
 
 
 

令和 3 年度 
 

第 22 回 南勢地区長距離選手権大会 
 

2 1 2 3 0 7 2 4
 

 

日 時： 令和 3 年 11 月 27 日（土） 午前 9 時 30 分競技開始 

 

会 場：三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 第二競技場（233100） 

      （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 

主 管：伊 勢 度 会 陸 上 競 技 協 会 



会 長 井阪　行利

副 会 長 清水　秀隆 中川　直樹 龍田　　洋 松本　裕人

顧 問 由川　　昇

総 務 向井 秀則

大　会　役　員

競　技　役　員
総 務 向井　秀則

総 務 員 飯嶌　範高 安井　　浩 亀山　知典 野呂　京司

競技審判長 小池　弘文

技 術 総 務 飯嶌　範高

アナウンサー ○ 植條　美穂 上野　雄司 久野佑希子

記 録 員 ○ 野間　貴幸 岡田　和久

役 員 係 ○ 福井竜一郎役 員 係 ○ 福井竜 郎

補 助 員 係 ○ 安井　　浩

表 彰 係 ○ 辻　　弘樹

補 助 員 係 ○ 安井　　浩

風力計測員 ○ 井上　正臣 中瀬　一仁

決勝審判員 ○ 日比　勝俊 山田　英生 久保　誠亮 小原　裕志 山村佐知子

写真判定員 ○ 浦本　龍二 亀山　知典 小西　幸男写真判定員 ○ 浦本　龍 亀山　知典 小西　幸男

スターター ○ 野呂　京司 山本　由梨

出 発 係 ○ 村嶋　輝久 倉井　一樹 西村　昌晃

監 察 員 ○ 倉井　貴之 佐波　　実

競 歩 審 判 ○ 山田　英生 東　　一郎 平井　裕司 東川ひかり 東川ひかる

医 務 員 看　護　師

リコーラー

運 営 協 力 員



１．2021年度日本陸上競技連盟規則にしたがう。

２．招集について

招集場所は各競技スタート付近とする。

各競技に出場する者は各場所で、係員の点呼を受けること。

招集時間は競技開始10分前開始、5分前終了とする。

３．本競技会における傷病については、応急処置のみで以降の責任を負わない。

４．競技場内外とも汚さないよう注意し、ゴミは各人・各チームで必ず持ち帰ること。

５．貴重品の保管については各自で十分に注意すること。

６．選手はゴール後、審判員の指示に従って退場すること。

７．その他

○　主競技場は使用できない。

○　ウォーミングアップは、投擲場・雨天練習場を使用すること。

競 技 注 意 事 項



一般・高校男子5000m
11月27日 12:30 

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)

決勝 ２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

ｻｻﾀｹ ﾊﾙｷ

1 6305 笹竹　陽希(3) 皇學館大 （2列目）
ｻﾄｳ ﾀｹﾊﾙ ｸﾛｶﾜ ｼｮｳｺﾞ

2 5-105 佐藤　毅治(2) 皇學館大 17 5976 黒川　祥吾 三重陸協
ｻﾄｳ ﾌｳﾏ ｱｻｲ ｶﾂｷ

3 6312 佐藤　楓馬(2) 皇學館大 18 5-683 浅井　克貴(4) 名城大
ｳｶｲ ｲｯｻ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ

4 6311 鵜飼　一颯(2) 皇學館大 19 6413 濱口　登馬(1) 皇學館大
ﾊｼｶﾜ ｶｽﾞﾅｵ ﾌｼﾞｶﾜ ﾊｼﾞﾒ

5 6313 橋川　和直(2) 皇學館大 20 6409 藤川　　創(1) 皇學館大
ｶﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ ﾔﾏﾀﾞ ﾔﾏﾄ

6 6301 加藤　元紀(4) 皇學館大 21 5-920 山田　大翔(1) 皇學館大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｵﾝ ﾆｲﾐ ﾕﾒｷ

7 5-902 安東　怜音(1) 皇學館大 22 5-914 新美　夢貴(1) 皇學館大
ｵｵｺｳﾁ ﾕｳﾄ ｿｺﾞｼ ﾀｲｾｲ

8 5788 大河内雄登 I.A.R.C 23 6405 曽越　大成(1) 皇學館大
ﾐﾔｷﾞ ﾋﾋﾞｷ ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

9 821 宮城　　響 JTARC 24 5-106 佐藤　　光(2) 皇學館大
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾑﾗｶﾐ ｱｲｷ

10 6290 山田　侑矢 三重県庁ＡＣ 25 6408 村上　愛季(1) 皇學館大
ｼﾊﾞﾂｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ ﾏﾂﾀﾞ ﾁｱｷ

11 5-907 芝辻　晴裕(1) 皇學館大 26 6314 松田　朕亮(2) 皇學館大
ｲｼｻﾞｶ ｹﾝﾀ ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ

12 5912 石坂　健太 ＦОＲ 27 6309 宮本　康希(3) 皇學館大
ｸﾘﾓﾄ ｶﾝｼ

13 5908 栗本　寛士 ＦОＲ
ｲｿｵ ﾄﾓﾉﾘ

14 5904 磯尾　友規 ＦОＲ
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ

15 6306 柴田　龍一(3) 皇學館大
ﾏﾂｵｶ ﾅｵｷ

16 5348 松岡　直希 三重陸協

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 （　　　　　　）



一般・高校男子5000m

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

ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ

1 5261 髙橋　賢治 水曜トラック野郎 （2列目）
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾏ ｳｴﾑﾗ ﾚｵ

