
ト ラ ッ ク 審 判 長 小池　弘文

跳 躍 審 判 長 古西　敏彦

投 て き 審 判 長 大河内義弘

記 録 主 任 岡田　和久

日付 種目

北出　楓斗(3) 10.05(-2.0) 北村　玲(3) 10.16(-2.0) 今西　大和(3) 10.19(-1.5) 吉村　陵汰(3) 10.32(-1.5) 谷　　航多(3) 10.35(-2.0) 下村　　嶺(3) 10.40(-1.5) 宮本　到真(3) 10.49(-1.5) 髙倉　　逞(3) 10.65(-1.9)
明星小 HK 斎宮小 HK 大台陸上ク HK 多気ＲＣ HK 大台陸上ク HK 明星小 HK 斎宮小 HK 大台陸上ク HK
堀江　涼介(4) 16.65 濵野　陽太(4) 16.77 大川　帝華(4) 17.40 森川　龍征(4) 17.44 加藤　聡志(4) 17.46 橋本　英龍(4) 17.79 正木　歩武(4) 18.04 奥野　鉄平(4) 18.52
大台陸上ク HK 多気ＲＣ HK 明和陸上少 明和陸上少 多気ＲＣ 多気ＲＣ 大台陸上ク 明和陸上少
近藤　蒼真(5) 15.45 大西咲太朗(5) 15.49 福島　遙斗(5) 15.82 松本　大輝(5) 15.91 松本　千種(5) 16.05 前川　陸翔(5) 16.06 榊原　夢生(5) 16.88 大滝　康太(5) 17.85
多気ＲＣ HK 明和陸上少 HK 明和陸上少 HK 大台陸上ク HK 多気ＲＣ 大台陸上ク 明和陸上少 大台陸上ク
木下　友護(6) 13.12 中井　蒼瑛(6) 14.64 中西　虹翔(6) 14.68 北村　翔大(6) 14.79 横井　　仁(6) 16.06 安達　理人(6) 16.64
大台陸上ク GR,HK 大台陸上ク HK 明和陸上少 HK 明和陸上少 HK 大台陸上ク 明和陸上少
竹本　知真(6) 15.43
多気ＲＣ
世古口大我(5) 2:47.23 大西　訓生(5) 2:47.27 井上　創介(5) 2:49.16 佐々木瞭多(6) 2:58.97 花井　悠作(6) 3:03.74
明和陸上少 HK 多気ＲＣ HK 多気ＲＣ HK 明和陸上少 明和陸上少
倉口　秀梧(5) 961点
明和陸上少

岡島　悠太(5) 1627点 高倉　樹(6) 1526点 北山　滉大(6) 1522点 西村　立輝(5) 1514点 坂井　陽希(6) 1171点
多気ＲＣ 多気ＲＣ 明和陸上少 明和陸上少 多気陸上教室

福間　愛夏(3) 10.84 中村　友与(3) 10.86 青木　萌(3) 11.52 木地　希々絆(3) 11.63 小阪　楓華(3) 12.02 深江陽佳莉(3) 12.47
斎宮小 HK 斎宮小 HK 多気ＲＣ 多気ＲＣ 多気ＲＣ 多気陸上教室
亀田　有沙(4) 16.41 積木　　愛(4) 17.07 小山　結羽(4) 17.71 坂口　真琉(4) 18.05 谷口　優子(4) 18.21 堀江　那奈(4) 18.53 池山　心音(4) 18.70
多気ＲＣ HK 大台陸上ク HK 大台陸上ク 多気ＲＣ 大台陸上ク 大台陸上ク 多気ＲＣ
北出　菜月(5) 16.01 木地　美々香(5) 16.36 中村　青空(5) 16.39 坂口　涼音(5) 16.48 森川　妃梛(5) 16.68 松山　愛梨(5) 16.80 橋本　華歩(5) 16.82 山田　波月(5) 16.98
明星小 HK 多気ＲＣ HK 多気ＲＣ HK 大台陸上ク HK 明和陸上少 明和陸上少 多気ＲＣ 明和陸上少
松井　怜夏(6) 16.03 間井　愛奈(6) 16.35 松本　花鈴(6) 17.59
明和陸上少 大台陸上ク 大台陸上ク
西井　唯真(6) 15.52
多気ＲＣ
林　千愛(5) 3:07.47 中井　葵菜(5) 3:20.42
多気ＲＣ 多気ＲＣ
渡部　　華(6) 900点
明和陸上少

