
ト ラ ッ ク 審 判 長 小池　弘文

跳 躍 審 判 長 松葉　清高

投 て き 審 判 長 松葉　清高

記 録 主 任 野間　貴幸

日付 種目

玉城中A 45.30 小俣中 46.06 厚生中A 46.44 五十鈴中A 46.87 伊勢宮川中A 47.11 玉城中B 47.58 桜浜中 47.72 御薗中 47.88
上田凛太朗(3) 山﨑　大雅(3) 栄倉　悠都(3) 多田　悠悟(3) 佐野　辰徳(3) 畝畑　壱徹(3) 岡本　蒼空(2) 佐々木翔梧(3)
三浦　　響(3) 南　　奏志(3) 辻　　秀太(3) 尾崎　太星(3) 髙山　夢翔(3) 近藤　駿希(3) 上野　颯勢(3) 松月　快斗(3)
草尾　漣孜(3) 大野　晴世(3) 種生　一斗(3) 上田　朝陽(3) 南口　　響(3) 西川　太智(3) 西村　空菜(3) 和泉　悠聖(3)
内山　真志(3) 網谷　　奏(3) 山下昊一朗(3) 木田　充海(3) 川端　利哉(3) 中村　祉貴(3) 安井　琉真(3) 八田　拓空(3)
文岡中A 48.41 伊勢宮川中A 49.12 伊勢港中A 50.89 五十鈴中 51.11 厚生中A 51.32 桜浜中 51.94 伊勢宮川中B 52.24
小林　尊琉(2) 飯田　浬貴(2) 森本　暉石(2) 福本　惟月(2) 中居　直大(2) 村瀬　有馬(2) 池田　武蔵(2)
堅上　蓮光(1) 伊藤　昂真(1) 川喜田凌玖(1) 西岡琥太郎(1) 河北　春真(1) 杉浦　夢宇(1) 西岡　斗蒼(1)
谷岡　優詩(1) 池田　蕾斗(1) 洲濱　大輝(1) 山本　泰嘉(1) 山本　安慈(1) 小田　一郎(1) 井上　晴斗(1)
加藤　颯眞(2) 東谷　昇俐(2) 濱條　陸翔(2) 西井　賑吾(2) 小城隼太朗(2) 濱口　侑万(2) 石黒　晴己(2)
小俣中A 49.78 城田中A 52.12 伊勢宮川中A 52.66 度会中 53.05 二見中 53.72 桜浜中 53.78 小俣中B 53.90 五十鈴中A 54.14
角田ルビイ(2) 坂口　心優(3) 濵畑茉那華(2) 坂井　夢果(2) 小林　希咲(2) 木場本梨瑚(3) 鈴木　希空(3) 奥野　りな(3)
曽野　　想(2) 倉井　彩羽(2) 山中　美咲(3) 山本　真央(3) 山本　二瑚(3) 可児　杏恋(3) 中島　暖加(3) 武田　絵那(3)
西嶋　夏鈴(2) 小林　夢奈(3) 西　　真保(3) 竹内　小絢(2) 小﨑　萌亜(3) 大野　花歩(3) 奥野　心華(3) 太田ひより(3)
西嶋　和奏(3) 西尾　奏音(3) 林　　帆花(3) 岡村　凉那(2) 中井　遥香(3) 中川　実來(3) 上田　菜緒(3) 増田　沙良(3)
五十鈴中 53.06 小俣中 53.08 厚生中A 56.39 厚生中B 57.77 伊勢宮川中A 58.87 伊勢港中A 59.00 玉城中A 59.29 玉城中B 59.47
村田　かよ(2) 久世　帆夏(2) 森　陽茉里(2) 井川　愉月(2) 廣　　光希(2) 竹株　　瞳(2) 木村　心愛(2) 三浦　　奏(2)
松井瑛玲奈(1) 山田　梨乃(1) 奥　　琴望(1) 世古　彩理(1) 大西　琴子(1) 森下　佑月(1) 中村　　眞(1) 平川　夏姫(1)
小林　衣芙(1) 林　　捺愛(1) 木下凛々子(1) 森田　友陽(1) 白澤　夢羅(1) 喜多　琴美(1) 中浦　瑚遥(1) 三浦向奈莉(1)
西島　瑠衣(2) 橋本　千嬉(2) 田中　碧音(2) 岡本　羽瑠(2) 西口　苺花(2) 久住　めい(2) 高野　海愛(2) 中世古郁芽(2)
志摩陸上クラブ 56.14 南勢陸上クA 56.60 大台陸上クラブA 59.35 宮川Jr陸上A 1:00.41 宮川Jr陸上B 1:00.97 Peace-AC 1:01.05 南勢陸上クB 1:03.07 桜浜陸上クラブA 1:03.27
前田　　珀(6) 西嶋　夢登(6) 今西　大和(4) 西村　駿志(6) 山林　陽翔(5) 中川　莉久(5) 堀　　篤生(6) 山本亜飛夢(5)
岩崎　透羽(6) 前田　彩翔(6) 谷　　航多(4) 長谷川　稜(6) 西岡　斗輝(5) 中上　琥斗(5) 小辻　　佑(4) 山下　勇翔(5)
樋口　寛太(6) 鈴木　悠介(6) 松本　大輝(6) 永田　奏多(6) 円座　　暖(5) 橋本　夏輝(5) 織戸　穂高(6) 西村　優汰(5)
河村　蓮童(6) 鈴木虎太朗(6) 前川　陸翔(6) 竹野　颯真(6) 東　　陸王(5) 中山　開遥(5) 内山　哲多(6) 下池晴一朗(5)
北尾琥太郎(6) 12.38(+2.2) 柳生　勇誠(6) 13.72(+3.3) 向井　悠翔(6) 13.88(+2.9) 前田　彩翔(6) 13.98(+2.9) 岩崎　透羽(6) 14.04(+2.2) 鈴木　兜真(6) 14.05(+2.2) 小林　　碧(6) 14.06(+2.1)
いすずＵＫ 内城田ＳＣ 玉城陸上ク 南勢陸上ク 志摩陸上クラブ 厚生ＡＣ JAC EAST