2 5424 谷口　雄真 志摩ＴＦＣ 17 1285 上村　怜央(2) 志摩高
ｵｸﾉ ｼｭﾝｽｹ ﾊﾏｸﾞﾁ ｾｲｶ

3 873 奥野　隼佑(2) 宇治山田商高 18 1287 濱口　成嘉(2) 志摩高
ｵｶﾓﾄ ﾊｸ ｾｷﾓﾘ ﾖｳｼﾞ

4 1461 岡本　波空(3) 鳥羽高 19 6108 関守　陽治 三重マスターズ
ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ ﾂｼﾞﾅｶ ﾏｻﾐ

5 5434 田口　隆太 志摩ＴＦＣ 20 5384 逵中　正美 エヌティエヌ
ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾀｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ

6 5647 岡田　佳剛 三重マスターズ 21 6099 山口　直人 三重マスターズ
ｳﾗﾆｼ ﾕｳｽｹ ｶﾜﾍﾞ ｴｲｼﾞ

7 6434 浦西　佑輔(4) 三重大 22 5045 川邊　英史 三重陸協
ﾂｼﾞｲ ﾐﾂｸﾞ ﾄﾞｳﾏｴ ﾕﾗ

8 5425 辻井　三嗣 志摩ＴＦＣ 23 1465 堂前　結頼(2) 鳥羽高
ﾐﾅﾐ ｺｳﾀ ﾑﾗｾ ﾏｻﾋﾛ

9 1014 南　　光汰(1) 相可高 24 6299 村瀬　賢大 三重県庁ＡＣ
ﾅｶﾂｼﾞ ｹﾝﾄ ｵｵﾆｼ ﾄﾜ

10 1020 中辻　健斗(1) 相可高 25 1011 大西　翔湧(2) 相可高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ

11 6450 近藤　優芽(4) 愛知大 26 5359 筒井　勇仁 三重陸協
ﾑﾗｲ ｺｳﾖｳ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ

12 6310 村井　洸陽(3) 皇學館大 27 6437 西村　健志(3) 三重大
ｽｽﾞｷ ﾋｻﾄ

13 5-908 鈴木　尚登(1) 皇學館大
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ

14 6304 松原　隼斗(4) 皇學館大
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

15 5-913 中村　颯太(1) 皇學館大
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

16 5901 谷口　大樹 三重陸協

中学３年生・高校１年生男子5000m
11月27日 12:10 

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)

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
ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀ ﾅｶﾑﾗ ｾﾞﾝﾔ

1 210 髙木　健太(3) 厚生中 7 231 中村　善哉(3) 厚生中
ﾓﾘﾀ ｱｲﾄ ﾓﾃｷﾞ ｴｲﾄ

2 144 森田　愛斗(3) 玉城中 8 2210 茂手木英人(3) 一志中 OP
ﾀｶﾊ ｺｳ ﾄﾈ ﾔﾏﾄ

3 446 高羽　　滉(3) 伊勢宮川中 9 2279 刀根　大和(3) 三雲中 OP
ｵｸﾀﾞ ﾕｳｼﾝ ﾅｶﾆｼ ﾀｲﾖｳ

4 2263 奥田　悠慎(3) 三雲中 OP 10 868 中西　太洋(1) 宇治山田商高
ﾋｼｶﾜ ｱﾕﾑ ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ

5 229 菱川　歩睦(3) 厚生中 11 211 小川眞之介(3) 厚生中
ｾｺ ﾕｳﾀﾞｲ

6 2278 瀬古　雄大(3) 三雲中 OP



中学２年生男子3000m
11月27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)

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

ｵｵﾉ ﾊﾙｾ ﾏｴｶﾞﾜ ｷﾗﾘ

1 640 大野　晴世(2) 小俣中 1 2198 前川　希星(2) 久居西中 OP
ｻﾊﾞ ｺｳｷ ﾐｳﾗ ﾋﾋﾞｷ

2 2201 佐波　煌暉(2) 久居西中 OP 2 169 三浦　　響(2) 玉城中
ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ ﾃﾗｼﾏ ﾂﾊﾞｻ

3 635 東　　大輔(2) 小俣中 3 2197 寺嶋　　翼(2) 久居西中 OP
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾂﾋ ｾﾊﾞﾀ ｲｯﾃﾂ

4 2282 野口　夏陽(2) 三雲中 OP 4 159 畝畑　壱徹(2) 玉城中
ﾊﾀｶﾞﾐ ﾚﾝ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｼﾞｭ

5 242 畑上　　蓮(2) 厚生中 5 2203 藤本　大寿(2) 久居西中 OP
ｵｳﾐ ﾊﾙﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｷ

6 513 近江　春太(2) 五十鈴中 6 158 近藤　駿希(2) 玉城中
ｺｼﾞﾏ ｼｷ ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｼ

7 724 小島　志樹(2) 南島中 7 641 坂口　裕崇(2) 小俣中
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ ﾎﾘﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

