
一般・高校男子5000m
12月14日 12:15 決勝

三 重 県 記 録 (ＫＲ)  13:44.01   梅 枝　裕 吉 ( Ｎ　Ｔ　Ｎ )        平成25年
県 高 校 記 録 (ＫＨ)  13:50.38   中 村　匠 吾 ( 上　野　工 )        平成22年
大　会　記　録 (ＧＲ)  14:35.00   川 瀬　翔 矢 (　皇學館大　)        平成29年(第18回)

選 手 権 獲 得 者（第1回から第10回大会は一般男子・少年共通男子5000m）

 第１回(平成12年) 前 川　昌 史（ 松　阪　大 ）15:34.33 第11回(平成22年) 豊 田　啓 貴（宇治山田商高）15:39.54

 第２回(平成13年) 小 林　　 翔（宇治山田商高）15:38.7 第12回(平成23年) 筒 井　勇 仁（宇治山田商高）15:28.42

 第３回(平成14年) 陸上競技場改修工事のため中止 第13回(平成24年) 白 井　成 司（ 三　重　大 ）15:30.62

 第４回(平成15年) 小 原　裕 志（　三重陸協　）15:15.33 第14回(平成25年) 髙 安　一 誠（宇治山田商高）15:34.64

 第５回(平成16年) 安 立　　 俊（四日市ＴＦＣ）15:57.77 第15回(平成26年) 髙 安　一 誠（宇治山田商高）15:06.87

 第６回(平成17年) 中 西　将 人（宇治山田商高）15:39.24 第16回(平成27年) 山 田　侑 矢 (三重県庁ＡＣ) 15:01.78

 第７回(平成18年) 中 田　剛 司（ 三　重　高 ）15:32.47 第17回(平成28年) 山 田　侑 矢 (三重県庁ＡＣ) 15:14.57

 第８回(平成19年) 陸上競技場改修工事のため中止 第18回(平成29年) 川 瀬　翔 矢 (　皇學館大　) 14:35.00

 第９回(平成20年) 黒 川　祥 吾（　ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ　 ）15:52.99 第19回(平成30年) 山 田　侑 矢 (三重県庁ＡＣ) 15:51.23

 第10回(平成21年) 安 立　　 俊（　三重陸協　）15:55.12  第20回(令和元年)

決勝 ２組タイムレース

１組 ２組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位

ﾆｲﾐ ｹﾝ ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ

1 6051 新美　　健(4) 皇學館大 1 1155 竹内　大貴(2) 津東高
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝｷ ﾊﾈ ﾏｻｷ

2 6055 市川　駿希(2) 皇學館大 2 5284 羽根　正樹 三重県庁ＡＣ
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｱﾗｷ ﾕｳﾄ

3 5-351 原田　　翼(2) 皇學館大 3 1223 荒木　優斗(1) 伊勢高
ｸﾛｶﾜ ｼｮｳｺﾞ ｱｵｷ ﾄﾓﾔ

4 5504 黒川　祥吾 三重陸協 4 1501 青木　友也(3) 伊勢学園高
ﾐﾔｷﾞ ﾋﾋﾞｷ ｾｺ ﾘｮｳﾏ

5 5-346 宮城　　響(3) 皇學館大 5 761 世古　遼真(2) 宇治山田高
ｻｲﾄｳ ｷﾘｭｳ ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ

6 6057 齋藤　希龍(2) 皇學館大 6 5545 高橋　健二 三重陸協
ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ ﾀｹﾓﾘ ｹｲﾀ

7 6059 伊藤　大晟(1) 皇學館大 7 262 竹森　圭汰(2) 松阪高
ｵｸﾉ ﾅﾂｷ ﾀﾊﾗ ﾕｳｺﾞ

8 6050 奥野　夏希(4) 皇學館大 8 469 田原　優冴(2) 伊勢工高
ｻｻﾀｹ ﾊﾙｷ ﾅｶｾﾞｺ ﾕｳｼﾞ

9 5-1017 笹竹　陽希(1) 皇學館大 9 449 中世古雄次(3) 伊勢工高
ｵｵｺｳﾁ ﾕｳﾄ ｵｶﾉ ｿﾗ

10 6049 大河内雄登(4) 皇學館大 10 757 岡野　蒼空(2) 宇治山田高
ﾊﾅｲ ｼｭｳｽｹ ｲﾏｲ ｲｯｼ

11 5-1022 花井　秀輔(1) 皇學館大 11 1151 今井　一志(2) 津東高
ｶﾅﾔ ﾄﾓｱｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾏ

12 5-336 金谷　智顕(4) 皇學館大 12 5711 谷口　雄真 志摩ＴＦＣ
ｶﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ ｶｷｳﾁ ｱﾂﾋﾛ

13 6056 加藤　元紀(2) 皇學館大 13 975 垣内　淳宏(2) 尾鷲高
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ

14 6060 柴田　龍一(1) 皇學館大 14 450 中村　幸誠(3) 伊勢工高
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾄ

15 5288 山田　侑矢 三重県庁ＡＣ 15 816 服部　一斗(2) 宇治山田商高
ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼ ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｷ

16 5-339 山下　慧士(4) 皇學館大 16 5488 松浦　広希 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ
ｸﾜﾔﾏ ﾌｳﾔ ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾍｲ

17 6054 桑山　楓矢(3) 皇學館大 17 806 早川　恭平(3) 宇治山田商高
ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ ﾔﾏｼﾞ ﾕｳｷ

18 6052 上村　直也(3) 皇學館大 18 944 山路　湧暉(2) 高田高

（2列目） （2列目）
ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ

19 953 吉田　　亘(1) 高田高 19 1641 藤田　航暉(2) 相可高
ﾅﾗ ｹﾝｼﾞ ｲﾄｳ ﾋﾛｶ

20 5507 奈良　賢治 三重陸協 20 931 伊藤　大翔(2) 高田高
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾉﾑﾗ ｾｱ

21 5539 谷口　大樹 三重陸協 21 1198 野村　瀬吾(2) 伊勢高
ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶ ｶｲﾘ

22 5059 西田健一郎 ULTIMATE 22 938 田中　海吏(2) 高田高
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ ﾋﾗﾉ ﾖｼﾊﾙ

23 6058 松原　隼斗(2) 皇學館大 23 5687 平野　義晴 三重陸協
ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ ﾐﾅﾐ ｿｳﾀ

24 6063 村井　洸陽(1) 皇學館大 24 1238 南　　創太(1) 伊勢高
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ

25 818 濱口　登馬(2) 宇治山田商高
ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳｼ

26 1234 濱口　昴志(1) 伊勢高



一般高校男子5000mW
12月14日 13:00 決　勝

三 重 県 記 録 (ＫＲ)  19.51.74   桂 山　賢 二 (ｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾎﾟｰﾂ)         平成 8年    
県 高 校 記 録 (ＫＨ)  20.48.44   倉 田　直 哉 ( 相　可 )            平成26年    
大　会　記　録 (ＧＲ)  20:23.78   坂　﨑　　翔 (伊賀白鳳高)          平成28年(第17回)

