
2015年5月24日(日） 大会名 大会コード　 15400736

(一財)三重陸上競技協会　 コード２４ ト ラ ッ ク 審 判 長 松田　伸彦

松阪地区陸上競技協会 兼中学生陸上競技記録会 跳 躍 審 判 長 松田　伸彦

後援 中日新聞社 競技場名 競技場コード　 ２４１０１０ 投 て き 審 判 長 松田　伸彦
記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

高森　悠吾(3) 10.36 脇谷　空杜(3) 10.58 岡崎　桐吾(3) 11.28

多気・斎宮小 ※ 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ

森田　康生(4) 15.48 堀江　賢人(4) 15.97 加藤　和馬(4) 16.58 中西　海斗(4) 17.16 西崎　開斗(4) 18.45 福岡　夢叶(4) 19.03

多気・斎宮小 ※ 多気・三瀬谷小 ※ 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ 多気・津田小 多気・多気ＲＣ

上山　颯太(5) 15.15 正木涼太郎(5) 16.06 宮本　大地(5) 16.06 川竹　葉来(5) 16.21 松田　爽大(5) 16.59 池上　　遥(5) 16.96

多気・相可小 ※ 多気・下御糸小 多気・三瀬谷小 多気・三瀬谷小 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ

千原　　麗(6) 15.06 高井　大雅(6) 15.62 的場　大樹(6) 16.68

多気・三瀬谷小 多気・佐奈小 多気・多気ＲＣ

宮本　郁哉(6) 2:39.94 坂井　太陽(5) 2:42.29 中出　光亮(6) 2:57.23 村林　寛大(5) 3:04.35 池下　朋志(6) 3:12.18 太田　凌介(5) 3:16.61 尾上　康生(5) 3:17.85

多気・三瀬谷小 ★ 多気・多気ＲＣ 多気・佐奈小 多気・多気ＲＣ 多気・佐奈小 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ

三瀬谷小・多気 59.22 多気ＲＣ・多気 1:06.52

髙山　優太(5) 村林　寛大(5)

田中　　涼(6) 的場　大樹(6)

宮本　郁哉(6) 池上　　遥(5)

千原　　麗(6) 筒井　智輝(6)

水谷　颯真(5) 3m62(+1.3)

多気・多気ＲＣ

筒井　智輝(6) 43m27

多気・多気ＲＣ

千原　日和(3) 10.94 　いこい(3) 11.10 鳥山　　華(3) 11.22 太田　果歩(3) 11.37 西田　結美(3) 12.36

多気・三瀬谷小 ※ 多気・上御糸小 多気・三瀬谷小 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ

石田　　怜(4) 16.20

多気・勢和小 ※

高山　能愛(5) 15.87 岡崎木々音(5) 16.15 冨田　桃代(5) 17.25

多気・多気ＲＣ ※ 多気・多気ＲＣ 多気・日進小

川竹　星歌(6) 15.53 加藤　詩織(6) 15.64 西田　成美(6) 15.70 高山　亜衣(6) 16.07 林　　杏奈(6) 16.11 林　　杏香(6) 16.21 神戸　麻衣(6) 16.38

多気・三瀬谷小 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ 多気・日進小 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ 多気・三瀬谷小

6位 7位 8位

第 18 回 多 気 郡 小 学 生 陸 上 競 技 大 会

陸協名

主催団体名

三 重 交 通 G ス ポ ー ツ の 杜 伊 勢

1位 2位 3位 4位 5位

5月24日
多気女子６年　100m

風：+0 5

5月24日

5月24日
多気女子４年　100m

風：+0.7

5月24日
多気女子５年　100m

風：+1.0

決 勝 一 覧 表
第31回全国小学生陸上競技交流大会松阪多気地
区 予 選

5月24日 多気男子５･６年　ﾎﾞｰﾙ投

5月24日
多気女子３年　60m

風：+0.8

5月24日 多気男子５･６年　走幅跳

多気男子５･６年　4×
100mR

期　日

5月24日
多気男子４年　100m

風：+1.3

5月24日
多気男子５年　100m

風：+0.1

5月24日
多気男子６年　100m

風：0.0

5月24日 多気男子５･６年　800m

5月24日
多気男子３年　60m

風：+0.8

多気・三瀬谷小 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ 多気・日進小 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ 多気・三瀬谷小

多気ＲＣ・多気 1:03.45

林　　杏香(6)

　　怜樹(6)

西田　成美(6)

加藤　詩織(6)

岡野　希世(6) 3m43(+1.2) 　　怜樹(6) 3m41(+0.1) 大村　一華(5) 3m17(-0.1)