河村　蓮童(6) 13.72(+2.4)
志摩陸上クラブ

橋本　篤汰(5) 13.97(+1.1) 木村　立樹(5) 14.40(-0.2) 蒲原　雅和(5) 14.58(+1.1) 本夛　紘基(5) 14.62(+0.2) 中上　琥斗(5) 14.73(+1.1) 松本　　颯(5) 14.78(-0.2) 山本　楓真(5) 15.06(+0.4) 天野　遥音(5) 15.10(+0.4)
SunTFC 桜浜陸上クラブ いすずＵＫ SunTFC Peace-AC いすずＵＫ 内城田ＳＣ いすずＵＫ
高田龍之介(4) 15.32(0.0) 北出　楓斗(4) 15.47(+0.7) 谷　　航多(4) 15.54(0.0) 今西　大和(4) 15.59(-2.1) 星野　桜賀(4) 15.74(+2.3) 橋本　　貫(4) 16.16(+0.5) 下田　幸翔(4) 16.18(+2.3) 髙倉　　逞(4) 16.24(+1.5)
いすずＵＫ 明星小 大台陸上クラブ 大台陸上クラブ 志摩陸上クラブ いすずＵＫ 宮川Jr陸上 大台陸上クラブ
村田　　凱(3) 9.99(-1.2) 西村　颯人(3) 10.03(-1.2) 辻本　由光(3) 10.04(+0.2) 佐田　蒼輔(3) 10.09(+0.9) 辻　琉依斗(3) 10.13(-0.6) 廣瀬　有人(3) 10.15(-0.6) 星野　太賀(3) 10.15(-1.2) 米倉　湊都(3) 10.17(0.0)
いすずＵＫ 内城田ＳＣ J&E久居 桜浜陸上クラブ いすずＵＫ 名張Ｊｒ 志摩陸上クラブ SMAC
円座　　蓮(2) 9.94(+2.0) 川口　　豪(2) 10.05(+1.9) 森　　周平(2) 10.21(+1.9) 西飯　竜雅(2) 10.32(+1.9) 酒徳　瑛二(2) 10.38(+0.6) 東　　海王(2) 10.61(+1.9) 西川　　縁(2) 10.84(+0.6) 久保　慶悟(2) 10.91(+2.0)
宮川Jr陸上 GR 大台陸上クラブ GR 大台陸上クラブ GR 志摩陸上クラブ GR Peace-AC GR 宮川Jr陸上 JAC EAST 宮川Jr陸上
前田　　珀(6) 13.89(+0.2) 小林　　碧(6) 14.15(+0.9) 木村　立樹(5) 14.98(+0.2) 鈴木虎太朗(6) 15.31(+0.9) 河野　　諒(6) 15.52(+0.9) 鈴木　悠介(6) 15.80(+0.2) 西山誠一朗(5) 16.99(+0.2) 山路　晏矢(6) 17.64(+0.9)
志摩陸上クラブ GR JAC EAST 桜浜陸上クラブ 南勢陸上ク 南勢陸上ク 南勢陸上ク SunTFC 志摩陸上クラブ
中川　　晄(6) 46m84 向井　悠翔(6) 44m57 杉本　　鷹(6) 41m38 世古旺太郎(6) 38m71 奥本　竣介(5) 34m68 山下　勇翔(5) 33m32 別所　楓真(5) 32m43 吉岡修太朗(5) 31m42
JAC EAST 玉城陸上ク JAC EAST 厚生ＡＣ 内城田ＳＣ 桜浜陸上クラブ J&E久居 SMAC
