
一般・高校男子5000m
11月26日 12:15 

三 重 県 記 録 (ＫＲ)   13:28.70  川 瀬　翔 矢 (　皇學館大　)        令和２年(2020)
県 高 校 記 録 (ＫＨ)   13:50.31  佐 藤　榛 紀 (　四日市工　)        令和２年(2020)
大　会　記　録 (ＧＲ)   14:34.30  川 瀬　翔 矢 (　皇學館大　)        令和２年(第21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12回(平成23年) 筒 井　勇 仁（宇治山田商高）15:28.42

 第２回(平成13年) 小 林　　 翔（宇治山田商高）15:38.7 第13回(平成24年) 白 井　成 司（ 三　重　大 ）15:30.62

 第３回(平成14年) 陸上競技場改修工事のため中止 第14回(平成25年) 髙 安　一 誠（宇治山田商高）15:34.64

 第４回(平成15年) 小 原　裕 志（　三重陸協　）15:15.33 第15回(平成26年) 髙 安　一 誠（宇治山田商高）15:06.87

 第５回(平成16年) 安 立　　 俊（四日市ＴＦＣ）15:57.77 第16回(平成27年) 山 田　侑 矢 (三重県庁ＡＣ) 15:01.78

 第６回(平成17年) 中 西　将 人（宇治山田商高）15:39.24 第17回(平成28年) 山 田　侑 矢 (三重県庁ＡＣ) 15:14.57

 第７回(平成18年) 中 田　剛 司（ 三　重　高 ）15:32.47 第18回(平成29年) 川 瀬　翔 矢 (　皇學館大　) 14:35.00

 第８回(平成19年) 陸上競技場改修工事のため中止 第19回(平成30年) 山 田　侑 矢 (三重県庁ＡＣ) 15:51.23

 第９回(平成20年) 黒 川　祥 吾（　ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ　 ）15:52.99 第20回(令和元年) 山 田　侑 矢 (三重県庁ＡＣ) 14:42.96

 第10回(平成21年) 安 立　　 俊（　三重陸協　）15:55.12  第21回(令和２年) 川 瀬　翔 矢 (　皇學館大　) 14:34.30

 第11回(平成22年) 豊 田　啓 貴（宇治山田商高）15:39.54 第22回(令和３年) 佐 藤　楓 馬 (　皇學館大　) 14:43.46

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

ｶﾓｶﾞﾜ ﾏｻﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ

1 5-759 鴨川　将翔(1) 皇學館大 1 5413 松本　洋光 三重県庁ＡＣ
ﾀﾅｶ ﾔｽｱｷ ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｷ

2 6113 田中　靖晃(1) 皇學館大 2 5553 吉本　優貴 米鈴AC
ｵｵｲ ﾂﾊﾞｻ ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

3 5-758 大井　飛翔(1) 皇學館大 3 5837 岡田　佳剛 三重マスターズ
ｶﾝﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ

4 5-760 神部　大希(1) 皇學館大 4 6542 陶山　海鷹(4) 三重陸協
ｸﾗﾊﾗ ﾅﾘﾔ ｳｶｲ ｲｯｻ

5 5-761 倉原　成冶(1) 皇學館大 5 6059 鵜飼　一颯(3) 皇學館大
ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

6 5-752 木村　駿介(1) 皇學館大 6 5-724 佐藤　　光(3) 皇學館大
ｽｽﾞｷ ﾋｻﾄ ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ

7 5-737 鈴木　尚登(2) 皇學館大 7 5057 山際　涼介(2) 橋南スポーツ
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｷ ﾐﾔﾁ ﾀｸﾏ

8 6072 村上　愛季(2) 皇學館大 8 5168 宮地　巧真 三重陸協
ﾔﾏﾀﾞ ﾔﾏﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

9 6074 山田　大翔(2) 皇學館大 9 5739 谷口　大樹 三重マスターズ
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ ｼﾐｽﾞ ﾌｳﾏ

10 5-755 中島　裕也(1) 皇學館大 10 6075 清水　楓真(1) 皇學館大
ﾏｻｼｹﾞ ｿﾗ ﾓﾘｼﾀ ｶｴﾃﾞ

11 5-756 正重　　天(1) 皇學館大 11 6114 森下　　楓(1) 皇學館大
ｲｼｻﾞｶ ｹﾝﾀ ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ

12 5072 石坂　健太 ＦОＲ 12 4411 大久保利哉 愛知県庁クラブ
ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ ﾂｼﾞｲ ﾐﾂｸﾞ

13 6058 村井　洸陽(4) 皇學館大 13 5125 辻井　三嗣 志摩ＴＦＣ
ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾄﾓ ｵｵｺｳﾁ ﾕｳﾄ

14 5067 竹中　泰知 ＦОＲ 14 6341 大河内雄登 I.A.R.C
ｳｴｽｷﾞ ﾀｲｼﾝ ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

15 6064 上杉　泰伸(2) 皇學館大 15 6069 中村　颯太(2) 皇學館大
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ ｼﾌﾞｴ ﾖｼｶｽﾞ

16 5406 山田　侑矢 三重県庁ＡＣ 16 5-726 渋江　恵和(2) 皇學館大

（2列目） （2列目）
ﾅｶﾂｼﾞ ｹﾝﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ

17 730 中辻　健斗(2) 相可高 17 5672 山口　直人 三重マスターズ
ﾐﾅﾐ ｺｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ

18 723 南　　光汰(2) 相可高 18 6174 近藤　優磨(1) 三重陸協
ﾐｵｷ ﾚﾝﾄ ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

19 6111 見置　蓮音(2) 皇學館大 19 5666 橋本　慎一 三重マスターズ
ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｵﾝ ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ

20 6062 安東　怜音(2) 皇學館大 20 5796 筒井　勇仁 三重陸協
ｸﾎﾞ ﾏｼｭﾝ ｶﾜﾍﾞ ｴｲｼﾞ

21 6065 久保　舞瞬(2) 皇學館大 21 5450 川邊　英史 三重陸協
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾏ

22 6070 濱口　登馬(2) 皇學館大 22 5124 谷口　雄真 志摩ＴＦＣ



一般・高校男子5000m

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３年生・高校１年生男子5000m
11月26日 11:55 