多気RC 56.30
村田　莉彩(6)
小島　逢美琉(6)
石田　明輝(6)
深江　諒磨(6)

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり *TL:着差なし HK:県大会標準記録 =HK:県大会標準記録

6月13日 多気・混合　４×１００ｍＲ

6月13日 多気・女子コンバインドA

18.65(-0.9)-1m05

6月13日
多気・女子６年　１００ｍ 

風：-1.0

6月13日 多気・女子　８００ｍ

6月13日
多気・女子４年　１００ｍ 

風：-0.5

6月13日
多気・女子５年　１００ｍ 

風：-0.8

6月13日
友好女子100m 

風：+0.2

3m22(+1.2)-38m35 2m85(+1.5)-26m60

6月13日
多気・女子３年　６０ｍ 

風：-1.6

6月13日 多気・男子コンバインドB

3m87(+0.4)-34m94 3m90(+2.3)-29m58 3m50(+1.9)-34m92

21.95(-1.2)-1m15

6月13日 多気・男子　８００ｍ

6月13日 多気・男子コンバインドA

6月13日
多気・男子４年　１００ｍ 

風：0.0

6月13日
多気・男子５年　１００ｍ 

風：+1.2

6月13日
多気・男子６年　１００ｍ 

風：+0.2

8位

6月13日 多気・男子３年　６０ｍ

6月13日
友好男子100m 

風：-0.1

県小学生合同地区予選会 【21230731】 
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢 【231010】 
2021/06/13 ～ 2021/06/13

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



県小学生合同地区予選会 【21230731】 新・タイ記録一覧表
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢 【231010】 出力時刻 2021/06/14 14:29
2021/06/13 ～ 2021/06/13

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

6月13日 大会記録 男 多気 100m 決　勝 1 1 13.12 +0.2m/s 木下　友護(6) 大台陸上ク(多気)



多気・男子３年　６０ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)                8.88     木下　奏人(一志Beast・津市)           2019
大会記録(GR)                  9.51     木下　友護(大台陸上ク)                2018
県大会標準記録(HK)           11.00     　                                    6月13日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-2.0) 2組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾀﾃﾞﾌｳﾄ 多気 ｲﾏﾆｼ ﾔﾏﾄ 多気

1 3 4997 北出　楓斗(3) 明星小 10.05 HK 1 7 1736 今西　大和(3) 大台陸上ク 10.19 HK
ｷﾀﾑﾗ ﾚｲ 多気 ﾖｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 多気

2 7 4987 北村　玲(3) 斎宮小 10.16 HK 2 2 747 吉村　陵汰(3) 多気ＲＣ 10.32 HK
ﾀﾆ ｺｳﾀ 多気 ｼﾓﾑﾗﾚｲ 多気

3 2 1737 谷　　航多(3) 大台陸上ク 10.35 HK 3 3 4998 下村　　嶺(3) 明星小 10.40 HK
ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 多気 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｳﾏ 多気

4 6 1731 中山　琉斗(3) 大台陸上ク 11.04 4 4 4988 宮本　到真(3) 斎宮小 10.49 HK
ｵｵｲｼ ｹﾞﾝ 多気 ﾀｶﾏﾂ ｼｭﾝﾀ 多気

5 4 746 大石　源(3) 多気ＲＣ 11.57 5 5 745 高松　俊太(3) 多気ＲＣ 11.15
ﾔﾏｶﾄﾞ ｸｳｶﾞ 多気 ｽｷﾞｻｷ ﾊﾔﾄ 多気

6 5 1735 山門　空禾(3) 大台陸上ク 11.78 6 6 1733 杉崎　隼士(3) 大台陸上ク 11.24
ｵﾉｳｴ ﾘｵ 多気

8 1743 尾上　凌央(3) 大台陸上ク DNS

3組 (風:-1.9) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｸﾗ ﾀｸﾏ 多気 ｷﾀﾃﾞﾌｳﾄ 多気 HK
1 2 1729 髙倉　　逞(3) 大台陸上ク 10.65 HK 1 4997 北出　楓斗(3) 明星小 10.05 -2.0

