
伊勢地区予選会

第24回伊勢市小学生陸上競技大会

大会　コード　08240525
競技場コード　241010

日時　平成２０年６月７日（日）開会式午前9時00分

会場　三重県営総合競技場陸上競技場

　　　 主　催　伊勢度会陸上競技協会

　　　 後　援　㈱ぎゅーとら
　　　　　　　 伊勢市教育委員会
　　　　       
       

RESULTS



2008年6月7日(土) 大会名 第24回全国小学生陸上競技交流大会伊勢地区予選　 大会コード　 ０8２４０５２５

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場陸上競技場　　 競技場コード　 ２４１０１０ トラック審判長 小池　弘文

主催団体名 伊勢度会陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 松本　裕人

記 録 主 任 岡田　和久

男子の部
日付 種目

20080607 男子３年　６０ｍ 久保倉佳吾 (3) 9.56 中川　拓紀 (3) 9.96 藤永　洋輔 (3) 10.06 宮路　　龍 (3) 10.22 南　　諒弥 (3) 10.30 前川　斉幸 (3) 10.32 東側　　新 (3) 10.38 藤村　竜久 (3) 10.72

風:-1.2 ：佐八陸上ク ：中川クラブ ：四　郷 ：二　見 ：厚　生 ：神　社 ：南勢陸上ク ：二　見

6月7日 男子４年　６０ｍ 矢口加津也 (4) 9.65 南端　洸輝 (4) 9.97 木村　圭祐 (4) 10.00 安達　泰雅 (4) 10.09 伊藤　　悠 (4) 10.10 林　　幹晟 (4) 10.13 五十子祿晃 (4) 10.17 世古　拓磨 (4) 10.22

風:-2.5 ：今一色 ：豊浜東 ：大　湊 ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：四　郷 ：神　社

6月7日 男子５年　１００ｍ 奥田　　碩 (5) 14.78 中西　天帆 (5) 14.89 森北　翔也 (5) 15.05 梶野　　拳 (5) 15.09 中山　雄正 (5) 15.13 佐藤　拓弥 (5) 15.26 宮田　侑典 (5) 15.27 前田　敏宏 (5) 15.91

風:-1.7 ：佐八陸上ク ：豊浜西 ：御　薗 ：南勢陸上ク ：佐八陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：四　郷

6月7日 男子６年　１００ｍ 乾　　颯人 (6) 13.81 山口　将史 (6) 13.97 小澤　俊仁 (6) 14.62 小野田将也 (6) 14.76 河村　俊成 (6) 14.87 大西　崇仁 (6) 14.99 野村　智也 (6) 15.23 秤谷　名鷹 (6) 15.32

風:-1.9 ：南勢陸上ク ：佐八陸上ク ：南勢陸上ク ：厚生陸上ク ：南勢陸上ク ：有　緝 ：南勢陸上ク ：明　倫

6月7日 男子　１０００ｍ 古尾　勇太 (6) 3.29.61 小山　雄大 (6) 3.33.02 伊藤　　黎 (6) 3.34.95 西口　亮城 (6) 3.35.68 佐々木友哉 (6) 3.39.94 三宅　雄大 (5) 3.42.76 由川　琢也 (5) 3.43.40 瀬木　賢汰 (5) 3.44.00

：南勢陸上ク ：進　修 ：有　緝 ：進　修 ：豊浜西 ：SMAC陸上ク ：南勢陸上ク ：SMAC陸上ク

6月7日 男子　８０ｍＨ 美濃　佑貴 (6) 16.00 林　　時生 (6) 16.20 竹内　槙哉 (6) 16.54 中川　竜次 (5) 16.92 竹内　優太 (6) 17.07 伊藤慎一郎 (6) 18.01 榎本　忠佳 (6) 18.83 曽根　滉太 (6)

風:-1.1 ：有　緝 ：南勢陸上ク ：有　緝 ：有　緝 ：有　緝 ：南勢陸上ク ：有　緝 ：進　修 同順DNS

6月7日 男子　４×１００ｍＲ 伊勢：南勢陸上ク-A 54.54 伊勢：佐八陸上ク 57.01 伊勢：南勢陸上ク-B 58.62 伊勢：城田 59.14 伊勢：南勢陸上ク-C 61.47 伊勢：厚生陸上ク 62.37 伊勢：北浜陸上ク-A 63.82 伊勢：SMAC陸上 63.83

  山際　　龍 (6)   奥野　圭人 (5)   宮山　恵介 (6)   中西　大樹 (6)   古尾　勇太 (6)   荒田　耕大 (5)   三宅　　大 (5)   村田　　涼 (5)

  乾　　颯人 (6)   山口　和輝 (5)   野村　智也 (6)   村井　宏行 (6)   佐々木龍星 (6)   磯嶋　康平 (5)   中村　勇貴 (5)   田中　　侑 (5)

  小澤　俊仁 (6)   岡田　真宗 (6)   伊藤慎一郎 (6)   西山　遼太 (6)   濱田　慎史 (6)   高橋　　岳 (5)   中川　航輔 (5)   紀平　雄也 (6)

  河村　俊成 (6)   山口　将史 (6)   林　　時生 (6)   中津　宏哉 (6)   世古　晶大 (6)   浦口　浩次 (5)   三宅　大晟 (6)   中西　佑磨 (6)

6月7日 男子　走高跳 村上　博紀 (6) 1m30 上田　拓也 (6) 1m15 中村　祐貴 (6) 1m10 小西　雄大 (6) 1m10 上部　佑樹 (6) 1m05 大門　優輝 (5) 1m05

：有　緝 ：有　緝 ：南勢陸上ク ：有　緝 ：進　修 ：厚生陸上ク

小西　陵太 (6) 1m05

：有　緝
20080607 男子　走幅跳 宮山　恵介 (6) 4m23 +1.0 野村　駿介 (6) 3m97 +1.9 世古　晶大 (6) 3m73 +1.7 濱田　慎史 (6) 3m72 +2.1 小椋　祥太 (5) 3m65 +3.0 多郷　隼人 (5) 3m63 +3.2 田邉　龍司 (6) 3m47 +0.5 御堂　天慧 (5) 3m45 +0.1

：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：有　緝 ：南勢陸上ク ：進　修 ：南勢陸上ク

6月7日 男子　ボール投 東浦　貫太 (6) 48m13 小椋　隼人 (6) 47m95 田仲　雄太 (6) 47m77 萩原　啓太 (6) 46m87 石松　荘樹 (6) 44m17 酒徳　　明 (6) 42m96 玉山　翔偉 (5) 41m70 向井　一騎 (6) 39m84

：有　緝 ：有　緝 ：城　田 ：有　緝 ：浜　郷 ：浜　郷 ：厚　生 ：城　田

女子の部
日付 種目

6月7日 女子３年　６０ｍ 上村　志帆 (3) 10.36 梶野　　杏 (3) 10.61 松永妃那子 (3) 10.62 清水胡晴菜 (3) 10.70 奥田　幸弓 (3) 10.83 中谷　百花 (3) 10.84 田島汐麗菜 (3) 10.89 東端　日菜 (3) 11.00

風:-1.6 ：二　見 ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：有　緝 ：南勢陸上ク ：二　見 ：城　田 ：厚生陸上ク

6月7日 女子４年　６０ｍ 久保　梓紗 (4) 9.63 中出　里央 (4) 9.67 久野　美悠 (4) 9.96 松井万里子 (4) 10.11 長岡　莉湖 (4) 10.13 角田　亜優 (4) 10.14 藤田　麻奈 (4) 10.23 世古口奈々 (4) 10.33

風:-1.4 ：厚生陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：佐八陸上ク ：SMAC陸上ク ：南勢陸上ク

6月7日 女子５年　１００ｍ 栂坂つぐみ (5) 15.11 稲田穂乃香 (5) 15.50 青木　莉那 (5) 15.54 大西　　陽 (5) 15.76 星山　侑紀 (5) 15.87 逵井美都希 (5) 15.89 中北　果帆 (5) 16.18

風:-1.2 ：南勢陸上ク ：佐八陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：厚生陸上ク ：南勢陸上ク

高倉　　睦 (5) 15.54

：厚生陸上ク

6月7日 女子６年　１００ｍ 石谷　佳穂 (6) 14.43 西田　有沙 (6) 14.46 下　　浩子 (6) 14.72 迫本　紘奈 (6) 15.08 直江実千瑠 (6) 15.28 佐久間香奈 (6) 15.33 山本　早絵 (6) 15.56 廣　　舞佳 (6) 15.67

風:-2.0 ：進　修 ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：厚生陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：佐八陸上ク ：佐八陸上ク

6月7日 女子　１０００ｍ 嶋垣　莉沙 (6) 3.31.83 長岡　彩乃 (6) 3.37.71 中村　夏妃 (6) 3.38.73 中西はるか (6) 3.43.04 玉木　若菜 (6) 3.46.07 石原安加里 (6) 3.53.66 倉井　　冴 (6) 3.53.83 古川　紗也 (5) 3.54.08

：四　郷 ：城　田 ：南勢陸上ク ：城　田 ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：城　田 ：南勢陸上ク

6月7日 女子　８０ｍＨ 新田　夏美 (5) 15.12 中北　里穂 (5) 15.41 平賀　礼子 (5) 15.56 岩井祐希奈 (6) 15.62 奥村ひかり (6) 15.68 葦津公実子 (6) 17.58 前田　彩音 (5) 17.89 中村　沙彩 (6) 18.81

風:-1.2 ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：厚生陸上ク ：佐八陸上ク ：佐八陸上ク ：進　修 ：南勢陸上ク ：佐八陸上ク

6月7日 女子　４×１００ｍＲ 伊勢：南勢陸上ク-A 55.85 伊勢：厚生陸上ク-A 58.01 伊勢：修道 58.28 伊勢：南勢陸上ク-B 59.40 伊勢：佐八陸上ク-A 59.48 伊勢：北浜陸上ク 60.51 伊勢：南勢陸上ク-C 60.52 伊勢：有緝 63.07

  栂坂つぐみ (5)   山村　琴音 (6)   小宮　鈴香 (6)   西尾美早紀 (6)   廣　　舞佳 (6)   森谷梨花子 (6)   平野　まみ (6)   須賀浦茜里 (6)

  下　　浩子 (6)   迫本　紘奈 (6)   中西　沙和 (6)   宮村　真由 (6)   山本　早絵 (6)   佐々木香奈 (6)   橋本　育実 (6)   家城　彩実 (6)

  佐久間香奈 (6)   小岸　香菜 (6)   大西　紗矢 (6)   中西　真央 (6)   中村　沙彩 (6)   竹本　百花 (6)   西　つぶら (6)   島田亜由美 (6)

  西田　有沙 (6)   原　　朋伽 (6)   齋藤　紫衣 (6)   北村　桃香 (6)   岩井祐希奈 (6)   岡村亜里沙 (6)   斎藤　広華 (6)   三津山美有 (6)

6月7日 女子　走高跳 西　つぶら (6) 1m25 前川架菜子 (6) 1m25 西田　紗彩 (6) 1m20 北村　桃香 (6) 1m20 清水　　澪 (6) 1m15 八木　綾那 (6) 1m15 三浦　鈴奈 (6) 1m15

：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：豊浜西 ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク 同順 ：有　緝 ：四　郷

小岸　香菜 (6) 1m15 林　　薫乃 (5) 1m15

：厚生陸上ク 同順 ：南勢陸上ク

中村　柚月 (6) 1m15

：有　緝

6月7日 女子　走幅跳 松葉みなみ (5) 4m05 +3.0 斎藤　広華 (6) 3m79 +2.9 山村　琴音 (6) 3m69 +2.0 中西　真央 (6) 3m68 +3.9 五島　美空 (5) 3m66 +2.3 納米　　愛 (5) 3m56 +2.3 久保　遥加 (6) 3m54 +2.7 須賀浦茜里 (6) 3m52 +3.8

：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：厚生陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：南勢陸上ク ：厚生陸上ク ：有　緝

6月7日 女子　ボール投 畠中　優衣 (6) 47m10 竹本　百花 (6) 45m98 山本　真理 (6) 42m46 川添麻依子 (6) 42m04 中村　絢美 (6) 35m25 村井　見名 (5) 34m15 岩本　有衣 (6) 28m28 西野みゆき (6) 28m00

：厚生陸上ク ：北浜陸上ク ：厚　生 ：浜　郷 ：進　修 ：中　島 ：四　郷 ：宮　山

6月7日 混成　４×１００ｍＲ 伊勢：南勢陸上ク-A 57.85 伊勢：佐八陸上ク-A 59.86 伊勢：南勢陸上ク-B 60.04 伊勢：有緝-A 60.49 伊勢：北浜陸上ク 61.38 伊勢：南勢陸上ク-C 61.54 伊勢：南勢陸上ク-D 62.56 伊勢：南勢陸上ク-F 63.52

  松葉みなみ (5) GR   稲田穂乃香 (5)   奥田　文乃 (5)   山川　莉奈 (5)   三宅　可蓮 (5)   西　こはく (5)   中北　果帆 (5)   長岡　莉湖 (4)

  新田　夏美 (5)   中川　真帆 (5)   林　　薫乃 (5)   冨内　里香 (5)   濱口　紫帆 (5)   青木　莉那 (5)   保田真里奈 (5)   中出　里央 (4)

  梶野　　拳 (5)   中山　雄正 (5)   濱崎　優紀 (5)   小椋　祥太 (5)   濱口　航汰 (5)   伊藤　文哉 (5)   大谷　嘉貴 (5)   林　　幹晟 (4)

  宮田　侑典 (5)   奥田　　碩 (5)   早川　直樹 (5)   中川　竜次 (5)   竹内　遼人 (5)   長岡　宏樹 (5)   中西　健人 (5)   安達　泰雅 (4)

同順

同順

期　日

3位 4位 5位 6位

決　勝　一　覧　表

陸協名

4位 5位 6位 7位1位 2位 3位 8位

同順

同順

同順

同順

同順 県大会へ

7位 8位1位 2位



 
 
 
 
 
 
 
 

男 子 の 部 



男子３年　６０ｍ

県小学生記録 (KE)       9.0       櫛谷　忠広 (第三・松阪)                                     1986        

　　大会記録 (GR)       9.21      辻　　竜也 (南勢陸上ク)                                     1995(第11回)

　県標準記録 (KH)       10.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  11組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ
1 9 554 前川　斉幸 (3) 神　社 10.16 ○ q 1 9 1791 中川　拓紀 (3) 中川クラブ 9.79 ○ q

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝｷ
2 4 1743 竹内　壮太 (3) メッツＴＣ 10.66 2 3 1434 村上　元紀 (3) 佐八陸上ク 10.51

ｱｽﾞﾏ ｼｭﾝｻｸ ﾀｷﾓﾄ ｹﾝｽｹ
3 6 54 東　　俊作 (3) 修　道 10.81 3 7 541 瀧本　健将 (3) 厚　生 10.69

ｸﾛｾ ﾄﾜ ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝﾀ
4 5 787 黒瀬　斗我 (3) 浜　郷 10.86 4 5 1755 長嶋　健太 (3) SMAC陸上ク 10.90

ｼｮﾛｼﾞ ﾄｷ ｹﾞｼ ﾚｵﾅ
5 7 485 正呂地斗輝 (3) 厚生陸上ク 11.13 5 2 208 下司玲央奈 (3) 有　緝 11.10

ｻｸﾀﾞ ｺｳｲ ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ
6 2 18 作田　硬威 (3) 進　修 11.62 6 8 1604 中野　辰哉 (3) 二　見 11.22

ﾊﾗ ｶｽﾞﾀ ｼﾛﾔﾏ ｼｮｳｲ
7 3 1362 原　　一太 (3) 南勢陸上ク 11.73 7 6 1359 城山　奨依 (3) 南勢陸上ク 11.66

ﾜｶｽｷﾞ ﾕｳﾄ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｿｳ
8 8 1437 若杉　悠斗 (3) 佐八陸上ク 11.82 8 4 15 中林　　爽 (3) 進　修 11.75

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｶ ｼｮｳﾔ ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳ
1 8 1428 岡　　祥也 (3) 佐八陸上ク 10.38 ○ 1 8 1602 宮路　　龍 (3) 二　見 10.04 ○ q

ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾕｳﾏ ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾔ
2 2 851 東浦　勇馬 (3) 四　郷 10.51 2 6 543 南　　諒弥 (3) 厚　生 10.26 ○ q

ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ｱﾗﾀ
3 4 1714 山本　　敬 (3) 佐八陸上ク 10.52 3 4 1363 東側　　新 (3) 南勢陸上ク 10.28 ○ q

ﾊｯﾀ ﾕｳｷ ｼﾝﾀﾆ ﾘｭｳﾄ
4 9 356 八田　祐樹 (3) 明　倫 10.80 4 2 206 新谷　琉斗 (3) 有　緝 10.58

ｲﾜﾓﾄ ﾄﾐﾋｻ ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ
5 7 52 岩本　知久 (3) 修　道 10.82 5 3 57 斎藤　誠也 (3) 修　道 11.08

ﾑﾗｾ ﾋﾛｷ ｲｼﾊﾗ ｻﾂｷ
6 3 1364 村瀬　寛記 (3) 南勢陸上ク 10.83 6 7 611 石原　颯騎 (3) 大　湊 11.19

ｻﾄｳ ｺｳｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ
7 6 458 佐藤　幸輝 (3) 厚生陸上ク 11.10 7 5 1753 河俣　和哉 (3) SMAC陸上ク 11.52

