
コンディション情報

大会総務 諸戸　宣行 トラック審判長 諸戸　宣行
跳躍審判長 諸戸　宣行 投てき審判長 諸戸　宣行

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2017/06/04 09:30 晴 25.1 40.0 南南西 0.6

10:00 晴 25.5 39.5 北北西 1.3

11:00 晴 27.7 36.5 北 0.3

12:00 晴 27.5 34.5 南 1.5

13:00 晴 26.0 34.0 北北西 1.6

14:00 晴 26.6 34.0 北 2.0

15:00 晴 25.7 33.5 北北西 3.2
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競技場

測定場所

競技場

競技場

競技場
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競技場
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第33回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会 【17230736】 新・タイ記録一覧表
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢補助競技場 【233100】 出力時刻 2017/06/04 15:40
2017/06/04 ～ 2017/06/04

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

4 6月4日 大会記録 男 多気４年 100m 決　勝 1 1 15.11 -2.0m/s 猿木　　渉(4) 大台陸上ク(多気)



ト ラ ッ ク 審 判 長 諸戸　宣行

跳 躍 審 判 長 諸戸　宣行

投 て き 審 判 長 諸戸　宣行

記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

第33回三重県小学生陸上競技大会松阪多気地区予選会 【17230736】
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢補助競技場 【233100】
2017/06/04 ～ 2017/06/04

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

早水　　凪(3) 10.24 中島　琉翔(3) 10.45 田端　一惺(3) 10.47 中谷　碧杜(3) 10.57 脇谷　海地(3) 10.99 大本　滉仁(3) 11.30 中出　智文(3) 12.07
下御糸小 ※ 下御糸小 ※ 明星小 ※ 多気陸上教室 多気陸上教室 多気ＲＣ 多気ＲＣ
猿木　　渉(4) 15.11 木下　創介(4) 15.88 堀江　叶人(4) 16.06 中西　理人(4) 16.96 出口　来維(4) 17.03 西村　有悟(4) 17.35 堀江　奏大(4) 17.73 伊藤　竜翔(4) 17.85
大台陸上ク GR,※ 大台陸上ク ※ 多気ＲＣ ※ 大台陸上ク 大台陸上ク 多気ＲＣ 大台陸上ク 大台陸上ク
地主　怜央(5) 14.88 髙森　悠吾(5) 15.63 粂井　孝介(5) 16.24 中谷　暉琉(5) 16.58
多気ＲＣ ※ 斎宮小 多気ＲＣ 相可小
森田　康生(6) 13.86 逵井　翔貴(6) 15.92
斎宮小 多気ＲＣ
岡島　暖太(6) 2:47.60 脇谷　空杜(5) 2:48.79
多気ＲＣ 多気ＲＣ
多気RC 1:07.26
福岡　夢叶(6)
岡島　暖太(6)
逵井　翔貴(6)
田島　陽太(5)
村田　宇哉(5) 3m49(+1.0) 大本　一翔(5) 3m06(+1.7) 田島　陽太(5) 3m03(+0.5) 福岡　夢叶(6) 3m00(+2.7) 岡崎　桐吾(5) 2m91(-0.7)
多気ＲＣ 多気ＲＣ 多気ＲＣ 多気ＲＣ *F1 多気ＲＣ

公認2m98(+0.3)

宗林　海斗(6) 40m15 竹内　　駿(5) 28m57
佐奈小 ※ 多気ＲＣ
北出　千晶(3) 11.33 野呂　歩実(3) 11.56
多気陸上教室 大台陸上ク
岡島　奏音(4) 16.66 田丸りりあ(4) 16.69 稲葉　比呂(4) 16.73 深田　紗良(4) 16.97 尾上　陽和(4) 17.25 太田　佳那(4) 18.16
多気ＲＣ ※ 多気陸上教室 ※ 多気陸上教室 ※ 多気陸上教室 ※ 多気ＲＣ 多気ＲＣ
田畑　　馨(5) 15.37 　いこい(5) 17.15 古川　歩佳(5) 17.50 山中　琴羽(5) 19.98
多気ＲＣ ※ 上御糸小 多気ＲＣ 多気ＲＣ
石田　　怜(6) 14.54 吉野　魅珀(6) 16.06 坂口　若葉(6) 17.99
多気ＲＣ ※ 多気ＲＣ 大台陸上ク
多気RC 1:04.54
西田　結美(5)
石田　　怜(6)
谷口　有咲(6)
吉野　魅珀(6)
谷口　有咲(6) 3m43(-0.6) 太田　果歩(5) 3m02(-0.4) 西田　結美(5) 2m90(+0.5)
多気ＲＣ 多気ＲＣ 多気ＲＣ
多気RC-A 1:01.85 多気RC-B 1:07.02
太田　果歩(5) 太田　佳那(4)
田畑　　馨(5) 尾上　陽和(4)
堀江　叶人(4) 村田　宇哉(5)
地主　怜央(5) 岡崎　桐吾(5)

