
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



県小学生合同地区予選会 【22230731】 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 2022/06/12 16:47
2022/06/12 ～ 2022/06/12

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 6月12日 大会記録 男 多気 800m 決　勝 1 1 2:35.59 世古口　大我(6) 明和陸上少(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     　                                    

決　勝　

(風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｷ

1 5 1690 谷口　翔紀(3) 大台陸上ク 10.46
ﾂｼﾞ ﾁｱｷ

2 4 709 逵　千晃(3) 多気RC 10.52
ﾔﾌﾞﾔ ﾊﾙﾄ

3 7 707 薮谷　大翔(3) 多気RC 10.67
ｼﾝﾔ ﾀｲｷ

4 2 708 新屋　大喜(3) 多気RC 11.06
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾊﾙ

5 6 4968 山嵜　千晴(3) 勢和小 11.19
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

6 3 710 山口　航平(3) 多気RC 12.89
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ

8 1691 本田　拓巳(3) 大台陸上ク DNS

凡例  DNS:欠場



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
県大会標準記録(HK)           17.00     　                                    

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+4.4) 2組 (風:+2.1)

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
ｼﾓﾑﾗ ﾚｲ ｲﾏﾆｼ ﾔﾏﾄ

1 2 4971 下村　嶺(4) 明星小 15.61 1 6 1682 今西　大和(4) 大台陸上ク 15.04
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ ﾖｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

2 6 1678 松原　創佑(4) 大台陸上ク 16.84 2 3 705 吉村　陵汰(4) 多気RC 15.32
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾄ

3 5 1768 中村　龍聖(4) 明和陸上少 17.03 3 5 1677 中山　琉斗(4) 大台陸上ク 16.72
ｸﾗﾉ ﾄｷ ﾀｶﾏﾂ ｼｭﾝﾀ

4 3 1770 倉野　翔揮(4) 明和陸上少 17.06 4 4 702 高松　俊太(4) 多気RC 17.05
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ

5 4 704 堀内　佑海(4) 多気RC 17.29 5 2 1769 安達　大翔(4) 明和陸上少 17.84
ｵｵｲｼ ｹﾞﾝ ﾂﾑｷ ｷｮｳｽｹ

7 703 大石　源(4) 多気RC DNS 6 7 1662 積木　喬亮(4) 大台陸上ク 18.16

3組 (風:+4.4) 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

ｷﾀﾃﾞ ﾌｳﾄ ｷﾀﾃﾞ ﾌｳﾄ

1 4 4970 北出　楓斗(4) 明星小 14.89 1 4970 北出　楓斗(4) 明星小 14.89 +4.4
ｷﾀﾑﾗ ﾚｲ ｷﾀﾑﾗ ﾚｲ

2 6 1941 北村　玲(4) 多気RC 14.90 2 1941 北村　玲(4) 多気RC 14.90 +4.4
ﾀﾆ ｺｳﾀ ﾀﾆ ｺｳﾀ

3 5 1683 谷　航多(4) 大台陸上ク 14.93 3 1683 谷　航多(4) 大台陸上ク 14.93 +4.4
ﾀｶｸﾗ ﾀｸﾏ ｲﾏﾆｼ ﾔﾏﾄ

4 8 1675 髙倉　逞(4) 大台陸上ク 15.39 4 1682 今西　大和(4) 大台陸上ク 15.04 +2.1
ﾀｹﾓﾄ ﾊﾔﾄ ﾖｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

5 2 701 竹本　颯斗(4) 多気RC 17.54 5 705 吉村　陵汰(4) 多気RC 15.32 +2.1
ﾏﾂﾓﾄ ﾌｸ ﾀｶｸﾗ ﾀｸﾏ

6 7 1772 松本　福久(4) 明和陸上少 17.60 6 1675 髙倉　逞(4) 大台陸上ク 15.39 +4.4
ﾏﾂﾔﾏ ｱﾗﾀ ｼﾓﾑﾗ ﾚｲ

7 3 1771 松山　新(4) 明和陸上少 17.81 7 4971 下村　嶺(4) 明星小 15.61 +4.4
ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾄ

8 1677 中山　琉斗(4) 大台陸上ク 16.72 +2.1

凡例  DNS:欠場



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
県大会標準記録(HK)           16.00     　                                    

決　勝　

(風:+4.5)

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

1 4 1667 堀江　涼介(5) 大台陸上ク 14.84
ﾓﾘｶﾜ ﾘｭｳｾｲ

2 3 1762 森川　龍征(5) 明和陸上少 15.17
ｵｵｶﾜ ﾀｲｶﾞ

3 2 1761 大川　帝華(5) 明和陸上少 16.01
ｵｸﾉ ﾃｯﾍﾟｲ

4 5 1763 奥野　鉄平(5) 明和陸上少 16.59



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)                 13.12     木下　友護(大台陸上ク)                2021
県大会標準記録(HK)           15.50                                           

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+3.6) 2組 (風:+3.1)

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
ｵｵﾆｼ ｻｸﾀﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ

1 7 1747 大西　咲太朗(6) 明和陸上少 13.96 q 1 8 680 近藤　蒼真(6) 多気RC 13.73 q
ｸﾗｸﾞﾁ ｼｭｳｺﾞ ﾏﾂﾓﾄ ﾁｸﾞｻ

2 5 1748 倉口　秀梧(6) 明和陸上少 14.71 q 2 5 685 松本　千種(6) 多気RC 14.09 q
ﾏｴｶﾞﾜ ﾘｸﾄ ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾄ

3 4 1651 前川　陸翔(6) 大台陸上ク 14.83 q 3 7 1751 福島　遙斗(6) 明和陸上少 14.13 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗ ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

4 3 1756 山本　斗羅(6) 明和陸上少 15.66 4 2 1652 松本　大輝(6) 大台陸上ク 14.50 q
ﾂﾑｷ ｼｮｳﾏ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ

5 2 1664 積木　笙真(6) 大台陸上ク 15.88 5 3 1758 榊原　夢生(6) 明和陸上少 14.80 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾂﾑｷ ﾔﾏﾄ

6 8 679 山田　悠斗(6) 多気RC 16.02 6 4 1661 積木　大和(6) 大台陸上ク 14.86
ﾀｶｷﾞ ｶｲﾊ ｷﾀﾑﾗ ﾂｶｻ

7 6 1752 髙木　海波(6) 明和陸上少 16.86 7 6 1655 北村　司(6) 大台陸上ク 17.55

決　勝　

(風:-0.3)

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

1 6 680 近藤　蒼真(6) 多気RC 14.19 HK
ｵｵﾆｼ ｻｸﾀﾛｳ

2 5 1747 大西　咲太朗(6) 明和陸上少 14.22 HK
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｸﾞｻ

3 4 685 松本　千種(6) 多気RC 14.58 HK
ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾄ

4 7 1751 福島　遙斗(6) 明和陸上少 14.74 HK
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

5 8 1652 松本　大輝(6) 大台陸上ク 14.87 HK
ｸﾗｸﾞﾁ ｼｭｳｺﾞ

6 9 1748 倉口　秀梧(6) 明和陸上少 15.00 HK
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ

7 2 1758 榊原　夢生(6) 明和陸上少 15.13 HK
ﾏｴｶﾞﾜ ﾘｸﾄ

8 3 1651 前川　陸翔(6) 大台陸上ク 17.84

凡例  HK:県大会標準記録 q:記録による通過者



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     　                                    

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

1 7 1749 世古口　大我(6) 明和陸上少 2:35.59 GR,HK

ｲﾉｳｴ ｿｳｽｹ

2 4 682 井上　創介(6) 多気RC 2:42.77 HK
ｵｵﾆｼ ﾄｷｵ

3 3 681 大西　訓生(6) 多気RC 2:45.15 HK
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

