録 *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F4:４回目が公認最高 ※:県大会標準記録

6月10日 中学男子　砲丸投

6月10日 中学女子　800m

6月10日 中学女子　100m

6月10日 中学女子　1500m

6月10日
中学女子　200m

風：+1.4

6月10日 中学女子　走高跳

6月10日 中学女子　100mH

6月10日 中学女子　砲丸投

6月10日 中学女子　走幅跳

6月10日 中学女子　棒高跳

6月10日 中学女子　4×100mR



多気男子３年　60m

県小学記録(KE)          9.10      田中　翔真(美杉陸上ク・津)            2004
県小学記録(KE)          9.10      中垣内大智(一志Beast・津市)           2011
大会記録(GR)            9.87      中谷　亮紀(下御糸)                    2011(第14回)
県大会標準記録(※)      10.50     県大会参加標準記録(＊)                

決勝 
風:+1.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 6 1193 山本　大稀(3) 多気RC 9.67 GR
2 9 2583 小倉　拓也(3) 佐奈 10.14
3 1 2576 髙井　大雅(3) 佐奈 10.47
4 2 2593 小掠　真斗(3) 宮川 10.50
5 3 2599 北山　雅輝(3) 明星 10.97
6 7 2575 秋山　立樹(3) 佐奈 11.55
7 8 2579 池下　朋志(3) 佐奈 11.59
8 4 2580 大久保斗和(3) 佐奈 11.95
9 5 2577 中出　光亮(3) 佐奈 12.01

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 14:10 決勝

凡例  GR:大会記録 ※:県大会標準記録



多気男子４年　100m

県小学記録(KE)          14.29     村田浩太朗(松阪Ｊｒ陸上・松阪市)      2010
大会記録(GR)            15.31     鳥尾　英紀(多気RC)                    2011(第14回)

県大会標準記録(※)      16.00     県大会参加標準記録(＊)                

予　選 2組0着＋8
1組 風:+1.0 2組 風:+2.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
1 5 2565 中西　隆晟(4) 上御糸 16.37 q 1 2 1187 坪井　涼晟(4) 多気RC 16.14 q
2 8 1189 飯尾　太一(4) 多気RC 16.60 q 2 4 1188 中村祐太郎(4) 多気RC 16.42 q
3 7 2603 北山　優真(4) 明星 16.67 q 3 6 2602 伊達亜耶登(4) 明星 16.47 q
4 2 1190 森川　航多(4) 多気RC 16.83 q 4 3 2572 三浦　優心(4) 斎宮 16.71 q
5 4 2573 吉田　隆哉(4) 斎宮 16.90 5 7 2588 長谷川椋也(4) 津田 17.37
6 6 1191 杉田　弘基(4) 多気RC 17.22 5 2571 大辻凛太郎(4) 斎宮 DNS

3 2596 堀井　亮吾(4) 宮川 DQ,T2

決　勝 
風:+2.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 2565 中西　隆晟(4) 上御糸 16.04
2 9 2603 北山　優真(4) 明星 16.12
3 8 1189 飯尾　太一(4) 多気RC 16.65
4 6 2602 伊達亜耶登(4) 明星 16.74
5 7 1188 中村祐太郎(4) 多気RC 16.77
6 2 1190 森川　航多(4) 多気RC 16.81
7 4 1187 坪井　涼晟(4) 多気RC 16.84
8 3 2572 三浦　優心(4) 斎宮 17.06

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 11:30 予　選

6月10日 13:45 決　勝

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3)他のレーンに入った



多気男子５年　100m

県小学記録(KE)          13.07     田中　翔真(美杉陸上ク・津市)          2006
大会記録(GR)            14.35     亀田　智大(多気ＲＣ)                  2009(第12回)
県大会標準記録(※)      15.50     県大会参加標準記録(＊)                

決勝 
風:+0.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 2 1184 鳥尾　英紀(5) 多気RC 14.67
2 3 2574 山川　大地(5) 斎宮 15.27
3 4 1186 川畑　志龍(5) 多気RC 15.36

