
ト ラ ッ ク 審 判 長 松田　伸彦

跳 躍 審 判 長 松田　伸彦

投 て き 審 判 長 松田　伸彦

記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

冨山　大翔(6) 14.28 近藤　蒼真(6) 14.35 見永　颯陽(6) 14.60 大西　咲太朗(6) 14.61 伊藤　蓮(6) 14.70 福島　遙斗(6) 14.74 神成　想晴(5) 14.85 松本　千種(6) 14.99
松阪走塾 多気ＲＣ 松阪走塾 明和陸上 松阪走塾 明和陸上 ＵＲＣ 多気ＲＣ
JAC EASTA 56.12 松阪走塾A 56.57 多気ＲＣA 57.86 南勢陸上クA 58.55 ＵＲＣ 58.98 大台陸上ク 59.16 松阪走塾B 1:00.52 JAC EASTB 1:01.26
大西　太一(6) 若松　虎夏(6) 井上　創介(6) 西嶋　夢登(6) 鈴木　蕾颯(6) 松本　大輝(6) 前田　尚希(6) 藤原　伶壮(6)
森　悠誠(6) 見永　颯陽(6) 近藤　蒼真(6) 前田　彩翔(6) 倉地　柊成(6) 堀江　涼介(5) 庄司　大峨(6) 山本　晴成(5)
中川　晄(6) 中村　勝音(6) 松本　千種(6) 鈴木　悠介(6) 垣内　琉(5) 積木　大和(6) 前川　遼太郎(6) 森田　耀一朗(6)
小林　碧(6) 伊藤　蓮(6) 山田　悠斗(6) 曽根　星吾(6) 神成　想晴(5) 前川　陸翔(6) 松尾　朋輝(6) 福井　康人(6)
小川　このは(6) 14.24 三輪　まな(6) 14.51 中里　莉桜(6) 14.83 北出　菜月(6) 15.32 上岡　沙月(5) 15.53 松山　愛梨(6) 15.76 山下　莉愛(6) 15.87 冨山　桜(5) 16.17
ＵＲＣ GR 松阪走塾 松阪走塾 明星小 松阪走塾 明和陸上 松阪走塾 松阪走塾
JAC EASTA 58.96 松阪走塾A 59.04 南勢陸上クA 59.71 多気ＲＣ 1:00.96 明和陸上 1:01.40 JAC EASTC 1:03.55 ＵＲＣ 1:03.84 南勢陸上クB 1:04.45
山際　聖良(6) 上岡　沙月(5) 山辺　紗弓(6) 橋本　華歩(6) 山田　波月(6) 喜多　綾美(5) 山田　遥菜(5) 岩﨑　真菜加(5)
中山　紅羽(6) 中里　莉桜(6) 山川　詩茉(6) 木地　美々香(6) 森川　妃梛(6) 木下　佳胡(5) 小川　このは(6) 豊田　柚葉(5)
金森　菜里(6) 山下　莉愛(6) 中村　知聖(5) 林　千愛(6) 中村　美緒(6) 森　香琳(5) 田川　智咲(6) 吉田　葵衣(6)
中北　光咲(6) 冨山　桜(5) 山脇　吉乃(6) 中村　青空(6) 松山　愛梨(6) 羽田　弓真(5) 田川　明莉(6) 武田　悠里(5)

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり *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 *F8:2番目の記録による順位

7月31日 小学女子4×100mR

7月31日
小学女子100m 

風：-2.5

7月31日 小学男子4×100mR

8位

7月31日
小学男子100m 

風：-1.1

第17回松阪陸上競技選手権大会 【22230737】
兼第13回松阪市体育協会長杯　小学生リレー大会
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢第二競技場 【233100】
2022/07/31 ～ 2022/07/31

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



第17回松阪陸上競技選手権大会 【22230737】 新・タイ記録一覧表
兼第13回松阪市体育協会長杯　小学生リレー大会
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢第二競技場 【233100】 出力時刻 2022/07/31 17:53
2022/07/31 ～ 2022/07/31

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

1 7月31日 大会記録 女 小学 100m 予　選 1 1 14.25 -3.2m/s 小川　このは(6) ＵＲＣ
2 7月31日 大会記録 女 小学 100m 決　勝 1 1 14.24 -2.5m/s 小川　このは(6) ＵＲＣ



コンディション情報

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

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/07/31 09:00 晴 34.4 45.0 南西 1.3

10:00 晴 38.6 45.0 西 0.8
11:00 晴 34.5 43.0 南 2.6
12:00 晴 35.8 40.0 南 1.7
13:00 晴 34.7 48.0 南 0.9
14:00 晴 35.0 45.0 西南西 3.1
15:00 晴 34.1 56.0 西南西 2.3
16:00 晴 33.9 57.0 西南西 1.2
17:00 晴 32.1 60.0 南西 1.4
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