県 高 校 記 録 (ＫＨ)   13:50.31  佐 藤　榛 紀 (　四日市工　)        令和２年(2020)
大　会　記　録 (ＧＲ)   15:47.44  中 辻　健 斗 (　桜 浜 中　)        令和２年(第21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17回(平成28年) 柴 田　龍 一 (　三 重 高　) 16:39.31

 第12回(平成23年) 辻　　雄　汰（宇治山田商高）16:10.60 第18回(平成29年) 岡 山　翔 太 (　伊勢工高　) 16:39.31

 第13回(平成24年) 野 村　拓 也（　宮 川 中　）16:17.89 第19回(平成30年) 橋 本　虎 暁 (　皇學館高　) 16:27.34

 第14回(平成25年) 大河内　雄登（  皇學館高  ）16:23.99 第20回(令和元年) 濵 田　悠 成 (　尾 鷲 高　) 16:18.40

 第15回(平成26年) 前 芝　佑 哉（宇治山田商高）16:29.38  第21回(令和２年) 中 辻　健 斗 (　桜 浜 中　) 15:47.44

 第16回(平成27年) 桑 名　祥 也 (宇治山田商高) 16:05.82 第22回(令和３年) 小川　眞之介 (　厚 生 中　) 17:09.33

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ｸﾎﾞ ﾘｭｳﾍｲ

1 120 久保　隆平(3) 玉城中
ﾀﾈｵｶ ｿﾗ

2 1886 種岡　　空(3) 久居西中 OP
ﾅｶﾆｼ ﾚｲ

3 516 中西　　莉(1) 伊勢工高
ｻﾊﾞ ｺｳｷ

4 1881 佐波　煌暉(3) 久居西中 OP
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾄ

5 526 小林　煌永(1) 伊勢工高
ﾂﾙｿﾞﾉ ﾘｸ

6 1882 鶴園　　陸(3) 久居西中 OP
ｲｼﾑﾗ ﾕｳｷ

7 605 石村　祐樹(3) 小俣中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞｷ

8 543 近藤　弓起(1) 伊勢工高
ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀ

9 527 髙木　健太(1) 伊勢工高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

10 211 小林　勇斗(3) 厚生中



中学２年生男子3000m
11月26日 11:25 

県 中 学 記 録 (ＫＪ)   8:27.92   倉 本　晃 羽 (白子・鈴鹿市)        令和元年(2019) 
大　会　記　録 (ＧＲ)   9:22.02   中 辻　健 斗 (　桜　　浜　)        令和元年(第20回)

選 手 権 獲 得 者

 第11回(平成22年) 梶 野　達 矢（　豊　　浜　） 9:38.16 第17回(平成28年) 髙 橋　陸 斗（　北　　浜　） 9:59.47

 第12回(平成23年) 野 村　拓 也（　宮　　川　） 9:33.97 第18回(平成29年) 小 林　楽 叶（　志　　摩　） 9:53.61

 第13回(平成24年) 和 氣　幸 城（　朝　　明　） 9:38.43 第19回(平成30年) 鈴 木　宗 治 (　小　　俣　)  9:47.30

 第14回(平成25年) 岡 　　祥 也（  宮　　川  ） 9:57.73  第20回(令和元年) 中 辻　健 斗 (　桜　　浜　)  9:22.02

 第15回(平成26年) 九 嶋　大 雅（　紀　　北　） 9:26.23 第21回(令和２年) 佐々木　快斗 (　桜　　浜　)  9:26.59

 第16回(平成27年) 川 上　航 生（　城　　田　） 9:43.33 第22回(令和３年) 小 林　勇 斗 (　厚　　生　)  9:35.21

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙｷ

1 456 石黒　晴己(2) 伊勢宮川中
ﾔﾏｼﾀ ｿｳｼ

2 463 山下　颯心(2) 伊勢宮川中
ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｾｲ

3 160 森本　健成(2) 玉城中
ｱﾗｷ ｼｭｳﾔ

4 462 荒木　秀弥(2) 伊勢宮川中
ｲｹﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ

5 2025 池端　真吾(2) 嬉野中 OP
ｲﾉｳｴ ｼｮｳｽｹ

6 2024 井上　惺介(2) 嬉野中 OP
ｵｶ ﾗｲﾄ

7 1995 岡　　徠斗(2) 嬉野中 OP
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ

8 243 伊藤　大知(2) 厚生中
ｲｹﾀﾞ ﾑｻｼ

9 455 池田　武蔵(2) 伊勢宮川中
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ

10 319 吉田　圭佑(2) 桜浜中
ﾀｷﾓﾄ ｼｮｳﾏ

11 2012 瀧本　祥真(2) 嬉野中 OP
ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

12 592 出口　一稀(2) 伊勢港中
ｶﾅﾓﾘ ｲﾁﾔ

13 594 金森伊智也(2) 伊勢港中
ｶﾜｶﾐ ｻﾄｼ

14 1996 川上　智史(2) 嬉野中 OP
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ

15 247 小林　奏斗(2) 厚生中
ﾅｶｲ ﾅｵﾋﾛ

16 250 中居　直大(2) 厚生中

（2列目）
ｵｵﾀｷ ｶｲ

17 5575 大滝　翔唯(2) 大台陸上クラブ OP
ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ

18 22 長井　佑太(2) 倉田山中
ﾄｸﾂ ｼｮｳﾀ

19 21 徳津　翔太(2) 倉田山中
ｼﾗﾂｷ ﾘｯﾀ

20 629 白築　凜大(2) 小俣中
ｲｲﾀﾞ ﾘｷ

21 457 飯田　浬貴(2) 伊勢宮川中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾝﾔ

22 460 渡邊　延哉(2) 伊勢宮川中
ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｼｮｳﾘ

23 454 東谷　昇俐(2) 伊勢宮川中
ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ

24 461 西本　凌麻(2) 伊勢宮川中
ｵｵﾀ ﾘﾂ

25 464 太田　　律(2) 伊勢宮川中



中学１年生男子3000m
11月26日 11:10 

県 中 学 記 録 (ＫＪ)   8:27.92   倉 本　晃 羽 (白子・鈴鹿市)        令和元年(2019) 
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17回(平成28年) 森 下　　 楓（  宮　　川  ）10:20.14