いすずＵＫ 1:01.21 南勢陸上クA 1:01.43 Peace-AC 1:01.76 宮川Jr陸上 1:01.86 志摩陸上クラブ 1:01.96 内城田ＳＣ A 1:02.64 南勢陸上クB 1:02.89 大台陸上クラブA 1:04.04
金守　咲楽(5) 山辺　紗弓(6) 中村　光里(6) 川北　有那(6) 川埜　　碧(6) 早川　友愛(5) 岩﨑真菜加(5) 小山　結羽(5)
西岡　詩琉(5) 山川　詩茉(6) 田端　栞那(6) 山本　悠葵(6) 石川　　倖(6) 西村　　凛(5) 川井　琥幸(6) 坂口　涼音(6)
河中　寧音(5) 中村　知聖(5) 清水　陽奈(6) 奥田　名葵(6) 岩城　絢奈(6) 横平　珠杏(5) 吉田　葵衣(6) 谷口　優子(5)
平賀　友菜(6) 豊田　柚葉(5) 大西　莉緒(6) 山本　夏妃(6) 中村　華乃(6) 柳谷　花音(5) 山脇　吉乃(6) 吉田　妃李(6)
北村　環奈(6) 14.00(+2.9) 石井　唯愛(6) 14.45(+0.9) 高田　風花(6) 14.47(-1.0) 西島　瑠奈(6) 14.76(+2.0) 大西　莉緒(6) 14.78(+1.3) 西村　心花(6) 15.04(0.0) 竹内　彩心(6) 15.05(0.0) 西村　　玲(6) 15.05(+0.7)
名張Ｊｒ 内城田ＳＣ いすずＵＫ いすずＵＫ Peace-AC 内城田ＳＣ SunTFC 桜浜陸上クラブ
増井　愛奈(5) 14.45(+1.0) 大西　咲凛(5) 14.89(+1.8) 鳴海いち夏(5) 15.25(+1.6) 西岡　詩琉(5) 15.41(+1.8) 竹下　　花(5) 15.45(+1.8) 野呂　　遙(5) 15.48(+0.8) 山口　紗季(5) 15.55(+1.0) 河中　寧音(5) 15.65(+2.3)
いすずＵＫ 内城田ＳＣ J&E久居 いすずＵＫ SMAC J&E久居 桜浜陸上クラブ いすずＵＫ
森　　菜柚(4) 16.24(+0.2) 迫間　徠夏(4) 16.33(+1.4) 中村　心泉(4) 16.54(+0.5) 富岡　楽愛(4) 16.63(+0.2) 前田　陽彩(4) 16.77(+1.4) 槇野ひなた(4) 16.83(+0.4) 藤田　莉理(4) 16.84(+0.4) 野村　まい(4) 16.99(+1.8)
JAC EAST 桜浜陸上クラブ Peace-AC JAC EAST JAC EAST JAC EAST 厚生ＡＣ 宮川Jr陸上
西村　星空(3) 10.28(+0.3) 鈴木　ねね(3) 10.42(-1.2) 北村　純菜(3) 10.50(-1.2) 大屋みなみ(3) 10.58(+0.3) 横内　蒼唯(3) 10.64(-1.2) 黒瀬　陽羽(3) 10.69(+0.3) 大西　央乃(3) 10.74(-0.2) 入山心々菜(3) 10.78(+2.1)
大台陸上クラブ 南勢陸上ク 蔵持小 志摩陸上クラブ 志摩陸上クラブ いすずＵＫ JAC EAST 桜浜陸上クラブ