8 647 山﨑　大雅(2) 小俣中 8 461 堀本　琉成(2) 伊勢宮川中
ｶｹﾊｼ ｿｳｼﾛｳ ﾌｸｲ ﾕｳﾏ

9 267 掛橋宗志朗(2) 厚生中 9 163 福井　宥真(2) 玉城中
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

10 2289 中村　恒介(2) 三雲中 OP 10 457 山本　幸輝(2) 伊勢宮川中
ﾂﾙｿﾞﾉ ﾘｸ ﾀﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

11 2202 鶴園　　陸(2) 久居西中 OP 11 711 玉村琉之介(2) 二見中
ﾀﾈｵｶ ｿﾗ ﾏｶﾗ ｿｳﾀ

12 2206 種岡　　空(2) 久居西中 OP 12 2199 眞柄　蒼太(2) 久居西中 OP
ﾀｺﾞﾒ ｺｳﾀﾛｳ ﾏﾂﾂﾞｷ ｶｲﾄ

13 168 田米香太郎(2) 玉城中 13 119 松月　快斗(2) 御薗中
ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ ｸﾎﾞ ﾘｭｳﾍｲ

14 2288 北川　響紀(2) 三雲中 OP 14 156 久保　隆平(2) 玉城中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ

15 245 小林　勇斗(2) 厚生中 15 455 南口　　響(2) 伊勢宮川中
ｶﾄｳ ﾕｳ ﾓﾘ ﾊﾙﾄ

16 2287 加藤　結羽(2) 三雲中 OP 16 239 森　　陽斗(2) 厚生中

（2列目） （2列目）
ﾀｶﾔﾏ ﾑｳﾄ ｸｻｵ ﾚﾝｼ

17 460 髙山　夢翔(2) 伊勢宮川中 17 167 草尾　漣孜(2) 玉城中
ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ

18 241 嶋田　晴人(2) 厚生中 18 155 内山　真志(2) 玉城中
ﾔﾏﾍﾞ ﾋｲﾛ ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

19 526 山邉　陽色(2) 五十鈴中 19 2200 岡田　健吾(2) 久居西中 OP
ﾆｼｲ ｲｽﾞｷ ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ

20 516 西井　　樹(2) 五十鈴中 20 162 西川　太智(2) 玉城中
ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｷ

21 709 小川　陽生(2) 二見中 21 165 中村　祉貴(2) 玉城中
ﾎﾘｴ ｴｲｼﾝ ﾔﾏｶﾄﾞ ﾘｮｳﾏ

22 117 堀江　瑛心(2) 御薗中 22 2298 山門　龍馬(2) 三雲中 OP
ｻﾉ ﾀﾂﾉﾘ ﾑﾗｾ ﾄﾓｼ

23 453 佐野　辰徳(2) 伊勢宮川中 23 166 村瀬　灯志(2) 玉城中
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼﾔ ｳｴﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

24 463 川端　利哉(2) 伊勢宮川中 24 164 上田凛太朗(2) 玉城中
ﾏﾂｲ ｺｳﾉｽｹ ｳﾗﾔﾏ ｺﾀﾛｳ

25 118 松井鴻之介(2) 御薗中 25 2205 浦山虎太郎(2) 久居西中 OP
ﾌｸﾔﾏ ﾚｵ ﾅｵｷ ﾋﾘｭｳ

26 2300 福山　怜央(2) 三雲中 OP 26 161 直木　飛龍(2) 玉城中
ﾆｼﾃﾞ ﾏｻﾅｷﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ

27 456 西出　真梛(2) 伊勢宮川中 27 157 小林　瑞稀(2) 玉城中
ﾓﾘｼﾀ ﾖｳﾀ

28 249 森下　陽太(2) 厚生中



中学１年生男子3000m
11月27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)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ﾑｺｳﾊﾗ ﾕｳﾄ

1 868 向原　悠斗(1) 玉城中
ｻｸﾗｲ ﾚﾝ

2 857 櫻井　　蓮(1) 玉城中
ﾔﾏｼﾀ ｿｳｼ

3 578 山下　颯心(1) 伊勢宮川中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾝﾔ

4 498 渡邊　延哉(1) 伊勢宮川中
ｵｵﾀ ﾘﾂ

5 579 太田　　律(1) 伊勢宮川中
ｵｶ ﾋﾛﾄ

6 497 岡　　大翔(1) 伊勢宮川中
ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ

7 499 西本　凌麻(1) 伊勢宮川中
ﾏﾂﾀﾞ ﾗｲ

8 496 松田　　礼(1) 伊勢宮川中
ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙｷ

9 494 石黒　晴己(1) 伊勢宮川中
ｲｹﾀﾞ ﾑｻｼ

10 493 池田　武蔵(1) 伊勢宮川中
ｲｲﾀﾞ ﾘｷ

11 495 飯田　浬貴(1) 伊勢宮川中
ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｼｮｳﾘ

12 492 東谷　昇俐(1) 伊勢宮川中
ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｾｲ

13 869 森本　健成(1) 玉城中
ｱﾗｷ ｼｭｳﾔ

14 500 荒木　秀弥(1) 伊勢宮川中
ﾅｶｲ ﾅｵﾋﾛ

15 287 中居　直大(1) 厚生中
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ

16 284 小林　奏斗(1) 厚生中

（2列目）
ﾐﾔﾓﾄ ﾗｲﾄ

17 867 宮本　徠翔(1) 玉城中
ｻﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

18 858 佐田健太朗(1) 玉城中
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ

19 280 伊藤　大知(1) 厚生中
ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ

20 863 濱口　煌生(1) 玉城中
ﾂﾎﾞｲ ﾘｭｳｶﾞ

21 860 坪井　龍駕(1) 玉城中



小学生５・６年生男子1500m
11月27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)