 第12回(平成23年) 坂 口　登 河（　厚　　生　）10:12.16 第18回(平成29年) 鈴 木　宗 治（  小　　俣  ） 9:57.56

 第13回(平成24年) 小 濱　大 和（　三　　雲　）10:20.55 第19回(平成30年) 中 辻　健 斗 (　豊　　浜　) 10:02.00

 第14回(平成25年) 東 　　海 斗（  紀　　北  ） 9:52.06 第20回(令和元年) 佐々木　快斗 (　桜　　浜　)  9:54.05

 第15回(平成26年) 岡 山　翔 太（　宮　　川　）10:25.72 第21回(令和２年) 田米　香太郎 (　玉　　城　) 10:14.72

 第16回(平成27年) 野 呂　仁 人（  玉　　城  ）10:23.45 第22回(令和３年) 中 居　直 大 (　厚　　生　) 10:16.34

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ｲﾄｳ ｿｳﾀ

1 2583 伊藤　颯大(1) 久居西中 OP
ｲﾜｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

2 2585 岩澤孝太郎(1) 久居西中 OP
ｵｵﾔ ﾏｺﾄ

3 2586 大家　　誠(1) 久居西中 OP
ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

4 546 前田　　隼(1) 五十鈴中
ｱﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

5 540 天田　遼太(1) 五十鈴中
ｶﾜｷﾞｼ ｺｳﾀ

6 541 川岸　航太(1) 五十鈴中
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ

7 542 竹林　奏真(1) 五十鈴中
ｲﾄｳ ｺｳｼﾝ

8 554 伊藤　昂真(1) 伊勢宮川中
ｲｹﾀﾞ ﾗｲﾄ

9 555 池田　蕾斗(1) 伊勢宮川中
ﾆｼｵｶ ﾄｱ

10 556 西岡　斗蒼(1) 伊勢宮川中
ﾑﾗｲ ﾄｷ

11 745 村井　翔輝(1) 玉城中
ｲｹｶﾞﾜ ｼﾝﾔ

12 2695 池川　慎弥(1) 嬉野中 OP
ﾆｼｲ ﾙｲ

13 737 西井　琉偉(1) 玉城中
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｷ

14 873 窪田　悠希(1) 桜浜中
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

15 557 井上　晴斗(1) 伊勢宮川中
ﾅﾐｷﾞｼ ｵｳｽｹ

16 868 波岸　凰介(1) 桜浜中
ｷﾀｵｶ ｴｲﾀ

17 725 北岡　瑛太(1) 玉城中
ｺﾆｼ ﾖｳﾀ

18 2696 小西　陽太(1) 嬉野中 OP
ﾃﾝﾊﾟｸ ｼﾝﾀﾛｳ

19 552 天白真太郎(1) 五十鈴中
ｵﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

20 870 小田　一郎(1) 桜浜中
ｻﾜｲ ﾐｶｾﾞ

21 2694 澤井　聖風(1) 嬉野中 OP



小学生５・６年生男子1500m
11月26日 10:05 

県 小 学 生 記 録 (ＥＲ)   4:34.34   森 　　辰 好 (川越陸上少)          平成24年(2012)
大　会　記　録 (ＧＲ)   4:51.59   小 林　勇 斗 ( 厚生ＡＣ )          令和元年(第20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12回(平成23年) 山 本　晃 大（ 宿田曽小 ）   5:13.95

 第２回(平成13年) 奥 野　翔 平（南勢陸上ク）   3:34.3 第13回(平成24年) 荒 木　那 智（小俣陸上ク）   5:07.21

 第３回(平成14年) 陸上競技場改修工事のため中止 第14回(平成25年) 高 橋　陸 斗（北浜陸上ク）   5:15.85

 第４回(平成15年) 山 口　元 輝（南勢陸上ク）   3:27.73 第15回(平成26年) 高 橋　陸 斗（北浜陸上ク）   4:56.09

 第５回(平成16年) 坂 本　博 満（玉城陸上ク）   3:24.13 第16回(平成27年) 河 俣　亜 夢（ 明　　倫 ）   5:10.67

 第６回(平成17年) 辻 井　三 嗣（玉城陸上ク）   5:22.32 第17回(平成28年) 北 川　楽 人（北浜陸上ク）   5:04.90

 第７回(平成18年) 岡 田　智 文（厚生陸上ク）   5:34.71 第18回(平成29年) 北 川　楽 人（北浜陸上ク）   4:54.26

 第８回(平成19年) 陸上競技場改修工事のため中止 第19回(平成30年) 小 林　勇 斗 ( 厚生ＡＣ )    5:07.93

 第９回(平成20年) 西 川　　 陸（ 進 修 小 ）   4:57.40  第20回(令和元年) 小 林　勇 斗 ( 厚生ＡＣ )    4:51.59

 第10回(平成21年) 三 宅　　 大（北浜陸上ク）   5:17.46 第21回(令和２年) 鈴　木　　聡 ( 熊野ＲＣ )    4:59.84

 第11回(平成22年) 西 井　翔 馬（Club Eggs ）   4:59.73 第22回(令和３年) 木 内　翔 大 ( 有 田 小 )    5:30.60

決勝 ５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

ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ ﾎﾘｲ ﾊﾙｷ

1 863 鈴木虎太朗(6) 南勢陸上ク 1 869 堀井　春希(6) 南勢陸上ク
ｷﾑﾗ ﾘﾂｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ

2 724 木村　立樹(5) 桜浜陸上ク 2 789 長谷川　稜(6) 宮川Jr陸上
ﾓﾓｲ ﾕｳｼ ｿﾈ ｾｲｺﾞ

3 894 桃井　悠士(6) SMAC 3 865 曽根　星吾(6) 南勢陸上ク
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ ﾂｼﾞﾑﾗ ｶﾅﾄ

4 727 山下　勇翔(5) 桜浜陸上ク 4 758 辻村　要登(6) 厚生ＡＣ
ﾎﾘ ｱﾂｷ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ

5 868 堀　　篤生(6) 南勢陸上ク 5 787 西村　駿志(6) 宮川Jr陸上
ﾓﾘ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾌﾐ

6 730 森　隼之介(5) 桜浜陸上ク 6 766 山本　康史(5) 厚生ＡＣ
ﾆｼｼﾞﾏ ﾕﾒﾄ ﾂｼﾞ ｿｳﾀﾛｳ

7 866 西嶋　夢登(6) 南勢陸上ク 7 900 辻　聡太朗(5) SMAC
ｺﾏｷ ﾋﾛﾄ ｼﾏﾀﾞ ﾀｽｸ

8 934 小牧　弘人(6) 内城田ＳＣ 8 729 島田　　翼(5) 桜浜陸上ク
ｾｺｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾀｶｾ ｺｳ

9 1749 世古口大我(6) 明和陸上 OP 9 876 高瀬　琥羽(5) 南勢陸上ク
ｺｻｷ ﾀｲｷ ﾅｶﾞﾀ ｶﾅﾀ

10 2092 小崎　泰樹(6) SMAC 10 786 永田　奏多(6) 宮川Jr陸上
ﾅｶﾆｼ ﾖｼﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾋﾑ

11 760 中西　嘉人(6) 厚生ＡＣ 11 728 山本亜飛夢(5) 桜浜陸上ク
ｼﾓｲｹ ｾｲｲﾁﾛｳ ｳﾁﾔﾏ ﾃｯﾀ

12 725 下池晴一朗(5) 桜浜陸上ク 12 860 内山　哲多(6) 南勢陸上ク
ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳ

13 870 前田　彩翔(6) 南勢陸上ク 13 898 黒田　　笙(5) SMAC
ｳﾗﾀ ｿｳﾏ ﾀｹﾉ ｿｳﾏ

14 933 浦田　壮真(6) 内城田ＳＣ 14 784 竹野　颯真(6) 宮川Jr陸上
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾝ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ

15 718 中村　詩音(6) 桜浜陸上ク 15 731 西村　優汰(5) 桜浜陸上ク
ﾋﾛｴ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾉﾑﾗ ｹｲｺﾞ

16 867 廣江　丈治(6) 南勢陸上ク 16 788 野村　圭吾(6) 宮川Jr陸上
ﾄﾐﾀﾆ ﾊﾔﾄ ｶﾜﾉ ﾏｺﾄ

17 726 冨谷　隼士(5) 桜浜陸上ク 17 862 河野　　諒(6) 南勢陸上ク
ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ ﾔｷﾞｭｳ ﾕｳｾｲ

18 864 鈴木　悠介(6) 南勢陸上ク 18 936 柳生　勇誠(6) 内城田ＳＣ
ﾓﾘｶﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｿｳﾀ

19 1762 森川　龍征(5) 明和陸上 OP 19 935 東出　颯太(6) 内城田ＳＣ



小学生５・６年生男子1500m

３組 ４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

ｳﾗﾀ ﾄﾓｷ ｳｴﾑﾗ ﾃﾂｼ

1 762 浦田　知生(5) 厚生ＡＣ 1 937 上村　哲嗣(5) 内城田ＳＣ
ﾐﾅﾐ ｱﾂﾄ ﾌｸｲ ｿｳﾀ

2 2148 南　　篤人(5) JAC EAST 2 911 福井　蒼大(5) SunTFC
ﾜﾀﾞ ｵｳｷ ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾔ

3 757 和田　旺起(6) 厚生ＡＣ 3 1615 池田　俊哉(5) JAC EAST
ｱｻﾉ ｸｳｶﾞ ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ

4 3384 浅野　空峨(6) 田丸小 4 806 村田　龍翼(5) 宮川Jr陸上
ﾋｶﾞｼ ﾘｸｵｳ ﾅﾙｶﾜ ﾕｳｷ

5 805 東　　陸王(5) 宮川Jr陸上 5 1594 成川　侑希(6) JAC EAST
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｵ ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ

6 1601 藤原　伶壮(6) JAC EAST 6 808 山林　陽翔(5) 宮川Jr陸上
ｾｺ ｵｳﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ

7 753 世古旺太郎(6) 厚生ＡＣ 7 1613 山本　浬輝(5) JAC EAST
ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳ ﾊｼﾓﾄ ﾄｳﾀ

8 1593 中川　　晄(6) JAC EAST 8 910 橋本　篤汰(5) SunTFC
ﾓﾘ ｹﾝｼﾞﾛｳ ﾌｸｲ ﾔｽﾄ

9 807 森　健二朗(5) 宮川Jr陸上 9 1596 福井　康人(6) JAC EAST
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸ ｸﾗｲ ｼｮｳ

10 765 山口　　朔(5) 厚生ＡＣ 10 908 倉井　　渉(6) SunTFC
ﾆｼﾔﾏ ｾｲｲﾁﾛｳ ﾀﾆﾐｽﾞ ｿｳｷ

11 916 西山誠一朗(5) SunTFC 11 802 谷水　蒼樹(5) 宮川Jr陸上
ﾑｶｲ ｿｳ ﾎﾘｴ ﾘｮｳｽｹ

12 756 向井　　蒼(6) 厚生ＡＣ 12 1667 堀江　涼介(5) 大台陸上クラブ OP
ﾓﾘ ﾕｳｾｲ ﾀｹﾑﾗ ﾚﾅﾄ

13 1598 森　　悠誠(6) JAC EAST 13 801 竹村怜那斗(5) 宮川Jr陸上
ｼﾞｮｳｼｬ ﾀｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ

14 764 城者　大智(5) 厚生ＡＣ 14 1600 小林　　碧(6) JAC EAST
ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳ ｷﾀｵ ｺﾀﾛｳ

15 1591 杉本　　鷹(6) JAC EAST 15 1492 北尾琥太郎(6) いすずＵＫ
ｽﾐﾀﾞ ﾘｸ ｵｸﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

16 763 角田　　陸(5) 厚生ＡＣ 16 938 奥本　竣介(5) 内城田ＳＣ
ｻｴｷ ｼﾝ ﾓﾘﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ

17 1603 佐伯　　進(6) JAC EAST 17 1599 森田耀一朗(6) JAC EAST
ｽｽﾞｷ ﾄｳﾏ ｵｵﾆｼ ﾀｲﾁ

18 759 鈴木　兜真(6) 厚生ＡＣ 18 1590 大西　太一(6) JAC EAST

５組 総合順位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 名　前 （ 所　属 ）　 記　録　

ｵｶﾑﾗ ｷｵｳ

1 1612 岡村　稀旺(5) JAC EAST 1 （　　　　　　）
ﾅｶｲ ﾘｮｳｽｹ

2 3650 中井　亮介(5) 宮川Jr陸上 2 （　　　　　　）
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀ

3 909 杉原　琉太(5) SunTFC 3 （　　　　　　）
ﾓﾘﾀ ﾘｸ

4 3385 森田　陸玖(6) 田丸小 4 （　　　　　　）
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ

5 1592 出口　文哉(6) JAC EAST 5 （　　　　　　）
ﾆｼｵｶ ﾄｷ

6 803 西岡　斗輝(5) 宮川Jr陸上 6 （　　　　　　）
ﾖｺﾋﾗ ﾊﾙｶ

7 917 横平　　悠(5) SunTFC 7 （　　　　　　）
ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ

8 1597 堀　　祥大(6) JAC EAST 8 （　　　　　　）
ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ

9 939 森本　航平(5) 内城田ＳＣ
ｳﾓﾝ ｿｳｽｹ

10 3383 右門　蒼祐(6) 田丸小
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ

11 912 本夛　紘基(5) SunTFC
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳﾏ

12 940 山本　楓真(5) 内城田ＳＣ
ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ

13 1614 山本　晴成(5) JAC EAST
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ

14 1501 山本　隼士(5) いすずＵＫ
ｴﾝｻﾞ ﾊﾙ

15 800 円座　　暖(5) 宮川Jr陸上
ｴﾘｵﾃﾞｲｺ ﾘｮｳﾀ

16 1881 ｴﾘｵﾃﾞｲｺ ﾘｮｳﾀ(5) JAC EAST
ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｾｲ

17 1493 古川　凌誠(6) いすずＵＫ
ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾙ

18 1602 島田　　岳(6) JAC EAST



一般高校男子5000mW
11月26日 12:55 

三 重 県 記 録 (ＫＲ)  19.50.87   村 手　光 樹 (東京学芸大)          令和３年(2021)
県 高 校 記 録 (ＫＨ)  20:04.23   坂　﨑　　翔 ( 伊賀白鳳 )          平成28年(2016)
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20回(令和元年) 荒 川　幸 輝 (　高 田 高　) 22:54.93

 第17回(平成28年) 坂　﨑　　翔 ( 伊賀白鳳高 ) 20:23.78 第21回(令和２年) 安 夏　都 起 ( 伊賀白鳳高 ) 22:05.14

  第18回(平成29年) 加 藤　謙 太 (　皇學館大　) 21:53.16 第22回(令和３年) 大 西　優 樹 (　鳥 羽 高　) 27:47.38

  第19回(平成30年) 加 藤　謙 太 (　皇學館大　) 22:08.39  第23回(令和４年)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｱｷ

2 5-754 杉本　知明(1) 皇學館大
ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ

3 5844 田中　達也 田中競歩軍

一般高校女子5000mW
11月26日 12:55 

三 重 県 記 録 (ＫＲ)  21.48.59   園田　世玲奈 (　Ｎ Ｔ Ｎ　)        令和３年(2021)
県 高 校 記 録 (ＫＨ)  24.19.15   和 田　菜 摘 (　宇治山田　)        平成26年(2014)
大　会　記　録 (ＧＲ)  22:56.08   園田　世玲奈 (　Ｎ Ｔ Ｎ　)        令和２年(第21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20回(令和元年) 金 谷　奈 津 (　川 越 高　) 26:55.92

 第17回(平成28年) 出場者なし  第21回(令和２年) 園田　世玲奈 (　Ｎ Ｔ Ｎ　) 22:56.08

  第18回(平成29年) 金 谷　晏 衣 (　相 可 高　) 28:17.47 第22回(令和３年) 和 田　菜 摘 ( 志摩ＴＦＣ ) 24:39.76

   第19回(平成30年) 出場者なし  第23回(令和４年)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ｻﾜﾉ ﾕｲ

1 448 澤野　優依 名張青峰高



共通女子3000m
11月26日 11:40 

三 重 県 記 録 (ＫＲ)   9:04.56   杉 原　加 代 (　デンソー　)        平成21年(2009)
県 高 校 記 録 (ＫＨ)   9:17.54   田 中　真 知 (　神　　戸　)        平成13年(2001)
県 中 学 記 録 (ＫＪ)   9:35.40   北　村　　有 (暁・四日市市)        平成27年(2015)
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12回(平成23年) 羽 原　実 優（星翔高・大阪）10:13.25

 第２回(平成13年) 久 保 田　綾（ 宇治山田高 ）12:06.4 第13回(平成24年) 山 下　奈 央（　伊 勢 高　）10:37.95

 第３回(平成14年) 陸上競技場改修工事のため中止 第14回(平成25年) 森 　　絵 菜（宇治山田商高）10:59.95

 第４回(平成15年) 西嶋　理恵子（宇治山田商高）10:11.21 第15回(平成26年) 奥 田　幸 弓（　倉田山中　）10:36.15

 第５回(平成16年) 田 中　優 里（宇治山田商高）10:19.78 第16回(平成27年) 坂　　実　咲（　皇學館大　）10:31.27

 第６回(平成17年) 畑　沙 也 加（宇治山田商高）10:21.13 第17回(平成28年) 平 山　未 来（　皇學館大　）10:36.05

 第７回(平成18年) 畑　沙 也 加（宇治山田商高） 9:44.83 第18回(平成29年) 玉 木　さ ら（宇治山田商高）10:26.72

 第８回(平成19年) 陸上競技場改修工事のため中止 第19回(平成30年) 畑　ま ど か (　度 会 中　) 10:36.16

 第９回(平成20年) 向 井　愛 巳（宇治山田商高）10:51.74 第20回(令和元年) 畑　ま ど か（宇治山田商高）10:11.84

 第10回(平成21年) 作野　沙希菜（宇治山田商高）10:53.68 第21回(令和２年) 山﨑　そよか (　津 商 高　) 10:16.33

 第11回(平成22年) 内 藤　響 加（　宮 川 中　）10:13.96 第22回(令和３年) 稲葉　惠里子 ( 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ ) 10:53.94