ﾓﾘﾀ ﾙｲ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ
8 5 1090 森田　　塁 (3) 北浜陸上ク 11.25 8 9 1713 出口　凌也 (3) 佐八陸上ク 11.55

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ ﾅｶｾｺ ｶｽﾞﾄｼ
1 3 1429 久保倉佳吾 (3) 佐八陸上ク 9.52 ○ q 1 4 204 中世古和俊 (3) 有　緝 10.48 ○

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｭｳｸ ｶｻﾊﾗ　ﾏｱﾔ
2 7 1608 藤村　竜久 (3) 二　見 10.29 ○ q 2 8 1741 笠原　真綾 (3) メッツＴＣ 10.51

ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ ﾑﾗｼﾏ ﾋﾛｷ
3 4 1354 上村　泰希 (3) 南勢陸上ク 10.48 ○ 3 6 55 村島　弘規 (3) 修　道 11.02

ｶﾐﾔ ｱﾂｷ ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ
4 2 453 神谷　純輝 (3) 厚生陸上ク 10.95 4 5 1433 中山　浩斗 (3) 佐八陸上ク 11.11

ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ
5 8 1181 中西　海斗 (3) 城　田 11.29 5 7 1358 小林　拓磨 (3) 南勢陸上ク 11.65

ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ ﾓﾘ ｷﾐﾏｻ
6 5 782 河原　智弘 (3) 浜　郷 11.54 6 3 1365 森　　公優 (3) 南勢陸上ク 11.98

ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ
7 6 1739 上村　雄音 (3) メッツＴＣ 12.11 7 2 784 川端　龍二 (3) 浜　郷 12.73

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  -1.3 風:  -0.5

風:  +1.4 風:  0.0

風:  -0.1 風:  -2.8

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破 2008/6/7 17:47－1－



男子３年　６０ｍ

県小学生記録 (KE)       9.0       櫛谷　忠広 (第三・松阪)                                     1986        

　　大会記録 (GR)       9.21      辻　　竜也 (南勢陸上ク)                                     1995(第11回)

　県標準記録 (KH)       10.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  11組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱｵｷ ﾀｸﾏ ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ
1 6 454 青木　拓麻 (3) 厚生陸上ク 10.60 1 6 852 藤永　洋輔 (3) 四　郷 10.16 ○ q

ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾄ ｵﾆｼ ﾄﾜ
2 7 1089 岡村　拓人 (3) 北浜陸上ク 10.64 2 4 205 尾西　永遠 (3) 有　緝 10.85

ｾｺ ﾃﾂﾔ ｳｴﾉ ｼｮｳｷ
3 8 1360 世古　哲也 (3) 南勢陸上ク 10.98 3 5 1752 上野　翔貴 (3) SMAC陸上ク 11.06

ﾐﾜ ﾋﾛﾕｷ ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｷ
4 4 1751 三輪　洋侑 (3) SMAC陸上ク 11.19 4 9 1431 坂本　亮貴 (3) 佐八陸上ク 11.36

ﾅｲﾄｳ ﾀｹﾄ ｶﾉﾒ ｺｳｽｹ
5 5 285 内藤　武人 (3) 中　島 11.28 5 8 1356 鹿海　康介 (3) 南勢陸上ク 11.38

ｳﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ
6 2 1427 宇田　宙生 (3) 佐八陸上ク 11.62 6 7 1601 西村　和洋 (3) 二　見 11.42

ﾔﾏｼﾀ ｶｹﾙ ﾋﾛ ｱﾔﾄ
7 9 1435 山下　　翔 (3) 佐八陸上ク 12.07 7 2 1736 廣　　歩大 (3) メッツＴＣ 11.70

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾄ ｼﾐｽﾞ ｲｵﾘ
8 3 788 中村　優斗 (3) 浜　郷 12.17 8 3 56 清水　伊織 (3) 修　道 11.82

9組 10組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾋﾗｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｵｵﾉ ｺｳｷ
1 4 450 平賀健太郎 (3) 厚生陸上ク 10.38 ○ 1 3 1355 大野　航希 (3) 南勢陸上ク 10.33 ○

ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂｷ ｵｵｲ ﾋｶﾙ
2 6 853 濱田　竜輝 (3) 四　郷 10.51 2 7 1603 大井　　光 (3) 二　見 10.50 ○

ｲｴﾀﾞ ﾕｳﾄ ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾝ
3 3 1605 家田　雄斗 (3) 二　見 10.92 3 6 1754 坂本　大真 (3) SMAC陸上ク 10.73

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ ｲｼｸﾞﾛ ｲﾂｷ
4 7 1357 川端　涼太 (3) 南勢陸上ク 10.99 4 8 207 石黒　巌 (3) 有　緝 11.57

ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾀ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
5 8 1737 村井　駿太 (3) メッツＴＣ 11.22 5 5 781 川端　大揮 (3) 浜　郷 11.59

ｻﾜﾑﾗ ﾏｻﾔ ｸﾒ　ｺｳﾍｲ
6 5 1432 澤村　政弥 (3) 佐八陸上ク 11.40 6 2 1738 久米　康平 (3) メッツＴＣ 11.69

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ
7 2 16 西村　公希 (3) 進　修 11.67 7 9 1430 斉藤　龍希 (3) 佐八陸上ク 11.72

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳ
8 9 1756 山本　寛登 (3) SMAC陸上ク 11.72 8 4 14 田島　　正 (3) 進　修 11.89

11組 決勝
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｸﾗｷ ｼｮｳﾀ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 3 1742 倉木　将太 (3) メッツＴＣ 10.47 ○ ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ

ｵｸﾀﾞ ﾚｲﾑ 1 5 1429 久保倉佳吾 (3) 佐八陸上ク 9.56
2 8 786 奥田　玲夢 (3) 浜　郷 10.87 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

ﾉﾏ ﾀﾞｲｷ 2 6 1791 中川　拓紀 (3) 中川クラブ 9.96
3 7 1361 野間　大貴 (3) 南勢陸上ク 10.88 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ

ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 3 7 852 藤永　洋輔 (3) 四　郷 10.06
4 5 452 濱口　颯大 (3) 厚生陸上ク 11.13 ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳ

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄ 4 4 1602 宮路　　龍 (3) 二　見 10.22
5 9 1757 濱口　秀斗 (3) SMAC陸上ク 11.23 ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾔ

ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 5 8 543 南　　諒弥 (3) 厚　生 10.30
6 4 1436 山下龍之介 (3) 佐八陸上ク 11.78 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

ﾌｸﾑﾗ ｹｲﾀ 6 9 554 前川　斉幸 (3) 神　社 10.32
7 2 17 福村　啓太 (3) 進　修 12.02 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ｱﾗﾀ

ﾅｶﾉ ｱｷﾗ 7 2 1363 東側　　新 (3) 南勢陸上ク 10.38
8 6 1607 仲野　　瑛 (3) 二　見 12.10 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｭｳｸ

8 3 1608 藤村　竜久 (3) 二　見 10.72

風:  -1.2

風:  -1.5

風:  -1.9 風:  -2.5

風:  -1.2 風:  -1.0

凡例    ○：県大会標準記録突破 2008/6/7 17:47－2－



男子４年　６０ｍ

県小学生記録 (KE)       8.73      辻　　竜也 (南勢陸上ク・伊勢市)                             1996        

　　大会記録 (GR)       8.94      辻　　竜也 (南勢陸上ク)                                     1996(第12回)

　県標準記録 (KH)       10.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  9組0着+9

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂｲ ｴｲｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ
1 2 1327 松井　栄志 (4) 南勢陸上ク 10.03 1 4 1426 山本　　龍 (4) 佐八陸上ク 9.90 ○

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ ﾊﾔﾏ ﾋﾛｷ
2 4 199 永田ゆうき (4) 有　緝 10.10 2 3 449 羽山　博貴 (4) 厚生陸上ク 10.04

ﾅｶｵ ﾄﾓｷ ｲﾓﾄ ﾃﾙﾔ
3 6 1768 中尾　友紀 (4) SMAC陸上ク 10.42 3 9 1319 井本　暉也 (4) 南勢陸上ク 10.27

ｲｼｲ ﾏｻｼ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾄ
4 8 1711 石井　将志 (4) 佐八陸上ク 10.81 4 2 1772 加藤　稜翔 (4) SMAC陸上ク 10.30

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｻﾋ ﾌﾙｶﾜ ｻﾀﾞｶ
5 3 448 中川　明陽 (4) 厚生陸上ク 11.51 5 5 1326 古川　真嘉 (4) 南勢陸上ク 10.49

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ
6 5 1416 川畑　優太 (4) 佐八陸上ク 11.95 6 7 1419 小林　悠大 (4) 佐八陸上ク 10.51

ｳｴﾉ ｺｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
7 544 上野　航汰 (4) 厚　生 DNS 7 6 1640 中村　大輝 (4) 今一色 10.65

ﾀｶｷ ﾏｻﾃﾙ
8 8 196 高木　理光 (4) 有　緝 11.02

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾄｳ ﾕｳ ｲﾗｺﾞ ﾛｸｺｳ
1 2 1314 伊藤　　悠 (4) 南勢陸上ク 9.83 ○ q 1 7 856 五十子祿晃 (4) 四　郷 9.70 ○ q

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ
2 7 232 中村　優斗 (4) 早　修 9.90 ○ 2 3 1315 安達　泰雅 (4) 南勢陸上ク 9.75 ○ q

ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｼ ﾖﾈﾓﾘ ｹﾝｽｹ
3 4 195 川村　龍志 (4) 有　緝 9.96 ○ 3 5 492 米森　謙介 (4) 厚生陸上ク 10.30

ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ
4 6 1422 中西　巧馬 (4) 佐八陸上ク 10.15 4 2 1424 村林　　上 (4) 佐八陸上ク 10.33

ﾀﾂﾐ ﾘｮｳ ﾂﾂﾐﾊﾗ ﾋﾛｷ
5 3 1084 辰巳　　怜 (4) 北浜陸上ク 10.19 5 4 193 堤原　大貴 (4) 有　緝 10.59

ﾀﾏｷ ﾏｻﾋﾃﾞ ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ
6 8 1322 玉木　諒秀 (4) 南勢陸上ク 10.55 6 6 1766 東　　優希 (4) SMAC陸上ク 10.65

ﾀﾅｶ ｹﾞﾝｷ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ
7 5 1770 田中　源基 (4) SMAC陸上ク 11.04 7 8 1417 北村ゆう人 (4) 佐八陸上ク 11.78

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾀ ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ
1 8 1186 吉村　勇汰 (4) 城　田 10.32 1 8 612 木村　圭祐 (4) 大　湊 9.69 ○ q

ｵｵﾉﾀｸﾏ ﾊﾔｼ ｶﾝｾｲ
2 3 446 大野　拓摩 (4) 厚生陸上ク 10.39 2 6 1324 林　　幹晟 (4) 南勢陸上ク 9.74 ○ q

ﾔｽｲ ﾘｸ ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
3 7 1330 安井　理矩 (4) 南勢陸上ク 10.66 3 5 194 北村　竜聖 (4) 有　緝 10.48

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ ｴｶﾞﾜ ﾕｳﾄ
4 6 1418 後藤　優季 (4) 佐八陸上ク 10.78 4 7 1641 江川　雄人 (4) 今一色 10.49

ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｲｼﾉ ｼｮｳｷ
5 4 1318 伊藤　峻輔 (4) 南勢陸上ク 11.13 5 2 1317 石野　聖月 (4) 南勢陸上ク 10.75

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ ﾓﾘ ﾀﾂｷ
6 5 1085 中村　浩貴 (4) 北浜陸上ク 11.30 6 4 1425 森　　達紀 (4) 佐八陸上ク 11.57

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ ｱｻﾊﾀ ｼｮｳﾍｲ
7 9 1421 竹内　壮真 (4) 佐八陸上ク 11.45 7 3 1767 麻畑　昇平 (4) SMAC陸上ク 12.23

ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ
8 2 1769 田中　　仁 (4) SMAC陸上ク 11.90

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  0.0 風:  0.0

風:  +0.8 風:  +3.0

風:  0.0 風:  +0.1

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場  ○：県大会標準記録突破 2008/6/7 17:49－3－



男子４年　６０ｍ

県小学生記録 (KE)       8.73      辻　　竜也 (南勢陸上ク・伊勢市)                             1996        

　　大会記録 (GR)       8.94      辻　　竜也 (南勢陸上ク)                                     1996(第12回)

　県標準記録 (KH)       10.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  9組0着+9

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔｸﾞﾁ ｶﾂﾞﾔ ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ
1 4 1639 矢口加津也 (4) 今一色 9.41 ○ q 1 4 1325 藤村　祥太 (4) 南勢陸上ク 10.14

ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ｺｳｷ ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾐ
2 5 932 南端　洸輝 (4) 豊浜東 9.90 ○ q 2 8 1331 山中　　匠 (4) 南勢陸上ク 10.43

ｻﾊﾞ ｶｽﾞｷ ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾀｸﾔ
3 7 1773 佐波　一樹 (4) SMAC陸上ク 10.38 3 2 1184 東谷　卓哉 (4) 城　田 10.87

ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｲｾｲ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ
4 6 1323 浜口　海征 (4) 南勢陸上ク 10.76 4 5 231 中村　友哉 (4) 早　修 10.87

ｻｶｸﾞﾁ ﾄｳｶ ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ
5 8 1320 坂口　登河 (4) 南勢陸上ク 11.17 5 3 445 中村　文哉 (4) 厚生陸上ク 10.88

ﾐﾔｷ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾆｼ ｼｭﾝｽｹ
6 2 1423 宮木　大河 (4) 佐八陸上ク 11.74 6 6 1712 中西　俊介 (4) 佐八陸上ク 11.07

ｵｵﾄﾘｲ ｹｲ ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ
3 197 大鳥居　慶 (4) 有　緝 DNS 7 7 1771 土田　大智 (4) SMAC陸上ク 11.62

9組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｾｺ ﾀｸﾏ
1 5 552 世古　拓磨 (4) 神　社 9.64 ○ q

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ
2 8 13 小山　貴大 (4) 進　修 10.59

ﾎﾘｲ ｱｷﾗ
3 3 1185 堀井　　輝 (4) 城　田 10.76

ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙｷ
4 2 198 山田　輝希 (4) 有　緝 10.86

ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ
5 7 1328 森田　裕介 (4) 南勢陸上ク 10.98

ｼﾊﾞﾀ ｹｲﾔ
6 4 1321 柴田　啓哉 (4) 南勢陸上ク 11.10

ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾎ
7 6 1420 杉山　賞帆 (4) 佐八陸上ク 11.19

決勝
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｸﾞﾁ ｶﾂﾞﾔ
1 5 1639 矢口加津也 (4) 今一色 9.65

ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ｺｳｷ
2 3 932 南端　洸輝 (4) 豊浜東 9.97

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ
3 7 612 木村　圭祐 (4) 大　湊 10.00

ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ
4 9 1315 安達　泰雅 (4) 南勢陸上ク 10.09

ｲﾄｳ ﾕｳ
5 2 1314 伊藤　　悠 (4) 南勢陸上ク 10.10

ﾊﾔｼ ｶﾝｾｲ
6 8 1324 林　　幹晟 (4) 南勢陸上ク 10.13

ｲﾗｺﾞ ﾛｸｺｳ
7 6 856 五十子祿晃 (4) 四　郷 10.17

ｾｺ ﾀｸﾏ
8 4 552 世古　拓磨 (4) 神　社 10.22

風:  -2.5

風:  +0.3 風:  -1.2

風:  -0.3

凡例    DNS：欠場  ○：県大会標準記録突破 2008/6/7 17:49－4－



男子５年　１００ｍ

県小学生記録 (KE)       13.07     田中　翔真 (美杉陸上ク・津市)                               2006        

　　大会記録 (GR)       13.95     辻　　竜也 (南勢陸上ク)                                     1997(第13回)

　県標準記録 (KH)       15.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  8組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾀ ﾏｻﾁｶ ﾐﾔﾀﾕｳｽｹ
1 5 234 来田　昌親 (5) 早　修 15.27 ○ 1 8 1562 宮田　侑典 (5) 南勢陸上ク 14.58 ○ q

ﾕｳｷ ｶｲﾀ ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ
2 8 859 結城　海太 (5) 四　郷 15.64 2 5 931 南端　一輝 (5) 豊浜東 15.27 ○

ﾊﾔｼﾀｸﾐ ｲﾄｳﾌﾐﾔ
3 7 1560 林　　匠己 (5) 南勢陸上ク 15.97 3 6 1544 伊藤　文哉 (5) 南勢陸上ク 15.60

ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ ﾉﾛ ｵｳｼﾞﾛｳ
4 4 1780 村田　　涼 (5) SMAC陸上ク 16.07 4 7 1664 野呂桜次朗 (5) 御　薗 15.97

ｶﾄｳ ｶｾﾞﾄ ﾋﾛｶﾞｷ ｶｽﾞｼ
5 3 10 加藤　風人 (5) 進　修 16.83 5 3 1718 廣垣　和志 (5) SMAC陸上ク 16.16

ｵｶﾑﾗ ｲﾏﾙ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ
6 9 1404 岡村　伊丸 (5) 佐八陸上ク 16.92 6 2 1414 山口　　蓮 (5) 佐八陸上ク 16.92

ﾖｼﾀﾞ ｱﾚｼﾞ ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾄ
7 6 795 吉田亜零司 (5) 浜　郷 17.71 7 4 1407 奥本　将斗 (5) 佐八陸上ク 17.11

ﾋﾛﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ
8 2 1079 廣山　智彦 (5) 北浜陸上ク 17.90