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

ｽｷﾞｳﾗ ﾑｳ ﾅｶﾆｼ ﾂﾑｸﾞ

1 1629 杉浦　夢宇(6) JAC EAST 1 752 中西　紡久(6) 桜浜陸上ク
ｳﾓﾝ ｿｳｽｹ ﾌｸｲ ｱﾂﾋﾛ

2 4910 右門　蒼祐(5) 田丸小 2 953 福井　温大(6) 内城田ＳＣ
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾙ ｾｺ ｵｳﾀﾛｳ

3 754 山本亜偉瑠(6) 桜浜陸上ク 3 787 世古旺太郎(5) 厚生ＡＣ
ｽｽﾞｷ ﾄｳﾏ ﾓﾘ ﾕｳｾｲ

4 1934 鈴木　兜真(5) 厚生ＡＣ 4 1650 森　　悠誠(5) JAC EAST
ﾓﾓｲ ﾕｳｼ ｿﾈ ｾｲｺﾞ

5 918 桃井　悠士(5) SMAC 5 882 曽根　星吾(5) 南勢陸上ク
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ ｲﾄｳ ｺｳｼﾝ

6 826 中村進之介(5) 宮川Jr陸上 6 1560 伊藤　昂真(6) Peace-AC
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ ﾓﾘﾓﾄ ﾕｲﾄ

7 1675 小林　　碧(5) JAC EAST 7 955 森本　唯斗(6) 内城田ＳＣ
ﾔﾏｼﾀ ｷﾘｭｳ ﾓﾘｼﾀ ﾀｹﾑﾈ

8 4903 山下　喜琉(6) 有田小 8 811 森下　虎至(6) 宮川Jr陸上
ﾄﾘｼﾏ ﾘｭｳｶﾞ ｻｴｷ ｼﾝ

9 999 取嶋　竜雅(6) 玉城陸上ク 9 2097 佐伯　シン(5) JAC EAST
ｶﾜﾉ ﾏｺﾄ ｶﾄｳ ｿﾗ

10 879 河野　　諒(5) 南勢陸上ク 10 1359 加藤　蒼礼(6) ＵＲＣ
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾎ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ

11 1653 山本　侑歩(5) JAC EAST 11 806 伊藤亮太郎(6) 宮川Jr陸上
ｺﾏｷ ﾋﾛﾄ ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳ

12 957 小牧　弘人(5) 内城田ＳＣ 12 1642 杉本　　鷹(5) JAC EAST
ｺｻｶ ﾕｳﾀﾛｳ ｵｶﾑﾗ ｼｮｳｾｲ

13 823 小坂裕太郎(5) 宮川Jr陸上 13 1628 岡村　生成(6) JAC EAST
ｾｺｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ｳﾁﾔﾏ ﾃｯﾀ

14 1820 世古口大我(5) 明和陸上 OP 14 877 内山　哲多(5) 南勢陸上ク
ｱｻﾉ ｸｳｶﾞ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ

15 4912 浅野　空峨(5) 田丸小 15 828 西村　駿志(5) 宮川Jr陸上
ｲｿｻﾞｷ ﾋﾛﾖｼ ｳﾗﾀ ｿｳﾏ

16 821 磯崎　大善(5) 宮川Jr陸上 16 956 浦田　壮真(5) 内城田ＳＣ
ﾓﾘﾀ ﾘｸ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ

17 4911 森田　陸玖(5) 田丸小 17 830 長谷川　稜(5) 宮川Jr陸上
ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳ ｸﾗｸﾞﾁ ｼｭｳｺﾞ

18 1644 中川　　晄(5) JAC EAST 18 1819 倉口　秀梧(5) 明和陸上 OP
ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｷ

19 4904 木内　翔大(6) 有田小 19 751 窪田　悠希(6) 桜浜陸上ク
ﾅｶﾞﾀ ｶﾅﾀ ｸﾗｲ ｼｮｳ

20 827 永田　奏多(5) 宮川Jr陸上 20 936 倉井　　渉(5) SunTFC
ﾎﾘ ｱﾂｷ ﾄﾞｳｾｲ ﾌｸ

21 885 堀　　篤生(5) 南勢陸上ク 21 825 道清　甫空(5) 宮川Jr陸上
ﾉﾑﾗ ｹｲｺﾞ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ

22 829 野村　圭吾(5) 宮川Jr陸上 22 1643 出口　文哉(5) JAC EAST



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

ｷｼ ﾘｮｳｺﾞ ｺｻｷ ﾀｲｷ

1 822 岸　　亮伍(5) 宮川Jr陸上 1 4913 小崎　泰樹(5) SMAC
ﾑｶｲ ｿｳ ﾓﾘﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ

2 791 向井　　蒼(5) 厚生ＡＣ 2 1651 森田耀一朗(5) JAC EAST
ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｿｳﾀ

3 881 鈴木　悠介(5) 南勢陸上ク 3 958 東出　颯太(5) 内城田ＳＣ
ﾅﾙｶﾜ ﾕｳｷ ﾜﾀﾞ ｵｳｷ

4 1645 成川　侑希(5) JAC EAST 4 792 和田　旺起(5) 厚生ＡＣ
ｵｸﾔﾏ ﾄｷ ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾖｳｾｲ

5 1563 奥山　翔基(6) Peace-AC 5 812 山林　陽成(6) 宮川Jr陸上
ｵﾀﾞ ｲﾁﾛｳ ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ

6 2100 小田　一朗(6) JAC EAST 6 1388 岡村　奏汰(6) ＵＲＣ
ｵﾘﾄ ﾎﾀﾞｶ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｵ

7 878 織戸　穂高(5) 南勢陸上ク 7 1676 藤原　怜壮(5) JAC EAST
ﾆｼｵｶ ﾄｱ ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ

8 809 西岡　斗蒼(6) 宮川Jr陸上 8 880 鈴木虎太朗(5) 南勢陸上ク
ﾅｶﾆｼ ﾖｼﾄ ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ

9 1935 中西　嘉人(5) 厚生ＡＣ 9 1648 堀　　祥大(5) JAC EAST
ｶﾜｷﾀ ﾊﾙﾏ ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ

10 784 河北　春真(6) 厚生ＡＣ 10 887 前田　彩翔(5) 南勢陸上ク
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾉﾑﾗ ｱﾑ

11 933 吉澤　龍星(6) SunTFC 11 810 野村　天夢(6) 宮川Jr陸上
ﾔｷﾞｭｳ ﾕｳｾｲ ﾆｼｼﾞﾏ ﾕﾒﾄ

12 2011 柳生　勇誠(5) 内城田ＳＣ 12 883 西嶋　夢登(5) 南勢陸上ク
ﾀﾃｲ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾏ

13 1630 立井　快音(6) JAC EAST 13 753 山下　翔正(6) 桜浜陸上ク
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾝ ﾅｶｲ ｼｭﾝﾀ

14 760 中村　詩音(5) 桜浜陸上ク 14 874 中井　駿太(6) 南勢陸上ク
ﾂｼﾞﾑﾗ ｶﾅﾄ ﾌｸｲ ﾔｽﾄ

15 793 辻村　要登(5) 厚生ＡＣ 15 1647 福井　康人(5) JAC EAST
ﾏﾂﾊﾗ ﾕｳｷ ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

16 875 松原　侑希(6) 南勢陸上ク 16 1561 井上　晴斗(6) Peace-AC
ｲｹﾀﾞ ﾗｲﾄ ｵｵﾆｼ ﾀｲﾁ

17 805 池田　蕾斗(6) 宮川Jr陸上 17 1641 大西　太一(5) JAC EAST
ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｷ ﾀｹﾉ ｿｳﾏ

18 1646 濱口　詩季(5) JAC EAST 18 824 竹野　颯真(5) 宮川Jr陸上
ｶﾜｲ ｲﾂｷ ﾋﾛｴ ｼﾞｮｳｼﾞ

19 807 川合　偉月(6) 宮川Jr陸上 19 884 廣江　丈治(5) 南勢陸上ク
ｵｵﾆｼ ｻｸﾀﾛｳ ﾑﾗｲ ﾄｷ

20 1818 大西咲太朗(5) 明和陸上 OP 20 1007 村井　翔輝(6) 玉城陸上ク
ｷﾀﾃﾞ ｼｭｳﾏ ﾄﾞｲ ｻﾄﾙ

21 808 北出　脩真(6) 宮川Jr陸上 21 785 土井　　悟(6) 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 （　　　　　　）



一般高校男子5000mW
11月27日 13:10 

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(1996)
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19回(平成30年) 加 藤　謙 太 (　皇學館大　) 22:08.39

 第17回(平成28年) 坂　﨑　　翔 ( 伊賀白鳳高 ) 20:23.78 第20回(令和元年) 荒 川　幸 輝 (　高 田 高　) 22:54.93

  第18回(平成29年) 加 藤　謙 太 (　皇學館大　) 21:53.16 第21回(令和２年) 安 夏　都 起 ( 伊賀白鳳高 ) 22:05.14

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ

2 1464 大西　優樹(2) 鳥羽高

一般高校女子5000mW
11月27日 13:10 

三 重 県 記 録 (ＫＲ)  22.24.62   内 田　智 子 (武庫川女子大)        平成 6年(1994)
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19回(平成30年) 出場者なし

 第17回(平成28年) 出場者なし 第20回(令和元年) 金 谷　奈 津 (　川 越 高　) 26:55.92

  第18回(平成29年) 金 谷　晏 衣 (　相 可 高　) 28:17.47  第21回(令和２年) 園田　世玲奈 (　Ｎ Ｔ Ｎ　) 22:56.08

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ

1 5426 和田　菜摘 志摩ＴＦＣ



共通女子3000m
11月27日 11:55 

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)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前（学年） 所属 記録 順位
ｱﾗｷ ｶﾘﾝ