ｶﾄｳ ﾋﾋﾞﾄ 多気 ｷﾀﾑﾗ ﾚｲ 多気 HK
2 6 1734 加藤　緋々利(3) 大台陸上ク 11.26 2 4987 北村　玲(3) 斎宮小 10.16 -2.0

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 多気 ｲﾏﾆｼ ﾔﾏﾄ 多気 HK
3 4 1732 松原　創佑(3) 大台陸上ク 11.41 3 1736 今西　大和(3) 大台陸上ク 10.19 -1.5

ﾀｹﾓﾄ ﾊﾔﾄ 多気 ﾖｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 多気 HK
4 3 744 竹本　颯斗(3) 多気ＲＣ 11.44 4 747 吉村　陵汰(3) 多気ＲＣ 10.32 -1.5

ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 多気 ﾀﾆ ｺｳﾀ 多気 HK
5 5 4995 中村　響介(3) 多気ＲＣ 12.30 5 1737 谷　　航多(3) 大台陸上ク 10.35 -2.0

ｼﾓﾑﾗﾚｲ 多気 HK
6 4998 下村　　嶺(3) 明星小 10.40 -1.5

ﾐﾔﾓﾄ ﾄｳﾏ 多気 HK
7 4988 宮本　到真(3) 斎宮小 10.49 -1.5

ﾀｶｸﾗ ﾀｸﾏ 多気 HK
8 1729 髙倉　　逞(3) 大台陸上ク 10.65 -1.9

2021/6/14 21:17凡例  DNS:欠場 HK:県大会標準記録



多気・男子４年　１００ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

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)                 15.11     猿木　　渉(大台陸上ク)                2017 6月13日 11:40 予　選
県大会標準記録(HK)           17.00     　                                    6月13日 14:40 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-2.4) 2組 (風:-2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｶﾜ ﾀｲｶﾞ 多気 ﾎﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 多気

1 3 1833 大川　帝華(4) 明和陸上少 17.62 q 1 3 1718 堀江　涼介(4) 大台陸上ク 16.89 HK q
ﾓﾘｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 多気 ﾊﾏﾉ ﾖｳﾀ 多気

2 5 1834 森川　龍征(4) 明和陸上少 17.67 q 2 4 741 濵野　陽太(4) 多気ＲＣ 16.89 *TK,HK q
ｶﾄｳ ｻﾄｼ 多気 ｵｸﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 多気

3 2 738 加藤　聡志(4) 多気ＲＣ 17.72 q 3 5 1835 奥野　鉄平(4) 明和陸上少 18.72 q
ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾙ 多気 ﾀﾅｶ ｶｲﾀ 多気

4 4 740 橋本　英龍(4) 多気ＲＣ 17.82 q 4 6 739 田中　快汰(4) 多気ＲＣ 19.20
ﾏｻｷ ｱﾕﾑ 多気 ｵｶ ｼｭｳｺﾞ 多気

5 6 1720 正木　歩武(4) 大台陸上ク 17.98 q 2 4993 岡　柊吾(4) 多気ＲＣ DNS

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
ﾎﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 多気

1 4 1718 堀江　涼介(4) 大台陸上ク 16.65 HK
ﾊﾏﾉ ﾖｳﾀ 多気

2 6 741 濵野　陽太(4) 多気ＲＣ 16.77 HK
ｵｵｶﾜ ﾀｲｶﾞ 多気

3 7 1833 大川　帝華(4) 明和陸上少 17.40
ﾓﾘｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 多気

4 5 1834 森川　龍征(4) 明和陸上少 17.44
ｶﾄｳ ｻﾄｼ 多気

5 9 738 加藤　聡志(4) 多気ＲＣ 17.46
ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾙ 多気

6 8 740 橋本　英龍(4) 多気ＲＣ 17.79
ﾏｻｷ ｱﾕﾑ 多気

7 2 1720 正木　歩武(4) 大台陸上ク 18.04
ｵｸﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 多気

8 3 1835 奥野　鉄平(4) 明和陸上少 18.52

2021/6/14 21:17凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり HK:県大会標準記録



多気・男子５年　１００ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

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 6月13日 12:25 予　選
県大会標準記録(HK)           16.00     　                                    6月13日 15:35 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-1.5) 2組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 多気 ｵｵﾆｼ ｻｸﾀﾛｳ 多気