4 6 684 中村　拓海(6) 多気RC 2:49.19 HK
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀﾞｲ

5 9 1765 田中　翔大(6) 明和陸上少 2:56.76
ﾎﾝﾏ ｾｲｼﾞ

6 8 1937 本間　青嗣(5) 多気RC 3:04.77
ｶﾄｳ ｻﾄｼ

7 2 690 加藤　聡志(5) 多気RC 3:05.92
ｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ

8 1 1767 伊藤　健悟(5) 明和陸上少 3:07.85
ﾊﾏﾉ ﾖｳﾀ

9 5 694 濱野　陽太(5) 多気RC 3:09.82
ﾀｶﾏﾂ ｼｭｳﾀﾛｳ

10 10 683 高松　周太郎(6) 多気RC 3:09.92
ﾀﾅｶ ｶｲﾀ

11 11 693 田中　快汰(5) 多気RC 3:12.50

凡例  GR:大会記録 HK:県大会標準記録



多気・男子コンバインドB
審 判 長：松葉　清高
記録主任：岡田　和久

大会記録(GR)                  2034     堀江　叶人(多気RC)                    2019

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
C_走幅

跳

C_ジャ
ベリッ
クボー
ル投

総合 ｺﾒﾝﾄ

4m29 35m55
1 686 +1.2 1757

(975) (782)
3m39 40m49

2 1750 +1.7 1605
(722) (883)
2m86 20m88

3 691 +1.8 1058
(574) (484)
2m65 20m56

4 1764 +2.2 993
(515) (478)(6)

(5)
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｼ

樋口　蒼志 明和陸上少

(6)
ｵｶ ｼｭｳｺﾞ

岡　柊吾 多気RC

(6)
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ

西村　立輝 明和陸上少

氏名 所属

ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾀ

岡島　悠太 多気RC

凡例 



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

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾀ

1 4 686 岡島　悠太(6) 多気RC
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ

2 3 1750 西村　立輝(6) 明和陸上少
ｵｶ ｼｭｳｺﾞ

3 2 691 岡　柊吾(5) 多気RC
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｼ

4 1 1764 樋口　蒼志(6) 明和陸上少 +2.2 +3.6 +2.2 515

+1.6 +1.8 +1.8 574
2m65 2m62 2m65

+1.6 +1.7 +1.7 722
2m54 2m86 2m86

+1.5 +1.2 +1.2 975
3m36 3m39 3m39

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

4m25 4m29 4m29



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：松葉　清高
記録主任：岡田　和久

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ

1 1 1750 西村　立輝(6) 明和陸上少
ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾀ

2 2 686 岡島　悠太(6) 多気RC
ｵｶ ｼｭｳｺﾞ

3 3 691 岡　柊吾(5) 多気RC
ﾋｸﾞﾁ ｿｳｼ

4 4 1764 樋口　蒼志(6) 明和陸上少 20m56 × 20m56 478

20m88 × 20m88 484

35m55 × 35m55 782

40m49 × 40m49 883

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ



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     　                                    

決　勝　

(風:+3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾑﾗ ｾｲﾗ

1 5 1693 西村　星空(3) 大台陸上ク 10.05
ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾎ

2 3 1694 長嶋　志歩(3) 大台陸上ク 10.47
ﾖｼｶﾜ ﾘﾉ

3 2 1689 吉川　りの(3) 大台陸上ク 10.64
ｺﾆｼ ﾜｶ

4 4 706 小西　和花(3) 多気RC 12.11



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                                           

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.1) 2組 (風:+2.5)

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
ｻｶｲ ﾕｳ ﾌｸﾏ ｱｲﾅ

1 4 1939 酒井　結羽(4) 多気RC 15.90 HK 1 2 4966 福間　愛夏(4) 斎宮小 15.77
ｷｼﾞ ﾉﾉﾊ ﾂｼﾞ ｺﾊﾙ

2 2 698 木地　希々絆(4) 多気RC 16.63 HK 2 7 1773 辻　心陽(4) 明和陸上少 17.45
ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾒ ｺｻｶ ﾌｳｶ