選 手 権 獲 得 者

 第16回(平成27年) 丹 羽　良 彰 (　皇學館大　) 23:30.40 第18回(平成29年) 加 藤　謙 太 (　皇學館大　) 21:53.16

 第17回(平成28年) 坂　﨑　　翔 ( 伊賀白鳳高 ) 20:23.78 第19回(平成30年) 加 藤　謙 太 (　皇學館大　) 22:08.39

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ｱﾏﾉ ﾚｲ

4 913 天野　　黎(1) 上野高
ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

5 5602 佐藤　英治 四日市TFC
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ

6 979 西村　勇佑(2) 尾鷲高
ｻｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ

7 5422 佐々　順一 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｲﾁ

8 2079 窪田　優一(1) 高田高
ﾅｶｾｺ ｼｹﾞｷ

9 902 仲世古成輝(1) 上野高
ｱﾗｶﾜ ｺｳｷ

10 924 荒川　幸輝(3) 高田高
ｶﾜｿﾞｴ ｺｳﾍｲ

11 5530 川添　康平 三重陸協

一般高校女子5000mW
12月14日 13:00 決　勝

三 重 県 記 録 (ＫＲ)  22.24.62   内 田　智 子 (武庫川女子大)        平成 6年    
県 高 校 記 録 (ＫＨ)  24.19.15   和 田　菜 摘 (　宇治山田　)        平成26年    
大　会　記　録 (ＧＲ)  28:17.47   金 谷　晏 衣 ( 相　可　高 )        平成29年(第18回)

選 手 権 獲 得 者

 第16回(平成27年) 西 口　侑 希 ( 宇治山田高 ) 30:37.04 第18回(平成29年) 金 谷　晏 衣 (　相 可 高　) 28:17.47

 第17回(平成28年) 出場者なし  第19回(平成30年) 出場者なし

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ﾏｽｼﾞ ﾊﾙｺ

1 908 増地　晴子(1) 上野高
ﾓﾘｶﾜ ﾕｲ

2 898 森川　友惟(1) 上野高
ｶﾅﾔ ﾅﾂ

3 726 金谷　奈津(2) 川越高



中学３年生・高校１年生男子5000m
12月14日 11:55 決勝

県 高 校 記 録 (ＫＨ)  13:50.38   中 村　匠 吾 ( 上　野　工 )        平成22年
大　会　記　録 (ＧＲ)  16:05.82   桑 名　祥 也 (宇治山田商高)        平成27年(第16回)

選 手 権 獲 得 者

 第11回(平成22年) 山 本　拓 音（宇治山田商高）16:28.30 第16回(平成27年) 桑 名　祥 也 (宇治山田商高) 16:05.82

 第12回(平成23年) 辻　　雄　汰（宇治山田商高）16:10.60 第17回(平成28年) 柴 田　龍 一 ( 三　重　高 ) 16:39.31

 第13回(平成24年) 野 村　拓 也（ 宮　川　中 ）16:17.89 第18回(平成29年) 岡 山　翔 太 (　伊勢工高　) 16:39.31
 第14回(平成25年) 大河内　雄登（  皇學館高  ）16:23.99 第19回(平成30年) 橋 本　虎 暁 (　皇學館高　) 16:27.34
 第15回(平成26年) 前 芝　佑 哉（宇治山田商高）16:29.38 第20回(令和元年)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂｷ

1 318 山下　晃槻(3) 桜浜中 （2列目）
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅﾀ ﾔﾏｿﾞｴ ｼﾞｭﾝ

2 444 立花　　陽(3) 伊勢宮川中 19 2198 山添　　純(1) 相可高
ﾅｶｷﾀ ﾘｸ ﾅﾍﾞｼﾏ ﾄｷﾉﾌﾞ

3 1396 中北　　陸(1) 志摩高 20 959 鍋島　常喜(1) 高田高
ﾖﾈｶﾜ ｺｳｷ ｵｵﾉ ﾏｻﾄ

4 2180 米川　幸希(1) 津東高 21 205 大野　雅翔(3) 厚生中
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ

5 495 中山　凌志(1) 伊勢工高 22 1652 松井　陽大(1) 相可高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｳﾏ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ

6 276 長谷川塔麻(1) 松阪高 23 2082 田中　翔真(1) 高田高
ﾐﾔｶﾞﾐ ﾀｸﾔ ｲｾ ﾄﾗﾉｽｹ

7 1301 宮上　拓也(1) 津商高 24 702 井瀬虎之介(3) 二見中
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾓﾙ ﾐｵｷ ｿﾗ

8 490 川端　　護(1) 伊勢工高 25 214 見置　　空(3) 厚生中
ｵｸﾑﾗ ﾘｸﾄ ﾀﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾏ

9 492 奥村　陸人(1) 伊勢工高 26 855 田畑　瑠真(1) 宇治山田商高
ﾏﾙﾊﾞｼﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾄ

10 1173 丸柱佑太朗(1) 津東高 27 958 渡辺　唯人(1) 高田高
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ ﾓﾃｷﾞ ﾗｲﾄ

11 776 中村　拓真(1) 宇治山田高 28 1175 茂手木来人(1) 津東高
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

12 494 中村　亮太(1) 伊勢工高
ｼﾏﾀﾞ ﾃﾙｷ

13 957 島田　晃希(1) 高田高
ｽｽﾞｷ ﾑﾈﾊﾙ

14 608 鈴木　宗治(3) 小俣中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾂｷ

15 852 近藤　肇起(1) 宇治山田商高
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ

16 968 小林周太郎(3) 文岡中
ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ

17 995 濵田　悠成(1) 尾鷲高
ｷｼﾉ ｿｳﾀ

18 1169 岸野　壮汰(1) 津東高

決勝

ﾅﾝﾊﾞｰ 　名　前 （ 所　属 ）　 記　録　 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

1 （　　　　　　） 5 （　　　　　　）

2 （　　　　　　） 6 （　　　　　　）

3 （　　　　　　） 7 （　　　　　　）

4 （　　　　　　） 8 （　　　　　　）



中学２年生男子3000m
12月14日 11:25 決勝

県 中 学 記 録 (ＫＪ)   8:36.97   池 上　誠 悟 (光風・桑名市)　      平成 7年
大　会　記　録 (ＧＲ)   9:26.23   九 嶋　大 雅 (　紀　　北　)        平成26年(第15回)

選 手 権 獲 得 者

 第11回(平成22年) 梶 野　達 矢（　豊　　浜　） 9:38.16 第16回(平成27年) 川 上　航 生（　城　　田　） 9:43.33

 第12回(平成23年) 野 村　拓 也（　宮　　川　） 9:33.97 第17回(平成28年) 髙 橋　陸 斗（　北　　浜　） 9:59.47

 第13回(平成24年) 和 氣　幸 城（　朝　　明　） 9:38.43 第18回(平成29年) 小 林　楽 叶（　志　　摩　） 9:53.61

 第14回(平成25年) 岡 　　祥 也（  宮　　川  ） 9:57.73 第19回(平成30年) 鈴 木　宗 治 (　小　　俣　)  9:47.30

 第15回(平成26年) 九 嶋　大 雅（　紀　　北　） 9:26.23  第20回(令和元年)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ﾅｶﾆｼ ﾀｲﾖｳ