6月4日
多気男子３年　60m

風：+0.9

6月4日 多気男子５･６年　800m

6月4日
多気男子４年　100m

風：-2.0

6月4日 多気男子５･６年　4×100mR

6月4日 多気男子５･６年　走幅跳

6月4日
多気男子５年　100m

風：-0.1

6月4日
多気男子６年　100m

風：+2.9

6月4日
多気女子３年　60m

風：+0.9

6月4日
多気男子５･６年　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

ﾎﾞｰﾙ投

6月4日
多気女子４年　100m

風：-0.4

6月4日
多気女子５年　100m

風：-0.2

6月4日 多気女子５･６年　4×100mR

6月4日
多気女子６年　100m

風：-0.8

6月4日 多気混成　4×100mR

6月4日 多気女子５･６年　走幅跳



多気男子３年　60m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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     　                                    6月4日 12:50 決　勝

決　勝　

(風:+0.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 3181 早水　　凪(3) 下御糸小 10.24 ※
2 6 3182 中島　琉翔(3) 下御糸小 10.45 ※
3 5 3188 田端　一惺(3) 明星小 10.47 ※
4 2 1883 中谷　碧杜(3) 多気陸上教室 10.57
5 7 1880 脇谷　海地(3) 多気陸上教室 10.99
6 8 671 大本　滉仁(3) 多気ＲＣ 11.30
7 3 672 中出　智文(3) 多気ＲＣ 12.07

1 3187 末利　優稀(3) 明星小 DNS

凡例  DNS:欠場 ※:県大会標準記録



多気男子４年　100m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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     　                                    6月4日 11:15 決　勝

決　勝　

(風:-2.0)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 1832 猿木　　渉(4) 大台陸上ク 15.11 GR,※

2 5 1831 木下　創介(4) 大台陸上ク 15.88 ※
3 4 670 堀江　叶人(4) 多気ＲＣ 16.06 ※
4 8 1836 中西　理人(4) 大台陸上ク 16.96
5 7 1833 出口　来維(4) 大台陸上ク 17.03
6 2 669 西村　有悟(4) 多気ＲＣ 17.35
7 6 1837 堀江　奏大(4) 大台陸上ク 17.73
8 1 1830 伊藤　竜翔(4) 大台陸上ク 17.85

凡例  GR:大会記録 ※:県大会標準記録



多気男子５年　100m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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     　                                    6月4日 11:05 決勝

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 3 666 地主　怜央(5) 多気ＲＣ 14.88 ※
2 2 3185 髙森　悠吾(5) 斎宮小 15.63
3 4 2966 粂井　孝介(5) 多気ＲＣ 16.24
4 5 3398 中谷　暉琉(5) 相可小 16.58

凡例  ※:県大会標準記録



多気男子６年　100m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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     　                                    6月4日 12:30 決勝

決勝　

(風:+2.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 3184 森田　康生(6) 斎宮小 13.86
2 3 660 逵井　翔貴(6) 多気ＲＣ 15.92



多気男子５･６年　800m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

県小学記録(KE)          2:19.73   加世堂　懸(川越陸上少・三重郡)        2016
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   　                                    6月4日 14:00 決勝

決勝　

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 658 岡島　暖太(6) 多気ＲＣ 2:47.60
2 1 664 脇谷　空杜(5) 多気ＲＣ 2:48.79



多気男子５･６年　4×100mR
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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) 6月4日 14:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 多気RC 659 福岡　夢叶(6) ﾌｸｵｶ ﾕｳﾄ 1:07.26

658 岡島　暖太(6) ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ
660 逵井　翔貴(6) ﾂｼﾞｲ ﾄｷ
668 田島　陽太(5) ﾀｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ



多気男子５･６年　走幅跳
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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      　                                    6月4日 10:00 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
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

ﾑﾗﾀ ﾉｷﾔ × 3m33 3m30 × 3m49 3m37 3m49
1 3 663 村田　宇哉(5) 多気ＲＣ -0.6 +0.5 +1.0 +0.9 +1.0

ｵｵﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 2m67 3m06 2m85 2m80 2m50 2m74 3m06
2 4 661 大本　一翔(5) 多気ＲＣ +1.8 +1.7 -1.1 -2.1 -0.8 +2.0 +1.7

ﾀｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ 2m85 3m03 2m91 2m93 2m93 3m03 3m03
3 5 668 田島　陽太(5) 多気ＲＣ +1.4 +0.5 -0.7 -0.5 -2.0 +1.8 +0.5

ﾌｸｵｶ ﾕｳﾄ 2m98 2m92 × 2m55 3m00 2m82 3m00
4 1 659 福岡　夢叶(6) 多気ＲＣ +0.3 +0.3 0.0 +2.7 +1.7 +2.7 *F1