多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ 多気・多気ＲＣ

多気ＲＣ・多気 1:07.20

高山　能愛(5)

岡崎木々音(5)

坂井　太陽(5)

水谷　颯真(5)

凡例  GR:大会記録 ※:県大会標準記録 ★:県大会標準記録

5月24日
多気女子５･６年　4×

100mR

5月24日 多気女子５･６年　走幅跳

5月24日 多気混成　4×100mR

風：+0.5



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)            9.67      山本　大稀(多気ＲＣ)                  2012(第15回)
県大会標準記録(※)      10.50     県大会参加標準記録(＊)                

決勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 2489 高森　悠吾(3) 斎宮小 10.36 ※
2 4 74 脇谷　空杜(3) 多気ＲＣ 10.58
3 2 76 岡崎　桐吾(3) 多気ＲＣ 11.28

凡例  ※:県大会標準記録



多気男子４年　100m

県小学記録(KE)          13.92     中垣内太智(一志Beast・津市)           2012
県小学記録(KE)          13.92     上村　壮太(一志Beast・津市)           2013
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(※)      16.50     県大会参加標準記録(＊)                

決勝　

(風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 2488 森田　康生(4) 斎宮小 15.48 ※
2 3 2484 堀江　賢人(4) 三瀬谷小 15.97 ※
3 4 68 加藤　和馬(4) 多気ＲＣ 16.58
4 7 69 中西　海斗(4) 多気ＲＣ 17.16
5 5 2496 西崎　開斗(4) 津田小 18.45
6 2 70 福岡　夢叶(4) 多気ＲＣ 19.03

凡例  ※:県大会標準記録



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:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 2486 上山　颯太(5) 相可小 15.15 ※
2 7 2495 正木涼太郎(5) 下御糸小 16.06
3 3 2481 宮本　大地(5) 三瀬谷小 16.06
4 8 2482 川竹　葉来(5) 三瀬谷小 16.21
5 5 59 松田　爽大(5) 多気ＲＣ 16.59
6 6 62 池上　　遥(5) 多気ＲＣ 16.96

2 2494 宮本　晴斗(5) 下御糸小 DNS

凡例  DNS:欠場 ※:県大会標準記録



多気男子６年　100m

県小学記録(KE)          12.03     中垣内太智(一志BEAST・津市)           2014
大会記録(GR)            13.66     田中　悠貴(多気ＲＣ)                  2012(第15回)
県大会標準記録(※)      15.00     県大会参加標準記録(＊)                

決勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 2480 千原　　麗(6) 三瀬谷小 15.06
2 2 2493 高井　大雅(6) 佐奈小 15.62
3 3 54 的場　大樹(6) 多気ＲＣ 16.68



多気男子５･６年　800m

県小学記録(KE)          2:20.77   高橋　陸斗(北浜陸上ク・伊勢市)        2014
大会記録(GR)            2:39.09   大西　彩斗(津田)                      2011(第14回)
県大会標準記録(★)      2:40.00   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

1 8 2478 宮本　郁哉(6) 三瀬谷小 2:39.94 ★
2 3 67 坂井　太陽(5) 多気ＲＣ 2:42.29
3 5 2491 中出　光亮(6) 佐奈小 2:57.23
4 6 60 村林　寛大(5) 多気ＲＣ 3:04.35
5 7 2492 池下　朋志(6) 佐奈小 3:12.18
6 4 64 太田　凌介(5) 多気ＲＣ 3:16.61
7 2 63 尾上　康生(5) 多気ＲＣ 3:17.85

凡例  ★:県大会標準記録



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 ｶﾅ 所属

1 2 三瀬谷小 59.22 1 2477 髙山　優太(5) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ

2 2479 田中　　涼(6) ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

3 2478 宮本　郁哉(6) ﾐﾔﾓﾄ ﾌﾐﾔ

4 2480 千原　　麗(6) ﾁﾊﾗ ﾚｲ

2 3 多気ＲＣ 1:06.52 1 60 村林　寛大(5) ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀﾞｲ

2 54 的場　大樹(6) ﾏﾄﾊﾞ ﾀｲｷ

3 62 池上　　遥(5) ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙ

4 55 筒井　智輝(6) ﾂﾂｲ ﾄﾓｷ

多気ＲＣ

多気ＲＣ

三瀬谷小

三瀬谷小

三瀬谷小

三瀬谷小

多気ＲＣ

多気ＲＣ



多気男子５･６年　走幅跳

県小学記録(KE)          5m50      高丘　昌宏(笹尾TFC・いなべ市)         2009
大会記録(GR)            4m48      三谷　龍平(津田)                      2009(第12回)
県大会標準記録(★)      3m80      県大会参加標準記録(＊)                