1 330 中西　太洋(2) 桜浜中 （2列目）
ﾂｼﾞ ﾐﾂﾏｻ ﾑｶｲ ﾚｲﾔ

2 325 辻　　光正(2) 桜浜中 19 825 向井　麗弥(2) 城田中
ｾｷﾄﾞ ﾀｲﾖｳ ｼﾓﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ

3 979 関戸　泰陽(2) 文岡中 20 109 下村　修司(2) 御薗中
ﾏﾂﾀﾞ ﾆｺ ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

4 144 松田　弐皐(2) 玉城中 21 823 中山　竣介(2) 城田中
ｷﾀﾑﾗ ｶｲﾄ ﾌｸﾀﾞ ｶﾅﾋﾛ

5 322 北村　海澄(2) 桜浜中 22 824 福田奏比呂(2) 城田中
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾑ ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ

6 333 宮本　拓武(2) 桜浜中 23 111 中西　悠大(2) 御薗中
ﾀｹﾞｺﾞｳ ｲｯｻ ｲｼｲ ｺｳｷ

7 134 竹郷　壱咲(2) 玉城中 24 2184 石井　昊生(2) 平田野中 OP
ｷﾀｶﾞﾜ ﾗｸﾄ ﾊﾏｼﾞ ﾘｸ

8 106 北川　楽人(2) 御薗中 25 171 濱地　竜久(2) 南島中
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾄ ｲｼﾀﾆ ﾕｳﾄ

9 1588 濱口　靖人(2) 一志中 OP 26 102 石谷　優斗(2) 御薗中
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾋﾛ ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ

10 1589 丸山　樹大(2) 一志中 OP 27 25 前田　尚輝(2) 倉田山中
ｱﾍﾞ ｼｵﾝ ﾐﾔﾀ ﾗｲﾏ

11 2182 阿部　志温(2) 平田野中 OP 28 145 宮田　頼馬(2) 玉城中
ｾｺ ﾕｳﾔ ｺｲｹ ﾘｭｳﾄ

12 222 世古　優哉(2) 厚生中 29 19 小池　琉斗(2) 倉田山中
ｱﾍﾞ ﾀｲｼﾞｭ ｲｹﾔﾏ ﾎｸﾄ

13 2183 阿部　泰樹(2) 平田野中 OP 30 130 池山　北斗(2) 玉城中
ﾐﾅﾐ ｺｳﾀ ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳ

14 449 南　　光汰(2) 伊勢宮川中 31 17 川嶋　　亮(2) 倉田山中
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｷ

15 2192 吉田　陽翔(2) 平田野中 OP 32 110 鷹野　大樹(2) 御薗中
ﾂｼﾞｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

16 326 辻井　淳平(2) 桜浜中
ﾅｶﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

17 328 中辻　健斗(2) 桜浜中
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ

18 2709 木内　桜澄(1) 平田野中 OP

総合順位

ﾅﾝﾊﾞｰ 　名　前 （ 所　属 ）　 記　録　 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

1 （　　　　　　） 5 （　　　　　　）

2 （　　　　　　） 6 （　　　　　　）

3 （　　　　　　） 7 （　　　　　　）

4 （　　　　　　） 8 （　　　　　　）



中学１年生男子3000m
12月14日 11:25 決勝

県 中 学 記 録 (ＫＪ)   8:36.97   池 上　誠 悟 (光風・桑名市)　      平成 7年
大　会　記　録 (ＧＲ)   9:48.82   野 村　拓 也 (　宮　　川　)        平成22年(第11回)

選 手 権 獲 得 者

 第11回(平成22年) 野 村　拓 也（　宮　　川　） 9:48.82 第16回(平成27年) 野 呂　仁 人（  玉　　城  ）10:23.45

 第12回(平成23年) 坂 口　登 河（　厚　　生　）10:12.16 第17回(平成28年) 森 下　　 楓（  宮　　川  ）10:20.14

 第13回(平成24年) 小 濱　大 和（　三　　雲　）10:20.55 第18回(平成29年) 鈴 木　宗 治（  小　　俣  ） 9:57.56

 第14回(平成25年) 東 　　海 斗（  紀　　北  ） 9:52.06 第19回(平成30年) 中 辻　健 斗 (　豊　　浜　) 10:02.00

 第15回(平成26年) 岡 山　翔 太（　宮　　川　）10:25.72  第20回(令和元年)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ｻｶｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

1 3392 坂口　陽音(1) 御薗中 （2列目）
ｲﾅﾊﾞ ｶｽﾞﾄ ｵｵﾀ ﾏｲﾄ

2 3305 稲葉　和音(1) 小俣中 19 832 太田　舞夜(1) 城田中
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾐ ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳﾄ

3 732 阿部　春海(1) 二見中 20 3395 松月　秀斗(1) 御薗中
ﾓﾘ ﾕｳｾｲ ｸﾗｲ ｾｲｱ

4 343 森　　佑聖(1) 桜浜中 21 833 倉井　星碧(1) 城田中
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ ﾜﾆｯﾄ ﾘｷﾃｨｰﾗｳｨｯﾄ

5 341 中村　光佑(1) 桜浜中 22 837 ﾜﾆｯﾄ力樹ﾃｨｰﾗｳｨｯﾄ 城田中
ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｺﾞ

6 3306 井上　大暉(1) 小俣中 23 3394 松崎　圭冴(1) 御薗中
ｱｵｼﾏ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾆｼ ｾﾗ

7 3302 青嶋　洋飛(1) 小俣中 24 834 中西　世羅(1) 城田中
ﾆｼｵｶ ｺｳｼﾛｳ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾏﾅﾄ

8 735 西岡幸史郎(1) 二見中 25 836 東山　愛音(1) 城田中
ﾃﾝｹﾞｲｼﾞ ﾊﾙﾄ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

9 3315 天花寺晴大(1) 小俣中 26 3393 濵口　遥斗(1) 御薗中
ｼﾓｵｶ ﾄﾜ ﾅｶﾆｼ ﾚｲ

10 2845 下岡　永和(1) 久居西中 OP 27 835 中西　　莉(1) 城田中
ﾀﾊﾞﾀ ｷｽﾞﾅ ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ

11 670 田端　　絆(1) 玉城中 28 831 小川　颯大(1) 城田中
ﾓﾘﾀ ｱｲﾄ ﾔｽｲ ｱﾀﾙ

12 742 森田　愛斗(1) 玉城中 29 573 安井　新流(1) 五十鈴中
ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀ ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｾｲ

13 274 髙木　健太(1) 厚生中 30 385 出口　航成(1) 南島中
ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ ｵｶﾓﾄ ﾊｸﾖｳ