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ ｵｸﾉ ｹｲﾄ
1 8 1413 山口　和輝 (5) 佐八陸上ク 14.89 ○ 1 6 1406 奥野　圭人 (5) 佐八陸上ク 15.18 ○

ｱｻｲｼｮｳﾍｲ ｺｲｹ ﾕｳﾔ
2 4 1543 浅井　将平 (5) 南勢陸上ク 16.32 2 4 1408 小池　雄也 (5) 佐八陸上ク 16.01

ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ
3 3 1415 山崎　博史 (5) 佐八陸上ク 16.81 3 3 797 森本　祐介 (5) 浜　郷 16.84

ﾓﾘﾀ ｹｲ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ
4 2 1077 森田　　慶 (5) 北浜陸上ク 16.90 4 7 1068 高橋　大輝 (5) 北浜陸上ク 17.20

ﾊﾏﾁﾖ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾃﾝﾊﾟｸ ﾋﾃﾞﾖｼ
5 5 444 浜千代蒼一郎 (5)厚生陸上ク 17.58 5 2 1078 天白　秀喜 (5) 北浜陸上ク 17.71

ｼﾓｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ
6 1409 下川　純輝 (5) 佐八陸上ク DNS 5 1555 中川　聖矢 (5) 南勢陸上ク DNS

ﾔｽﾀﾞ ｶｲﾄ ﾂｼﾞﾊﾗ ｺｳﾔ
7 1715 安田　海渡 (5) SMAC陸上ク DNS 8 217 辻原　幸哉 (5) 有　緝 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾃﾞｸﾞﾁ ｷｽﾞｸ ｵｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ
1 5 1553 出口　創久 (5) 南勢陸上ク 15.05 ○ 1 2 1405 奥田　　碩 (5) 佐八陸上ク 14.19 ○ q

ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ ﾓﾘｷﾀ ｼｮｳﾔ
2 6 1070 濱口　航汰 (5) 北浜陸上ク 15.33 ○ 2 7 1666 森北　翔也 (5) 御　薗 14.42 ○ q

ﾀﾅｶ ﾕｳ ｶｼﾞﾉｹﾝ
3 2 1722 田中　　侑 (5) SMAC陸上ク 16.56 3 6 1546 梶野　　拳 (5) 南勢陸上ク 14.48 ○ q

ｵﾆｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ
4 8 439 鬼澤　　諒 (5) 厚生陸上ク 16.88 4 5 858 前田　敏宏 (5) 四　郷 14.88 ○ q

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ ﾐﾔｹ ダイ
5 3 1412 平林　良基 (5) 佐八陸上ク 17.04 5 3 1076 三宅　　大 (5) 北浜陸上ク 15.29 ○

ﾊﾏﾀﾞ ｶｲﾘ ｽｽﾞｷﾀｲｶﾞ
6 4 792 濱田　海莉 (5) 浜　郷 17.51 6 4 1550 鈴木　大雅 (5) 南勢陸上ク 15.57

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ﾀﾅｶ ｺｳﾀ
7 7 235 小林　洸太 (5) 早　修 18.61 7 8 59 田中　皓大 (5) 修　道 15.65

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  +1.1 風:  +0.4

風:  +0.8 風:  +1.3

風:  +1.1 風:  +1.6

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場 2008/6/7 17:50－5－



男子５年　１００ｍ

県小学生記録 (KE)       13.07     田中　翔真 (美杉陸上ク・津市)                               2006        

　　大会記録 (GR)       13.95     辻　　竜也 (南勢陸上ク)                                     1997(第13回)

　県標準記録 (KH)       15.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  8組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾆｼ ﾃﾝﾎ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｾｲ
1 7 1024 中西　天帆 (5) 豊浜西 14.61 ○ q 1 7 1411 中山　雄正 (5) 佐八陸上ク 14.51 ○ q

ｻﾄｳﾀｸﾔ ﾊﾏｻﾞｷﾕｳｷ
2 8 1549 佐藤　拓弥 (5) 南勢陸上ク 14.66 ○ q 2 4 1558 濱崎　優紀 (5) 南勢陸上ク 14.90 ○

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ ｿﾉﾔﾏ ﾘｸ
3 4 1069 竹内　遼人 (5) 北浜陸上ク 15.07 ○ 3 2 187 圓山　　陸 (5) 有　緝 15.07 ○

ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ ｵｸﾉ ｺｳﾀﾞｲ
4 3 1410 中野　　匠 (5) 佐八陸上ク 15.09 ○ 4 5 1609 奥野　広大 (5) 二　見 16.07

ｱﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ
5 2 441 荒田　耕大 (5) 厚生陸上ク 15.82 5 6 1720 杉田　有哉 (5) SMAC陸上ク 16.62

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳｽｹ
6 5 233 大河内雄登 (5) 早　修 16.28 6 3 1072 中西　亮介 (5) 北浜陸上ク 17.55

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ
6 1721 藤原　悠大 (5) SMAC陸上ク DNS 8 236 野村　拓也 (5) 早　修 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ

1 4 1405 奥田　　碩 (5) 佐八陸上ク 14.78
ﾅｶﾆｼ ﾃﾝﾎ

2 9 1024 中西　天帆 (5) 豊浜西 14.89
ﾓﾘｷﾀ ｼｮｳﾔ

3 7 1666 森北　翔也 (5) 御　薗 15.05
ｶｼﾞﾉｹﾝ

4 5 1546 梶野　　拳 (5) 南勢陸上ク 15.09
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｾｲ

5 6 1411 中山　雄正 (5) 佐八陸上ク 15.13
ｻﾄｳﾀｸﾔ

6 3 1549 佐藤　拓弥 (5) 南勢陸上ク 15.26
ﾐﾔﾀﾕｳｽｹ

7 8 1562 宮田　侑典 (5) 南勢陸上ク 15.27
ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

8 2 858 前田　敏宏 (5) 四　郷 15.91

風:  -1.7

風:  +0.5 風:  +1.0

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場 2008/6/7 17:50－6－



男子６年　１００ｍ

県小学生記録 (KE)       12.20     上野　貴正 (加茂・鳥羽市)                                   1994        

　　大会記録 (GR)       12.73     笠井　信一 (南勢陸上ク)                                     2003(第19回)

　県標準記録 (KH)       15.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  2組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾜﾑﾗﾄｼﾅﾘ ｲﾇｲﾊﾔﾄ
1 2 1503 河村　俊成 (6) 南勢陸上ク 14.29 ○ q 1 7 1502 乾　　颯人 (6) 南勢陸上ク 13.27 ○ q

ﾊｶﾘﾔ ﾅﾀﾞｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ
2 9 358 秤谷　名鷹 (6) 明　倫 14.60 ○ q 2 3 1403 山口　将史 (6) 佐八陸上ク 13.55 ○ q

ﾉﾑﾗﾄﾓﾔ ｺｻﾞﾜﾄｼﾋﾄ
3 7 1509 野村　智也 (6) 南勢陸上ク 14.62 ○ q 3 4 1504 小澤　俊仁 (6) 南勢陸上ク 14.20 ○ q

ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾔ
4 6 1402 岡田　真宗 (6) 佐八陸上ク 14.96 ○ 4 9 504 小野田将也 (6) 厚生陸上ク 14.24 ○ q

ﾅｶﾂ ﾋﾛﾔ ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾄ
5 8 1192 中津　宏哉 (6) 城　田 15.06 5 5 151 大西　崇仁 (6) 有　緝 14.59 ○ q

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ ﾔﾏｷﾞﾜﾘｭｳ
6 4 1193 中西　大樹 (6) 城　田 15.13 6 2 1513 山際　　龍 (6) 南勢陸上ク 14.63 ○

ﾔﾏｼﾀﾊﾔﾄ ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ
7 5 1514 山下　隼人 (6) 南勢陸上ク 15.62 7 6 1191 村井　宏行 (6) 城　田 15.65

ｵｶ ﾀｸﾄ ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾏ
8 3 1401 岡　　拓徹 (6) 佐八陸上ク 16.05 8 8 1727 中西　佑磨 (6) SMAC陸上ク 16.33

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾇｲﾊﾔﾄ

1 6 1502 乾　　颯人 (6) 南勢陸上ク 13.81
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ

2 5 1403 山口　将史 (6) 佐八陸上ク 13.97
ｺｻﾞﾜﾄｼﾋﾄ

3 4 1504 小澤　俊仁 (6) 南勢陸上ク 14.62
ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾔ

4 7 504 小野田将也 (6) 厚生陸上ク 14.76
ｶﾜﾑﾗﾄｼﾅﾘ

5 9 1503 河村　俊成 (6) 南勢陸上ク 14.87
ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾄ

6 8 151 大西　崇仁 (6) 有　緝 14.99
ﾉﾑﾗﾄﾓﾔ

7 2 1509 野村　智也 (6) 南勢陸上ク 15.23
ﾊｶﾘﾔ ﾅﾀﾞｶ

8 3 358 秤谷　名鷹 (6) 明　倫 15.32

風:  -1.9

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  +0.7 風:  +1.1

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破 2008/6/7 17:51－7－



男子　１０００ｍ

6月7日 13:00 決勝   

県小学生記録 (KE)       3.00.63   村上　祐一 (楠町陸上少・三重郡)                             2001        

　　大会記録 (GR)       3.10.20   大畑　拓也 (大湊)                                           2002(第18回)

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾙｵﾕｳﾀ

1 18 1512 古尾　勇太 (6) 南勢陸上ク 3.29.61
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

2 7 5 小山　雄大 (6) 進　修 3.33.02
ｲﾄｳ ﾚｲ

3 2 153 伊藤　　黎 (6) 有　緝 3.34.95
ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｮｳｷ

4 20 3 西口　亮城 (6) 進　修 3.35.68
ｻｻｷ ﾄﾓﾔ

5 6 1021 佐々木友哉 (6) 豊浜西 3.39.94
ﾐﾔｹ ﾕｳﾀﾞｲ

6 10 1717 三宅　雄大 (5) SMAC陸上ク 3.42.76
ﾖｼｶﾜﾀｸﾔ

7 9 1564 由川　琢也 (5) 南勢陸上ク 3.43.40
ｾｷ ｹﾝﾀ

8 15 1716 瀬木　賢汰 (5) SMAC陸上ク 3.44.00
ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ

9 14 1505 佐々木龍星 (6) 南勢陸上ク 3.45.76
ﾊﾔｶﾜﾅｵｷ

10 12 1559 早川　直樹 (5) 南勢陸上ク 3.47.81
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ

11 19 1073 中村　勇貴 (5) 北浜陸上ク 3.48.16
ﾅｶﾞｵｶﾋﾛｷ

12 8 1554 長岡　宏樹 (5) 南勢陸上ク 3.48.59
ﾎﾘｶﾜ ﾀｸﾐ

13 5 1075 堀川　拓海 (5) 北浜陸上ク 3.50.91
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ

14 13 1728 中村　智稀 (6) SMAC陸上ク 3.51.93
ｵｵﾀﾆﾖｼｷ

15 21 1545 大谷　嘉貴 (5) 南勢陸上ク 3.58.99
ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

16 17 864 塚本　大輝 (6) 四　郷 4.02.57
ｴｻﾞｷ ﾘｮｳ

17 3 860 江崎　　遼 (5) 四　郷 4.04.87
ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾔ

18 16 437 森本　竜也 (5) 厚生陸上ク 4.08.65
ｿｰｻﾞ ﾍﾟﾄﾞﾛ

1 1665 ｿｰｻﾞﾍﾟﾄﾞﾛ (5) 御　薗 DNF
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ

11 796 中川　大成 (5) 浜　郷 DNS
ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

4 1194 西山　遼太 (6) 城　田 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNF：途中棄権  DNS：欠場 2008/6/7 17:52－8－



男子　８０ｍＨ

6月7日 13:05 決勝   

県小学生記録 (KE)       12.30     岩田　大輝 (一志Beast・津市)                                2006        

　　大会記録 (GR)       13.70     荒木　崇裕 (南勢陸上ク)                                     2000(第16回)

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾉｳ ﾕｳｷ

1 9 156 美濃　佑貴 (6) 有　緝 16.00
ﾊﾔｼﾄｷｵ

2 5 1511 林　　時生 (6) 南勢陸上ク 16.20
ﾀｹｳﾁ ｼﾝﾔ

3 7 157 竹内　槙哉 (6) 有　緝 16.54
ﾅｶﾞｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

4 4 218 中川　竜次 (5) 有　緝 16.92
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ

5 2 159 竹内　優太 (6) 有　緝 17.07
ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

6 3 1501 伊藤慎一郎 (6) 南勢陸上ク 18.01
ｴﾉﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ

7 6 158 榎本　忠佳 (6) 有　緝 18.83
ｿﾈ ｺｳﾀ

8 2 曽根　滉太 (6) 進　修 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  -1.1

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場 2008/6/7 18:02－9－



男子　４×１００ｍＲ

県小学生記録 (KE)       49.93     南勢陸上ク・伊勢市 (林・笠井・熊野・森下)                   2004        
　　大会記録 (GR)       52.94     南勢陸上ク (野村・曽根・中西・大仲)                         2005(第21回)

予選  2組0着+8

1組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
佐八陸上ク 57.28 南勢陸上ク-B 58.17 城田 63.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｸﾉ ｹｲﾄ ﾐﾔﾔﾏｹｲｽｹ ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ
1 1406 奥野　圭人 (5) 佐八陸上ク 1 1515 宮山　恵介 (6) 南勢陸上ク 1 1193 中西　大樹 (6) 城　田

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ ﾉﾑﾗﾄﾓﾔ ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ
2 1413 山口　和輝 (5) 佐八陸上ク 2 1509 野村　智也 (6) 南勢陸上ク 2 1191 村井　宏行 (6) 城　田

ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
3 1402 岡田　真宗 (6) 佐八陸上ク 3 1501 伊藤慎一郎 (6) 南勢陸上ク 3 1194 西山　遼太 (6) 城　田

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ ﾊﾔｼﾄｷｵ ﾅｶﾂ ﾋﾛﾔ
4 1403 山口　将史 (6) 佐八陸上ク 4 1511 林　　時生 (6) 南勢陸上ク 4 1192 中津　宏哉 (6) 城　田

4着 3ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ
北浜陸上ク-A 63.97 有緝 DSQ,*R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔｹ ダイ ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ
1 1076 三宅　　大 (5) 北浜陸上ク 1 166 林　　竜希 (6) 有　緝

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾄ
2 1073 中村　勇貴 (5) 北浜陸上ク 2 151 大西　崇仁 (6) 有　緝

ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ
3 1071 中川　航輔 (5) 北浜陸上ク 3 184 小椋　隼人 (6) 有　緝

ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ
4 1061 三宅　大晟 (6) 北浜陸上ク 4 178 村上　博紀 (6) 有　緝

2組
1着 3ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ q
南勢陸上ク-A 54.58 南勢陸上ク-C 61.00 厚生陸上ク 63.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｷﾞﾜﾘｭｳ ﾌﾙｵﾕｳﾀ ｱﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ
1 1513 山際　　龍 (6) 南勢陸上ク 1 1512 古尾　勇太 (6) 南勢陸上ク 1 441 荒田　耕大 (5) 厚生陸上ク

ｲﾇｲﾊﾔﾄ ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ ｲｿｼﾏ ｺｳﾍｲ
2 1502 乾　　颯人 (6) 南勢陸上ク 2 1505 佐々木龍星 (6) 南勢陸上ク 2 440 磯嶋　康平 (5) 厚生陸上ク

ｺｻﾞﾜﾄｼﾋﾄ ﾊﾏﾀﾞｼﾝｼﾞ ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸ
3 1504 小澤　俊仁 (6) 南勢陸上ク 3 1510 濱田　慎史 (6) 南勢陸上ク 3 435 高橋　　岳 (5) 厚生陸上ク

ｶﾜﾑﾗﾄｼﾅﾘ ｾｺｼｮｳﾀ ｳﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ
4 1503 河村　俊成 (6) 南勢陸上ク 4 1506 世古　晶大 (6) 南勢陸上ク 4 434 浦口　浩次 (5) 厚生陸上ク

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 2ﾚｰﾝ
SMAC陸上 64.48 北浜陸上ク-B 68.64
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ ﾎﾘｳﾁ ｾｲﾔ
1 1780 村田　　涼 (5) SMAC陸上ク 1 1074 堀内　星哉 (5) 北浜陸上ク

ﾀﾅｶ ﾕｳ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ
2 1722 田中　　侑 (5) SMAC陸上ク 2 1067 鈴木　奨平 (5) 北浜陸上ク

ｷﾋﾗ ﾕｳﾔ ﾓﾘﾀ ｹｲ
3 1729 紀平　雄也 (6) SMAC陸上ク 3 1077 森田　　慶 (5) 北浜陸上ク

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾏ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ
4 1727 中西　佑磨 (6) SMAC陸上ク 4 1068 高橋　大輝 (5) 北浜陸上ク

審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DSQ：失格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２ 2008/6/7 17:53－10－



男子　４×１００ｍＲ

県小学生記録 (KE)       49.93     南勢陸上ク・伊勢市 (林・笠井・熊野・森下)                   2004        
　　大会記録 (GR)       52.94     南勢陸上ク (野村・曽根・中西・大仲)                         2005(第21回)

予選  2組0着+8

1組

審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
南勢陸上ク-A 54.54 佐八陸上ク 57.01 南勢陸上ク-B 58.62
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｷﾞﾜﾘｭｳ ｵｸﾉ ｹｲﾄ ﾐﾔﾔﾏｹｲｽｹ
1 1513 山際　　龍 (6) 南勢陸上ク 1 1406 奥野　圭人 (5) 佐八陸上ク 1 1515 宮山　恵介 (6) 南勢陸上ク

ｲﾇｲﾊﾔﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ ﾉﾑﾗﾄﾓﾔ
2 1502 乾　　颯人 (6) 南勢陸上ク 2 1413 山口　和輝 (5) 佐八陸上ク 2 1509 野村　智也 (6) 南勢陸上ク

ｺｻﾞﾜﾄｼﾋﾄ ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ
3 1504 小澤　俊仁 (6) 南勢陸上ク 3 1402 岡田　真宗 (6) 佐八陸上ク 3 1501 伊藤慎一郎 (6) 南勢陸上ク

ｶﾜﾑﾗﾄｼﾅﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ ﾊﾔｼﾄｷｵ
4 1503 河村　俊成 (6) 南勢陸上ク 4 1403 山口　将史 (6) 佐八陸上ク 4 1511 林　　時生 (6) 南勢陸上ク

4着 8ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
城田 59.14 南勢陸上ク-C 61.47 厚生陸上ク 62.37
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ ﾌﾙｵﾕｳﾀ ｱﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ
1 1193 中西　大樹 (6) 城　田 1 1512 古尾　勇太 (6) 南勢陸上ク 1 441 荒田　耕大 (5) 厚生陸上ク

ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ ｲｿｼﾏ ｺｳﾍｲ
2 1191 村井　宏行 (6) 城　田 2 1505 佐々木龍星 (6) 南勢陸上ク 2 440 磯嶋　康平 (5) 厚生陸上ク

ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾊﾏﾀﾞｼﾝｼﾞ ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸ
3 1194 西山　遼太 (6) 城　田 3 1510 濱田　慎史 (6) 南勢陸上ク 3 435 高橋　　岳 (5) 厚生陸上ク

ﾅｶﾂ ﾋﾛﾔ ｾｺｼｮｳﾀ ｳﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ
4 1192 中津　宏哉 (6) 城　田 4 1506 世古　晶大 (6) 南勢陸上ク 4 434 浦口　浩次 (5) 厚生陸上ク

7着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
北浜陸上ク-A 63.82 SMAC陸上 63.83
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔｹ ダイ ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ
1 1076 三宅　　大 (5) 北浜陸上ク 1 1780 村田　　涼 (5) SMAC陸上ク

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾀﾅｶ ﾕｳ
2 1073 中村　勇貴 (5) 北浜陸上ク 2 1722 田中　　侑 (5) SMAC陸上ク

ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ ｷﾋﾗ ﾕｳﾔ
3 1071 中川　航輔 (5) 北浜陸上ク 3 1729 紀平　雄也 (6) SMAC陸上ク

ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾏ
4 1061 三宅　大晟 (6) 北浜陸上ク 4 1727 中西　佑磨 (6) SMAC陸上ク

凡例    DSQ：失格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２ 2008/6/7 17:53－11－



男子　走高跳
審 判 長：松本　裕人

記録主任：岡田　和久

県小学生記録 (KE)       1m50      水谷　直人 (斎宮・多気郡)                                   2002        

　　大会記録 (GR)       1m36      古野　裕司 (豊浜東)                                         1995(第11回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ － － － － － － － － － ○

1 7 178 村上　博紀 (6) 有　緝 × × × 1m30

ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾔ － － － － － － × ○ × × ×

2 4 176 上田　拓也 (6) 有　緝 1m15

ﾅｶﾑﾗﾕｳｷ － － － － － ○ × × ×

3 2 1507 中村　祐貴 (6) 南勢陸上ク 1m10

ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ － － － － － × × ○ × × ×

4 1 177 小西　雄大 (6) 有　緝 1m10

ｳﾜﾍﾞ ﾕｳｷ － － － － ○ × × ×

5 3 4 上部　佑樹 (6) 進　修 1m05

ｺﾆｼ ﾘｮｳﾀ － － － － ○ × × ×

5 5 179 小西　陵太 (6) 有　緝 1m05

ｵｵｶﾄﾞ ﾕｳｷ － － － － × × ○ × × ×

7 6 436 大門　優輝 (5) 厚生陸上ク 1m05

ﾀﾁﾊﾞﾅﾔ ﾘｮｳﾔ

8 175 橘谷　亮哉 (6) 有　緝 DNS

1m05 1m10 1m15 1m200m85
1m35

0m90 0m95 1m00 1m25 1m30

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら

凡例    DNS：欠場 2008/6/7 17:54－12－



男子　走幅跳

県小学生記録 (KE)       5m30      高木　　涼 (笹尾AC・員弁郡)                                 2003        

　　大会記録 (GR)       5m05      中川　規寛 (浜郷)                                           1992(第8回) 

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾔﾏｹｲｽｹ 4m06 3m43 3m79 4m06 3m88 3m33 4m23 4m23

1 15 1515 宮山　恵介 (6) 南勢陸上ク 0.0 +2.5 +2.7 0.0 +2.1 +1.4 +1.0 +1.0

ﾉﾑﾗｼｭﾝｽｹ 3m97 3m75 3m65 3m97 3m68 3m78 3m00 3m97

2 1 1508 野村　駿介 (6) 南勢陸上ク +1.9 +3.0 +1.3 +1.9 +2.3 +1.2 -0.5 +1.9

ｾｺｼｮｳﾀ 2m97 3m43 3m56 3m56 3m48 3m66 3m73 3m73

3 8 1506 世古　晶大 (6) 南勢陸上ク +0.4 +0.8 +1.1 +1.1 +1.7 +1.5 +1.7 +1.7

ﾊﾏﾀﾞｼﾝｼﾞ 3m72 × 3m30 3m72 3m32 3m21 3m23 3m72

4 3 1510 濱田　慎史 (6) 南勢陸上ク +2.1 +1.9 +2.1 +1.7 +0.8 +1.5 +2.1 *F4

ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ × 3m35 3m60 3m60 3m65 3m33 3m50 3m65

5 20 216 小椋　祥太 (5) 有　緝 +2.7 +2.6 +2.6 +3.0 +0.2 +4.2 +3.0 *F5

ﾀｺﾞ　ﾊﾔﾄ 3m54 3m54 × 3m54 3m63 3m52 3m29 3m63

6 12 1552 多郷　隼人 (5) 南勢陸上ク +0.2 +0.9 +0.2 +3.2 +0.7 +3.1 +3.2 *F1

ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 3m25 3m43 3m47 3m47 × 3m40 2m98 3m47

7 6 1 田邉　龍司 (6) 進　修 0.0 +1.0 +0.5 +0.5 +1.8 +4.3 +0.5

ﾐﾄﾞｳﾋﾛｻﾄ 3m45 3m40 3m32 3m45 3m08 3m43 3m30 3m45

8 5 1561 御堂　天慧 (5) 南勢陸上ク +0.1 0.0 +0.6 +0.1 +2.3 +1.8 +2.3 +0.1

ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ 3m44 3m36 2m80 3m44 3m44

9 2 431 田中　一生 (6) 厚生陸上ク +3.7 +0.2 +2.4 +3.7 +3.7 *F2

ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ × 3m13 3m32 3m32 3m32

10 14 166 林　　竜希 (6) 有　緝 +3.3 +5.1 +5.1 +5.1

ﾔﾏﾓﾄｼｮｳﾍｲ × 3m19 × 3m19 3m19

11 24 1563 山本　昇平 (5) 南勢陸上ク +3.2 +3.2 +3.2

ｶﾉﾒｹｲﾀ 3m18 3m00 2m92 3m18 3m18

12 10 1547 鹿海　啓太 (5) 南勢陸上ク +1.9 +2.8 +0.6 +1.9 +1.9

ｳﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ 3m16 3m08 2m81 3m16 3m16

13 19 434 浦口　浩次 (5) 厚生陸上ク +0.4 +2.3 +1.7 +0.4 +0.4

ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸ 3m15 2m94 × 3m15 3m15

14 23 435 高橋　　岳 (5) 厚生陸上ク +1.7 +1.2 +1.7 +1.7

ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 2m95 3m03 3m12 3m12 3m12

15 7 1071 中川　航輔 (5) 北浜陸上ク +1.3 +0.9 +0.5 +0.5 +0.5

ﾎﾘｳﾁ ｾｲﾔ × 3m09 × 3m09 3m09

16 13 1074 堀内　星哉 (5) 北浜陸上ク +1.3 +1.3 +1.3

ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾔ 2m90 3m08 2m86 3m08 3m08

17 22 1556 中西　和也 (5) 南勢陸上ク +1.1 -0.2 +3.1 -0.2 -0.2

ﾀｳﾗﾓﾘｱｷ 3m02 3m07 2m97 3m07 3m07

18 17 1551 田浦　守昭 (5) 南勢陸上ク -0.1 +1.9 -0.4 +1.9 +1.9

ｲｿｼﾏ ｺｳﾍｲ 3m06 2m88 × 3m06 3m06

19 21 440 磯嶋　康平 (5) 厚生陸上ク -0.8 +0.2 -0.8 -0.8

ｷｸｶﾞﾜ ﾏｻｼ 2m95 × × 2m95 2m95

20 4 551 菊川　真志 (5) 神　社 -0.6 -0.6 -0.6

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ × 2m91 2m86 2m91 2m91

21 25 1067 鈴木　奨平 (5) 北浜陸上ク +2.4 +3.7 +2.4 +2.4

ｷﾋﾗ ﾕｳﾔ 2m58 2m91 × 2m91 2m91

22 16 1729 紀平　雄也 (6) SMAC陸上ク +1.0 +2.5 +2.5 +2.5 *F1

ﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾔ × 2m64 × 2m64 2m64

23 9 168 野原　椋也 (5) 有　緝 +1.1 +1.1 +1.1

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ × × 2m14 2m14 2m14

24 11 455 中村　　諒 (5) 厚生陸上ク +1.5 +1.5 +1.5

ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

18 167 小川　雄大 (6) 有　緝 DNS

審 判 長：松本　裕人

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    *F4：４回目が公認最高  *F5：５回目が公認最高  *F1：１回目が公認最高  *F2：２回目が公認最高  DNS：欠場 2008/6/7 17:54－13－



男子　ボール投

県小学生記録 (KE)       79m19     山崎　航輝 (名張クラブ・名張市)                             2007        

　　大会記録 (GR)       76m12     御村　昇平 (有緝)                                           1999(第15回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋｶﾞｼｳﾗ ｶﾝﾀ

1 14 182 東浦　貫太 (6) 有　緝 × 48m13 × 48m13 × × × 48m13

ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ

2 11 184 小椋　隼人 (6) 有　緝 47m62 × × 47m62 × × 47m95 47m95

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

3 9 1196 田仲　雄太 (6) 城　田 46m47 × × 46m47 47m77 × × 47m77

ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲﾀ

4 20 183 萩原　啓太 (6) 有　緝 × 44m64 × 44m64 × 46m87 × 46m87

ｲｼﾏﾂ ｿｳｼﾞｭ

5 10 798 石松　荘樹 (6) 浜　郷 × 44m17 × 44m17 × × × 44m17

ｻｶﾄｸ ｱｷﾗ

6 5 802 酒徳　　明 (6) 浜　郷 × 42m96 × 42m96 × × × 42m96

ﾀﾏﾔﾏ ｼｮｳｲ

7 2 546 玉山　翔偉 (5) 厚　生 × × 40m51 40m51 × × 41m70 41m70

ﾑｶｲ ｶｽﾞｷ

8 3 1202 向井　一騎 (6) 城　田 39m84 × × 39m84 × × × 39m84

ﾀﾁｵｶ ｶｲ

9 18 185 立岡　夏衣 (5) 有　緝 × × 34m87 34m87 34m87

ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ

10 6 1061 三宅　大晟 (6) 北浜陸上ク 33m92 × × 33m92 33m92

ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ

11 4 548 中村　太一 (5) 厚　生 33m73 × × 33m73 33m73

ﾆｼｼﾞｮｳ ﾅｵﾄ

12 19 863 西城　直人 (6) 四　郷 × × 33m30 33m30 33m30

ｶﾐｺﾝﾔ ｱﾂｷ

13 13 1195 上紺屋敦喜 (6) 城　田 × 31m31 × 31m31 31m31

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

14 8 186 山田　涼平 (5) 有　緝 × 31m25 × 31m25 31m25

ﾅｶﾆｼｹﾝﾄ

15 7 1557 中西　健人 (5) 南勢陸上ク × × 30m36 30m36 30m36

ｸﾗﾉ ｼｮｳｷ

16 17 1719 倉野　翔貴 (5) SMAC陸上ク 28m45 × × 28m45 28m45

ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｷ

17 15 283 山田　慶喜 (5) 中　島 × × 24m38 24m38 24m38

ｴｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

18 1 438 江川　大揮 (5) 厚生陸上ク 22m73 × × 22m73 22m73

ﾆｼｲ ﾀｸﾐ

19 16 433 西井　巧海 (5) 厚生陸上ク × × 21m88 21m88 21m88

ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ

20 12 281 中西　佑樹 (5) 中　島 × 19m55 × 19m55 19m55

審 判 長：松本　裕人

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  2008/6/7 17:55－14－



 
 
 
 
 
 
 
 

女 子 の 部 



女子３年　６０ｍ

県小学生記録 (KE)       9.3       落合咲八香 (楠陸上少・三重郡)                               1986        

　　大会記録 (GR)       9.6       林　　亜紀 (進修ジュニア)                                   1986(第2回) 

　　大会記録 (GR)       9.6       藤原　良子 (豊浜西)                                         1988(第4回) 

　県標準記録 (KH)       11.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  10組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾅｺ ﾂｼﾞ ｱﾘｻ
1 5 1370 松永妃那子 (3) 南勢陸上ク 10.71 ○ q 1 3 1092 辻　　有咲 (3) 北浜陸上ク 10.90 ○

ｲｴｷ ﾐﾉﾘ ｻﾄﾅｶ ﾅﾂﾐ
2 6 210 家城　未雅 (3) 有　緝 11.21 2 2 1709 里中なつみ (3) 佐八陸上ク 11.39

ﾐﾔｹ ｼｵﾝ ﾌｼﾞﾀ ﾘﾅ
3 2 1765 三宅　詩音 (3) SMAC陸上ク 11.39 3 9 1759 藤田　李奈 (3) SMAC陸上ク 11.44

ﾂｼﾞ ﾕｽﾞｷ ﾅｶﾉ ｱﾔｶ
4 7 500 辻　　優月 (3) 厚生陸上ク 11.67 4 6 1611 中野　絢歌 (3) 二　見 11.45

ﾌｸｶﾜ ﾐﾅﾖ ﾋﾗｶﾜ ﾐｽﾞｶ
5 4 286 福川美奈代 (3) 中　島 12.01 5 8 214 平川　瑞華 (3) 有　緝 11.59

ｵｸﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾐｸ
6 8 355 奥田　七海 (3) 明　倫 12.08 6 5 1699 中林　美空 (3) 佐八陸上ク 11.80

ｻｶｲ ﾊﾙﾅ ﾄｶﾞｻｶ ｺﾄﾈ
7 3 25 酒井　春奈 (3) 進　修 12.14 7 7 19 栂坂ことね (3) 進　修 12.26

ﾀﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ
9 1705 山本　凛華 (3) 佐八陸上ク DNS 8 4 785 中村　葉月 (3) 浜　郷 12.33

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｳｴﾑﾗ ｼﾎ ﾅｶﾀﾆ ﾓﾓｶ
1 7 1614 上村　志帆 (3) 二　見 10.23 ○ q 1 9 1612 中谷　百花 (3) 二　見 10.54 ○ q

ｶｼﾞﾉ ﾓﾓ ﾐﾅﾐ ﾁﾋﾛ
2 9 1367 梶野　　杏 (3) 南勢陸上ク 10.51 ○ q 2 3 542 南　　千尋 (3) 厚　生 10.94 ○

ﾄｳﾊﾞﾀ ﾋﾅ ﾓﾘﾀ ｼﾉ
3 3 497 東端　日菜 (3) 厚生陸上ク 10.82 ○ q 3 6 1760 盛田　詩乃 (3) SMAC陸上ク 11.10

ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾎ
4 5 555 山本　涼凪 (3) 神　社 11.05 4 4 1700 中村　満帆 (3) 佐八陸上ク 11.36

ﾆｼﾀﾞ ﾘﾝ ﾐﾔｹ ﾊﾅ
5 2 1702 西田　　凛 (3) 佐八陸上ク 11.07 5 5 1093 三宅　　花 (3) 北浜陸上ク 11.41

ｳｻﾐ ｼﾞｭﾘ ｵｶﾔﾏ ﾐｸ
6 4 1762 宇佐見珠里 (3) SMAC陸上ク 11.56 6 2 1710 岡山　未来 (3) 佐八陸上ク 11.47

ﾆｼ ｱﾝｽﾞ ﾊﾏｸﾞﾁ ｷﾘｳ
7 8 352 西　　杏珠 (3) 明　倫 11.65 7 7 215 濱口　桐有 (3) 有　緝 11.75

ｲﾜｻｷ ﾅｷﾞｻ ｵｸﾑﾗ ﾋﾅ
8 6 22 岩﨑　凪沙 (3) 進　修 12.67 8 8 20 奥村　比那 (3) 進　修 12.26

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾐｽﾞ ｺﾊﾅ ﾀｼﾞﾏ ｾﾚﾅ
1 5 211 清水胡晴菜 (3) 有　緝 10.73 ○ q 1 2 1183 田島汐麗菜 (3) 城　田 10.73 ○ q