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 13:20 決勝

凡例  ※:県大会標準記録



多気男子６年　100m

県小学記録(KE)          12.16     近藤光一郎(北勢ＲＣ・いなべ市)        2010
大会記録(GR)            13.90     小塩　陸斗(津田)                      2011(第14回)
県大会標準記録(※)      15.00     県大会参加標準記録(＊)                

決勝 
風:+0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 2 1180 田中　悠貴(6) 多気RC 13.66 GR
2 3 2584 小倉　雅史(6) 佐奈 14.31
3 4 1182 大西　稜汰(6) 多気RC 15.90

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 12:55 決勝

凡例  GR:大会記録 ※:県大会標準記録



多気男子５･６年　800m

県小学記録(KE)          2:22.94   野呂　光希(津陸上ク・津市)            2011
大会記録(GR)            2:39.09   大西　彩斗(津田)                      2011(第14回)

決勝 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 1181 中西　秀和(6) 多気RC 2:55.66
2 4 1183 西浦　　巧(6) 多気RC 2:57.92
3 3 2597 堀井　健吾(5) 宮川 3:02.51
4 2 1185 三輪　魁成(5) 多気RC 3:21.87

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 12:25 決勝

凡例 



多気男子５･６年　4×100mR

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク・伊勢市(林・笠井・熊野・森下)2004
大会記録(GR)            55.28     多気ＲＣ(逵・亀田・中村・小林)        2010(第13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(学年) ｶﾅ 所属
1 7 多気RC 1:01.97 1 1185 三輪　魁成(5) ﾐﾜ ｶｲｾｲ 多気RC

2 1182 大西　稜汰(6) ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ 多気RC
3 1181 中西　秀和(6) ﾅｶﾆｼ ｼｭｳﾜ 多気RC
4 1180 田中　悠貴(6) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 多気RC

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 14:55 決勝

凡例 



多気男子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

県小学記録(KE)          79m19     山崎　航輝(名張クラブ・名張市)        2007
大会記録(GR)            66m32     岡山　　真(斎宮)                      2006(第9回)

決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾎﾞ ﾌｳｷ
1 3 2589 近保　風貴(5) 津田 × × 46m50 46m50 × × × 46m50

ﾔﾏﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ
2 1 2567 山原　駿佑(5) 上御糸 × × 39m78 39m78 × 39m95 × 39m95

ﾅｶﾔﾏ ﾖｳﾀ
3 2 2568 中山　陽太(6) 上御糸 37m60 × × 37m60 × × × 37m60

審 判 長：東浦　宏幸
記録主任：藪北　則行

6月10日 10:15 決勝

凡例 



多気女子３年　60m

県小学記録(KE)          9.39      野嶋　瑞葉(桃取・鳥羽市)              2010
大会記録(GR)            9.99      堀井　春香(宮川ＳＣ)                  2010(第13回)
県大会標準記録(※)      11.00     県大会参加標準記録                    

決勝 
風:+1.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 8 1206 深谷真理奈(3) 多気RC 10.25
2 5 2587 小宮　早稀(3) 下御糸 10.58
3 2 2564 寺田　　杏(3) 上御糸 10.84
4 3 2600 浦本ひかり(3) 明星 10.94
5 1 2578 川合　小想(3) 佐奈 11.10
6 6 1205 岡野　希世(3) 多気RC 11.15
7 9 1207 辻　　怜樹(3) 多気RC 11.19
8 7 2563 島田　莉瑚(3) 上御糸 11.22

4 2569 木本　　輝(3) 大淀 DNS

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 11:45 決勝

凡例  DNS:欠場 ※:県大会標準記録



多気女子４年　100m

県小学記録(KE)          14.66     野嶋　瑞葉(桃　取・鳥羽市)            2011
大会記録(GR)            15.47     堀井　春香(宮川)                      2011(第14回)