14 275 小川眞之介(1) 厚生中 31 3308 岡本　珀陽(1) 小俣中
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾄ ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｷ

15 734 小林　煌永(1) 二見中 32 3389 岩本　悠希(1) 御薗中
ﾉｼﾞﾏ ｾｲﾒｲ ｱｽﾞﾏ ｱｽｶ

16 227 野島　清盟(2) 厚生中 33 572 東　明日珈(1) 五十鈴中
ﾓﾃｷﾞ ｴｲﾄ ｹﾞｼ ｱﾘﾔ

17 3012 茂手木英人(1) 一志中 OP 34 3560 下司　有哉(1) 倉田山中
ｻｻｷ ｶｲﾄ

18 339 佐々木快斗(1) 桜浜中

総合順位

ﾅﾝﾊﾞｰ 　名　前 （ 所　属 ）　 記　録　 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

1 （　　　　　　） 5 （　　　　　　）

2 （　　　　　　） 6 （　　　　　　）

3 （　　　　　　） 7 （　　　　　　）

4 （　　　　　　） 8 （　　　　　　）



小学生５・６年生男子1500m
12月14日 10:00 決勝

県 小 学 生 記 録 (ＥＲ)   4:34.34   森 　　辰 好 (川越陸上少)          平成24年
大　会　記　録 (ＧＲ)   4:54.26   北 川　楽 人 (北浜陸上ク)          平成29年(第18回)

選 手 権 獲 得 者（第1回から第5回大会は1000ｍ）

 第１回(平成12年) 佐 々 木　剛（南勢陸上ク）   3:09.86 第11回(平成22年) 西 井　翔 馬（Club Eggs ）   4:59.73

 第２回(平成13年) 奥 野　翔 平（南勢陸上ク）   3:34.3 第12回(平成23年) 山 本　晃 大（ 宿田曽小 ）   5:13.95

 第３回(平成14年) 陸上競技場改修工事のため中止 第13回(平成24年) 荒 木　那 智（小俣陸上ク）   5:07.21

 第４回(平成15年) 山 口　元 輝（南勢陸上ク）   3:27.73 第14回(平成25年) 高 橋　陸 斗（北浜陸上ク）   5:15.85

 第５回(平成16年) 坂 本　博 満（玉城陸上ク）   3:24.13 第15回(平成26年) 高 橋　陸 斗（北浜陸上ク）   4:56.09

 第６回(平成17年) 辻 井　三 嗣（玉城陸上ク）   5:22.32 第16回(平成27年) 河 俣　亜 夢（ 明　　倫 ）   5:10.67

 第７回(平成18年) 岡 田　智 文（厚生陸上ク）   5:34.71 第17回(平成28年) 北 川　楽 人（北浜陸上ク）   5:04.90

 第８回(平成19年) 陸上競技場改修工事のため中止 第18回(平成29年) 北 川　楽 人（北浜陸上ク）   4:54.26

 第９回(平成20年) 西 川　　 陸（ 進 修 小 ）   4:57.40 第19回(平成30年) 小 林　勇 斗 ( 厚生ＡＣ )    5:07.93

 第10回(平成21年) 三 宅　　 大（北浜陸上ク）   5:17.46  第20回(令和元年)

決勝 ３組タイムレース

１組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位

ｲﾉｳｴ ｼｮｳｽｹ

1 1573 井上　惺介(5) URC OP （2列目以降）
ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ ｲﾅｵｶ ﾀｶﾋﾛ

2 837 佐々木翔梧(6) 厚生ＡＣ 19 249 稲岡　岳洋(6) 保々ＲＣ OP
ｷﾀﾑﾗ ﾘｳ ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｼｮｳﾘ

3 1571 北村　理羽(6) URC OP 20 876 東谷　昇俐(5) 宮川Ｊｒ陸上
ｼﾓﾔｼﾛ ﾕﾗ ｲﾄｳ ｱｲｷ

4 1893 下社　侑来(6) JAC EAST 21 255 伊藤　碧希(5) 保々ＲＣ OP
ｳｴﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾄ

5 835 上田凛太朗(6) 厚生ＡＣ 22 1895 中川　綾人(6) JAC EAST
ﾀﾈｵ ﾋﾛﾄ ｳｴﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 1894 種生　一斗(6) JAC EAST 23 1 上田凛太朗(6) 有田小
ﾆｼﾑﾗ ｿﾅ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚﾝﾄ

7 801 西村　空菜(6) 北浜陸上ク 24 1911 水谷　蓮斗(5) JAC EAST
ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳﾀ ﾂｼﾞ ｼｭｳﾀ

8 252 村岡　遼太(6) 保々ＲＣ OP 25 838 辻　　秀太(6) 厚生ＡＣ
ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ ｻｻｷ ｶﾂｷ

9 861 鈴木　耕平(6) 宮川Ｊｒ陸上 26 251 佐々木勝紀(6) 保々ＲＣ OP
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｶﾄｳ ﾀｹﾙ

10 836 小林　勇斗(6) 厚生ＡＣ 27 3 加藤　尊琉(5) 有田小
ｶﾄｳ ﾕｳ ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｾｲ

11 1613 加藤　結羽(6) URC OP 28 1910 早川　琉聖(5) JAC EAST
ﾊﾀｶﾞﾐ ﾚﾝ

12 839 畑上　　蓮(6) 厚生ＡＣ
ｱﾗｷ ｼｭｳﾔ

13 868 荒木　秀弥(5) 宮川Ｊｒ陸上
ﾀｺﾞﾒ ｺｳﾀﾛｳ

14 2 田米香太郎(6) 有田小
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾙｶ

15 862 立花　　悠(6) 宮川Ｊｒ陸上
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ

16 844 小林　奏斗(5) 厚生ＡＣ
ｵｸﾔﾏ ｿｳｽｹ

17 1574 奥山　綜介(5) URC OP
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｼ

18 1160 原田　一史(5) 外城田小



小学生５・６年生男子1500m

２組 ３組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位

ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ ｱﾗｷ ﾕｲﾄ

1 1900 森田　陽人(6) JAC EAST 1 1948 荒木　結翔(6) JAC EAST
ｲｲﾀﾞ ﾘｷ ﾔｽｲ ﾘｭｳﾏ

2 869 飯田　浬貴(5) 宮川Ｊｒ陸上 2 803 安井　琉真(6) 北浜陸上ク
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾄ ﾊｻﾏ ｱﾗﾀ

3 1027 中西　暖斗(6) Sun TFC 3 3171 迫間　　新(5) 厚生ＡＣ
ﾀﾑﾗ ｺｳﾄ ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

4 1906 田村　恒人(5) JAC EAST 4 3265 野口　遥翔(6) 北浜陸上ク
ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙｷ ﾓﾘｼﾀ ﾖｳﾀ

5 871 石黒　晴己(5) 宮川Ｊｒ陸上 5 842 森下　陽太(6) 厚生ＡＣ
ﾔﾉ ﾉﾌﾞﾀｶ ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭｳｾｲ

6 253 矢野　暢崇(6) 保々ＲＣ OP 6 924 萩原　秀星(5) 南勢陸上ク
ﾅｶｲ ﾅｵﾋﾛ ﾓﾘﾓﾄ ｷｾｷ

7 4 中居　直大(5) 厚生ＡＣ 7 1913 森本　暉石(5) JAC EAST
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾝﾔ ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ

8 877 渡辺　延哉(5) 宮川Ｊｒ陸上 8 3266 野口　陽向(5) 北浜陸上ク
ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ

9 834 稲葉　　諒(6) 厚生ＡＣ 9 1031 西本　凌麻(5) Sun TFC
ｻｶｲ ｹｲﾄ ｴｲｸﾗ ﾕｳﾄ

10 874 坂井　慶人(5) 宮川Ｊｒ陸上 10 1891 榮倉　悠都(6) JAC EAST
ﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾄ

11 1908 野村　優佑(5) JAC EAST 11 1030 中西　奏人(5) Sun TFC
ｲｹﾀﾞ ﾑｻｼ ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｷﾘｭｳ

12 870 池田　武蔵(5) 宮川Ｊｒ陸上 12 1898 松林　希竜(6) JAC EAST
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｶｽﾞ ｵｽﾀﾞ ｿﾗ

13 878 渡邊　満主(5) 宮川Ｊｒ陸上 13 923 押田　青空(5) 南勢陸上ク
ﾌｸｲ ﾕｳﾏ ｸﾗｲ ｺｳ

14 840 福井　悠真(6) 厚生ＡＣ 14 1029 倉井　　凰(5) Sun TFC
ｲﾄｳ ｹｲｽｹ ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

15 872 伊藤　佳祐(5) 宮川Ｊｒ陸上 15 961 池田　一真(5) 南勢陸上ク
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾀ

16 1902 山本　雄大(6) JAC EAST 16 802 森下　隼太(6) 北浜陸上ク
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ

17 875 西村　勇輝(5) 宮川Ｊｒ陸上 17 922 山崎　大雅(6) 南勢陸上ク
ﾐﾄ ﾕｳﾄ ﾀｹﾅｶ ﾀｲｼ

18 1028 水戸　悠翔(6) Sun TFC 18 805 竹中　太志(5) 北浜陸上ク

（2列目以降） （2列目以降）
ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀ ﾔｽﾀﾞ ｴｲｹﾞﾝ

19 1907 中川　新太(5) JAC EAST 19 921 安田　英玄(6) 南勢陸上ク
ｷﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｻﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

20 919 北村　隼人(6) 南勢陸上ク 20 804 佐田健太朗(5) 北浜陸上ク
ｴｼﾞﾘ ﾊﾝﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾝ

21 1905 江尻　絆人(5) JAC EAST 21 1896 中村　玲音(6) JAC EAST
ｻｶﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾀﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

22 860 坂部　俊輔(5) 厚生ＡＣ 22 920 玉村琉之介(6) 南勢陸上ク
ｱｽﾞﾏ ﾄｱ ｱｽﾞﾏ ﾙｸ

23 1904 東　　翔空(5) JAC EAST 23 1890 東　　琉空(6) JAC EAST
ﾎﾘｴ ｴｲｼﾝ ﾀﾅｶ ﾙｷ

24 841 堀江　瑛心(6) 厚生ＡＣ 24 806 田中　琉暉(5) 北浜陸上ク
ﾊﾔﾐｽﾞ ﾅｷﾞ ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ

25 2059 早水　　凪(5) 下御糸小 OP 25 1032 濱口　煌生(5) Sun TFC
ﾑﾗｾ ﾄﾓｼ ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ

26 1899 村瀬　灯志(6) JAC EAST 26 800 北川　暖人(6) 北浜陸上ク
ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝｼ ﾅｶﾔﾏ ｹｲｼｭﾝ

27 845 宮本　蓮嗣(5) 厚生ＡＣ 27 1845 中山　慶俊(5) Peace-AC
ﾊﾏｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ ｲﾄｳ ﾀｲﾁ

28 1909 濱條　陸翔(5) JAC EAST 28 843 伊藤　大知(5) 厚生ＡＣ

総合順位

ﾅﾝﾊﾞｰ 　名　前 （ 所　属 ）　 記　録　 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

1 （　　　　　　） 5 （　　　　　　）

2 （　　　　　　） 6 （　　　　　　）

3 （　　　　　　） 7 （　　　　　　）

4 （　　　　　　） 8 （　　　　　　）



共通女子3000m
12月14日 11:40 決勝

三 重 県 記 録 (ＫＲ)   9:04.56   杉 原　加 代 (　デンソー　)        平成21年
県 高 校 記 録 (ＫＨ)   9:17.54   田 中　真 知 ( 神　　　戸 )        平成13年
県 中 学 記 録 (ＫＪ)   9:42.52   飯 尾　美 友 ( 一　　　志 )        平成21年
大　会　記　録 (ＧＲ)   9:44.83   畑　沙 也 加 (宇治山田商高)        平成18年(第 7回)

選 手 権 獲 得 者（第1回から第10回大会は一般・高校女子3000m）

 第１回(平成12年) 三 宅　千 晴（宇治山田商高）10:19.24 第11回(平成22年) 内 藤　響 加（ 伊勢宮川中 ）10:13.96

 第２回(平成13年) 久 保 田　綾（ 宇治山田高 ）12:06.4 第12回(平成23年) 羽 原　実 優（星翔高・大阪）10:13.25

 第３回(平成14年) 陸上競技場改修工事のため中止 第13回(平成24年) 山 下　奈 央（ 伊　勢　高 ）10:37.95

 第４回(平成15年) 西嶋　理恵子（宇治山田商高）10:11.21 第14回(平成25年) 森 　　絵 菜（宇治山田商高）10:59.95

 第５回(平成16年) 田 中　優 里（宇治山田商高）10:19.78 第15回(平成26年) 奥 田　幸 弓（　倉田山中　）10:36.15

 第６回(平成17年) 畑　沙 也 加（宇治山田商高）10:21.13 第16回(平成27年) 坂　　実　咲（　皇學館大　）10:31.27

 第７回(平成18年) 畑　沙 也 加（宇治山田商高） 9:44.83 第17回(平成28年) 平 山　未 来（　皇學館大　）10:36.05

 第８回(平成19年) 陸上競技場改修工事のため中止 第18回(平成29年) 玉 木　さ ら（宇治山田商高）10:26.72

 第９回(平成20年) 向 井　愛 巳（宇治山田商高）10:51.74 第19回(平成30年) 畑　ま ど か (　度 会 中　) 10:36.16

 第10回(平成21年) 作野　沙希菜（宇治山田商高）10:53.68  第20回(令和元年)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ﾅﾝﾍﾟｲ ﾕｷ

