
ト ラ ッ ク 審 判 長 小池　弘文

跳 躍 審 判 長 松葉　清高

投 て き 審 判 長 諸戸　宣行

混 成 審 判 長 松葉　清高

記 録 主 任 岡田　和久

日付 種目

谷口　翔紀(3) 10.46 逵　千晃(3) 10.52 薮谷　大翔(3) 10.67 新屋　大喜(3) 11.06 山嵜　千晴(3) 11.19 山口　航平(3) 12.89
大台陸上ク 多気RC 多気RC 多気RC 勢和小 多気RC
北出　楓斗(4) 14.89(+4.4) 北村　玲(4) 14.90(+4.4) 谷　航多(4) 14.93(+4.4) 今西　大和(4) 15.04(+2.1) 吉村　陵汰(4) 15.32(+2.1) 髙倉　逞(4) 15.39(+4.4) 下村　嶺(4) 15.61(+4.4) 中山　琉斗(4) 16.72(+2.1)
明星小 多気RC 大台陸上ク 大台陸上ク 多気RC 大台陸上ク 明星小 大台陸上ク
堀江　涼介(5) 14.84 森川　龍征(5) 15.17 大川　帝華(5) 16.01 奥野　鉄平(5) 16.59
大台陸上ク 明和陸上少 明和陸上少 明和陸上少
近藤　蒼真(6) 14.19 大西　咲太朗(6) 14.22 松本　千種(6) 14.58 福島　遙斗(6) 14.74 松本　大輝(6) 14.87 倉口　秀梧(6) 15.00 榊原　夢生(6) 15.13 前川　陸翔(6) 17.84
多気RC HK 明和陸上少 HK 多気RC HK 明和陸上少 HK 大台陸上ク HK 明和陸上少 HK 明和陸上少 HK 大台陸上ク
世古口　大我(6) 2:35.59 井上　創介(6) 2:42.77 大西　訓生(6) 2:45.15 中村　拓海(6) 2:49.19 田中　翔大(6) 2:56.76 本間　青嗣(5) 3:04.77 加藤　聡志(5) 3:05.92 伊藤　健悟(5) 3:07.85
明和陸上少 GR,HK 多気RC HK 多気RC HK 多気RC HK 明和陸上少 多気RC 多気RC 明和陸上少
岡島　悠太(6) 1757点 西村　立輝(6) 1605点 岡　柊吾(5) 1058点 樋口　蒼志(6) 993点
多気RC 明和陸上少 多気RC 明和陸上少

西村　星空(3) 10.05 長嶋　志歩(3) 10.47 吉川　りの(3) 10.64 小西　和花(3) 12.11
大台陸上ク 大台陸上ク 大台陸上ク 多気RC
福間　愛夏(4) 15.77(+2.5) 酒井　結羽(4) 15.90(+1.1) 木地　希々絆(4) 16.63(+1.1) 森田　捺愛(4) 17.29(+1.1) 辻　心陽(4) 17.45(+2.5) 松本　心花(4) 17.53(+1.1) 小阪　楓華(4) 17.86(+2.5) 深江　陽佳莉(4) 18.08(+1.1)
斎宮小 多気RC HK 多気RC HK 斎宮小 HK 明和陸上少 多気RC 多気RC 多気RC
亀田　有沙(5) 15.09 積木　愛(5) 15.51 小山　結羽(5) 16.35 坂口　真琉(5) 16.45 堀江　那奈(5) 16.69 山本　真央(5) 17.22
多気RC 大台陸上ク 大台陸上ク 多気RC 大台陸上ク 多気RC
北出　菜月(6) 15.15 松山　愛梨(6) 15.25 木地　美々香(6) 15.62 森川　妃梛(6) 15.76 中村　美緒(6) 16.01 坂口　涼音(6) 16.13 中山　佳音(6) 16.40 野呂　真菜佳(6) 16.57
明星小 HK 明和陸上少 HK 多気RC HK 明和陸上少 HK 明和陸上少 大台陸上ク 大台陸上ク 大台陸上ク
林　千愛(6) 2:58.60 谷口　優子(5) 3:00.63 小林　優愛(6) 3:06.95 山田　波月(6) 3:13.35 池山　心音(5) 3:16.19
多気RC HK 大台陸上ク 多気RC 明和陸上少 多気RC
長嶋　花歩(5) 796点
大台陸上ク

岡　咲良(6) 988点 中井　葵菜(6) 954点
多気RC 多気RC

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 NM:記録なし *TK:着差あり HK:県大会標準記録 =HK:県大会標準記録

県小学生合同地区予選会 【22230731】 
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢 【231010】 
2022/06/12 ～ 2022/06/12

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月12日
多気・男子３年　６０ｍ 

風：+2.2

6月12日 多気・男子４年　１００ｍ

6月12日
多気・男子５年　１００ｍ 

風：+4.5

6月12日
多気・男子６年　１００ｍ 

風：-0.3

6月12日 多気・男子　８００ｍ

4m29(+1.2)-35m55

6月12日 多気・男子コンバインドB

3m39(+1.7)-40m49 2m86(+1.8)-20m88 2m65(+2.2)-20m56

6月12日
多気・女子３年　６０ｍ 

風：+3.2

6月12日 多気・女子４年　１００ｍ

6月12日
多気・女子５年　１００ｍ 

風：+4.7

6月12日
多気・女子６年　１００ｍ 

風：-0.1

6月12日 多気・女子　８００ｍ

19.93(+1.6)-1m05

6月12日 多気・女子コンバインドA

2m88(-0.4)-15m472m99(-0.1)-15m68

6月12日 多気・女子コンバインドB