1 256 荒木　花梨(2) 厚生中
ｱｻｲ ｺﾓﾓ

2 441 淺井　琥桃(3) 伊勢宮川中
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂﾐ

3 874 中村　菜摘(1) 宇治山田商高
ｲﾅﾊﾞ ｴﾘｺ

4 6183 稲葉惠里子 三重マスターズ
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾎ

5 223 中川　理歩(3) 厚生中
ﾊﾔｼ ﾁｶ

6 2121 林　　千華(3) 三重大附属中 OP
ｶﾄﾞ ﾐﾅｷﾞ

7 1024 門　　美凪(2) 相可高



中学２年生女子2000m
11月27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)

決勝

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 名前(学年) 所属 記録 順位
ﾐﾅﾐ ﾏｼﾛ

1 465 南　　舞城(2) 伊勢宮川中
ﾀｹﾀﾞ ｴﾅ

2 530 武田　絵那(2) 五十鈴中
ﾑﾗｷ ﾏﾄﾞｶ

3 177 村木　円珂(2) 玉城中
ﾆｼｵｶ ﾏﾅｶ

4 528 西岡真菜夏(2) 五十鈴中
ﾆｼ ﾏﾎ

5 454 西　　真保(2) 伊勢宮川中
ﾔﾏｼﾞ ﾘｾ

6 171 山路　莉世(2) 玉城中
ｶﾜｲ ｱﾝｼﾞ

7 529 川井　杏虹(2) 五十鈴中
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ

8 464 小林　愛子(2) 伊勢宮川中
ｱｻﾀﾞ ｻｷﾎ

9 269 浅田　咲歩(2) 厚生中
ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ

10 459 林　　帆花(2) 伊勢宮川中
ｲｹﾔﾏ ｻﾅ

11 262 池山　紗菜(2) 厚生中
ﾊｯﾀ ｸｳ

12 175 八田　空羽(2) 玉城中
ﾅｶﾓﾘ ﾏﾉ

13 273 中森　麻乃(2) 厚生中
ﾊｯﾀ ﾅｵ

14 253 八田　奈緒(2) 厚生中
ｵｵﾀ ﾋﾖﾘ

15 532 太田ひより(2) 五十鈴中
ﾏﾂﾀﾞ ﾑｸ

16 178 松田　向繰(2) 玉城中

（2列目）
ｼﾓﾑﾗ ｼﾞｭﾉ

17 172 下村　珠乃(2) 玉城中
ﾀｹｳﾁ ﾘﾂｶ

18 2193 竹内　律花(2) 久居西中
ﾐｳﾗ ｶﾉﾝ

19 176 三浦　叶夢(2) 玉城中
ｵｸﾞﾗ ｺﾉﾊ

20 2191 小倉　好葉(2) 久居西中
ﾔﾏｼﾀ ｷﾅ

21 180 山下　綺那(2) 玉城中
ﾀｹｳﾁ ﾗｲﾑ

22 173 竹内　來夢(2) 玉城中
ﾂｶﾞﾜ ｼﾂﾞｸ

23 2194 津川紫都玖(2) 久居西中
ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ

24 462 山中　美咲(2) 伊勢宮川中



中学１年生女子2000m
11月27日 10:40 

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)

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

ﾔﾉ ｱﾐ ﾅｶﾆｼ ﾘﾅ

1 591 矢野　彩未(1) 伊勢宮川中 1 880 中西　里奈(1) 玉城中
ﾋﾛ ﾐﾂｷ ﾀｶﾉ ﾐﾁｶ

2 588 廣　　光希(1) 伊勢宮川中 2 875 高野　海愛(1) 玉城中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉｶ

3 587 小林　涼花(1) 伊勢宮川中 3 886 米澤　穂夏(1) 玉城中
ﾊﾏｼﾞ ﾌﾜ ﾅｶｾﾞｺ ｱﾔﾒ

4 581 濱地　楓羽(1) 伊勢宮川中 4 879 中世古郁芽(1) 玉城中
ｸﾗﾉ ﾕﾒ ﾏﾂｵ ﾓｴｶ

5 873 倉野　友萌(1) 玉城中 5 884 松尾　萌花(1) 玉城中
ﾊﾏﾊﾀ ﾏﾅｶ ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾐｸ

6 582 濵畑茉那華(1) 伊勢宮川中 6 970 谷川原未来(1) 玉城中
ﾆｼｸﾞﾁ ｲﾁｶ ｺﾂｼﾞ ﾘﾝ

7 589 西口　苺花(1) 伊勢宮川中 7 874 小辻　　凛(1) 玉城中
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘﾎ ﾔﾏｶﾜ ｶﾅﾃﾞ

8 877 出口　莉帆(1) 玉城中 8 3513 山川　　奏(1) 久居西中 OP
ｻｲﾄｳ ｺﾊﾙ ﾐｳﾗ ｶﾅﾃﾞ

9 297 齋藤　心春(1) 厚生中 9 885 三浦　　奏(1) 玉城中
ﾅｶﾞｲ ﾕﾜ ｷﾑﾗ ｺｺｱ

10 878 永井　有倭(1) 玉城中 10 872 木村　心愛(1) 玉城中
ﾔﾏｷﾞﾜ ｶﾉﾝ ﾀﾏﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ

11 91 山際　奏媛(1) 倉田山中 11 876 玉谷　　翼(1) 玉城中
ﾐﾔｿﾞﾉ ｱﾝﾅ ﾎﾘｴ ﾐﾕ

12 300 宮薗　杏奈(1) 厚生中 12 883 堀江　珠由(1) 玉城中
ｵｵﾆｼ ｱﾝ ﾌｼﾞｶﾜ ｻﾔ

13 870 大西　　杏(1) 玉城中 13 882 藤川　紗矢(1) 玉城中
ﾓﾝｼﾞｭ ﾕｳﾋ ﾊﾈ ﾓﾓﾅ

14 583 文珠ゆうひ(1) 伊勢宮川中 14 881 羽根　桃奈(1) 玉城中
ﾎﾘﾓﾄ ﾙﾅ ｵｵﾀ ｻﾔｶ

15 592 堀本　瑠菜(1) 伊勢宮川中 15 593 太田　彩香(1) 伊勢宮川中
ｺﾊﾞﾔｼ ｷｻ ﾅｶﾞﾀ ﾚｲｻ

16 846 小林　希咲(1) 二見中 16 585 永田　麗紗(1) 伊勢宮川中
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾅ ﾔﾏｷ ｱﾔｾ

17 3508 坂口　悠菜(1) 久居西中 OP 17 584 山木　彩聖(1) 伊勢宮川中
ｼﾗｻﾞﾜ ｻﾗ

18 18 586 白澤　沙羅(1) 伊勢宮川中

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
11月27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)

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

ｳｴﾀﾞ ﾏｲｶ ｶﾄﾞﾏｴ ﾜｶﾅ

1 755 上田　舞花(5) 桜浜陸上ク 1 1620 角前　和奏(6) JAC EAST
ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ ﾆｼﾀﾞ ｱｽﾞﾐ

2 820 平松　加奈(6) 宮川Jr陸上 2 835 西田愛珠美(5) 宮川Jr陸上
ｳｴﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾀﾊﾞﾀ ｶﾝﾅ

3 756 上田　百華(5) 桜浜陸上ク 3 1567 田端　栞那(5) Peace-AC
ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅ ﾓﾘﾀ ﾕｳﾋ

4 1829 森川　妃梛(5) 明和陸上 OP 4 1625 森田　友陽(6) JAC EAST
ﾄﾉ ﾕﾅ ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ

5 4907 戸野　侑奈(6) 有田小 5 788 兒玉　奈央(5) 厚生ＡＣ
ﾆｼﾑﾗ ｺｺﾅ ﾅｶｷﾀ ﾐｻｷ

6 969 西村　心花(5) 内城田ＳＣ 6 1635 中北　光咲(5) JAC EAST
ｵｵﾆｼ ﾖｼﾉ ﾆｼﾑﾗ ｱｵｲ

7 1673 大西　由乃(6) JAC EAST 7 819 西村　葵衣(6) 宮川Jr陸上
ｼﾛﾔﾏ ﾅﾂﾒ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ

8 789 城山なつめ(5) 厚生ＡＣ 8 1568 中村　光里(5) Peace-AC
ﾅｶﾑﾗ ｻﾅ ｼﾓﾑﾗ ﾐﾗｲ

9 4909 中村　　眞(6) 外城田小 9 1633 下村みらい(5) JAC EAST
ｲﾄﾞﾓﾄ ﾕﾉ ﾔﾏｶﾜ ｼﾏ

10 1564 井戸本夢乃(5) Peace-AC 10 4914 山川　詩茉(5) 南勢陸上ク
ﾅｶｳﾗ ｺﾊﾙ ﾀﾏﾀﾆ ｼｽﾞｸ

11 4905 中浦　瑚遥(6) 有田小 11 2099 玉谷しずく(5) JAC EAST
ﾀﾅｶ ﾕﾗ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

12 911 田中　結羅(5) SMAC 12 839 山本　悠葵(5) 宮川Jr陸上
ｵｸﾀﾞ ﾅｷﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾄﾐ

13 832 奥田　名葵(5) 宮川Jr陸上 13 750 山口　琴未(6) 桜浜陸上ク
ｷﾉｼﾀ ｱｺ ｵｵﾊﾗ ｻｵ

14 4908 木下　愛心(6) 下外城田小 14 814 大原　咲音(6) 宮川Jr陸上
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ ｶﾜﾉ ｺｺﾅ

15 7063 山本　夏妃(5) 宮川Jr陸上 15 931 河野　心捺(6) SunTFC
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ ｶﾜｲ ｺﾕｷ

16 4906 中村　晄浬(6) 有田小 16 895 川井　琥幸(5) 南勢陸上ク
ﾓﾘ ﾒｲ ﾏｽﾓﾄ ﾆｺ

17 896 森　　芽彩(5) 南勢陸上ク 17 759 舛本　仁胡(5) 桜浜陸上ク
ﾀｹｳﾁ ｱｺ ｵｵﾆｼ ﾘｵ

18 934 竹内　彩心(5) SunTFC 18 1565 大西　莉緒(5) Peace-AC
ｳｴﾑﾗ ﾏｵ ﾌｸｲ ｱｲﾘ

19 1011 植村　茉央(5) 玉城陸上ク 19 1623 福井　愛梨(6) JAC EAST
ｻｻｷ ｶｺ ｼﾓﾑﾗ ﾗﾑ

20 4902 佐々木榎心(6) 浜郷小 20 834 下村　來夢(5) 宮川Jr陸上
ﾋｷﾀ ｱｲﾘ ﾆｼｵ ｶﾘﾝ

21 837 疋田　愛理(5) 宮川Jr陸上 21 1569 西尾　奏凜(5) Peace-AC



小学生５・６年生女子1500m

３組 ４組
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ﾌｸﾅｶﾞ ﾓｴ ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ

1 1624 福永　萌瑛(6) JAC EAST 1 758 西村　　玲(5) 桜浜陸上ク
ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ ﾅｶﾑﾗ ｱｺ

2 897 吉田　葵衣(5) 南勢陸上ク 2 1622 中村　碧心(6) JAC EAST
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ ﾔﾏﾍﾞ ｻﾕﾐ

3 1672 竹内　美結(6) JAC EAST 3 4915 山辺　紗弓(5) 南勢陸上ク
ｳﾜﾍﾞ ﾋｶﾘ ｲｼｲ ﾕｱ

4 892 上部日花里(6) 南勢陸上ク 4 968 石井　唯愛(5) 内城田ＳＣ
ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ ﾏﾂﾔﾏ ｱｲﾘ

5 749 中村　瑠莞(6) 桜浜陸上ク 5 1831 松山　愛梨(5) 明和陸上 OP
ｵｵｶﾜ ｱﾔｶ ｵｸﾞﾗ ﾓｶ

6 813 大川　絢加(6) 宮川Jr陸上 6 757 小倉　桃果(5) 桜浜陸上ク
ﾏﾙｲ ﾕﾗ ｼﾗｻﾞﾜ ﾕﾗ

7 970 丸井　悠楽(5) 内城田ＳＣ 7 816 白澤　夢羅(6) 宮川Jr陸上
ﾀｹｳﾁ ﾕﾋ ﾔﾏｷﾞﾜ ｾｲﾗ

8 932 竹内　柚妃(6) SunTFC 8 1639 山際　聖良(5) JAC EAST
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ ﾐﾄ ﾚｲｼｬ

9 1626 山本　優奈(6) JAC EAST 9 935 水戸　麗紗(5) SunTFC
ﾑﾗﾀ ﾅﾕ ﾆｼｶﾜ ｱﾉﾝ

10 1559 村田　奈優(6) Peace-AC 10 1674 西川　愛音(6) JAC EAST
ﾆｼｲ ﾐﾕ ｶﾜｷﾀ ﾕﾅ

11 818 西井　心優(6) 宮川Jr陸上 11 833 川北　有那(5) 宮川Jr陸上
ﾅｶﾔﾏ ｸﾚﾊ ﾂｼﾞ ｱｵｲ

12 1636 中山　紅羽(5) JAC EAST 12 1621 辻　葵(6) JAC EAST
ｷﾀﾑﾗ ｷｽﾞﾅ ｵｶﾞﾜ ｺﾉﾊ

13 815 北村　　絆(6) 宮川Jr陸上 13 1376 小川このは(5) ＵＲＣ
ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ ｷﾀ ｺﾄﾐ

14 1958 吉田　　葵(5) 厚生ＡＣ 14 1627 喜多　琴美(6) JAC EAST
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ ｲｹﾊﾗ ﾚｲｻ

15 836 長谷川結生(5) 宮川Jr陸上 15 1582 池原　玲紗(5) Peace-AC
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ ｵｶﾀﾞ ﾊﾂﾐ

16 1556 小林　美月(6) Peace-AC 16 831 岡田　初美(5) 宮川Jr陸上
ﾄﾈ ﾘｱﾝ ﾄﾐﾀﾆ ﾐﾂｷ

17 817 刀根　凛杏(6) 宮川Jr陸上 17 779 冨谷　美月(6) 桜浜陸上ク
ｷﾑﾗ ﾐﾘ ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾝ

18 748 木村　未梨(6) 桜浜陸上ク 18 1557 松本　夏南(6) Peace-AC
ｶﾅﾓﾘ ﾅﾘ ﾔﾏｶﾜ ｻﾔ

19 1632 金森　菜里(5) JAC EAST 19 838 山川　紗乎(5) 宮川Jr陸上
ｷﾀｲ ｲﾁｶ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ

20 893 北井　一花(6) 南勢陸上ク 20 1566 清水　陽奈(5) Peace-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 （　　　　　　）



11月27日
№ 種 別 性 別 種　目 組 数 人 数 招集開始 競技開始

1 小学５・６年生 女 子 　１５００ｍ ４ 82 09:20 09:30

2 小学５・６年生 男 子 　１５００ｍ ４ 86 09:55 10:05

3 中学１年生 女 子 　２０００ｍ ２ 35 10:30 10:40

4 中学２年生 女 子 　２０００ｍ １ 24 10:50 11:00

5 中学１年生 男 子 　３０００ｍ １ 21 11:00 11:10

6 中学２年生 男 子 　３０００ｍ ２ 55 11:15 11:25

7 共　通 女 子 　３０００ｍ １ 7 11:45 11:55

8 中学３年生・高校１年生 男 子 　５０００ｍ １ 11 12:00 12:10

9 一般・高校 男 子 　５０００ｍ ２ 54 12:20 12:30

10 一般・高校 男 子 　５０００ｍW １ 1 13:00 13:10

11 一般・高校 女 子 　５０００ｍW １ 1 13:00 13:10

第22回 南勢地区長距離選手権大会