1 6 4992 近藤　蒼真(5) 多気ＲＣ 15.41 HK q 1 3 1818 大西咲太朗(5) 明和陸上少 15.66 HK q
ﾏｴｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 多気 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｸﾞｻ 多気

2 3 1701 前川　陸翔(5) 大台陸上ク 16.06 q 2 8 733 松本　千種(5) 多気ＲＣ 15.76 HK q
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 多気 ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾄ 多気

3 2 1830 榊原　夢生(5) 明和陸上少 16.56 q 3 2 1822 福島　遙斗(5) 明和陸上少 15.87 HK q
ｳｼｵﾀﾞ ｱｶｼ 多気 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 多気

4 8 1817 潮田　暁詩(5) 明和陸上少 17.45 4 5 1702 松本　大輝(5) 大台陸上ク 16.11 q
ﾀｶﾏﾂ ｼｭｳﾀﾛｳ 多気 ｵｵﾀｷ ｺｳﾀ 多気

5 5 732 高松　周太郎(5) 多気ＲＣ 18.10 5 4 1704 大滝　康太(5) 大台陸上ク 17.26 q
ｷﾀﾑﾗ ﾂｶｻ 多気 ﾂﾑｷ ｼｮｳﾏ 多気

6 4 1707 北村　　司(5) 大台陸上ク 19.29 6 6 1715 積木　笙真(5) 大台陸上ク 17.82
ｷﾉｼﾀ ｺｳｼ 多気 ﾀｶｷﾞ ｶｲﾊ 多気

7 7 1714 木下　晃志(5) 大台陸上ク 19.60 7 7 1823 髙木　海波(5) 明和陸上少 18.12

決　勝　

(風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 多気

1 4 4992 近藤　蒼真(5) 多気ＲＣ 15.45 HK
ｵｵﾆｼ ｻｸﾀﾛｳ 多気

2 5 1818 大西咲太朗(5) 明和陸上少 15.49 HK
ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾄ 多気

3 7 1822 福島　遙斗(5) 明和陸上少 15.82 HK
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 多気

4 8 1702 松本　大輝(5) 大台陸上ク 15.91 HK
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｸﾞｻ 多気

5 6 733 松本　千種(5) 多気ＲＣ 16.05
ﾏｴｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 多気

6 9 1701 前川　陸翔(5) 大台陸上ク 16.06
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ 多気

7 2 1830 榊原　夢生(5) 明和陸上少 16.88
ｵｵﾀｷ ｺｳﾀ 多気

8 3 1704 大滝　康太(5) 大台陸上ク 17.85

2021/6/14 21:17凡例  HK:県大会標準記録



多気・男子６年　１００ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

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
県大会標準記録(HK)           15.50                                           6月13日 16:30 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
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｺﾞ 多気

1 2 1694 木下　友護(6) 大台陸上ク 13.12 GR,HK

ﾅｶｲ ｿｳｴｲ 多気

2 6 1693 中井　蒼瑛(6) 大台陸上ク 14.64 HK
ﾅｶﾆｼ ﾅﾅﾄ 多気

3 7 1812 中西　虹翔(6) 明和陸上少 14.68 HK
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 多気

4 5 1814 北村　翔大(6) 明和陸上少 14.79 HK
ﾖｺｲ ｼﾞﾝ 多気

5 4 1695 横井　　仁(6) 大台陸上ク 16.06
ｱﾀﾞﾁ ﾘﾋﾄ 多気

6 3 1810 安達　理人(6) 明和陸上少 16.64

2021/6/14 21:17凡例  GR:大会記録 HK:県大会標準記録



友好男子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

6月13日 13:42 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
ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙﾏ 多気

1 4 723 竹本　知真(6) 多気ＲＣ 15.43

2021/6/14 21:17



多気・男子　８００ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)             2:17.86     佐々木勝紀(保々ＲＣ・四日市)          2019
大会記録(GR)               2:39.09     大西　彩斗(津田)                      2011
県大会標準記録(HK)         2:50.00     　                                    6月13日 13:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｺｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 多気

1 2 1820 世古口大我(5) 明和陸上少 2:47.23 HK
ｵｵﾆｼ ﾄｷｵ 多気

2 3 730 大西　訓生(5) 多気ＲＣ 2:47.27 HK
ｲﾉｳｴ ｿｳｽｹ 多気

3 1 731 井上　創介(5) 多気ＲＣ 2:49.16 HK
ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 多気