県大会標準記録(※)      16.50     県大会参加標準記録                    

予　選 2組0着＋8
1組 風:+2.0 2組 風:+2.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
1 2 2590 高山　佑衣(4) 日進 15.18 GR q 1 3 1203 安田　香乃(4) 多気RC 16.57 q
2 4 2557 前納　優香(4) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 17.09 q 2 5 2566 西場早利奈(4) 上御糸 16.66 q
3 7 1202 田中悠美子(4) 多気RC 17.12 q 3 4 2559 辻　恵里花(4) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 18.21 q
4 6 2560 森　　楓華(4) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 17.74 q 4 2 2558 西　　優香(4) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 19.04
5 5 1204 西村　桜子(4) 多気RC 18.75 q 6 2601 宮本　ほの(4) 明星 DQ,T2
6 3 2561 中谷　優沙(4) 相可 20.21 7 2570 東　　　恵(4) 香肌 DNS

決　勝 
風:+1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 6 2590 高山　佑衣(4) 日進 15.34 GR
2 7 1203 安田　香乃(4) 多気RC 16.85
3 4 2566 西場早利奈(4) 上御糸 16.86
4 9 1202 田中悠美子(4) 多気RC 17.33
5 5 2557 前納　優香(4) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 17.57
6 8 2560 森　　楓華(4) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 18.11
7 2 1204 西村　桜子(4) 多気RC 18.55
8 3 2559 辻　恵里花(4) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 18.60

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 11:25 予　選

6月10日 13:40 決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3)他のレーンに入った



多気女子５年　100m

県小学記録(KE)          13.58     松村　圭純(国府スポ少・志摩市)        2010
大会記録(GR)            14.55     宮村　桃子(多気ＲＣ)                  2010(第13回)
県大会標準記録(※)      16.00     県大会参加標準記録                    

決勝 
風:+2.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 5 2598 堀井　春香(5) 宮川 14.27
2 3 1200 宮村野乃子(5) 多気RC 15.35
3 4 2582 坂本　　光(5) 佐奈 16.07
4 2 2586 岩瀬乃々楓(5) 下御糸 16.16
5 6 2585 西谷　衣織(5) 佐奈 17.55

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 13:15 決勝

凡例 



多気女子６年　100m

県小学記録(KE)          13.21     田矢　愛美(JAC亀山・亀山市)           2006
大会記録(GR)            13.77     宮村　桃子(多気RC)                    2011(第14回)
県大会標準記録(※)      15.50     県大会参加標準記録                    

決勝 
風:+1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 4 1199 山川　玲那(6) 多気RC 15.08
2 3 2604 宮本　やほ(6) 明星 15.33
3 5 2591 口野　怜那(6) 日進 15.39
4 8 1198 福永　芽生(6) 多気RC 16.35
5 2 1194 小林明日美(6) 多気RC 16.56
6 6 1196 西村　桃子(6) 多気RC 18.02

7 2592 高山　麻衣(6) 日進 DNS

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 12:50 決勝

凡例  DNS:欠場



多気女子５･６年　800m

県小学記録(KE)          2:33.48   川北　陽菜(石薬師RC・鈴鹿市)          2011
大会記録(GR)                      該当なし                              

決勝 

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 9 2554 前納　衣莉(6) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 2:58.25

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 12:15 決勝

凡例 



多気女子５･６年　80mH

県小学記録(KE)          12.90     石黒　陽菜(川越陸上少・三重郡)        2009
大会記録(GR)            16.85     須田　有香(多気ＲＣ)                  2010(第13回)

決勝 
風:0.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 6 2555 上林　瑞季(6) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 24.26

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 12:30 決勝

凡例 



多気女子５･６年　4×100mR

県小学記録(KE)          53.44     国府スポ少・志摩市(井上・松村・小林・久野)2011
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(学年) ｶﾅ 所属
1 2 多気RC 1:03.08 1 1194 小林明日美(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 多気RC