吉川　りの(3) 10.78(-0.2)
大台陸上クラブ

辻本　芽以(2) 10.62(+1.9) 柳谷凜々花(2) 10.63(+1.0) 竹谷　　燿(2) 11.06(+1.5) 尾崎　　雅(2) 11.13(+0.6) 佐藤　美遥(2) 11.34(+0.6) 濵谷　柚帆(2) 11.39(+1.5) 橋本　芽依(2) 11.40(+0.6) 大井夏乃葵(2) 11.44(+1.9)
内城田ＳＣ GR 内城田ＳＣ GR Peace-AC JAC EAST 内城田ＳＣ 内城田ＳＣ SunTFC JAC EAST
西村　　玲(6) 15.23(+1.0) 山際　聖良(6) 16.28(+1.0) 中村　光里(6) 16.50(+0.6) 中村　知聖(5) 18.48(+0.6) 山川　詩茉(6) 18.86(+1.0) 田中　萌愛(5) 18.87(+1.0) 井戸本夢乃(6) 18.94(+1.0) 天白　有彩(5) 19.54(+0.6)
桜浜陸上クラブ JAC EAST Peace-AC 南勢陸上ク 南勢陸上ク 桜浜陸上クラブ Peace-AC 桜浜陸上クラブ
吉田　葵衣(6) 37m36 磯和　莉子(6) 35m96 上田　百華(6) 32m91 小倉　桃果(6) 30m21 山口　紗季(5) 29m73 川埜　　碧(6) 28m89 石川　　倖(6) 28m74 西尾　奏凜(6) 27m51
南勢陸上ク いすずＵＫ 桜浜陸上クラブ 桜浜陸上クラブ 桜浜陸上クラブ 志摩陸上クラブ 志摩陸上クラブ Peace-AC
いすずＵＫ A 55.30 内城田ＳＣ A 56.49 桜浜陸上クラブA 57.93 いすずＵＫ B 58.62 厚生ＡＣ A 59.57 JAC EAST C 59.70 J&E久居 1:00.72 JAC EAST A 1:00.77
増井　愛奈(5) 浦田　壮真(6) 中村　詩音(6) 西島　瑠奈(6) 城山なつめ(6) 山際　聖良(6) 野呂　　遙(5) 金森　菜里(6)
北尾琥太郎(6) 柳生　勇誠(6) 西村　　玲(6) 松本　　颯(5) 兒玉　奈央(6) 小林　　碧(6) 鳴海いち夏(5) 森　　悠誠(6)
高田　風花(6) 西村　心花(6) 舛本　仁胡(6) 山辺　優月(6) 中西　嘉人(6) 玉置　桃香(6) 坪井　奏介(5) 藤原　伶壮(6)
高田龍之介(4) 石井　唯愛(6) 木村　立樹(5) 天野　遥音(5) 鈴木　兜真(6) 中川　　晄(6) 別所　楓真(5) 中山　紅羽(6)

凡例  GR:大　会　記　録 *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F7:同記録による順位 *F8:2番目の記録による順位 *TL:着差なし

5月15日 小学４年女子100m

5月15日 小学３年女子60m

5月15日 小学生混合4×100mR

5月15日
小学５・６年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰ

ﾙ投

5月15日 小学６年女子100m

5月15日 小学５年女子100m

5月15日 小学１・２年女子60m

5月15日 小学生女子4×100mR

5月15日 小学５・６年女子80mH

5月15日 中学女子4×100mR

5月15日 中学女子低学年4×100mR

5月15日 小学５年男子100m

5月15日 小学４年男子100m

5月15日 小学３年男子60m

5月15日 小学５・６年男子80mH

5月15日
小学５・６年

男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

5月15日 小学６年男子100m

5月15日 小学１・２年男子60m

5月15日 小学生男子4×100mR

5月15日 中学男子低学年4×100mR

5月15日 中学男子4×100mR

8位

第23回 南勢地区小・中学生リレーカーニバル 【22230713】
三重交通Gスポーツの杜伊勢第二競技場 【233100】
2022/05/15

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