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ﾔｼｷ ﾓﾓｶ

1 436 矢敷　桃花 名張青峰高
ﾅｶﾓﾘ ﾏﾉ

2 238 中森　麻乃(3) 厚生中
ｵｵﾀ ﾋﾖﾘ

3 520 太田ひより(3) 五十鈴中
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾗ

4 316 中川　実來(3) 桜浜中
ｱﾗｷ ｶﾘﾝ

5 221 荒木　花梨(3) 厚生中
ﾏﾂﾀﾞ ﾑｸ

6 141 松田　向繰(3) 玉城中



中学２年生女子2000m
11月26日 11:00 

県 中 学 記 録 (ＫＪ)   6:19.98   柴 田　沙 織 (白鳥・鈴鹿市)　      平成15年(2003)

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17回(平成28年) 倉 野　加 奈（　小　　俣　） 7:06.33

 第12回(平成23年) 森　　 絵 菜（　玉　　城　） 7:05.64 第18回(平成29年) 大 西　優 衣（　厚　　生　） 6:52.91

 第13回(平成24年) 北村　果南江（　宮　　川　） 7:09.94 第19回(平成30年) 山 本　怜 亜（　伊勢宮川　） 7:36.32

 第14回(平成25年) 奥 田　幸 弓（  倉 田 山  ） 6:56.60 第20回(令和元年) 佐々木　麦乃（　桜　　浜　） 7:23.00

 第15回(平成26年) 奥 野　伶 奈（　宮　　川　） 7:07.50 第21回(令和２年) 山 中　千 佳 (　桜　　浜　)  6:52.32

 第16回(平成27年) 三　宅　　月（　宮　　川　） 6:46.53 第22回(令和３年) 松 田　向 繰 (　玉　　城　)  7:20.55

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ｶﾜｶﾐ ｶｻﾈ

1 36 川上　香真(2) 倉田山中
ﾔﾏｶﾜ ｶﾅﾃﾞ

2 1889 山川　　奏(2) 久居西中 OP
ｳﾁﾔﾏ ｼｷ

3 30 内山　思来(2) 倉田山中
ｵｵﾀ ｻﾔｶ

4 476 太田　彩香(2) 伊勢宮川中
ｳﾒﾀﾞ ｶﾘﾝ

5 35 梅田　花凛(2) 倉田山中
ﾆｼｸﾞﾁ ｲﾁｶ

6 473 西口　苺花(2) 伊勢宮川中
ﾔﾏｷﾞﾜ ｶﾉﾝ

7 25 山際　奏媛(2) 倉田山中
ﾔﾉ ｱﾐ

8 474 矢野　彩未(2) 伊勢宮川中
ﾏｴｶﾞﾜ ｱﾔﾅ

9 2021 前川　綾菜(2) 嬉野中 OP
ﾉﾀﾞ ﾕｳｶ

10 2015 野田　侑花(2) 嬉野中 OP
ﾊﾏﾊﾀ ﾏﾅｶ

11 467 濵畑茉那華(2) 伊勢宮川中
ﾏｴﾀﾞ ﾁｴﾘ

12 2016 前田千依里(2) 嬉野中 OP
ﾎﾝﾀﾞ ﾐｻｷ

13 2026 本多　美咲(2) 嬉野中 OP
ﾋﾛ ﾐﾂｷ

14 472 廣　　光希(2) 伊勢宮川中
ﾀﾅｶ ｱｵﾈ

15 262 田中　碧音(2) 厚生中
ﾔﾏｷ ｱﾔｾ

16 469 山木　彩聖(2) 伊勢宮川中
ﾉﾀﾞ ﾁﾊﾅ

17 642 野田　知花(2) 小俣中
ﾐﾔｿﾞﾉ ｱﾝﾅ

18 263 宮薗　杏奈(2) 厚生中
ﾐﾅﾐ ｱｲﾗ

19 66 南　　愛良(2) 磯部中
ｸｽﾐ ﾒｲ

20 597 久住　めい(2) 伊勢港中
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾅ

21 1888 坂口　悠菜(2) 久居西中 OP
ﾎﾘﾓﾄ ﾙﾅ

22 475 堀本　瑠菜(2) 伊勢宮川中



中学１年生女子2000m
11月26日 10:50 

県 中 学 記 録 (ＫＪ)   6:19.98   柴 田　沙 織 (白鳥・鈴鹿市)　      平成15年(2003)

大　会　記　録 (ＧＲ)   6:52.40   山 中　千 佳 (　桜　　浜　)        令和元年(第20回)