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾏ 3m36 × × 3m36 3m62 3m14 3m50 3m62
1 1 61 水谷　颯真(5) 多気ＲＣ 0.0 0.0 +1.3 +0.5 +0.3 +1.3



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)
県大会標準記録(★)      45m00     県大会参加標準記録(＊)                

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾂｲ ﾄﾓｷ

1 1 55 筒井　智輝(6) 多気ＲＣ × × 40m53 40m53 43m27 × × 43m27



多気女子３年　60m

県小学記録(KE)          9.30      曽我　和奏(ﾁｰﾑG松陸)                  2013
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:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 2522 千原　日和(3) 三瀬谷小 10.94 ※
2 5 2487 辻　いこい(3) 上御糸小 11.10
3 6 2521 鳥山　　華(3) 三瀬谷小 11.22
4 3 72 太田　果歩(3) 多気ＲＣ 11.37
5 2 73 西田　結美(3) 多気ＲＣ 12.36

凡例  ※:県大会標準記録



多気女子４年　100m

県小学記録(KE)          13.89     佐藤なつみ(Y.W.C・四日市市)           2012
大会記録(GR)            15.18     高山　佑衣(日進)                      2012(第15回)
県大会標準記録(※)      17.00     県大会参加標準記録                    

決勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 2504 石田　　怜(4) 勢和小 16.20 ※
2 2490 西出　実桜(4) 佐奈小 DNS

凡例  DNS:欠場 ※:県大会標準記録



多気女子５年　100m

県小学記録(KE)          13.34     須川　真衣(一志Beast・津市)           2013
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:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 58 高山　能愛(5) 多気ＲＣ 15.87 ※
2 4 56 岡崎木々音(5) 多気ＲＣ 16.15
3 3 2498 冨田　桃代(5) 日進小 17.25

凡例  ※:県大会標準記録



多気女子６年　100m

県小学記録(KE)          12.91     須川　真衣(一志Beast・津市)           2014
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:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 2483 川竹　星歌(6) 三瀬谷小 15.53
2 3 47 加藤　詩織(6) 多気ＲＣ 15.64
3 5 49 西田　成美(6) 多気ＲＣ 15.70
4 6 2497 高山　亜衣(6) 日進小 16.07
5 8 50 林　　杏奈(6) 多気ＲＣ 16.11
6 7 51 林　　杏香(6) 多気ＲＣ 16.21
7 2 2485 神戸　麻衣(6) 三瀬谷小 16.38



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)            58.95     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 所属

1 1 多気ＲＣ 1:03.45 1 51 林　　杏香(6) ﾊﾔｼ ｷｮｳｶ

2 52 辻　　怜樹(6) ﾂｼﾞ ﾚｲｼﾞｭ

3 49 西田　成美(6) ﾆｼﾀﾞ ﾅﾙﾐ

4 47 加藤　詩織(6) ｶﾄｳ ｼｵﾘ

多気ＲＣ

多気ＲＣ

多気ＲＣ

多気ＲＣ



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)
県大会標準記録(★)      3m50      県大会参加標準記録(＊)                

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾉ ｷﾖ 3m01 3m27 3m25 3m27 3m31 3m43 3m20 3m43
1 2 53 岡野　希世(6) 多気ＲＣ +0.8 +0.2 +0.4 +0.2 +0.5 +1.2 +0.6 +1.2

ﾂｼﾞ ﾚｲｼﾞｭ 3m10 3m25 3m20 3m25 3m23 3m31 3m41 3m41
2 1 52 辻　　怜樹(6) 多気ＲＣ +0.5 +0.7 0.0 +0.7 +0.2 +0.7 +0.1 +0.1

ｵｵﾑﾗ ｲﾁｶ 2m94 2m94 2m89 2m94 3m06 2m94 3m17 3m17
3 3 57 大村　一華(5) 多気ＲＣ +1.3 +0.4 +0.8 +1.3 +1.5 +2.1 -0.1 -0.1



多気混成　4×100mR

県小学記録(KE)          53.93     一志Beast・津市(瀬々奈・須川・上村・中垣内)2013
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 ｶﾅ 所属

1 2 多気ＲＣ 1:07.20 1 58 高山　能愛(5) ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ

2 56 岡崎木々音(5) ｵｶｻﾞｷ ｺｺﾈ

3 67 坂井　太陽(5) ｻｶｲ ﾀｲﾖｳ

4 61 水谷　颯真(5) ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾏ

多気ＲＣ

多気ＲＣ

多気ＲＣ

多気ＲＣ