ｵｶｻﾞｷ ﾄｳｺﾞ 2m74 2m91 2m69 2m74 2m87 2m75 2m91
5 2 662 岡崎　桐吾(5) 多気ＲＣ -1.7 -0.7 -0.4 +0.6 +2.6 +1.1 -0.7

凡例  *F1:1回目が公認最高



多気男子５･６年　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

県小学記録(KE)          53m17     南出玲丘人(阿坂小・松阪市)            2016
大会記録(GR)            46m61     松田　爽大(多気ＲＣ)                  2016(第19回)
県大会標準記録(※)      30m00     　                                    6月4日 10:15 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
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

ｿｳﾘﾝ ｶｲﾄ

1 1 3183 宗林　海斗(6) 佐奈小 28m86 35m61 37m97 37m97 38m67 39m86 40m15 40m15 ※
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝ

2 2 667 竹内　　駿(5) 多気ＲＣ 23m99 23m03 19m98 23m99 28m57 28m14 22m60 28m57

凡例  ※:県大会標準記録



多気女子３年　60m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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     　                                    6月4日 12:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 3180 北出　千晶(3) 多気陸上教室 11.33
2 3 1857 野呂　歩実(3) 大台陸上ク 11.56



多気女子４年　100m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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     　                                    6月4日 11:10 決　勝

決　勝　

(風:-0.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 682 岡島　奏音(4) 多気ＲＣ 16.66 ※
2 5 1895 田丸りりあ(4) 多気陸上教室 16.69 ※
3 8 1893 稲葉　比呂(4) 多気陸上教室 16.73 ※
4 2 1894 深田　紗良(4) 多気陸上教室 16.97 ※
5 3 683 尾上　陽和(4) 多気ＲＣ 17.25
6 4 681 太田　佳那(4) 多気ＲＣ 18.16

6 684 松田　真緒(4) 多気ＲＣ DNS

凡例  DNS:欠場 ※:県大会標準記録



多気女子５年　100m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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     　                                    6月4日 11:00 決　勝

決　勝　

(風:-0.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 678 田畑　　馨(5) 多気ＲＣ 15.37 ※
2 5 3186 辻　いこい(5) 上御糸小 17.15
3 3 3179 古川　歩佳(5) 多気ＲＣ 17.50
4 2 680 山中　琴羽(5) 多気ＲＣ 19.98

凡例  ※:県大会標準記録



多気女子６年　100m
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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     　                                    6月4日 12:25 決　勝

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 2 674 石田　　怜(6) 多気ＲＣ 14.54 ※
2 4 675 吉野　魅珀(6) 多気ＲＣ 16.06
3 3 1851 坂口　若葉(6) 大台陸上ク 17.99

凡例  ※:県大会標準記録



多気女子５･６年　4×100mR
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

県小学記録(KE)          53.14     南勢陸上ク・伊勢市(荒木・木下・福田・稲石)2016
大会記録(GR)            58.95     多気ＲＣ(油谷・中西・北出・小山)      2007(第10回) 6月4日 14:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 多気RC 679 西田　結美(5) ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾐ 1:04.54

674 石田　　怜(6) ｲｼﾀﾞ ﾚｲ
676 谷口　有咲(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾘｻ
675 吉野　魅珀(6) ﾖｼﾉ ﾐﾊｸ



多気女子５･６年　走幅跳
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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      　                                    6月4日 10:00 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
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

ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾘｻ 3m38 3m25 3m20 3m16 3m07 3m43 3m43
1 3 676 谷口　有咲(6) 多気ＲＣ +1.8 +0.9 +0.7 +0.7 -3.1 -0.6 -0.6

ｵｵﾀ ｶﾎ 2m85 2m88 2m56 2m81 2m88 3m02 3m02
2 1 677 太田　果歩(5) 多気ＲＣ +2.9 -0.9 +1.8 +1.8 -3.0 -0.4 -0.4

ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾐ × 2m70 2m70 2m90 2m71 2m75 2m90
3 2 679 西田　結美(5) 多気ＲＣ +1.1 +1.9 +0.5 +0.8 -0.9 +0.5



多気混成　4×100mR
審 判 長：諸戸　宣行
記録主任：藪北　則行

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) 6月4日 14:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 多気RC-A 677 太田　果歩(5) ｵｵﾀ ｶﾎ 1:01.85

678 田畑　　馨(5) ﾀﾊﾞﾀ ｶｵﾙ
670 堀江　叶人(4) ﾎﾘｴ ｶﾅﾄ
666 地主　怜央(5) ｼﾞﾇｼ ﾚｵ

2 3 多気RC-B 681 太田　佳那(4) ｵｵﾀ ｶﾅ 1:07.02

683 尾上　陽和(4) ｵﾉｳｴ ﾋﾖﾘ
663 村田　宇哉(5) ﾑﾗﾀ ﾉｷﾔ
662 岡崎　桐吾(5) ｵｶｻﾞｷ ﾄｳｺﾞ