選 手 権 獲 得 者

 第11回(平成22年) 中 村　佳 恵（　宮　　川　） 6:59.92 第17回(平成28年) 畑　ま ど か（  度　　会  ） 7:10.55

 第12回(平成23年) 野村　愛生子（　文　　岡　） 7:09.74 第18回(平成29年) 宮 端　柚 璃（  二　　見  ） 7:07.03

 第13回(平成24年) 辻　　有　咲（　宮　　川　） 7:08.33 第19回(平成30年) 荒 木　美 玲 (　伊勢宮川　)  7:25.25

 第14回(平成25年) 早 田　梨 紗（  五 十 鈴  ） 7:13.33  第20回(令和元年) 山 中　千 佳（　桜　　浜　） 6:52.40

 第15回(平成26年) 辻 　　歩 理（　宮　　川　） 6:52.46 第21回(令和２年) 荒 木　花 梨 (　厚　　生　)  6:58.29

 第16回(平成27年) 山 本　梨 恵（  五 十 鈴  ） 7:16.54 第22回(令和３年) 小 林　希 咲 (　二　　見　)  7:33.89

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ﾏｴｶﾞﾜ ｺｺﾛ

1 563 前川こころ(1) 伊勢宮川中
ｶﾄﾞﾏｴ ﾜｶﾅ

2 784 角前　和奏(1) 倉田山中
ﾊｷﾞ ﾓﾓｶ

3 2584 萩　　百椛(1) 久居西中 OP
ｼﾗｻﾞﾜ ﾕﾗ

4 565 白澤　夢羅(1) 伊勢宮川中
ﾂｼﾞ ｱｵｲ

5 772 辻　　　葵(1) 倉田山中
ﾄﾈ ﾘｱﾝ

6 562 刀根　凛杏(1) 伊勢宮川中
ﾆｼｸﾞﾁ ﾊﾙｶ

7 775 西口　陽香(1) 倉田山中
ｵｶﾀﾞ ｲﾛﾊ

8 2587 岡田　彩芭(1) 久居西中 OP
ｵｵﾆｼ ｺﾄｺ

9 564 大西　琴子(1) 伊勢宮川中
ｷﾀﾑﾗ ｷｽﾞﾅ

10 561 北村　　絆(1) 伊勢宮川中
ﾄﾐﾀｶ ﾘｲｻ

11 2701 冨髙璃衣紗(1) 嬉野中 OP
ｸｽﾐ ﾏｲ

12 688 久住　まい(1) 伊勢港中
ﾓﾘｼﾀ ﾕｽﾞｷ

13 691 森下　佑月(1) 伊勢港中
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｽﾞﾐ

14 866 山本　菜純(1) 小俣中
ﾌｸｲ ｱｲﾘ

15 752 福井　愛梨(1) 玉城中
ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ

16 878 中村　瑠莞(1) 桜浜中
ｵｸ ｺﾄﾐ

17 716 奥　　琴望(1) 厚生中
ｶﾐﾔ ﾁｴ

18 690 神谷　千恵(1) 伊勢港中



小学生５・６年生女子1500m
11月26日 09:30 

県 小 学 生 記 録 (ＥＲ)   4:57.00   澤 井　風 月 ( Ｕ Ｒ Ｃ )          平成28年(2016)
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12回(平成23年) 辻 　　有 咲（北浜陸上ク）   5:42.27

 第２回(平成13年) 上 西　晃 代（南勢陸上ク）   3:52.5 第13回(平成24年) 山 村　紗 慧（ 明 野 小 ）   5:34.62

 第３回(平成14年) 陸上競技場改修工事のため中止 第14回(平成25年) 三 宅　　 月（北浜陸上ク）   5:19.86

 第４回(平成15年) 中 村　祐 子（玉城陸上ク）   3:47.72 第15回(平成26年) 辻 井　和 音（北浜陸上ク）   5:36.79

 第５回(平成16年) 濵 地　明 衣（吉津小ＲＣ）   3:35.69 第16回(平成27年) 畑　ま ど か（内城田ＳＣ）   5:26.54

 第６回(平成17年) 濵 地　明 衣（ 吉 津 小 ）   5:34.34 第17回(平成28年) 角田　りい沙（北浜陸上ク）   5:30.64

 第７回(平成18年) 木 田　実 里（佐八陸上ク）   5:56.13  第18回(平成29年) 角田　りい沙（北浜陸上ク）   5:12.98

 第８回(平成19年) 陸上競技場改修工事のため中止 第19回(平成30年) 山 中　千 佳（北浜陸上ク）   5:25.81

 第９回(平成20年) 嶋 垣　莉 沙（ 四 郷 小 ）   5:29.26 第20回(令和元年) 松 田　向 繰（下外城田小）   5:24.33

 第10回(平成21年) 三 宅　可 蓮（北浜陸上ク）   5:20.12 第21回(令和２年) 小 林　希 咲 (南勢陸上ク)    5:33.30

 第11回(平成22年) 助 田　瑞 季（Club Eggs ）   5:19.69 第22回(令和３年) 田 中　結 羅 (　 SMAC 　)    5:32.63

決勝 ４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

ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾋｶﾘ

1 716 西村　　玲(6) 桜浜陸上ク 1 2145 辻村　光梨(5) 南勢陸上ク
ﾅｶﾑﾗ ﾁｾ ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ

2 881 中村　知聖(5) 南勢陸上ク 2 754 兒玉　奈央(6) 厚生ＡＣ
ｳｴﾀﾞ ﾏｲｶ ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ

3 713 上田　舞花(6) 桜浜陸上ク 3 875 吉田　葵衣(6) 南勢陸上ク
ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅ ｼﾛﾔﾏ ﾅﾂﾒ

4 1757 森川　妃梛(6) 明和陸上 OP 4 755 城山なつめ(6) 厚生ＡＣ
ｲｼｲ ﾕｱ ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ

5 948 石井　唯愛(6) 内城田ＳＣ 5 798 山本　夏妃(6) 宮川Jr陸上
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ ｵｵﾆｼ ｱｲﾐ

6 880 豊田　柚葉(5) 南勢陸上ク 6 747 大西　愛心(6) 桜浜陸上ク
ﾏｽﾓﾄ ﾆｺ ﾋｷﾀ ｱｲﾘ

7 717 舛本　仁胡(6) 桜浜陸上ク 7 795 疋田　愛理(6) 宮川Jr陸上
ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ

8 879 武田　悠里(5) 南勢陸上ク 8 761 吉田　　葵(6) 厚生ＡＣ
ﾀﾅｶ ﾓｱ ｶﾜｷﾀ ﾕﾅ

9 721 田中　萌愛(5) 桜浜陸上ク 9 792 川北　有那(6) 宮川Jr陸上
ﾏﾙｲ ﾕﾗ ｻｶｼﾀ ﾏｱｻ

10 947 丸井　悠楽(6) 内城田ＳＣ 10 878 坂下　真麻(5) 南勢陸上ク
ﾔﾏｶﾜ ｼﾏ ﾉﾑﾗ ﾓｴﾅ

11 873 山川　詩茉(6) 南勢陸上ク 11 1973 野村　萌那(5) SMAC
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ ｵｵﾆｼ ﾐﾕｳ