4 5 1827 佐々木瞭多(6) 明和陸上少 2:58.97
ﾊﾅｲ ﾕｳｻｸ 多気

5 4 1813 花井　悠作(6) 明和陸上少 3:03.74

2021/6/14 21:17凡例  HK:県大会標準記録



多気・男子コンバインドA
審 判 長：

記録主任：岡田　和久

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ C_80mH
C_走高

跳
総合 ｺﾒﾝﾄ

21.95 1m15
1 1819 -1.2 961

(100) (861)(5)

氏名 所属

ｸﾗｸﾞﾁ ｼｭｳｺﾞ 多気

倉口　秀梧 明和陸上少

2021/6/14 21:17凡例 



多気・男子コンバインドA C_80mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

6月13日 09:46 決　勝

(風:-1.2)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾗｸﾞﾁ ｼｭｳｺﾞ 多気

1 2 1819 倉口　秀梧(5) 明和陸上少 21.95 100

2021/6/14 21:17



多気・男子コンバインドA C_走高跳
審 判 長：古西　敏彦
記録主任：岡田　和久

6月13日 11:00  1組

ｸﾗｸﾞﾁ ｼｭｳｺﾞ 多気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

1 1 1819 倉口　秀梧(5) 明和陸上少 1m15 861

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
0m85 1m20

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15

2021/6/14 21:17



多気・男子コンバインドB
審 判 長：

記録主任：岡田　和久

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
C_走幅

跳
C_ｼﾞｬｯ
ﾍﾞﾘｯｸ

総合 ｺﾒﾝﾄ

3m87 34m94
1 734 +0.4 1627

(857) (770)
3m90 29m58

2 722 +2.3 1526
(865) (661)
3m50 34m92

3 1811 +1.9 1522
(753) (769)
3m22 38m35

4 1821 +1.2 1514
(675) (839)
2m85 26m60

5 1519 +1.5 1171
(571) (600)

ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾀ

氏名 所属

多気

多気ＲＣ岡島　悠太
(5)

ｷﾀﾔﾏ ｺｳﾀ

北山　滉大

ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ

ﾀｶｸﾗ ｲﾂｷ

高倉　樹
(6)

西村　立輝
(5)
ｻｶｲ ﾊﾙｷ

坂井　陽希
(6)

多気

多気ＲＣ

(6)

多気

多気陸上教室

多気

明和陸上少

多気

明和陸上少

2021/6/14 21:17凡例 



多気・男子コンバインドB C_走幅跳
審 判 長：古西　敏彦
記録主任：岡田　和久

6月13日 10:45  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶｸﾗ ｲﾂｷ 多気

1 1 722 高倉　樹(6) 多気ＲＣ
ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾀ 多気

2 4 734 岡島　悠太(5) 多気ＲＣ
ｷﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 多気

3 2 1811 北山　滉大(6) 明和陸上少
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ 多気

4 5 1821 西村　立輝(5) 明和陸上少
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 多気

5 3 1519 坂井　陽希(6) 多気陸上教室

3m50 3m46 3m50

3m21 3m22 3m22

3m87 3m31 3m87

2m85 2m64 2m85

3m90 × 3m90

+1.5 -0.5 +1.5 571

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

+0.5 +1.2 +1.2 675

+2.3 +2.3 865

+1.9 -0.5 +1.9 753

+0.4 -0.7 +0.4 857

2021/6/14 21:17



多気・男子コンバインドB C_ジャベリックボール投
審 判 長：大河内義弘
記録主任：岡田　和久

6月13日 12:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ 多気

1 4 1821 西村　立輝(5) 明和陸上少
ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾀ 多気

2 2 734 岡島　悠太(5) 多気ＲＣ
ｷﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 多気

3 3 1811 北山　滉大(6) 明和陸上少
ﾀｶｸﾗ ｲﾂｷ 多気

4 5 722 高倉　樹(6) 多気ＲＣ
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 多気

5 1 1519 坂井　陽希(6) 多気陸上教室

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

38m35 × 38m35 839
〇

34m94 34m94 770

34m92 × 34m92 769
〇

29m58 29m58 661
〇

26m60 26m60 600

2021/6/14 21:17



多気・女子３年　６０ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

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
県大会標準記録(HK)           11.50     　                                    6月13日 10:15 決　勝