2 1197 西村　　侑(6) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳ 多気RC
3 1198 福永　芽生(6) ﾌｸﾅｶﾞ ﾒｲ 多気RC
4 1199 山川　玲那(6) ﾔﾏｶﾜ ﾚｲﾅ 多気RC

2 3 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 1:07.29 1 2554 前納　衣莉(6) ﾏｴﾉ ｴﾘ 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ
2 2555 上林　瑞季(6) ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ
3 2551 岡村　真帆(6) ｵｶﾑﾗ ﾏﾅﾎ 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ
4 2552 林　　優依(6) ﾊﾔｼ ﾕｲ 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 14:50 決勝

凡例 



多気女子５･６年　走高跳

県小学記録(KE)          1m38      伊藤　　萌(南勢陸上ク・伊勢市)        2004
県小学記録(KE)          1m38      前村　絢音(南勢陸上ク・伊勢市)        2011
大会記録(GR)            1m15      上嶋　愛美(津田)                      2008(第11回)
大会記録(GR)            1m15      中西　陽菜(津田)                      2009(第12回)

決勝 

記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ｵｶﾑﾗ ﾏﾅﾎ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 2 2551 岡村　真帆(6) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 1m15 GR
ﾊﾔｼ ﾕｲ － ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 1 2552 林　　優依(6) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ 1m10
ﾀｶｲ ﾓﾓｴ － × ○ × ○ × × ○ × × ×

3 3 2581 髙井　百恵(5) 佐奈 1m00

1m20

審 判 長：東浦　宏幸
記録主任：藪北　則行

6月10日 10:00 決勝

0m85 0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15

凡例  GR:大会記録



多気女子５･６年　走幅跳

県小学記録(KE)          4m87      中川　晴菜(一志Beast・津市)           2009
大会記録(GR)            4m02      中林　麻奈(多気RC)                    2008(第11回)

決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳ 3m08 2m98 × 3m08 3m32 3m15 2m47 3m32
1 3 1197 西村　　侑(6) 多気RC +0.6 +2.9 +0.6 +2.7 +2.2 +0.9 +2.7 *F1

ﾀﾆﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 2m82 3m06 2m86 3m06 × 3m20 2m57 3m20
2 1 1195 谷田　瑞季(6) 多気RC -1.9 +3.7 0.0 +3.7 +2.1 +1.9 +2.1 *F3

ｵｸﾞﾗ ｻﾔ 2m02 2m37 2m25 2m37 2m37 2m63 2m63 2m63
3 2 2556 小掠　紗矢(5) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ -4.3 +2.1 -0.4 +2.1 +0.8 +1.6 0.0 0.0

審 判 長：東浦　宏幸
記録主任：藪北　則行

6月10日 10:00 決勝

凡例  *F1:１回目が公認最高*F3:3回目が公認最高



多気女子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

県小学記録(KE)          63m68     服部　洋代(鏡　浦・鳥羽市)            2009
大会記録(GR)            40m80     渡辺　結衣(斎宮)                      2003(第6回)

決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄｱﾕﾐ
1 1 2595 山本　歩実(6) 宮川 41m52 × × 41m52 × × × 41m52 GR

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾅ
2 2 2553 山本　絢菜(6) 三瀬谷ｸﾗﾌﾞ × × 27m31 27m31 27m73 × × 27m73

審 判 長：東浦　宏幸
記録主任：藪北　則行

6月10日 10:15 決勝

凡例  GR:大会記録



多気混成　4×100mR

県小学記録(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)            59.94     多気ＲＣ(須田・宮村・中村・亀田)      2009(第12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(学年) ｶﾅ 所属
1 7 多気RC 1:02.29 1 1202 田中悠美子(4) ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ 多気RC

2 1200 宮村野乃子(5) ﾐﾔﾑﾗ ﾉﾉｺ 多気RC
3 1186 川畑　志龍(5) ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾘｭｳ 多気RC
4 1184 鳥尾　英紀(5) ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ 多気RC

審 判 長：坂元　　均
記録主任：藪北　則行

6月10日 15:00 決勝

凡例 