12 722 山口　紗季(5) 桜浜陸上ク 12 748 大西　心結(5) 桜浜陸上ク
ﾆｼﾑﾗ ｺｺﾅ ﾆｼｶﾜ ｱｲﾘ

13 949 西村　心花(6) 内城田ＳＣ 13 3382 西川　愛莉(5) 南勢陸上ク
ｵｶﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ﾊﾔｶﾜ ﾕｱ

14 750 岡本　結月(5) 桜浜陸上ク 14 955 早川　友愛(5) 内城田ＳＣ
ﾔﾏﾍﾞ ｻﾕﾐ ﾊﾀﾞ ﾕﾏ

15 874 山辺　紗弓(6) 南勢陸上ク 15 1610 羽田　弓真(5) JAC EAST
ｵｶﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ

16 749 岡本　羽月(5) 桜浜陸上ク 16 1524 清水　陽奈(6) Peace-AC
ﾔﾏﾜｷ ﾖｼﾉ ﾃﾝﾊﾟｸ ｶﾉﾝ

17 2143 山脇　吉乃(6) 南勢陸上ク 17 720 天白　花音(5) 桜浜陸上ク
ﾀﾅｶ ﾕﾗ ｲﾜｻｷ ﾏﾅｶ

18 891 田中　結羅(6) SMAC 18 877 岩﨑真菜加(5) 南勢陸上ク
ﾔﾏﾅｶ ｱﾔﾅ ｵｸﾞﾗ ﾓｶ

19 723 山中　彩愛(5) 桜浜陸上ク 19 715 小倉　桃果(6) 桜浜陸上ク
ﾏﾂﾔﾏ ｱｲﾘ ｵｸﾀﾞ ﾅｷﾞ

20 1759 松山　愛梨(6) 明和陸上 OP 20 791 奥田　名葵(6) 宮川Jr陸上
ｳｴﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾃﾝﾊﾟｸ ｱﾘｱ

21 714 上田　百華(6) 桜浜陸上ク 21 719 天白　有彩(5) 桜浜陸上ク



小学生５・６年生女子1500m

３組 ４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

ﾅｶﾞｲ ﾓﾓ ﾀﾏﾀﾆ ｼｽﾞｸ

1 1910 永井　もも(5) SunTFC 1 1588 玉谷しずく(6) JAC EAST
ﾔﾏｶﾜ ｻﾔ ｵｶﾀﾞ ﾊﾂﾐ

2 797 山川　紗乎(6) 宮川Jr陸上 2 790 岡田　初美(6) 宮川Jr陸上
ｵｸﾉ ﾙﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂ

3 951 奥野　瑠菜(5) 内城田ＳＣ 3 1607 中川　なつ(5) JAC EAST
ｷﾀ ｱﾔﾐ ﾖｺﾋﾗ ﾐｱ

4 1605 喜多　綾美(5) JAC EAST 4 960 横平　珠杏(5) 内城田ＳＣ
ｲｲｵ ｼｽﾞﾈ ﾀｹｳﾁ ｱｺ

5 809 飯尾　静音(5) 宮川Jr陸上 5 906 竹内　彩心(6) SunTFC
ﾐﾄ ﾚｲｼｬ ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ

6 907 水戸　麗紗(6) SunTFC 6 794 長谷川結生(6) 宮川Jr陸上
ｼﾗｻﾞﾜ ｷﾗ ｶﾅﾓﾘ ﾅﾘ

7 812 白澤　希羅(5) 宮川Jr陸上 7 1583 金森　菜里(6) JAC EAST
ｵｻﾞｷ ﾘﾝｶ ﾅｶｷﾀ ﾐｻｷ

8 1604 尾崎　凛華(5) JAC EAST 8 1585 中北　光咲(6) JAC EAST
ｲﾄｳ ﾘﾅ ｻｶｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ

9 810 伊藤　里奈(5) 宮川Jr陸上 9 1656 坂口　涼音(6) 大台陸上クラブ OP
ﾔﾏｷﾞﾜ ｾｲﾗ ｶﾜｻｷ ｱｺ

10 1587 山際　聖良(6) JAC EAST 10 953 河﨑　愛心(5) 内城田ＳＣ
ｵｵﾆｼ ｻﾘ ｳｴﾑﾗ ﾏｵ

11 950 大西　咲凛(5) 内城田ＳＣ 11 3387 植村　茉央(6) 有田小
ｷﾉｼﾀ ｶｺ ﾊｼﾑﾗ ｱｲﾙ

12 1606 木下　佳胡(5) JAC EAST 12 3651 橋村　愛琉(5) 宮川Jr陸上
ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ ﾉｷﾀ ﾋｶﾘ

13 954 西村　　凛(5) 内城田ＳＣ 13 1608 野北ひかり(5) JAC EAST
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｶﾘ ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｶﾉﾝ

14 3386 谷口　明璃(6) 有田小 14 957 柳谷　花音(5) 内城田ＳＣ
ﾌﾅｾ ﾎﾅﾂ ﾃﾗﾆｼ ﾙｶ

15 915 舟瀬　帆夏(5) SunTFC 15 813 寺西　琉華(5) 宮川Jr陸上
ｶﾜｷﾀ ﾉｱ ｶﾜﾉ ﾉｴ

16 3381 川喜田乃愛(5) JAC EAST 16 913 河野　稀瑛(5) SunTFC
ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾚｱ ｶｹﾊｼ ｴﾓｱ

17 958 山口　紅杏(5) 内城田ＳＣ 17 952 掛橋愛萌亜(5) 内城田ＳＣ
ﾔﾏｼﾀ ﾐｻ ﾓﾘ ｶﾘﾝ

18 919 山下　実紗(5) SunTFC 18 1609 森　　香琳(5) JAC EAST
ﾐﾅﾐ ﾊﾙｶ ﾔﾉ ﾒｸﾞﾘ

19 796 南　　温香(6) 宮川Jr陸上 19 815 矢野　萌黎(5) 宮川Jr陸上
ﾀｹｻﾞﾜ ﾅﾕ ﾏﾐﾔ ﾘﾝ

20 1589 竹澤　那柚(6) JAC EAST 20 914 間宮　　凜(5) SunTFC

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 （　　　　　　）