ﾆｼﾀﾞ ﾏｲ ﾑﾗﾀ ﾕｲ
2 9 854 西田　舞衣 (3) 四　郷 10.89 ○ 2 4 1740 村田　有唯 (3) メッツＴＣ 11.05

ｲﾜﾔﾏ ﾏﾂﾘ ﾐｳﾗ ﾏﾄﾞｶ
3 2 51 岩山まつり (3) 修　道 11.08 3 6 855 三浦　円佳 (3) 四　郷 11.10

ｲﾁﾑﾗ ﾓﾓｺ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ
4 6 1696 市村　桃子 (3) 佐八陸上ク 11.48 4 8 53 山田　桃嘉 (3) 修　道 11.14

ｵｵﾆｼ ﾏﾕ ｱｻﾀﾞ ｶﾅ
5 3 502 大西　真由 (3) 厚生陸上ク 11.67 5 5 212 浅田　夏那 (3) 有　緝 11.51

ﾋﾙｶﾜ ﾘｺ ｳﾗｸﾞﾁ ｱｲﾘ
6 4 1182 晝河　梨子 (3) 城　田 12.42 6 7 505 浦口　愛理 (3) 厚生陸上ク 11.56

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ ｸﾗﾉ ｱﾔ
7 8 1706 渡辺　夕菜 (3) 佐八陸上ク 12.55 7 3 1697 倉野　　紋 (3) 佐八陸上ク 11.70

ﾐﾂｲ ﾘﾅ ｷﾀﾑﾗ ﾏﾘﾅ
8 7 357 三井　梨菜 (3) 明　倫 12.98 8 9 1707 北村真梨奈 (3) 佐八陸上ク 11.71

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  -1.3 風:  0.0

風:  -0.2 風:  +1.2

風:  -1.6 風:  -0.7

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場 2008/6/7 17:57－15－



女子３年　６０ｍ

県小学生記録 (KE)       9.3       落合咲八香 (楠陸上少・三重郡)                               1986        

　　大会記録 (GR)       9.6       林　　亜紀 (進修ジュニア)                                   1986(第2回) 

　　大会記録 (GR)       9.6       藤原　良子 (豊浜西)                                         1988(第4回) 

　県標準記録 (KH)       11.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  10組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｸﾎﾞ ﾕｽﾞﾊ ｵｸﾀﾞ ｻﾕﾐ
1 3 457 久保　柚葉 (3) 厚生陸上ク 11.29 1 7 1366 奥田　幸弓 (3) 南勢陸上ク 10.61 ○ q

ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ ﾀﾊﾞﾀ ﾏｲｶ
2 4 1758 中西　優月 (3) SMAC陸上ク 11.41 2 2 1613 田端　舞香 (3) 二　見 11.37

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾊ ｲｿﾀﾞ ﾋｶﾙ
3 9 783 福田　春葉 (3) 浜　郷 11.52 2 3 351 磯田ひかる (3) 明　倫 11.37

ﾀﾅｶ ｱｷﾎ ﾓﾘ ｲﾛﾊ
4 7 58 田中　映帆 (3) 修　道 11.77 4 6 21 森　　彩葉 (3) 進　修 11.49

ｸﾗﾉ ｼｵﾘ ﾅｶｲ ﾐﾅﾐ
5 8 1698 倉野　　栞 (3) 佐八陸上ク 11.84 5 9 1761 中井みな実 (3) SMAC陸上ク 11.65

ﾔﾏﾅｶ ﾘｵ ﾅｺ ﾓﾓｶ
6 5 213 山中　梨緒 (3) 有　緝 12.12 6 4 1701 名古萌々果 (3) 佐八陸上ク 12.26

ﾂｼﾞ ｷﾗﾗ ﾃﾝﾊﾟｸ ﾏｲ
7 2 1091 辻　きらら (3) 北浜陸上ク 12.52 7 5 1094 天白　真衣 (3) 北浜陸上ク 12.72

ﾔﾏﾈ ｷﾊﾙ ﾋﾛ ﾚｲｶ
8 6 1708 山根　希晴 (3) 佐八陸上ク 13.03 8 8 225 廣　　玲華 (3) 有　緝 12.72

9組 10組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾐｽﾞﾉ ｻﾔｶ ｶﾄｳ ﾅﾐ
1 2 209 水野　彩香 (3) 有　緝 11.31 1 6 1368 加藤　菜未 (3) 南勢陸上ク 10.84 ○

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ ｳｼﾊﾞ ﾕｲ
2 4 1704 山口友里華 (3) 佐八陸上ク 11.52 2 9 1642 牛場　結衣 (3) 今一色 11.00 ○

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾒ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾘ
3 8 284 清水　夏名 (3) 中　島 11.76 3 3 498 中村みのり (3) 厚生陸上ク 11.30

ﾏﾂｲ ﾕｳ ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｺ
4 5 1369 松井　　悠 (3) 南勢陸上ク 11.82 4 2 1615 竹田美咲子 (3) 二　見 11.41

ｿﾈ ﾏﾅ ﾓﾘｼﾀ ｱﾂﾞﾐ
5 9 24 曽根　茉奈 (3) 進　修 11.92 5 8 1703 森下あづみ (3) 佐八陸上ク 11.57

ﾅｶﾀ ﾅﾂ ｾｷ ﾐﾗﾉ
6 6 1764 中田　菜都 (3) SMAC陸上ク 12.44 6 7 1763 瀬木みらの (3) SMAC陸上ク 11.60

ｱｽﾞﾏ ﾐﾚｲ ｱｻﾐ ﾕｳｶ
7 7 499 東　　未鈴 (3) 厚生陸上ク 13.00 7 4 23 浅見　侑花 (3) 進　修 11.77

ｱﾗｷ ﾐｻﾄ ﾐｳﾗ ﾏﾘﾅ
8 3 354 荒木　美里 (3) 明　倫 13.90 8 5 353 三浦麻莉菜 (3) 明　倫 12.59

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾑﾗ ｼﾎ

1 4 1614 上村　志帆 (3) 二　見 10.36
ｶｼﾞﾉ ﾓﾓ

2 5 1367 梶野　　杏 (3) 南勢陸上ク 10.61
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾅｺ

3 8 1370 松永妃那子 (3) 南勢陸上ク 10.62
ｼﾐｽﾞ ｺﾊﾅ

4 9 211 清水胡晴菜 (3) 有　緝 10.70
ｵｸﾀﾞ ｻﾕﾐ

5 7 1366 奥田　幸弓 (3) 南勢陸上ク 10.83
ﾅｶﾀﾆ ﾓﾓｶ

6 6 1612 中谷　百花 (3) 二　見 10.84
ﾀｼﾞﾏ ｾﾚﾅ

7 3 1183 田島汐麗菜 (3) 城　田 10.89
ﾄｳﾊﾞﾀ ﾋﾅ

8 2 497 東端　日菜 (3) 厚生陸上ク 11.00

風:  -1.6

風:  -1.2 風:  -0.5

風:  -2.6 風:  -2.1

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場 2008/6/7 17:57－16－



女子４年　６０ｍ

県小学生記録 (KE)       8.9       落合咲八香 (楠陸上少・三重郡)                               1987        

　　大会記録 (GR)       9.13      前田　　望 (南勢陸上ク)                                     1994(第10回)

　県標準記録 (KH)       10.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  9組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｾｺｸﾞﾁ ﾅﾅ ｽﾐﾀﾞ ｱﾕ
1 6 1340 世古口奈々 (4) 南勢陸上ク 10.03 ○ q 1 5 1692 角田　亜優 (4) 佐八陸上ク 9.85 ○ q

ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾘﾅ ﾉｻﾞｷﾋﾅｺ
2 7 1476 伊集院李名 (4) 佐八陸上ク 10.12 ○ 2 4 1348 野崎日向子 (4) 南勢陸上ク 10.23 ○

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｵﾘ ﾏﾂｲ ｱﾐ
3 2 1349 藤原　史織 (4) 南勢陸上ク 10.43 ○ 3 7 857 松井　あみ (4) 四　郷 10.33 ○

ﾏｴﾊｼ ｳｻﾅ ﾌﾙｵ ｲｽﾞﾐ
4 8 201 前橋有沙奈 (4) 有　緝 10.50 ○ 4 3 486 古尾　伊澄 (4) 厚生陸上ク 10.50 ○

ﾅｶﾉ ｷｮｳｶ ﾅｶﾆｼ ﾅﾂｷ
5 3 494 中野　杏香 (4) 厚生陸上ク 11.10 5 8 1187 中西　菜月 (4) 城　田 10.53

ﾔﾏｷ ﾕｳｶ ｱﾍﾞ ﾘｵﾅ
6 5 1695 山木　優佳 (4) 佐八陸上ク 11.14 6 2 1087 阿部璃織菜 (4) 北浜陸上ク 10.66

ﾅｶﾓﾄ ﾐｽｽﾞ ｻｻｷ ﾕｶ
7 4 1779 仲元　美鈴 (4) SMAC陸上ク 11.63 7 6 1339 佐々木結花 (4) 南勢陸上ク 11.41

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾎﾘｳﾁ ﾐｻﾄ ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ
1 4 1351 堀内　美里 (4) 南勢陸上ク 10.04 ○ 1 7 1344 長岡　莉湖 (4) 南勢陸上ク 9.82 ○ q

ﾀﾏｷ ﾘﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅ
2 9 1342 玉木　理菜 (4) 南勢陸上ク 10.31 ○ 2 6 1775 藤田　麻奈 (4) SMAC陸上ク 10.02 ○ q

ﾅｶﾑﾗ ｻﾘ ﾌｸｳﾗ ﾓﾓﾅ
3 2 1774 中村　瑳里 (4) SMAC陸上ク 10.32 ○ 3 2 1668 福浦　桃奈 (4) 御　薗 10.51

ｲﾄｳ ｻｷ ｻｶﾓﾄ ﾐｸ
4 7 1333 伊藤　　咲 (4) 南勢陸上ク 10.55 4 4 1480 坂本　未来 (4) 佐八陸上ク 10.68

ｶﾄﾞﾔ ﾁﾅﾂ ﾖｼｶﾜ ﾓﾓｶ
5 8 1670 角谷　千夏 (4) 御　薗 10.73 5 9 1353 吉川　桃加 (4) 南勢陸上ク 10.74

ﾔﾏﾑﾗ ｼﾎ ｵｸﾉ ﾋｶﾘ
6 3 496 山村　志穂 (4) 厚生陸上ク 10.74 6 5 1335 奥野　光里 (4) 南勢陸上ク 10.76

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ ﾊﾙｷ ﾏﾕｶ
7 6 1478 北村　夕芽 (4) 佐八陸上ク 10.81 7 3 789 春木麻由香 (4) 浜　郷 11.05

ﾔﾏﾓﾄ  ﾓｴｶ ｺﾆｼ ｻｷ
8 5 791 山本　萌加 (4) 浜　郷 11.39 8 8 202 小西　咲希 (4) 有　緝 11.19

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ ｸﾉ ﾐﾕ
1 9 1352 松井万里子 (4) 南勢陸上ク 9.91 ○ q 1 2 1336 久野　美悠 (4) 南勢陸上ク 9.66 ○ q

ﾆｼ ﾅﾅｴ ﾀﾆﾐｽﾞ ｱﾘｻ
2 6 1694 西　菜那恵 (4) 佐八陸上ク 10.37 ○ 2 6 1777 谷水亜里紗 (4) SMAC陸上ク 10.24 ○

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ ﾀｶﾊﾏ ﾏﾘﾅ
3 2 1088 中村　栄里 (4) 北浜陸上ク 10.47 ○ 3 4 1341 高濱万里亜 (4) 南勢陸上ク 10.36 ○

ﾅｶﾑﾗ ﾁｻｷ ｽｶﾞｵ ﾓｴﾐ
4 8 484 中村　千咲 (4) 厚生陸上ク 10.49 ○ 4 7 1691 菅生　萌未 (4) 佐八陸上ク 10.37 ○

ﾂｼﾞﾑﾗﾅﾂ ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾉ
5 4 1343 辻村　菜都 (4) 南勢陸上ク 10.51 5 3 490 前田　珠野 (4) 厚生陸上ク 10.53

ﾀﾁﾊﾞﾅﾔ ﾚｲｶ ﾅﾝﾍﾟｲ ﾎﾉｶ
6 5 203 橘谷　玲香 (4) 有　緝 10.65 6 5 790 南平帆紀佳 (4) 浜　郷 10.55

ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ ﾊﾏｸﾞﾁ ｻｷﾞﾘ
7 3 1189 橋本　佳奈 (4) 城　田 10.69 7 8 200 濱口　早霧 (4) 有　緝 10.94

ｼﾏ ﾅﾅﾐ ﾌﾀﾐﾓﾓｶ
8 7 1617 嶋　　七海 (4) 二　見 11.17 8 9 1350 二見　百香 (4) 南勢陸上ク 11.23

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  +0.7 風:  +0.9

風:  +1.1 風:  +0.4

風:  +1.0 風:  +0.3

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破 2008/6/7 17:58－17－



女子４年　６０ｍ

県小学生記録 (KE)       8.9       落合咲八香 (楠陸上少・三重郡)                               1987        

　　大会記録 (GR)       9.13      前田　　望 (南勢陸上ク)                                     1994(第10回)

　県標準記録 (KH)       10.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  9組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ
1 6 1345 中出　里央 (4) 南勢陸上ク 9.47 ○ q 1 3 488 久保　梓紗 (4) 厚生陸上ク 9.55 ○ q

ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾚｲ ｺﾂｼﾞ ﾓﾓｶ
2 4 1188 中川　未麗 (4) 城　田 10.15 ○ 2 9 1337 小辻　百香 (4) 南勢陸上ク 10.31 ○

ｶﾜﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱﾓｳ ｱｲ
3 7 495 河原　百花 (4) 厚生陸上ク 10.17 ○ 3 5 1332 天羽　亜衣 (4) 南勢陸上ク 10.43 ○

ｻｶﾓﾄ ｻﾔ ﾅｶﾆｼ ﾘﾉ
4 5 1479 坂本　紗也 (4) 佐八陸上ク 10.52 4 2 1346 中西　梨乃 (4) 南勢陸上ク 10.81

ｵｵｲｼ ﾐｸ ｷﾀﾑﾗ ﾎﾂﾞｷ
5 8 1334 大石　未来 (4) 南勢陸上ク 10.61 5 7 1477 北村　穂月 (4) 佐八陸上ク 10.95

ﾌﾙｶﾜ ﾏｲﾅ ﾐﾔｹ ﾘｵ
6 2 1669 古川　舞那 (4) 御　薗 10.71 6 6 1086 三宅　璃緒 (4) 北浜陸上ク 10.97

ﾅｶﾞｵｶ ﾁﾋﾛ ﾆｼｵ ﾚｲｱ
7 3 1778 永岡　千弥 (4) SMAC陸上ク 11.25 7 8 1667 西尾　玲亜 (4) 御　薗 11.03

ｸﾗﾉ ﾕｳｶ
8 4 1776 倉野　優風 (4) SMAC陸上ク 12.85

9組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊﾔﾏ ｻﾄﾘ
1 5 487 羽山　　慧 (4) 厚生陸上ク 10.31 ○

ﾅｶﾆｼ ｱﾝﾘ
2 8 1616 中西　晏理 (4) 二　見 10.38 ○

ｻｻｷ ｱｲﾘ
3 9 1338 佐々木愛理 (4) 南勢陸上ク 10.47 ○

ｶｼﾞﾊﾗ ﾏﾅ
4 4 545 梶原　麻那 (4) 厚　生 10.66

ﾄﾖﾀﾞ ﾕｲｶ
5 6 1693 豊田　唯華 (4) 佐八陸上ク 10.80

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
6 7 1347 仲林　　唯 (4) 南勢陸上ク 11.41

ﾊｺﾀﾞ ﾕｲﾅ
7 2 553 箱田　唯菜 (4) 神　社 11.45

ｶﾐｺﾝﾔ ｼｽﾞｶ
8 3 1190 上紺屋静佳 (4) 城　田 11.47

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ

1 4 488 久保　梓紗 (4) 厚生陸上ク 9.63
ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ

2 5 1345 中出　里央 (4) 南勢陸上ク 9.67
ｸﾉ ﾐﾕ

3 7 1336 久野　美悠 (4) 南勢陸上ク 9.96
ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ

4 3 1352 松井万里子 (4) 南勢陸上ク 10.11
ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ

5 6 1344 長岡　莉湖 (4) 南勢陸上ク 10.13
ｽﾐﾀﾞ ｱﾕ

6 2 1692 角田　亜優 (4) 佐八陸上ク 10.14
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅ

7 8 1775 藤田　麻奈 (4) SMAC陸上ク 10.23
ｾｺｸﾞﾁ ﾅﾅ

8 9 1340 世古口奈々 (4) 南勢陸上ク 10.33

風:  -1.4

風:  +0.6 風:  +0.1

風:  0.0

凡例    ○：県大会標準記録突破 2008/6/7 17:58－18－



女子５年　１００ｍ

県小学生記録 (KE)       13.7      前田　　恵 (明倫・伊勢市)                                   1990        

　　大会記録 (GR)       13.7      前田　　恵 (明倫)                                           1990(第6回) 

　県標準記録 (KH)       16.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  7組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵﾆｼ ﾐﾅﾐ ﾅｶｷﾀ　ｶﾎ
1 6 1568 大西　　陽 (5) 南勢陸上ク 15.58 ○ q 1 4 1578 中北　果帆 (5) 南勢陸上ク 15.75 ○ q