決　勝　

(風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾏ ｱｲﾅ 多気

1 8 4986 福間　愛夏(3) 斎宮小 10.84 HK
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾖ 多気

2 6 4984 中村　友与(3) 斎宮小 10.86 HK
ｱｵｷ ﾓｴ 多気

3 7 742 青木　萌(3) 多気ＲＣ 11.52
ｷｼﾞ ﾉﾉﾊ 多気

4 2 4994 木地　希々絆(3) 多気ＲＣ 11.63
ｺｻｶ ﾌｳｶ 多気

5 4 743 小阪　楓華(3) 多気ＲＣ 12.02
ﾌｶｴ ﾋｶﾘ 多気

6 5 1520 深江陽佳莉(3) 多気陸上教室 12.47
ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾒ 多気

3 4985 森田　捺愛(3) 斎宮小 DNS

2021/6/14 21:17凡例  DNS:欠場 HK:県大会標準記録



多気・女子４年　１００ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

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
県大会標準記録(HK)           17.50                                           6月13日 14:10 決　勝

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
ｶﾒﾀﾞ ｱﾘｻ 多気

1 5 735 亀田　有沙(4) 多気ＲＣ 16.41 HK
ﾂﾑｷ ﾏﾅ 多気

2 8 1725 積木　　愛(4) 大台陸上ク 17.07 HK
ｺﾔﾏ ﾕｳ 多気

3 6 1726 小山　結羽(4) 大台陸上ク 17.71
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｲﾙ 多気

4 7 736 坂口　真琉(4) 多気ＲＣ 18.05
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｺ 多気

5 4 1727 谷口　優子(4) 大台陸上ク 18.21
ﾎﾘｴ ﾅﾅ 多気

6 2 1724 堀江　那奈(4) 大台陸上ク 18.53
ｲｹﾔﾏ ｺｺﾈ 多気

7 3 737 池山　心音(4) 多気ＲＣ 18.70

2021/6/14 21:17凡例  HK:県大会標準記録



多気・女子５年　１００ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)               13.17     北尾　心映(いすずＵＫ・伊勢)          2018
大会記録(GR)                 14.55     宮村　桃子(多気ＲＣ)                  2010 6月13日 12:00 予　選
県大会標準記録(HK)           16.50                                           6月13日 15:05 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-0.8) 2組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅ 多気 ｷｼﾞ ﾐﾐｶ 多気

1 7 1829 森川　妃梛(5) 明和陸上少 16.51 q 1 7 4990 木地　美々香(5) 多気ＲＣ 16.19 HK q
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 多気 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｱ 多気

2 4 728 橋本　華歩(5) 多気ＲＣ 16.68 q 2 2 727 中村　青空(5) 多気ＲＣ 16.46 HK q
ｻｶｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ 多気 ﾏﾂﾔﾏ ｱｲﾘ 多気

3 5 1708 坂口　涼音(5) 大台陸上ク 16.74 q 3 6 1831 松山　愛梨(5) 明和陸上少 16.61 q
ﾉﾛ ﾏﾅｶ 多気 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 多気

4 3 1710 野呂　真菜佳(5) 大台陸上ク 17.75 4 5 1825 中村　美緒(5) 明和陸上少 18.06
ｵｶ ｻｸﾗ 多気 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｲﾛ 多気

5 8 4991 岡　咲良(5) 多気ＲＣ 17.87 5 4 1716 松田　陽彩(5) 大台陸上ク 19.76
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｽﾞﾅ 多気 ﾓﾘﾀ ﾐｻｷ 多気

6 2 1824 立花　柚奈(5) 明和陸上少 17.97 3 1832 森田　美咲(5) 明和陸上少 DNS
ｵｸﾞﾗ ﾅﾐ 多気

7 6 1711 小倉　七海(5) 大台陸上ク 18.55

3組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾀﾃﾞﾅﾂｷ 多気

1 2 4996 北出　菜月(5) 明星小 15.86 HK q
ﾔﾏﾀﾞ ﾊｽﾞｷ 多気

2 7 1826 山田　波月(5) 明和陸上少 16.94 q
ﾆｼｶﾜｼﾞ ｻﾗ 多気

3 4 4989 西川路　沙良(5) 相可小 17.00
ﾅｶﾔﾏ ｶﾉﾝ 多気

4 6 1709 中山　佳音(5) 大台陸上ク 17.08
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｱ 多気