1 34 南平　由妃(3) 倉田山中 （2列目）
ｲﾅｵｶ ﾕﾂﾞｷ ｻﾜﾑﾗ ﾅﾉ

2 905 稲岡　柚月(1) 上野高 19 1245 澤村　菜乃(1) 伊勢高
ﾊﾀ ﾊﾙｶ ﾊｼﾓﾄ ﾘｻ

3 1286 畑　　遥伽(2) 津商高 20 橋本　理沙(1) 稲生高
ﾖｼｵｶ ﾕｳ ﾋﾗﾀ ﾐﾔﾋﾞ

4 645 吉岡　悠羽(3) 小俣中 21 1250 平田　京妃(1) 伊勢高
ｶｸﾀ ﾘｲｼｬ ｲﾅｵｶ ﾐﾂﾞｷ

5 650 角田りい沙(2) 小俣中 22 904 稲岡　瑞月(1) 上野高
ｸﾗﾉ ｶﾅ ｲﾄｳ ﾕﾘ

6 834 倉野　加奈(2) 宇治山田商高 23 1214 伊藤　由莉(2) 伊勢高
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ ｲﾜﾀﾆ ﾚｲﾅ

7 1287 伊藤　百花(2) 津商高 24 1296 岩谷　怜奈(1) 津商高
ﾋﾗﾉ ｲｸﾎ ｵｵﾀ ﾅﾂﾐ

8 1294 平野　生歩(1) 津商高 25 1240 太田なつみ(1) 伊勢高
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｲ ｳｽｲ ﾐﾀｶ

9 1295 豊田　結衣(1) 津商高 26 950 臼井　未崚(2) 高田高
ｲﾔﾏ ｲﾁｶ ﾀｹﾅｶ ｱﾔﾉ

10 863 井山　一佳(1) 宇治山田商高 27 868 竹中　彩乃(1) 宇治山田商高
ﾆｼｲ ｾﾘ ｸﾛｺ ﾊﾙﾅ

11 835 西井　せり(2) 宇治山田商高 28 951 黒古　春奈(2) 高田高
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ

12 6345 山下　奈央 三重陸協 29 717 近藤　有華(3) 二見中
ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾖｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ

13 1284 山﨑そよか(2) 津商高 30 847 山本　梨恵(2) 宇治山田商高
ｻｻ ﾊﾙﾅ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾆｲﾅ

14 865 佐々　遥菜(1) 宇治山田商高 31 644 山上　仁愛(3) 小俣中
ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾅ ﾋｶﾞｼ ｶﾅｺ

15 1285 西口　陽菜(2) 津商高 32 988 東　香菜子(2) 尾鷲高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｴ ﾐﾔﾊﾞﾀ ﾕｽﾞﾘ

16 1273 近藤　萌江(3) 津商高 33 720 宮端　柚璃(3) 二見中
ﾊﾀ ﾏﾄﾞｶ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾗﾉ

17 869 畑　まどか(1) 宇治山田商高 34 956 水谷満良乃(1) 高田高
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ ﾋﾛ ﾎﾉｶ

18 2198 松本　未空(2) 平田野中 OP 35 871 廣　穂乃花(1) 宇治山田商高
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾐ

36 1367 岩﨑　琴美(1) 稲生高
ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾈ

37 1366 竹田　高嶺(1) 稲生高
ﾋﾗﾊﾀ ﾋﾖﾘ

38 2199 平畑　凜和(2) 平田野中 OP

決勝

ﾅﾝﾊﾞｰ 　名　前 （ 所　属 ）　 記　録　 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

1 （　　　　　　） 5 （　　　　　　）

2 （　　　　　　） 6 （　　　　　　）

3 （　　　　　　） 7 （　　　　　　）

4 （　　　　　　） 8 （　　　　　　）



中学２年生女子2000m
12月14日 10:50 決勝

県 中 学 記 録 (ＫＪ)   6:19.98   柴 田　沙 織 (白鳥・鈴鹿市)　      平成15年

大　会　記　録 (ＧＲ)   6:46.53   三　宅　　月 (　宮　　川　)        平成27年(第16回)

選 手 権 獲 得 者

 第11回(平成22年) 廣 　　舞 佳（　宮　　川　） 6:53.87 第16回(平成27年) 三　宅　　月 (　宮　　川　)  6:46.53

 第12回(平成23年) 森　　 絵 菜（　玉　　城　） 7:05.64 第17回(平成28年) 倉 野　加 奈 (　小　　俣　)  7:06.33

 第13回(平成24年) 北村　果南江（　宮　　川　） 7:09.94 第18回(平成29年) 大 西　優 衣 (　厚　　生　)  6:52.91

 第14回(平成25年) 奥 田　幸 弓（  倉 田 山  ） 6:56.60 第19回(平成30年) 山 本　怜 亜 (　伊勢宮川　)  7:36.32

 第15回(平成26年) 奥 野　伶 奈（　宮　　川　） 7:07.50  第20回(令和元年)

決勝 ２組タイムレース

１組 ２組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位

ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ ﾀｶﾀﾞ ﾘｵﾅ

1 359 中村　架保(2) 桜浜中 1 121 髙田理緒菜(2) 御薗中
ｵｸﾑﾗ ﾕｽﾞﾉ ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ

2 726 奥村　柚乃(2) 二見中 2 829 宮本　梨沙(2) 城田中
ﾑﾗｼﾏ ｶﾚﾝ ﾄｵﾔﾏ ｾﾅ

3 364 村嶋　花恋(2) 桜浜中 3 122 遠山　聖夏(2) 御薗中
ﾊﾏｸﾞﾁ ｻﾕｷ ﾔﾏﾓﾄ ｻｻﾗ

4 730 濱口紗有葵(2) 二見中 4 830 山本紗々流(2) 城田中
ｱｽﾞﾏ ﾓﾓｶ ｸｽ ｻﾗ

5 647 東　　桃花(2) 小俣中 5 117 楠　　咲星(2) 御薗中
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾅｾ ｻｶｸﾞﾁ ﾕｲ

6 360 濵口　七星(2) 桜浜中 6 826 坂口　結衣(2) 城田中
ｵｵｼﾏ ｷﾐ ｶﾜｲ ﾐｸ

7 355 大島　綺海(2) 桜浜中 7 116 川井　美空(2) 御薗中
ﾂﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾅｶｶﾞﾜ ｺｺｱ

8 2197 津田　夏実(2) 平田野中 OP 8 827 中川　心愛(2) 城田中
ｱﾗｷ ﾐﾚｲ ｾｺｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ

9 417 荒木　美玲(2) 伊勢宮川中 9 120 世古口ひなた(2) 御薗中
ｲｽﾞﾐ ｺｺﾅ ﾐﾔﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ

10 522 泉　　心菜(2) 五十鈴中 10 828 宮端　陽風(2) 城田中
ﾑﾗｲ ﾓｴ ﾔﾏｶﾜ ｷﾗﾗ

11 363 村井　　萌(2) 桜浜中 11 123 山川　煌羅(2) 御薗中
ｻｻｷ ｺﾑｷﾞ ｺｳﾄｸ ｼｭﾅ

12 356 佐々木麦乃(2) 桜浜中 12 119 幸得　珠奈(2) 御薗中
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｱｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾜｶ

13 424 松本　夢輝(2) 伊勢宮川中 13 118 熊谷　和花(2) 御薗中
ｱｵｷ ｳﾗﾗ ﾕﾓﾄ ｻｸﾗ

14 1580 青木　　暖(2) 久居西中 OP 14 1582 湯元さくら(2) 久居西中 OP
ｵｶﾀﾞ ｻﾜ ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｶ

15 158 岡田　紗和(2) 玉城中 15 44 西村　春香(2) 倉田山中
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅｴ ﾀﾏﾑﾗ ｺｺﾅ

16 164 松本　佳苗(2) 玉城中 16 728 玉村瑚々奈(2) 二見中
ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｶ ﾊｼﾓﾄ ﾐｭｳ

17 260 前田　瑞伽(2) 厚生中 17 729 橋本　実侑(2) 二見中

総合順位

ﾅﾝﾊﾞｰ 　名　前 （ 所　属 ）　 記　録　 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

1 （　　　　　　） 5 （　　　　　　）

2 （　　　　　　） 6 （　　　　　　）

3 （　　　　　　） 7 （　　　　　　）

4 （　　　　　　） 8 （　　　　　　）



中学１年生女子2000m
12月14日 10:30 決勝

県 中 学 記 録 (ＫＪ)   6:19.98   柴 田　沙 織 (白鳥・鈴鹿市)　      平成15年
大　会　記　録 (ＧＲ)   6:52.46   辻 　　歩 理 (　宮　　川　)        平成26年(第15回)

選 手 権 獲 得 者

 第11回(平成22年) 中 村　佳 恵（　宮　　川　） 6:59.92 第16回(平成27年) 山 本　梨 恵（  五 十 鈴  ） 7:16.54

 第12回(平成23年) 野村　愛生子（　文　　岡　） 7:09.74 第17回(平成28年) 畑　ま ど か（  度　　会  ） 7:10.55

 第13回(平成24年) 辻　　有　咲（　宮　　川　） 7:08.33 第18回(平成29年) 宮 端　柚 璃（  二　　見  ） 7:07.03

 第14回(平成25年) 早 田　梨 紗（  五 十 鈴  ） 7:13.33 第19回(平成30年) 荒 木　美 玲 (　伊勢宮川　)  7:25.25

 第15回(平成26年) 辻 　　歩 理（　宮　　川　） 6:52.46  第20回(令和元年)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ｻｲﾄｳ ﾐﾐ

1 3397 齋藤　海心(1) 御薗中 （2列目）
ｻﾄｳ ﾐｽﾞｶ ﾖﾛｽﾞ ﾐﾂﾞｷ

2 580 佐藤　瑞華(1) 五十鈴中 19 842 萬　　美月(1) 城田中
ｵｵｲ ﾅｵﾐ ﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾊ

3 574 大井　尚美(1) 五十鈴中 20 3398 田中ゆずは(1) 御薗中
ｾｺ ﾐﾂﾞｷ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾎ

4 577 世古　美月(1) 五十鈴中 21 841 濱口　七帆(1) 城田中
ｿﾗ ﾅｺﾞﾐ ﾋﾗﾀ ﾐﾗ

5 2707 空　なごみ(1) 平田野中 OP 22 3338 平田　美蘭(1) 小俣中
ｶﾜｻｷ ﾕﾅ ｲｹﾔﾏ ﾕｳｶ

6 2705 河崎　由奈(1) 平田野中 OP 23 838 池山　祐華(1) 城田中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ ﾓﾘﾓﾄ ﾘｵ

7 370 山口　真央(1) 桜浜中 24 3399 森本　莉央(1) 御薗中
ｲｻｶ ﾅﾂｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｽﾞｸ

8 2703 伊阪　夏妃(1) 平田野中 OP 25 839 中村しずく(1) 城田中
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾒｶ ﾉｸﾞﾁ ｱﾐ

9 369 濵口　姫椛(1) 桜浜中 26 840 野口　碧海(1) 城田中
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ

10 576 竹林　優奈(1) 五十鈴中 27 3396 小林　愛侑(1) 御薗中
ｼﾐｽﾞ ｲﾛﾊ ﾖﾛｽﾞ ﾕﾂﾞｷ

11 749 清水　彩羽(1) 玉城中 28 843 萬　　柚月(1) 城田中
ｵｻﾞｷ ﾘｵﾅ

12 2704 尾﨑璃緒奈(1) 平田野中 OP
ｺｶﾜ ｱｵｲ

13 368 粉川あおい(1) 桜浜中
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾎ

14 287 中川　理歩(1) 厚生中
ｱﾜﾀ ｺｺ

15 367 粟田　胡虹(1) 桜浜中
ﾊﾈ ｱﾝｼﾞｭ

16 754 羽根　杏樹(1) 玉城中
ｼﾓﾑﾗ ﾓﾐｼﾞ

17 2852 下村　　椛(1) 文岡中
ﾔﾏﾅｶ ﾁｶ

18 371 山中　千佳(1) 桜浜中

総合順位

ﾅﾝﾊﾞｰ 　名　前 （ 所　属 ）　 記　録　 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

1 （　　　　　　） 5 （　　　　　　）

2 （　　　　　　） 6 （　　　　　　）

3 （　　　　　　） 7 （　　　　　　）

4 （　　　　　　） 8 （　　　　　　）



小学生５・６年生女子1500m
12月14日 09:30 決勝

県 小 学 生 記 録 (ＥＲ)   5:03.39   加世堂　　遥 (川越陸上少)          平成25年
大　会　記　録 (ＧＲ)   5:12.98   角田　りい沙 (北浜陸上ク)          平成29年(第18回)

選 手 権 獲 得 者（第1回から第5回大会は1000ｍ）

 第１回(平成12年) 中 村　芽 美（南勢陸上ク）   3:32.68 第11回(平成22年) 助 田　瑞 季（Club Eggs ）   5:19.69

 第２回(平成13年) 上 西　晃 代（南勢陸上ク）   3:52.5 第12回(平成23年) 辻 　　有 咲（北浜陸上ク）   5:42.27

 第３回(平成14年) 陸上競技場改修工事のため中止 第13回(平成24年) 山 村　紗 慧（ 明 野 小 ）   5:34.62

 第４回(平成15年) 中 村　祐 子（玉城陸上ク）   3:47.72 第14回(平成25年) 三 宅　　 月（北浜陸上ク）   5:19.86

 第５回(平成16年) 濵 地　明 衣（吉津小ＲＣ）   3:35.69 第15回(平成26年) 辻 井　和 音（北浜陸上ク）   5:36.79

 第６回(平成17年) 濵 地　明 衣（ 吉 津 小 ）   5:34.34 第16回(平成27年) 畑　ま ど か（内城田ＳＣ）   5:26.54

 第７回(平成18年) 木 田　実 里（佐八陸上ク）   5:56.13 第17回(平成28年) 角田　りい沙（北浜陸上ク）   5:30.64

 第８回(平成19年) 陸上競技場改修工事のため中止 第18回(平成29年) 角田　りい沙（北浜陸上ク）   5:12.98

 第９回(平成20年) 嶋 垣　莉 沙（ 四 郷 小 ）   5:29.26 第19回(平成30年) 山 中　千 佳 (北浜陸上ク)    5:25.81

 第10回(平成21年) 三 宅　可 蓮（北浜陸上ク）   5:20.12  第20回(令和元年)