3 5 4967 森田　捺愛(4) 斎宮小 17.29 HK 3 3 696 小阪　楓華(4) 多気RC 17.86
ﾏﾂﾓﾄ ｺｺﾊ ﾏｴﾉｳ ｶｵﾝ

4 7 697 松本　心花(4) 多気RC 17.53 4 5 1687 前納　香音(4) 大台陸上ク 18.26
ﾌｶｴ ﾋｶﾘ ｱｵｷ ﾓｴ

5 6 699 深江　陽佳莉(4) 多気RC 18.08 5 4 695 青木　萌(4) 多気RC 18.28
ﾆｼｵｶ ｿﾅ ｵｸﾔﾏ ｱｽﾐ

6 3 1938 西岡　奏奈(4) 多気RC 18.29 6 6 1940 奥山　亜純(4) 多気RC 19.16

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾏ ｱｲﾅ

1 4966 福間　愛夏(4) 斎宮小 15.77 +2.5
ｻｶｲ ﾕｳ HK

2 1939 酒井　結羽(4) 多気RC 15.90 +1.1
ｷｼﾞ ﾉﾉﾊ HK

3 698 木地　希々絆(4) 多気RC 16.63 +1.1
ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾒ HK

4 4967 森田　捺愛(4) 斎宮小 17.29 +1.1
ﾂｼﾞ ｺﾊﾙ

5 1773 辻　心陽(4) 明和陸上少 17.45 +2.5
ﾏﾂﾓﾄ ｺｺﾊ

6 697 松本　心花(4) 多気RC 17.53 +1.1
ｺｻｶ ﾌｳｶ

7 696 小阪　楓華(4) 多気RC 17.86 +2.5
ﾌｶｴ ﾋｶﾘ

8 699 深江　陽佳莉(4) 多気RC 18.08 +1.1

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
県大会標準記録(HK)           16.50                                           

決　勝　

(風:+4.7)

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

1 5 689 亀田　有沙(5) 多気RC 15.09
ﾂﾑｷ ﾏﾅ

2 2 1671 積木　愛(5) 大台陸上ク 15.51
ｺﾔﾏ ﾕｳ

3 3 1672 小山　結羽(5) 大台陸上ク 16.35
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｲﾙ

4 6 687 坂口　真琉(5) 多気RC 16.45
ﾎﾘｴ ﾅﾅ

5 7 1670 堀江　那奈(5) 大台陸上ク 16.69
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ

6 4 1936 山本　真央(5) 多気RC 17.22



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                                           

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+1.6) 2組 (風:+2.7)

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
ｷﾀﾃﾞ ﾅﾂｷ ﾏﾂﾔﾏ ｱｲﾘ

1 2 4969 北出　菜月(6) 明星小 15.07 HK q 1 2 1759 松山　愛梨(6) 明和陸上少 14.93 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅ

2 4 1754 中村　美緒(6) 明和陸上少 15.97 HK q 2 4 1757 森川　妃梛(6) 明和陸上少 15.43 q
ｻｶｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ ｷｼﾞ ﾐﾐｶ

3 6 1656 坂口　涼音(6) 大台陸上ク 16.04 q 3 6 674 木地　美々香(6) 多気RC 15.46 q
ﾅｶﾔﾏ ｶﾉﾝ ﾉﾛ ﾏﾅｶ

4 5 1657 中山　佳音(6) 大台陸上ク 16.12 q 4 7 1658 野呂　真菜佳(6) 大台陸上ク 16.13 q
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｽﾞﾅ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾖﾘ

5 7 1753 立花　柚奈(6) 明和陸上少 16.90 5 5 1666 吉田　妃李(6) 大台陸上ク 16.61
ﾏﾂﾀﾞ ﾋｲﾛ ｵｸﾞﾗ ﾅﾐ

6 3 1665 松田　陽彩(6) 大台陸上ク 18.93 3 1659 小倉　七海(6) 大台陸上ク DNS

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
ｷﾀﾃﾞ ﾅﾂｷ

1 5 4969 北出　菜月(6) 明星小 15.15 HK
ﾏﾂﾔﾏ ｱｲﾘ

2 6 1759 松山　愛梨(6) 明和陸上少 15.25 HK
ｷｼﾞ ﾐﾐｶ

3 7 674 木地　美々香(6) 多気RC 15.62 HK
ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅ

4 4 1757 森川　妃梛(6) 明和陸上少 15.76 HK
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ

5 9 1754 中村　美緒(6) 明和陸上少 16.01
ｻｶｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ

6 8 1656 坂口　涼音(6) 大台陸上ク 16.13
ﾅｶﾔﾏ ｶﾉﾝ

7 2 1657 中山　佳音(6) 大台陸上ク 16.40
ﾉﾛ ﾏﾅｶ

8 3 1658 野呂　真菜佳(6) 大台陸上ク 16.57

凡例  DNS:欠場 HK:県大会標準記録 q:記録による通過者



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)             2:21.40     坂本　美來(Y.W.C・四日市)             2021
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                                           

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

1 2 675 林　千愛(6) 多気RC 2:58.60 HK
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｺ

2 1 1673 谷口　優子(5) 大台陸上ク 3:00.63
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｱ

3 5 678 小林　優愛(6) 多気RC 3:06.95
ﾔｱﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ

4 6 1755 山田　波月(6) 明和陸上少 3:13.35
ｲｹﾔﾏ ｺｺﾈ

5 4 688 池山　心音(5) 多気RC 3:16.19
ﾓﾘﾀ ﾐｻｷ

3 1760 森田　美咲(6) 明和陸上少 DNS

凡例  DNS:欠場 HK:県大会標準記録



多気・女子コンバインドA
審 判 長：松葉　清高
記録主任：岡田　和久

大会記録(GR)                   900     渡部　　華(明和陸上少)                2021

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ C_80mH
C_走高

跳
総合 ｺﾒﾝﾄ

19.93 1m05
1 1674 +1.6 796

(50) (746)(5)

氏名 所属

ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾎ

長嶋　花歩 大台陸上ク

凡例 



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

(風:+1.6)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾎ

1 2 1674 長嶋　花歩(5) 大台陸上ク 19.93 50



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

ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾎ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

1 1 1674 長嶋　花歩(5) 大台陸上ク 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



多気・女子コンバインドB
審 判 長：松葉　清高
記録主任：岡田　和久

大会記録(GR)                  1324     稲葉　比呂(多気陸上教室)              2019

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ
C_走幅

跳

C_ジャ
ベリッ
クボー
ル投

総合 ｺﾒﾝﾄ

2m99 15m68
1 676 -0.1 988

(610) (378)
2m88 15m47

2 673 -0.4 954
(580) (374)(6)

(6)
ﾅｶｲ ｱｵﾅ

中井　葵菜 多気RC

氏名 所属

ｵｶ ｻｸﾗ

岡　咲良 多気RC

凡例 



多気・女子コンバインドB C_走幅跳
審 判 長：松葉　清高
記録主任：岡田　和久

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶ ｻｸﾗ

1 2 676 岡　咲良(6) 多気RC
ﾅｶｲ ｱｵﾅ

2 1 673 中井　葵菜(6) 多気RC
2m88 2m68 2m88
-0.4 +0.6 -0.4 580

2m99 × 2m99
-0.1 -0.1 610

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ



多気・女子コンバインドB C_ジャベリックボール投
審 判 長：松葉　清高
記録主任：岡田　和久

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶ ｻｸﾗ

1 2 676 岡　咲良(6) 多気RC
ﾅｶｲ ｱｵﾅ

2 1 673 中井　葵菜(6) 多気RC × 15m47 15m47 374

15m68 15m68 378

1回目 2回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

〇