5 5 726 小林　優愛(5) 多気ＲＣ 17.37
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾖﾘ 多気

3 1717 吉田　妃李(5) 大台陸上ク DNS

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
ｷﾀﾃﾞﾅﾂｷ 多気

1 5 4996 北出　菜月(5) 明星小 16.01 HK
ｷｼﾞ ﾐﾐｶ 多気

2 4 4990 木地　美々香(5) 多気ＲＣ 16.36 HK
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｱ 多気

3 6 727 中村　青空(5) 多気ＲＣ 16.39 HK
ｻｶｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ 多気

4 2 1708 坂口　涼音(5) 大台陸上ク 16.48 HK
ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅ 多気

5 7 1829 森川　妃梛(5) 明和陸上少 16.68
ﾏﾂﾔﾏ ｱｲﾘ 多気

6 9 1831 松山　愛梨(5) 明和陸上少 16.80
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 多気

7 8 728 橋本　華歩(5) 多気ＲＣ 16.82
ﾔﾏﾀﾞ ﾊｽﾞｷ 多気

8 3 1826 山田　波月(5) 明和陸上少 16.98

2021/6/14 21:17凡例  DNS:欠場 HK:県大会標準記録



多気・女子６年　１００ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)               12.67     北尾　心映(いすずＵＫ・伊勢)          2019
大会記録(GR)                 13.77     宮村　桃子(多気ＲＣ)                  2011
県大会標準記録(HK)           16.00                                           6月13日 15:55 決　勝

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
ﾏﾂｲ ﾚﾅ 多気

1 3 1815 松井　怜夏(6) 明和陸上少 16.03
ﾏｲ ｱｲﾅ 多気

2 4 1700 間井　愛奈(6) 大台陸上ク 16.35
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ 多気

3 2 1698 松本　花鈴(6) 大台陸上ク 17.59

2021/6/14 21:17



友好女子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

6月13日 13:40 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
ﾆｼｲ ﾕﾏ 多気

1 5 719 西井　唯真(6) 多気ＲＣ 15.52

2021/6/14 21:17



多気・女子　８００ｍ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)             2:22.22     坂本　美來(Y.W.C・四日市)             2020
大会記録(GR)               2:44.05     西口　陽菜(下御糸)                    2014
県大会標準記録(HK)         3:00.00                                           6月13日 13:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ﾁﾅﾙ 多気

1 2 729 林　千愛(5) 多気ＲＣ 3:07.47
ﾅｶｲ ｱｵﾅ 多気

2 1 725 中井　葵菜(5) 多気ＲＣ 3:20.42

2021/6/14 21:17



多気・女子コンバインドA
審 判 長：

記録主任：岡田　和久

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ C_80mH
C_走高

跳
総合 ｺﾒﾝﾄ

18.65 1m05
1 1816 -0.9 900

(154) (746)(6)

氏名 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 多気

渡部　　華 明和陸上少

2021/6/14 21:17凡例 



多気・女子コンバインドA C_80mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

6月13日 09:36 決　勝

(風:-0.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 多気

1 2 1816 渡部　　華(6) 明和陸上少 18.65 154

2021/6/14 21:17



多気・女子コンバインドA C_走高跳
審 判 長：古西　敏彦
記録主任：岡田　和久

6月13日 11:00  1組

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 多気 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ×

1 1 1816 渡部　　華(6) 明和陸上少 1m05 746

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
0m85

得点 ｺﾒﾝﾄ
0m90 0m95 1m00 1m05 1m10

記録

2021/6/14 21:17



多気・混合　４×１００ｍＲ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)               51.74     ゆめが丘ＲＣ・伊賀(前川・福岡・恵士・森川)2019 6月13日 13:35 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 720 村田　莉彩(6) ﾑﾗﾀ ﾘｻ 56.30
(多気) 718 小島　逢美琉(6) ｺｼﾞﾏ ｱﾐﾙ

721 石田　明輝(6) ｲｼﾀﾞ ｱｷ
724 深江　諒磨(6) ﾌｶｴ ﾘｮｳﾏ

2021/6/14 21:17