決勝 ３組タイムレース

１組 ２組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位

ﾏｴﾀﾞ ﾈﾈ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾅ

1 1153 前田　寧々(5) 下外城田小 1 819 山口　心菜(6) 北浜陸上ク
ｷｼﾓﾄ ｽｽﾞ ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ

2 1180 岸本　　紗(6) 有田小 2 1039 柴田　結衣(6) Sun TFC
ｲﾄｳ ｱｲﾗ ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ

3 1036 伊藤　和來(6) Sun TFC 3 5 山中　美咲(6) 宮川Ｊｒ陸上
ﾊｯﾀ ﾅｵ ｵｵﾔﾏ ﾘｵ

4 851 八田　奈緒(6) 厚生ＡＣ 4 853 大山　凛桜(5) 厚生ＡＣ
ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕｳ ﾔﾏｷﾞﾜ ｶﾉﾝ

5 1038 坂口　心優(6) Sun TFC 5 1923 山際　奏媛(5) JAC EAST
ｸﾗｲ ｻﾜ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾂｷ

6 1853 倉井　彩羽(5) Peace-AC 6 854 松本　　皐(5) 厚生ＡＣ
ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾘﾝ ﾐﾔﾊﾞﾀ ﾎﾉ

7 950 西嶋　夏鈴(5) 南勢陸上ク 7 1041 宮端　穂乃(6) Sun TFC
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾂﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻ

8 1599 長谷川莉都(5) URC OP 8 1931 小林　心咲(6) JAC EAST
ｺﾊﾞﾔｼ ｷｻ ﾊﾏﾊﾀ ﾏﾅｶ

9 948 小林　希咲(5) 南勢陸上ク 9 882 濱畑茉那華(5) 宮川Ｊｒ陸上
ｶｸﾀ ﾙﾋﾞｲ ｵｸｲ ﾘﾝ

10 821 角田ルビイ(5) 北浜陸上ク 10 937 奥井　　凜(6) 南勢陸上ク
ﾆｼｼﾞﾏ ﾜｶﾅ ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ

11 942 西嶋　和奏(6) 南勢陸上ク 11 866 林　　帆花(6) 宮川Ｊｒ陸上
ﾊﾏｼﾞ ﾌﾜ ｲｶﾜ ﾕﾂﾞｷ

12 881 濱地　楓羽(5) 宮川Ｊｒ陸上 12 852 井川　愉月(5) 厚生ＡＣ
ｵｵｶﾜ ｽﾐﾚ ﾆｼｵｶ ﾏﾅｶ

13 1847 大川　純蓮(6) Peace-AC 13 941 西岡真菜夏(6) 南勢陸上ク
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾗ ﾂﾈﾐﾂ ﾖｳ

14 817 中川　実來(6) 北浜陸上ク 14 823 常光　　瑛(5) 北浜陸上ク
ｵｵﾀ ﾋﾖﾘ ｲｿｻﾞｷ ﾘﾉ

15 936 太田ひより(6) 南勢陸上ク 15 879 磯崎　里乃(5) 宮川Ｊｒ陸上
ﾀﾅｶ ｱｵﾈ ﾅｶｲ ﾊﾙｶ

16 822 田中　碧音(5) 北浜陸上ク 16 940 中井　遥香(6) 南勢陸上ク
ﾌｸﾀ ﾎﾉ ｲｿﾀﾞ ﾅﾅﾈ

17 943 福田　萌乃(6) 南勢陸上ク 17 1918 礒田菜々音(6) JAC EAST
ﾏﾂﾀﾞ ﾑｸ ｼﾗｻﾞﾜ ｻﾗ

18 1143 松田　向繰(6) 下外城田小 18 880 白澤　沙羅(5) 宮川Ｊｒ陸上
ｱﾗｷ ｶﾘﾝ ｽｽﾞｷ ﾉｱ

19 933 荒木　花梨(6) 南勢陸上ク 19 938 鈴木　希空(6) 南勢陸上ク
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞ ﾉﾀﾞ ﾓﾓｶ

20 1598 長谷川結都(5) URC OP 20 831 野田　桃花(5) 北浜陸上ク
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３組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位

ｱﾘﾀｹ ﾋﾅﾀ

1 934 有竹陽菜詩(6) 南勢陸上ク
ﾃﾞｸﾞﾁ ｳﾀ

2 1920 出口　　詩(5) JAC EAST
ﾆｼﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ

3 951 西山　優月(5) 南勢陸上ク
ﾀｹｳﾁ ｻﾗ

4 3256 竹内　紗樂(6) 厚生ＡＣ
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾌｳｷ

5 952 濱口　風希(5) 南勢陸上ク
ｲｴﾀﾞ ﾘｱ

6 1917 家田　梨杏(6) JAC EAST
ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺ

7 944 山本　二瑚(6) 南勢陸上ク
ﾆｼﾔﾏ ﾏﾕ

8 1043 西山　真由(5) Sun TFC
ｷﾀ ﾕｽﾞﾊ

9 967 喜多　柚葉(5) 南勢陸上ク
ｵﾘｳﾞｨｱ ﾚﾅ

10 1849 ｵﾘｳﾞｨｱ玲那(6) Peace-AC
ﾏﾂﾀﾞ ﾓｶ

11 953 松田　百華(5) 南勢陸上ク
ｵｶﾑﾗ ｺｺﾐ

12 1919 岡村　心美(6) JAC EAST
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ

13 945 山本　萌香(6) 南勢陸上ク
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾘ

14 1851 松本　藍里(6) Peace-AC
ｳﾁﾔﾏ ｼｷ

15 946 内山　思来(5) 南勢陸上ク
ｿﾉ ｺｺﾛ

16 1042 曽野　　想(5) Sun TFC
ｷﾖﾊｼ ﾘｵﾅ

17 947 清橋りおな(5) 南勢陸上ク
ﾔﾏｶﾜ ｺﾄｺ

18 1852 山川　琴子(6) Peace-AC
ｿﾈ ﾏｲｶ

19 949 曽根　苺果(5) 南勢陸上ク

総合順位

ﾅﾝﾊﾞｰ 　名　前 （ 所　属 ）　 記　録　 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

1 （　　　　　　） 5 （　　　　　　）

2 （　　　　　　） 6 （　　　　　　）

3 （　　　　　　） 7 （　　　　　　）

4 （　　　　　　） 8 （　　　　　　）