ｱｵｷ ｾｲﾅ ｵｸｲ ｱﾔﾐ
2 5 469 青木　聖奈 (5) 厚生陸上ク 16.22 2 3 1723 奥井　彩美 (5) SMAC陸上ク 16.43

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｷ ﾓﾘｲ ﾏﾅ
3 4 239 出口　侑希 (5) 早　修 16.37 3 2 483 森井　慎菜 (5) 厚生陸上ク 16.49

ﾆｼｱｶﾈ ｵｸﾉ ｻｲｶ
4 8 1302 西　亜香音 (5) 南勢陸上ク 16.45 4 7 793 奥野　祭花 (5) 浜　郷 17.15

ｳﾒﾀﾞ ﾐｻｷ ﾆｼﾓﾄ ﾒｲ
5 2 192 梅田　実咲 (5) 有　緝 16.64 5 8 1473 西本　芽依 (5) 佐八陸上ク 17.52

ﾏﾂﾓﾘ ｲｽﾞﾐ ｺﾐﾔﾏ ﾅﾅ
6 7 794 松森　泉美 (5) 浜　郷 16.65 6 5 238 小見山奈々 (5) 早　修 17.95

ﾔﾏｼﾀ ﾓｴ ﾅｶｶﾞﾜﾊﾂﾞｷ
7 3 1475 山下　　萌 (5) 佐八陸上ク 17.86 6 1577 中川　葉月 (5) 南勢陸上ク DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾅﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾐﾔｹ ｶﾚﾝ
1 4 1447 稲田穂乃香 (5) 佐八陸上ク 15.35 ○ q 1 7 1080 三宅　可蓮 (5) 北浜陸上ク 15.89 ○

ｸﾏﾉﾏﾕ ﾆｼｺﾊｸ
2 2 1572 熊野　真優 (5) 南勢陸上ク 16.45 2 3 1304 西　こはく (5) 南勢陸上ク 16.05

ﾌﾙｶﾜ ﾕﾂﾞｷ ｵｸﾀﾞｱﾔﾉ
3 3 456 古川　柚月 (5) 厚生陸上ク 16.47 3 5 1569 奥田　文乃 (5) 南勢陸上ク 16.10

ｸﾘﾊﾗ ｺﾊｸ ﾂｼﾞ ﾕﾘﾝ
4 8 1448 栗原　冴舶 (5) 佐八陸上ク 16.70 4 6 861 辻　　祐綸 (5) 四　郷 16.59

ｶﾜﾍﾞ ｱﾘｻ ｲﾇｲ ﾙｶ
5 5 1081 川邊　有紗 (5) 北浜陸上ク 17.32 5 4 191 乾　　瑠夏 (5) 有　緝 16.93

ﾅｶﾑﾗ ｱｲ ﾀﾁﾉ ﾕｷﾐ
6 6 1637 中村　　愛 (5) 今一色 17.43 6 8 482 立野　幸実 (5) 厚生陸上ク 17.53

ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾕｲ ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ
7 7 221 桜谷　祐衣 (5) 有　緝 17.45 7 2 1474 橋本　結衣 (5) 佐八陸上ク 17.55

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾂｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ ﾄｶﾞｻｶﾂｸﾞﾐ
1 4 478 逵井美都希 (5) 厚生陸上ク 15.59 ○ q 1 6 1576 栂坂つぐみ (5) 南勢陸上ク 14.78 ○ q

ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾅ ﾀｶｸﾗ ﾑﾂﾐ
2 5 1312 保田真里奈 (5) 南勢陸上ク 16.05 2 8 470 高倉　　睦 (5) 厚生陸上ク 15.58 ○ q

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾎ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ
3 2 1471 中川　真帆 (5) 佐八陸上ク 16.22 3 7 547 小林　亜未 (5) 厚　生 16.04

ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾎ ﾔﾏｶﾜ ﾘﾅ
4 3 1082 濱口　紫帆 (5) 北浜陸上ク 16.27 4 4 189 山川　莉奈 (5) 有　緝 16.14

ﾄﾐｳﾁ ﾘｶ ﾅﾙｶﾜ ﾓﾓｶ
5 9 188 冨内　里香 (5) 有　緝 16.30 5 5 1472 成川　百香 (5) 佐八陸上ク 16.32

ﾀﾏｷ ｶｽﾞﾊ ﾔﾏﾅｶｱｶﾈ
6 6 1450 玉木　和葉 (5) 佐八陸上ク 16.47 6 3 1313 山中　　茜 (5) 南勢陸上ク 16.54

ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾘｻ ｺﾀﾞﾏ ﾕｷｺ
7 7 1638 東側　里砂 (5) 今一色 17.90 7 2 237 児玉　幸子 (5) 早　修 17.00

ﾃﾝﾊﾟｸ ﾌｳｶ
8 8 1575 天白　風花 (5) 南勢陸上ク 17.98

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  +0.8 風:  +1.7

風:  +0.2 風:  +0.2

風:  +0.3 風:  +0.3

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場 2008/6/7 17:59－19－



女子５年　１００ｍ

県小学生記録 (KE)       13.7      前田　　恵 (明倫・伊勢市)                                   1990        

　　大会記録 (GR)       13.7      前田　　恵 (明倫)                                           1990(第6回) 

　県標準記録 (KH)       16.00     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  7組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

7組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱｵｷﾘﾅ
1 4 1565 青木　莉那 (5) 南勢陸上ク 15.31 ○ q

ﾎｼﾔﾏ　ﾕｷ
2 2 1309 星山　侑紀 (5) 南勢陸上ク 15.45 ○ q

ｳｴﾀﾞ ｱｲﾘ
3 8 481 上田　愛莉 (5) 厚生陸上ク 16.20

ｻｶｲ ﾜｶﾅ
4 5 1449 阪井　若菜 (5) 佐八陸上ク 16.22

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵ
5 3 190 浜口　奈央 (5) 有　緝 16.64

ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ
6 7 1636 中村早紀子 (5) 今一色 16.78

ﾅｶﾀ ﾊﾙ
7 6 1725 中田　波瑠 (5) SMAC陸上ク 17.08

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｶﾞｻｶﾂｸﾞﾐ

1 6 1576 栂坂つぐみ (5) 南勢陸上ク 15.11
ｲﾅﾀﾞ ﾎﾉｶ

2 5 1447 稲田穂乃香 (5) 佐八陸上ク 15.50
ｱｵｷﾘﾅ

3 7 1565 青木　莉那 (5) 南勢陸上ク 15.54
ﾀｶｸﾗ ﾑﾂﾐ

3 8 470 高倉　　睦 (5) 厚生陸上ク 15.54
ｵｵﾆｼ ﾐﾅﾐ

5 9 1568 大西　　陽 (5) 南勢陸上ク 15.76
ﾎｼﾔﾏ　ﾕｷ

6 4 1309 星山　侑紀 (5) 南勢陸上ク 15.87
ﾂｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ

7 3 478 逵井美都希 (5) 厚生陸上ク 15.89
ﾅｶｷﾀ　ｶﾎ

8 2 1578 中北　果帆 (5) 南勢陸上ク 16.18

風:  -1.2

風:  +1.3

凡例    ○：県大会標準記録突破  DNS：欠場 2008/6/7 17:59－20－



女子６年　１００ｍ

県小学生記録 (KE)       13.21     田矢　愛美 (JAC亀山・亀山市)                                2006        

　　大会記録 (GR)       13.57     前田　美星 (南勢陸上ク)                                     2002(第18回)

　県標準記録 (KH)       15.50     県大会参加標準記録 (＊)                                                 

予選  5組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｼﾀﾆ ｶﾎ ﾅｵｴﾐﾁﾙ
1 2 8 石谷　佳穂 (6) 進　修 14.02 ○ q 1 8 1526 直江実千瑠 (6) 南勢陸上ク 14.88 q

ｻｸﾏｶﾅ ﾕｷｵｶﾉｴ
2 6 1522 佐久間香奈 (6) 南勢陸上ク 14.72 ○ q 2 6 1542 雪岡　野絵 (6) 南勢陸上ク 15.40 ○

ﾋﾛ ﾏｲｶ ﾐﾔﾑﾗﾏﾕ
3 7 1444 廣　　舞佳 (6) 佐八陸上ク 14.90 ○ q 3 4 1541 宮村　真由 (6) 南勢陸上ク 15.47 ○

ｻｲﾄｳ ｼｴ ｶﾄｳ ﾓｴ
4 8 62 齋藤　紫衣 (6) 修　道 15.03 ○ 4 3 1440 加藤　萌恵 (6) 佐八陸上ク 15.70

ｲｴｷ ｱﾔﾐ ﾀｶｾ ﾓｶ
5 5 152 家城　彩実 (6) 有　緝 15.42 ○ 5 7 1442 高瀬　百華 (6) 佐八陸上ク 16.07

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｲ ﾆｼﾑﾗﾕﾘ
6 3 1731 谷口　芽惟 (6) SMAC陸上ク 16.15 6 2 1534 西村　友里 (6) 南勢陸上ク 16.65

ｵｶﾉ ｱｶﾘ ﾔﾓﾄ ﾐｵﾘ
7 4 1518 岡野　朱莉 (6) 南勢陸上ク 16.95 7 5 1732 屋本実桜里 (6) SMAC陸上ク 18.53

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊｻﾓﾄ ﾋﾛﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ
1 5 460 迫本　紘奈 (6) 厚生陸上ク 14.37 ○ q 1 6 1446 山本　早絵 (6) 佐八陸上ク 14.86 ○ q

ﾆｼｵﾐｻｷ ｺﾐﾔ ﾘﾝｶ
2 4 1532 西尾美早紀 (6) 南勢陸上ク 15.04 ○ 2 3 61 小宮　鈴香 (6) 修　道 15.09 ○

ｵｶﾑﾗ ｱﾘｻ ﾊｼﾓﾄﾅﾙﾐ
3 2 1062 岡村亜里沙 (6) 北浜陸上ク 15.13 ○ 3 7 1536 橋本　育実 (6) 南勢陸上ク 15.38 ○

ﾋﾗﾉﾏﾐ ｵｵｾ ﾕｽﾞｶ
4 8 1539 平野　まみ (6) 南勢陸上ク 15.46 ○ 4 4 1733 大瀬　柚香 (6) SMAC陸上ク 15.84

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾘ ﾉﾛﾄｳｶ
5 3 1730 中村　綾里 (6) SMAC陸上ク 16.04 5 2 1535 野呂　桃香 (6) 南勢陸上ク 15.89

ｼﾏﾀﾞ ﾐｷ ﾋｶﾞｼｶﾞﾜｶﾅ
6 7 1441 島田　実季 (6) 佐八陸上ク 17.01 6 5 1538 東側　香菜 (6) 南勢陸上ク 15.90

ｲｴﾀﾞ ﾏﾔ
6 1517 家田　真弥 (6) 南勢陸上ク DNS

5組 決勝
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾓﾋﾛｺ ｲｼﾀﾆ ｶﾎ
1 4 1524 下　　浩子 (6) 南勢陸上ク 14.06 ○ q 1 5 8 石谷　佳穂 (6) 進　修 14.43

ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ
2 7 1533 西田　有沙 (6) 南勢陸上ク 14.10 ○ q 2 6 1533 西田　有沙 (6) 南勢陸上ク 14.46

ｻｻｷ ｶﾅ ｼﾓﾋﾛｺ
3 3 1064 佐々木香奈 (6) 北浜陸上ク 15.17 ○ 3 4 1524 下　　浩子 (6) 南勢陸上ク 14.72

ﾊﾗ ﾄﾓｶ ﾊｻﾓﾄ ﾋﾛﾅ
4 6 464 原　　朋伽 (6) 厚生陸上ク 15.22 ○ 4 7 460 迫本　紘奈 (6) 厚生陸上ク 15.08

ﾓﾘ ｼｽﾞﾊ ﾅｵｴﾐﾁﾙ
5 5 1445 森　　静葉 (6) 佐八陸上ク 15.56 5 2 1526 直江実千瑠 (6) 南勢陸上ク 15.28

ｵｶﾉ ｱｶﾘ ｻｸﾏｶﾅ
6 2 1519 岡野　朱里 (6) 南勢陸上ク 15.71 6 8 1522 佐久間香奈 (6) 南勢陸上ク 15.33

ｵｵﾂ ﾐｷ ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ
7 8 1734 大津　美樹 (6) SMAC陸上ク 16.58 7 9 1446 山本　早絵 (6) 佐八陸上ク 15.56

ﾋﾛ ﾏｲｶ
8 3 1444 廣　　舞佳 (6) 佐八陸上ク 15.67

風:  +1.4 風:  0.0

風:  +1.1

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  +1.3 風:  +0.9

風:  -2.0

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場  ○：県大会標準記録突破 2008/6/7 18:00－21－



女子　１０００ｍ

6月7日 12:50 決勝   

県小学生記録 (KE)       3.12.52   今村　宥美 (川越陸上少・三重郡)                             2006        

　　大会記録 (GR)       3.26.14   松田　莉奈 (南勢陸上ク)                                     1999(第15回)

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾏｶﾞｷ ﾘｻ

1 5 865 嶋垣　莉沙 (6) 四　郷 3.31.83
ﾅｶﾞｵｶ ｱﾔﾉ

2 4 1197 長岡　彩乃 (6) 城　田 3.37.71
ﾅｶﾑﾗﾅﾂﾋ

3 14 1529 中村　夏妃 (6) 南勢陸上ク 3.38.73
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ

4 6 1198 中西はるか (6) 城　田 3.43.04
ﾀﾏｷ ﾜｶﾅ

5 7 1525 玉木　若菜 (6) 南勢陸上ク 3.46.07
ｲｼﾊﾗｱｶﾘ

6 10 1516 石原安加里 (6) 南勢陸上ク 3.53.66
ｸﾗｲ ｻｴ

7 8 1200 倉井　　冴 (6) 城　田 3.53.83
ﾌﾙｶﾜｻﾔ

8 12 1307 古川　紗也 (5) 南勢陸上ク 3.54.08
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ

9 2 154 山本　亜耶 (6) 有　緝 3.56.72
ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾎ

10 13 471 山村　真穂 (5) 厚生陸上ク 4.01.15
ﾃﾗﾀﾞ ｷﾐｶ

11 9 803 寺田　江花 (6) 浜　郷 4.03.01
ｾｺ ﾁﾋﾛ

12 1 1199 世古　千尋 (6) 城　田 4.04.70
ｲﾇｲｺﾄﾐ

13 3 1566 乾　　琴美 (5) 南勢陸上ク 4.16.14
ｵｵｷ ﾕｲ

11 155 大木　由衣 (6) 有　緝 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場 2008/6/7 18:01－22－



女子　８０ｍＨ

県小学生記録 (KE)       12.93     山田　梨央 (川越陸上少・三重郡)                             2007        

　　大会記録 (GR)       14.29     奥野　春菜 (佐八陸上ク)                                     2007(第23回)

予選  3組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶｷﾀ ﾘﾎ ﾋﾗｶﾞ ﾚｲｺ
1 4 1579 中北　里穂 (5) 南勢陸上ク 15.31 q 1 2 480 平賀　礼子 (5) 厚生陸上ク 15.54 q

ｵｸﾑﾗ ﾋｶﾘ ﾆｯﾀﾅﾂﾐ
2 6 1439 奥村ひかり (6) 佐八陸上ク 15.41 q 2 4 1303 新田　夏美 (5) 南勢陸上ク 17.13 q

ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ﾌｼﾞﾖｼ ｼｵﾘ
3 3 933 中村　凪沙 (5) 豊浜東 18.55 3 7 223 藤由　　栞 (6) 有　緝 19.57

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｺ ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ
4 7 222 濵口　莉子 (6) 有　緝 19.92 4 6 7 杉山　陽菜 (6) 進　修 20.40

ﾐﾂﾔﾏ ﾐﾕ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
5 5 160 三津山美有 (6) 有　緝 20.32 5 5 164 濱口　瑞規 (6) 有　緝 20.52

ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ ｵｵﾆｼ ｻﾗｻ
6 2 163 鈴木　春風 (6) 有　緝 20.96 6 3 161 大西　純沙 (6) 有　緝 22.10

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾜｲ ﾕｷﾅ
1 5 1438 岩井祐希奈 (6) 佐八陸上ク 15.75 q

ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ
2 7 1443 中村　沙彩 (6) 佐八陸上ク 17.51 q

ｱｼﾂﾞ ｸﾐｺ
3 3 9 葦津公実子 (6) 進　修 17.68 q

ﾏｴﾀﾞｱﾔﾈ
4 6 1310 前田　彩音 (5) 南勢陸上ク 18.19 q

ﾔﾏﾍﾞ ﾐｶｺ
5 2 165 山邊実加子 (6) 有　緝 18.36

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
6 4 479 柴田　果歩 (5) 厚生陸上ク 19.00

ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ
7 8 162 斉藤　瑞穂 (6) 有　緝 19.58

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｯﾀﾅﾂﾐ

1 9 1303 新田　夏美 (5) 南勢陸上ク 15.12
ﾅｶｷﾀ ﾘﾎ

2 6 1579 中北　里穂 (5) 南勢陸上ク 15.41
ﾋﾗｶﾞ ﾚｲｺ

3 5 480 平賀　礼子 (5) 厚生陸上ク 15.56
ｲﾜｲ ﾕｷﾅ

4 4 1438 岩井祐希奈 (6) 佐八陸上ク 15.62
ｵｸﾑﾗ ﾋｶﾘ

5 7 1439 奥村ひかり (6) 佐八陸上ク 15.68
ｱｼﾂﾞ ｸﾐｺ

6 2 9 葦津公実子 (6) 進　修 17.58
ﾏｴﾀﾞｱﾔﾈ

7 3 1310 前田　彩音 (5) 南勢陸上ク 17.89
ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ

8 8 1443 中村　沙彩 (6) 佐八陸上ク 18.81

風:  -1.2

風:  +0.2

審 判 長：小池　弘文

記録主任：岡田　和久

風:  +0.7 風:  +0.4

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  2008/6/7 18:01－23－



女子　４×１００ｍＲ

県小学生記録 (KE)       53.88     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002        
　　大会記録 (GR)       55.70     南勢陸上ク (西村・小島・近藤・前田)                         1991(第7回) 

予選  2組0着+8

1組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 8ﾚｰﾝ q
厚生陸上ク-A 57.94 修道 58.67 南勢陸上ク-B 59.08
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏﾑﾗ ｺﾄﾈ ｺﾐﾔ ﾘﾝｶ ﾆｼｵﾐｻｷ
1 463 山村　琴音 (6) 厚生陸上ク 1 61 小宮　鈴香 (6) 修　道 1 1532 西尾美早紀 (6) 南勢陸上ク

ﾊｻﾓﾄ ﾋﾛﾅ ﾅｶﾆｼ ｻﾜ ﾐﾔﾑﾗﾏﾕ
2 460 迫本　紘奈 (6) 厚生陸上ク 2 60 中西　沙和 (6) 修　道 2 1541 宮村　真由 (6) 南勢陸上ク

ｺｷﾞｼ ｶﾅ ｵｵﾆｼ ｻﾔ ﾅｶﾆｼﾏｵ
3 461 小岸　香菜 (6) 厚生陸上ク 3 63 大西　紗矢 (6) 修　道 3 1528 中西　真央 (6) 南勢陸上ク

ﾊﾗ ﾄﾓｶ ｻｲﾄｳ ｼｴ ｷﾀﾑﾗﾓﾓｶ
4 464 原　　朋伽 (6) 厚生陸上ク 4 62 齋藤　紫衣 (6) 修　道 4 1520 北村　桃香 (6) 南勢陸上ク

4着 7ﾚｰﾝ q 5着 6ﾚｰﾝ q 6着 2ﾚｰﾝ
佐八陸上ク-A 59.34 北浜陸上ク 60.26 厚生陸上ク-C 65.35
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾛ ﾏｲｶ ﾓﾘﾀﾆ ﾘｶｺ ﾌﾙｶﾜ ﾕﾂﾞｷ
1 1444 廣　　舞佳 (6) 佐八陸上ク 1 1066 森谷梨花子 (6) 北浜陸上ク 1 456 古川　柚月 (5) 厚生陸上ク

ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ ｻｻｷ ｶﾅ ﾋﾗｶﾞ ﾚｲｺ
2 1446 山本　早絵 (6) 佐八陸上ク 2 1064 佐々木香奈 (6) 北浜陸上ク 2 480 平賀　礼子 (5) 厚生陸上ク

ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ ﾀｹﾓﾄ ﾓﾓｶ ｳｴﾀﾞ ｱｲﾘ
3 1443 中村　沙彩 (6) 佐八陸上ク 3 1065 竹本　百花 (6) 北浜陸上ク 3 481 上田　愛莉 (5) 厚生陸上ク

ｲﾜｲ ﾕｷﾅ ｵｶﾑﾗ ｱﾘｻ ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ
4 1438 岩井祐希奈 (6) 佐八陸上ク 4 1062 岡村亜里沙 (6) 北浜陸上ク 4 476 吉田　彩香 (5) 厚生陸上ク

7着 3ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
四郷 65.73 SMAC陸上-B DSQ,*T3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐｳﾗ ﾚｲﾅ ﾑﾗﾀ ﾐﾚｲ
1 866 三浦　鈴奈 (6) 四　郷 1 1724 村田　光玲 (5) SMAC陸上ク

ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾏﾕ: ﾅｶﾀ ﾊﾙ
2 867 東浦　　繭 (6) 四　郷 2 1725 中田　波瑠 (5) SMAC陸上ク

ｲｽﾞ ｶｴﾃﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾂ
3 868 伊豆　　楓 (6) 四　郷 3 1726 山本　真夏 (5) SMAC陸上ク

ｼﾏｶﾞｷ ﾘｻ ｵｸｲ ｱﾔﾐ
4 865 嶋垣　莉沙 (6) 四　郷 4 1723 奥井　彩美 (5) SMAC陸上ク

2組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 2ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ q
南勢陸上ク-A 56.02 南勢陸上ク-C 60.26 有緝 61.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄｶﾞｻｶﾂｸﾞﾐ ﾋﾗﾉﾏﾐ ｽｶﾞｳﾗ ｱｶﾘ
1 1576 栂坂つぐみ (5) 南勢陸上ク 1 1539 平野　まみ (6) 南勢陸上ク 1 173 須賀浦茜里 (6) 有　緝

ｼﾓﾋﾛｺ ﾊｼﾓﾄﾅﾙﾐ ｲｴｷ ｱﾔﾐ
2 1524 下　　浩子 (6) 南勢陸上ク 2 1536 橋本　育実 (6) 南勢陸上ク 2 152 家城　彩実 (6) 有　緝

ｻｸﾏｶﾅ ﾆｼﾂﾌﾞﾗ ｼﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ
3 1522 佐久間香奈 (6) 南勢陸上ク 3 1530 西　つぶら (6) 南勢陸上ク 3 172 島田亜由美 (6) 有　緝

ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ ｻｲﾄｳﾋﾛｶ ﾐﾂﾔﾏ ﾐﾕ
4 1533 西田　有沙 (6) 南勢陸上ク 4 1521 斎藤　広華 (6) 南勢陸上ク 4 160 三津山美有 (6) 有　緝

4着 8ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
佐八陸上ク-B 62.01 厚生陸上ク-B 62.07 SMAC陸上-A 62.16
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾘ ｼｽﾞﾊ ﾂｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｲ
1 1445 森　　静葉 (6) 佐八陸上ク 1 478 逵井美都希 (5) 厚生陸上ク 1 1731 谷口　芽惟 (6) SMAC陸上ク

ﾀｶｾ ﾓｶ ｱｵｷ ｾｲﾅ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾘ
2 1442 高瀬　百華 (6) 佐八陸上ク 2 469 青木　聖奈 (5) 厚生陸上ク 2 1730 中村　綾里 (6) SMAC陸上ク

ｶﾄｳ ﾓｴ ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ ｵｵﾂ ﾐｷ
3 1440 加藤　萌恵 (6) 佐八陸上ク 3 465 久保　遥加 (6) 厚生陸上ク 3 1734 大津　美樹 (6) SMAC陸上ク

ｵｸﾑﾗ ﾋｶﾘ ﾀｶｸﾗ ﾑﾂﾐ ｵｵｾ ﾕｽﾞｶ
4 1439 奥村ひかり (6) 佐八陸上ク 4 470 高倉　　睦 (5) 厚生陸上ク 4 1733 大瀬　柚香 (6) SMAC陸上ク

7着 9ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
浜郷 62.70 城田 62.81
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾙｷ ﾕｳﾅ ｸﾗｲ ｻｴ
1 801 春木　優奈 (6) 浜　郷 1 1200 倉井　　冴 (6) 城　田

ﾓﾘﾀ ﾏﾕ ﾅｶﾞｵｶ ｱﾔﾉ
2 799 森田　麻友 (6) 浜　郷 2 1197 長岡　彩乃 (6) 城　田

ﾃﾗﾀﾞ ｷﾐｶ ｾｺ ﾁﾋﾛ
3 803 寺田　江花 (6) 浜　郷 3 1199 世古　千尋 (6) 城　田

ｶﾜｿﾞｴ ﾏｲｺ ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ
4 800 川添麻依子 (6) 浜　郷 4 1198 中西はるか (6) 城　田

審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DSQ：失格  *T3：走路外インフィールド進入 2008/6/7 18:05－24－



女子　４×１００ｍＲ

県小学生記録 (KE)       53.88     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002        
　　大会記録 (GR)       55.70     南勢陸上ク (西村・小島・近藤・前田)                         1991(第7回) 

予選  2組0着+8

1組

審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
南勢陸上ク-A 55.85 厚生陸上ク-A 58.01 修道 58.28
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄｶﾞｻｶﾂｸﾞﾐ ﾔﾏﾑﾗ ｺﾄﾈ ｺﾐﾔ ﾘﾝｶ
1 1576 栂坂つぐみ (5) 南勢陸上ク 1 463 山村　琴音 (6) 厚生陸上ク 1 61 小宮　鈴香 (6) 修　道

ｼﾓﾋﾛｺ ﾊｻﾓﾄ ﾋﾛﾅ ﾅｶﾆｼ ｻﾜ
2 1524 下　　浩子 (6) 南勢陸上ク 2 460 迫本　紘奈 (6) 厚生陸上ク 2 60 中西　沙和 (6) 修　道

ｻｸﾏｶﾅ ｺｷﾞｼ ｶﾅ ｵｵﾆｼ ｻﾔ
3 1522 佐久間香奈 (6) 南勢陸上ク 3 461 小岸　香菜 (6) 厚生陸上ク 3 63 大西　紗矢 (6) 修　道

ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ ﾊﾗ ﾄﾓｶ ｻｲﾄｳ ｼｴ
4 1533 西田　有沙 (6) 南勢陸上ク 4 464 原　　朋伽 (6) 厚生陸上ク 4 62 齋藤　紫衣 (6) 修　道

4着 6ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
南勢陸上ク-B 59.40 佐八陸上ク-A 59.48 北浜陸上ク 60.51
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼｵﾐｻｷ ﾋﾛ ﾏｲｶ ﾓﾘﾀﾆ ﾘｶｺ
1 1532 西尾美早紀 (6) 南勢陸上ク 1 1444 廣　　舞佳 (6) 佐八陸上ク 1 1066 森谷梨花子 (6) 北浜陸上ク

ﾐﾔﾑﾗﾏﾕ ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ ｻｻｷ ｶﾅ
2 1541 宮村　真由 (6) 南勢陸上ク 2 1446 山本　早絵 (6) 佐八陸上ク 2 1064 佐々木香奈 (6) 北浜陸上ク

ﾅｶﾆｼﾏｵ ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ ﾀｹﾓﾄ ﾓﾓｶ
3 1528 中西　真央 (6) 南勢陸上ク 3 1443 中村　沙彩 (6) 佐八陸上ク 3 1065 竹本　百花 (6) 北浜陸上ク

ｷﾀﾑﾗﾓﾓｶ ｲﾜｲ ﾕｷﾅ ｵｶﾑﾗ ｱﾘｻ
4 1520 北村　桃香 (6) 南勢陸上ク 4 1438 岩井祐希奈 (6) 佐八陸上ク 4 1062 岡村亜里沙 (6) 北浜陸上ク

7着 9ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
南勢陸上ク-C 60.52 有緝 63.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾗﾉﾏﾐ ｽｶﾞｳﾗ ｱｶﾘ
1 1539 平野　まみ (6) 南勢陸上ク 1 173 須賀浦茜里 (6) 有　緝

ﾊｼﾓﾄﾅﾙﾐ ｲｴｷ ｱﾔﾐ
2 1536 橋本　育実 (6) 南勢陸上ク 2 152 家城　彩実 (6) 有　緝

ﾆｼﾂﾌﾞﾗ ｼﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ
3 1530 西　つぶら (6) 南勢陸上ク 3 172 島田亜由美 (6) 有　緝

ｻｲﾄｳﾋﾛｶ ﾐﾂﾔﾏ ﾐﾕ
4 1521 斎藤　広華 (6) 南勢陸上ク 4 160 三津山美有 (6) 有　緝

凡例    DSQ：失格  *T3：走路外インフィールド進入 2008/6/7 18:05－25－



女子　走高跳 
審 判 長：松本　裕人

記録主任：岡田　和久

6月7日 10:30 決勝   

県小学生記録 (KE)       1m38      伊藤　　萌 (南勢陸上ク・伊勢市)                             2004        

　　大会記録 (GR)       1m28      佐々木愛弓 (豊浜東)                                         1999(第15回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾂﾌﾞﾗ － － － － － － － － ○ × × ×

1 19 1530 西　つぶら (6) 南勢陸上ク 1m25

ﾏｴｶﾞﾜｶﾅｺ － － － － － － － － × ○ × × ×

2 4 1540 前川架菜子 (6) 南勢陸上ク 1m25

ﾆｼﾀﾞ ｻｱﾔ － － － － － － － × ○ × × ×

3 13 1022 西田　紗彩 (6) 豊浜西 1m20

ｷﾀﾑﾗﾓﾓｶ － － － － － － × ○ × ○ × × ×

4 11 1520 北村　桃香 (6) 南勢陸上ク 1m20

ｼﾐｽﾞﾐｵ － － － － － － ○ × × ×

5 2 1523 清水　　澪 (6) 南勢陸上ク 1m15

ｺｷﾞｼ ｶﾅ － － － － － － ○ × × ×

5 6 461 小岸　香菜 (6) 厚生陸上ク 1m15

ﾔｷﾞ ｱﾔﾅ － － － － × ○ ○ ○ × × ×

7 9 181 八木　綾那 (6) 有　緝 1m15

ﾊﾔｼﾕｷﾉ － － － － － － × ○ × × ×

8 15 1305 林　　薫乃 (5) 南勢陸上ク 1m15

ﾐｳﾗ ﾚｲﾅ － － － － － － × ○ × × ×

8 14 866 三浦　鈴奈 (6) 四　郷 1m15

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ － － － － － － × ○ × × ×

8 7 180 中村　柚月 (6) 有　緝 1m15

ﾓﾘﾀﾆ ﾘｶｺ － － － － － ○ × × ×

11 16 1066 森谷梨花子 (6) 北浜陸上ク 1m10

ｲﾓﾄﾐﾂﾞｷ － － － － － × ○ × × ×

12 17 1567 井元　美月 (5) 南勢陸上ク 1m10

ｲｽﾞ ｶｴﾃﾞ － － － － － × ○ × × ×

12 3 868 伊豆　　楓 (6) 四　郷 1m10

ﾊﾙｷ ﾕｳﾅ － － － － ○ × × ×

14 1 801 春木　優奈 (6) 浜　郷 1m05

ﾅｶﾆｼ ｻﾜ － － － － × ○ × × ×

15 5 60 中西　沙和 (6) 修　道 1m05

ﾅｶﾞﾔ ｻｷｺ － － － － × ○ × × ×

15 12 869 長屋　咲子 (6) 四　郷 1m05

ﾄｳﾊﾞﾀ ｻｴ － － － ○ × × ×

17 18 473 東端　咲恵 (5) 厚生陸上ク 1m00

ﾅｺｼ ｶﾅ － － ○ × × ×

18 8 468 名越　香菜 (6) 厚生陸上ク 0m95

ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾏﾕ: － × × ○ × × ×

19 10 867 東浦　　繭 (6) 四　郷 0m90

0m85 0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら

凡例  2008/6/8 6:38－26－



女子　走幅跳

県小学生記録 (KE)       4m82      寺田　祐子 (南勢陸上ク・伊勢市)                             1999        

　　大会記録 (GR)       4m32      北村　桃那 (豊浜東)                                         1997(第13回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾊﾞﾐﾅﾐ 4m05 3m94 × 4m05 3m53 3m96 × 4m05

1 18 1311 松葉みなみ (5) 南勢陸上ク +3.0 0.0 +3.0 +1.3 +0.8 +3.0 *F5

ｻｲﾄｳﾋﾛｶ 3m46 3m57 3m55 3m57 3m42 3m54 3m79 3m79

2 16 1521 斎藤　広華 (6) 南勢陸上ク -1.2 +3.1 +0.9 +3.1 +2.9 +0.8 +2.9 +2.9 *F3

ﾔﾏﾑﾗ ｺﾄﾈ × 3m31 3m69 3m69 × × × 3m69

3 17 463 山村　琴音 (6) 厚生陸上ク +0.5 +2.0 +2.0 +2.0

ﾅｶﾆｼﾏｵ 3m68 3m51 3m61 3m68 3m44 3m48 × 3m68

4 1 1528 中西　真央 (6) 南勢陸上ク +3.9 0.0 +1.9 +3.9 +1.2 +0.7 +3.9

ｺﾞｼﾏ　ﾐｸ × 3m25 3m30 3m30 3m37 3m54 3m66 3m66

5 14 1573 五島　美空 (5) 南勢陸上ク +2.1 +2.7 +2.7 +2.9 +0.1 +2.3 +2.3 *F5

ﾅｼﾞﾒｱｲ 3m17 3m29 3m27 3m29 3m24 × 3m56 3m56

6 20 1580 納米　　愛 (5) 南勢陸上ク +0.8 +3.4 +2.5 +3.4 +1.9 +2.3 +2.3 *F4

ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 3m46 3m54 3m45 3m54 3m30 × × 3m54

7 13 465 久保　遥加 (6) 厚生陸上ク +1.0 +2.7 +3.1 +2.7 +1.7 +2.7 *F1

ｽｶﾞｳﾗ ｱｶﾘ 3m30 3m21 3m22 3m30 3m44 3m52 3m35 3m52

8 19 173 須賀浦茜里 (6) 有　緝 +1.3 +0.5 +3.1 +1.3 +1.8 +3.8 +4.7 +3.8 *F4

ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ 3m20 2m86 3m10 3m20 3m20

9 6 476 吉田　彩香 (5) 厚生陸上ク +0.4 +2.3 +1.2 +0.4 +0.4

ｶﾉﾒ ﾏｷ × 3m18 × 3m18 3m18

10 10 170 鹿海　麻樹 (6) 有　緝 +1.3 +1.3 +1.3

ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾘ 3m15 × 3m15 3m15 3m15

11 8 171 坂口　由莉 (6) 有　緝 +1.7 +1.7 +1.7 +1.7

ﾌﾙｶﾜﾕｲ 3m10 3m13 × 3m13 3m13

12 9 1308 古川　結衣 (5) 南勢陸上ク +1.2 +0.5 +0.5 +0.5

ｻｸﾗﾀﾞﾆ ｷﾅ 2m50 3m13 × 3m13 3m13

13 5 220 桜谷　妃菜 (5) 有　緝 +0.2 +1.7 +1.7 +1.7

ﾑﾗﾀ ﾐﾚｲ 2m91 2m99 3m11 3m11 3m11

14 21 1724 村田　光玲 (5) SMAC陸上ク +3.8 +1.5 +6.0 +6.0 +6.0 *F2

ｶﾜﾊﾞﾀｱﾂﾞｻ 3m01 3m02 3m10 3m10 3m10

15 11 1570 川端あづさ (5) 南勢陸上ク +0.4 +3.3 +3.2 +3.2 +3.2 *F1

ｸﾎﾞ ﾐｭｳ 3m07 2m85 2m96 3m07 3m07

16 2 169 久保　深悠 (6) 有　緝 +1.5 +0.4 +1.6 +1.5 +1.5

ｶﾀｸﾗ ﾙｲ 3m06 2m99 × 3m06 3m06

17 4 477 片倉　瑠唯 (5) 厚生陸上ク +0.1 +1.7 +0.1 +0.1

ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ 2m65 2m78 2m93 2m93 2m93

18 23 174 永田　綾香 (6) 有　緝 +2.3 +0.7 +2.4 +2.4 +2.4 *F2

ｼﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ × 2m92 × 2m92 2m92

19 7 172 島田亜由美 (6) 有　緝 +1.7 +1.7 +1.7

ｽｽﾞｷｴﾘｶ 2m74 2m86 2m87 2m87 2m87

20 22 1574 鈴木絵莉花 (5) 南勢陸上ク +2.3 +0.7 +2.4 +2.4 +2.4 *F2

ﾋﾋﾞｱｷﾎ 2m77 × × 2m77 2m77

21 3 1306 日比　秋穂 (5) 南勢陸上ク -0.6 -0.6 -0.6

ﾓﾘﾀ ﾏﾕ 2m48 2m67 × 2m67 2m67

22 15 799 森田　麻友 (6) 浜　郷 +1.1 +2.3 +2.3 +2.3 *F1

ｷﾗﾕﾘﾅ × × 2m34 2m34 2m34

23 24 1571 吉楽有里奈 (5) 南勢陸上ク +0.3 +0.3 +0.3

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾁｻ 2m29 × × 2m29 2m29

24 12 219 出口　千沙 (5) 有　緝 +0.4 +0.4 +0.4

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

19 1791 中川　拓紀 (3) 中川クラブ DNS

審 判 長：松本　裕人

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    *F5：５回目が公認最高  *F3：３回目が公認最高  *F4：４回目が公認最高  *F1：１回目が公認最高  *F2：２回目が公認最高  DNS：欠場 2008/6/7 18:03－27－



女子　ボール投

県小学生記録 (KE)       60m33     西井　春菜 (修道・伊勢市)                                   2001        

　　大会記録 (GR)       55m71     西井　春菜 (修道)                                           2001(第17回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾀﾅｶ ﾕｲ

1 1 466 畠中　優衣 (6) 厚生陸上ク × 47m10 × 47m10 × × × 47m10

ﾀｹﾓﾄ ﾓﾓｶ

2 2 1065 竹本　百花 (6) 北浜陸上ク × × 45m98 45m98 × × × 45m98

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘ

3 11 549 山本　真理 (6) 厚　生 × 42m46 × 42m46 × × × 42m46

ｶﾜｿﾞｴ ﾏｲｺ

4 5 800 川添麻依子 (6) 浜　郷 × × 42m04 42m04 × × × 42m04

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾐ

5 12 6 中村　絢美 (6) 進　修 35m25 × × 35m25 × × × 35m25

ﾑﾗｲ ﾐﾅ

6 6 282 村井　見名 (5) 中　島 × 33m84 × 33m84 × 34m15 × 34m15

ｲﾜﾓﾄ ﾕｲ

7 14 870 岩本　有衣 (6) 四　郷 × 28m28 × 28m28 × × × 28m28

ニシノ ﾐﾕｷ

8 13 711 西野みゆき (6) 宮　山 × × 28m00 28m00 × × × 28m00

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ

9 9 862 山口帆乃香 (5) 四　郷 27m13 × × 27m13 27m13

ｱﾀﾞﾁ ﾐﾗｲ

10 3 467 安達　実来 (6) 厚生陸上ク × 26m86 × 26m86 26m86

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾂ

11 4 1726 山本　真夏 (5) SMAC陸上ク 26m44 × × 26m44 26m44

ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅ

12 7 1201 川村　菜奈 (6) 城　田 × × 22m68 22m68 22m68

ﾆｼｲ ﾅﾅｾ

13 8 11 西井　七瀬 (5) 進　修 × 22m20 × 22m20 22m20

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ

14 10 12 山﨑　優奈 (5) 進　修 21m72 × × 21m72 21m72

審 判 長：松本　裕人

記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  2008/6/7 18:04－28－



混成　４×１００ｍＲ

県小学生記録 (KE)       55.13     南勢陸上ク・伊勢市 (中西・橋爪・中西・曽根)                 2004        
　　大会記録 (GR)       58.05     南勢陸上ク (中西・橋爪・中西・宮村)                         2004(第20回)

予選  3組0着+8

1組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 8ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ
佐八陸上ク-A 59.80 南勢陸上ク-F 62.56 有緝-B 63.19
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾅﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ ｳﾒﾀﾞ ﾐｻｷ
1 1447 稲田穂乃香 (5) 佐八陸上ク 1 1344 長岡　莉湖 (4) 南勢陸上ク 1 192 梅田　実咲 (5) 有　緝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾎ ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ ｲﾇｲ ﾙｶ
2 1471 中川　真帆 (5) 佐八陸上ク 2 1345 中出　里央 (4) 南勢陸上ク 2 191 乾　　瑠夏 (5) 有　緝

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｾｲ ﾊﾔｼ ｶﾝｾｲ ﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾔ
3 1411 中山　雄正 (5) 佐八陸上ク 3 1324 林　　幹晟 (4) 南勢陸上ク 3 168 野原　椋也 (5) 有　緝

ｵｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ｿﾉﾔﾏ ﾘｸ
4 1405 奥田　　碩 (5) 佐八陸上ク 4 1315 安達　泰雅 (4) 南勢陸上ク 4 187 圓山　　陸 (5) 有　緝

4着 7ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
四郷 64.02 南勢陸上ク-E 64.61 厚生 66.37
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾂｼﾞ ﾕﾘﾝ ﾅｼﾞﾒｱｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ
1 861 辻　　祐綸 (5) 四　郷 1 1580 納米　　愛 (5) 南勢陸上ク 1 547 小林　亜未 (5) 厚　生

ﾏﾂｲ ｱﾐ ｶﾜﾊﾞﾀｱﾂﾞｻ ｶｼﾞﾊﾗ ﾏﾅ
2 857 松井　あみ (4) 四　郷 2 1570 川端あづさ (5) 南勢陸上ク 2 545 梶原　麻那 (4) 厚　生

ｲﾗｺﾞ ﾛｸｺｳ ｶﾉﾒｹｲﾀ ﾀﾏﾔﾏ ｼｮｳｲ
3 856 五十子祿晃 (4) 四　郷 3 1547 鹿海　啓太 (5) 南勢陸上ク 3 546 玉山　翔偉 (5) 厚　生

ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ ﾀｳﾗﾓﾘｱｷ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ
4 858 前田　敏宏 (5) 四　郷 4 1551 田浦　守昭 (5) 南勢陸上ク 4 548 中村　太一 (5) 厚　生

7着 6ﾚｰﾝ
SMAC陸上-B 68.46
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾞｵｶ ﾁﾋﾛ
1 1778 永岡　千弥 (4) SMAC陸上ク

ﾀﾆﾐｽﾞ ｱﾘｻ
2 1777 谷水亜里紗 (4) SMAC陸上ク

ﾅｶｵ ﾄﾓｷ
3 1768 中尾　友紀 (4) SMAC陸上ク

ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ
4 1720 杉田　有哉 (5) SMAC陸上ク

2組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 2ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ q
南勢陸上ク-B 60.07 南勢陸上ク-C 61.32 南勢陸上ク-D 62.48
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｸﾀﾞｱﾔﾉ ﾆｼｺﾊｸ ﾅｶｷﾀ　ｶﾎ
1 1569 奥田　文乃 (5) 南勢陸上ク 1 1304 西　こはく (5) 南勢陸上ク 1 1578 中北　果帆 (5) 南勢陸上ク

ﾊﾔｼﾕｷﾉ ｱｵｷﾘﾅ ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾅ
2 1305 林　　薫乃 (5) 南勢陸上ク 2 1565 青木　莉那 (5) 南勢陸上ク 2 1312 保田真里奈 (5) 南勢陸上ク

ﾊﾏｻﾞｷﾕｳｷ ｲﾄｳﾌﾐﾔ ｵｵﾀﾆﾖｼｷ
3 1558 濱崎　優紀 (5) 南勢陸上ク 3 1544 伊藤　文哉 (5) 南勢陸上ク 3 1545 大谷　嘉貴 (5) 南勢陸上ク

ﾊﾔｶﾜﾅｵｷ ﾅｶﾞｵｶﾋﾛｷ ﾅｶﾆｼｹﾝﾄ
4 1559 早川　直樹 (5) 南勢陸上ク 4 1554 長岡　宏樹 (5) 南勢陸上ク 4 1557 中西　健人 (5) 南勢陸上ク

4着 5ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
厚生陸上ク 63.57 SMAC陸上-A 65.34 有緝-C 66.92
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾔﾏ ｻﾄﾘ ﾅｶﾑﾗ ｻﾘ ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾕｲ
1 487 羽山　　慧 (4) 厚生陸上ク 1 1774 中村　瑳里 (4) SMAC陸上ク 1 221 桜谷　祐衣 (5) 有　緝

ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵ
2 488 久保　梓紗 (4) 厚生陸上ク 2 1775 藤田　麻奈 (4) SMAC陸上ク 2 190 浜口　奈央 (5) 有　緝

ﾊﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ
3 449 羽山　博貴 (4) 厚生陸上ク 3 1721 藤原　悠大 (5) SMAC陸上ク 3 199 永田ゆうき (4) 有　緝

ｵｵﾉﾀｸﾏ ﾋﾛｶﾞｷ ｶｽﾞｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
4 446 大野　拓摩 (4) 厚生陸上ク 4 1718 廣垣　和志 (5) SMAC陸上ク 4 186 山田　涼平 (5) 有　緝

審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  GR:大会記録 2008/6/7 18:07－29－



混成　４×１００ｍＲ

県小学生記録 (KE)       55.13     南勢陸上ク・伊勢市 (中西・橋爪・中西・曽根)                 2004        
　　大会記録 (GR)       58.05     南勢陸上ク (中西・橋爪・中西・宮村)                         2004(第20回)

予選  3組0着+8

1組

審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

第24回伊勢市小学生陸上競技大会(08240525)
兼第24回三重県小学生陸上競技大会伊勢市地区予選会
主催：伊勢度会陸上競技協会
協賛：ぎゅーとら
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

3組
1着 3ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
南勢陸上ク-A 58.06 有緝-A 60.50 北浜陸上ク 61.85
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾊﾞﾐﾅﾐ ﾔﾏｶﾜ ﾘﾅ ﾐﾔｹ ｶﾚﾝ
1 1311 松葉みなみ (5) 南勢陸上ク 1 189 山川　莉奈 (5) 有　緝 1 1080 三宅　可蓮 (5) 北浜陸上ク

ﾆｯﾀﾅﾂﾐ ﾄﾐｳﾁ ﾘｶ ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾎ
2 1303 新田　夏美 (5) 南勢陸上ク 2 188 冨内　里香 (5) 有　緝 2 1082 濱口　紫帆 (5) 北浜陸上ク

ｶｼﾞﾉｹﾝ ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ
3 1546 梶野　　拳 (5) 南勢陸上ク 3 216 小椋　祥太 (5) 有　緝 3 1070 濱口　航汰 (5) 北浜陸上ク

ﾐﾔﾀﾕｳｽｹ ﾅｶﾞｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ
4 1562 宮田　侑典 (5) 南勢陸上ク 4 218 中川　竜次 (5) 有　緝 4 1069 竹内　遼人 (5) 北浜陸上ク

4着 6ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
佐八陸上ク-B 62.91 南勢陸上ク-G 65.48 城田 DSQ,*R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾏｷ ｶｽﾞﾊ ｾｺｸﾞﾁ ﾅﾅ ﾅｶﾆｼ ﾅﾂｷ
1 1450 玉木　和葉 (5) 佐八陸上ク 1 1340 世古口奈々 (4) 南勢陸上ク 1 1187 中西　菜月 (4) 城　田

ﾅﾙｶﾜ ﾓﾓｶ ﾎﾘｳﾁ ﾐｻﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾚｲ
2 1472 成川　百香 (5) 佐八陸上ク 2 1351 堀内　美里 (4) 南勢陸上ク 2 1188 中川　未麗 (4) 城　田

ｺｲｹ ﾕｳﾔ ﾀﾏｷ ﾏｻﾋﾃﾞ ﾎﾘｲ ｱｷﾗ
3 1408 小池　雄也 (5) 佐八陸上ク 3 1322 玉木　諒秀 (4) 南勢陸上ク 3 1185 堀井　　輝 (4) 城　田

ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ ﾏﾂｲ ｴｲｼ ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾀｸﾔ
4 1410 中野　　匠 (5) 佐八陸上ク 4 1327 松井　栄志 (4) 南勢陸上ク 4 1184 東谷　卓哉 (4) 城　田

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
南勢陸上ク-A 57.85 GR 佐八陸上ク-A 59.86 南勢陸上ク-B 60.04
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾊﾞﾐﾅﾐ ｲﾅﾀﾞ ﾎﾉｶ ｵｸﾀﾞｱﾔﾉ
1 1311 松葉みなみ (5) 南勢陸上ク 1 1447 稲田穂乃香 (5) 佐八陸上ク 1 1569 奥田　文乃 (5) 南勢陸上ク

ﾆｯﾀﾅﾂﾐ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾎ ﾊﾔｼﾕｷﾉ
2 1303 新田　夏美 (5) 南勢陸上ク 2 1471 中川　真帆 (5) 佐八陸上ク 2 1305 林　　薫乃 (5) 南勢陸上ク

ｶｼﾞﾉｹﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｾｲ ﾊﾏｻﾞｷﾕｳｷ
3 1546 梶野　　拳 (5) 南勢陸上ク 3 1411 中山　雄正 (5) 佐八陸上ク 3 1558 濱崎　優紀 (5) 南勢陸上ク

ﾐﾔﾀﾕｳｽｹ ｵｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ﾊﾔｶﾜﾅｵｷ
4 1562 宮田　侑典 (5) 南勢陸上ク 4 1405 奥田　　碩 (5) 佐八陸上ク 4 1559 早川　直樹 (5) 南勢陸上ク

4着 7ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
有緝-A 60.49 北浜陸上ク 61.38 南勢陸上ク-C 61.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｶﾜ ﾘﾅ ﾐﾔｹ ｶﾚﾝ ﾆｼｺﾊｸ
1 189 山川　莉奈 (5) 有　緝 1 1080 三宅　可蓮 (5) 北浜陸上ク 1 1304 西　こはく (5) 南勢陸上ク

ﾄﾐｳﾁ ﾘｶ ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾎ ｱｵｷﾘﾅ
2 188 冨内　里香 (5) 有　緝 2 1082 濱口　紫帆 (5) 北浜陸上ク 2 1565 青木　莉那 (5) 南勢陸上ク

ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ ｲﾄｳﾌﾐﾔ
3 216 小椋　祥太 (5) 有　緝 3 1070 濱口　航汰 (5) 北浜陸上ク 3 1544 伊藤　文哉 (5) 南勢陸上ク

ﾅｶﾞｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾞｵｶﾋﾛｷ
4 218 中川　竜次 (5) 有　緝 4 1069 竹内　遼人 (5) 北浜陸上ク 4 1554 長岡　宏樹 (5) 南勢陸上ク

7着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
南勢陸上ク-D 62.56 南勢陸上ク-F 63.52
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶｷﾀ　ｶﾎ ﾅｶﾞｵｶ ﾘｺ
1 1578 中北　果帆 (5) 南勢陸上ク 1 1344 長岡　莉湖 (4) 南勢陸上ク

ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾅ ﾅｶﾃﾞ ﾘｵ
2 1312 保田真里奈 (5) 南勢陸上ク 2 1345 中出　里央 (4) 南勢陸上ク

ｵｵﾀﾆﾖｼｷ ﾊﾔｼ ｶﾝｾｲ
3 1545 大谷　嘉貴 (5) 南勢陸上ク 3 1324 林　　幹晟 (4) 南勢陸上ク

ﾅｶﾆｼｹﾝﾄ ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ
4 1557 中西　健人 (5) 南勢陸上ク 4 1315 安達　泰雅 (4) 南勢陸上ク
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