
　　　　　　　                    　                第12回三重県小学生陸上競技選手権大会
　　　（男子の部） 日付: ２００4/10.3 競技場: 三重県営総合競技場陸上競技場

日付 種目

3年男子60m 田中　翔真 (3) 9.10 川喜田剛志 (3) 9.53 東川　佳弘 (3) 9.72 川岸　侑紀 (3) 9.83 小川　颯大 (3) 9.89 早川　順登 (3) 9.92 木戸口大介 (3) 9.96 井坂　亮太 (3) 10.18

風:+0.1 一志郡：美杉陸上 NGR 鈴鹿市：石薬師RC 員弁郡：員弁RC 一志郡：美杉陸上 志摩市：国府スポ少 桑名市：笹尾AC 多気郡：斎宮 伊勢市：南勢陸上ク

4年男子60m 諏訪　達郎 (4) 8.99 森中　剛樹 (4) 9.08 岩田　大輝 (4) 9.24 河村　　諭 (4) 9.49 木下　来星 (4) 9.54 衛藤　　将 (4) 9.58 岡山　　真 (4) 9.59 山下　秀斗 (4) 9.65

風:+0.1 四日市：四日市陸上 松阪市：伊勢寺ＲＣ 伊勢市：南勢陸上ク 四日市：四日市陸上 志摩市：国府スポ少 鈴鹿市：鈴鹿ＡＣ 多気郡：斎宮 四日市：三浜複合

5年男子100m 曽根　啓登 (5) 13.73 中西　太一 (5) 14.24 鈴木　慎也 (5) 14.41 下村　直也 (5) 14.44 宮村　捷也 (5) 14.52 野村　卓矢 (5) 14.61 大仲　洋人 (5) 14.82 中村　　翼 (5) 14.95

風:+0.5 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 鳥羽市：安楽島 度会郡：内城田スポ 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク

6年男子100m 山口　　優 (6) 12.72 出口　荒樹 (6) 12.82 山口　元輝 (6) 12.91 浦井　駿吾 (6) 12.93 清水　彰吾 (6) 13.24 木村　健人 (6) 13.46 西山　竜二 (6) 13.79 森中　祐樹 (6) 13.98

風:+0.8 志摩市：志摩陸上ク 志摩市：和具 伊勢市：南勢陸上ク 度会郡：内城田スポ 伊勢市：南勢陸上ク 津市：津陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 松阪市：伊勢寺ＲＣ

久米　秀和 (5) 3.31.34 林　　遼太 (5) 3.34.38 栗本　嵩大 (5) 3.36.15 有松　　辰 (5) 3.37.15 濱野　彰悟 (5) 3.38.41 坂口　雄基 (5) 3.38.63 宮本奈生大 (5) 3.41.30 森澤　　亮 (5) 3.42.46

津市：津陸上ク 三重郡：楠陸上少 四日市：内部陸上少 亀山市：JAC亀山 四日市：四日市陸上 四日市：四日市陸上 度会郡：内城田スポ 鳥羽市：安楽島

海江元則保 (6) 3.12.05 寺本　卓弘 (6) 3.17.93 石川　大貴 (6) 3.18.87 山川　修平 (6) 3.19.35 石原隆太郎 (6) 3.21.45 安藤　竜人 (6) 3.21.98 片山　貴大 (6) 3.22.50 秋吉　亮太 (6) 3.24.90

三重郡：川越陸上少 三重郡：川越陸上少 三重郡：川越陸上少 志摩市：ClubEggs 三重郡：楠陸上少 四日市：四日市陸上 四日市：内部陸上少 名張市：名張クラブ

男子80mH 山本　敬一 (6) 13.13 亀井　優一 (6) 13.68 下向　範明 (6) 13.89 松井　徹誌 (6) 13.91 上村　昌寛 (6) 13.99 小澤　亮太 (6) 14.95 薮野　卓也 (6) 15.15 河村　　憲 (6) 15.17

風:+1.3 三重郡：川越陸上少 三重郡：楠陸上少 三重郡：川越陸上少 鳥羽市：安楽島 志摩市：国府スポ少 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 四日市：四日市陸上

伊勢市：南勢陸上クＡ 52.65 度会郡：内城田ｽﾎﾟｸＡ 54.82 津市：津陸上クＡ 54.84 志摩市：和具 55.01 三重郡：川越陸上少Ａ 56.01 伊勢市：南勢陸上クＢ 56.26 松阪市：伊勢寺ＲＣ 58.28

  西山　竜二 (6)   岡田　力哉 (6)   木村　健人 (6)   大山　　真 (6)   海江元則保 (6)   小澤　亮太 (6)   藤田　航平 (6)

  清水　彰吾 (6)   浦井　駿吾 (6)   田辺　　信 (6)   出口　荒樹 (6)   下向　範明 (6)   栁原　竜也 (6)   森本　拡士 (6)

  山口　元輝 (6)   吉田　卓馬 (6)   門脇直央人 (6)   出口　元紀 (6)   寺本　卓弘 (6)   中尾　亮哉 (6)   梶原　秀也 (6)

  小川　裕之 (6)   牧　　祐介 (6)   國府　俊介 (6)   竹田　敬右 (6)   山本　敬一 (6)   大谷　　誠 (6)   森中　祐樹 (6)

伊藤　崇希 (6) 1m30 天野　　曜 (6) 1m25 阿乗　保華 (6) 1m25 橋川　　甲 (6) 1m25 山中　誠人 (6) 1m25 山本　悠介 (5) 1m20 小久保俊佑 (6) 1m15 桂　　誓良 (6) 1m15

四日市：保々RC 鳥羽市：神島ク 志摩市：和具 度会郡：五ケ所 四日市：三浜複合 度会郡：五ケ所 鳥羽市：安楽島 度会郡：五ケ所

岡田　力哉 (6) 4m47 田辺　　信 (6) 4m42 平田　将也 (6) 4m31 東谷　克哉 (6) 4m23 牧　　祐介 (6) 4m20 出口　元紀 (6) 4m17 大西　健也 (6) 4m06 宮本　雄史 (6) 3m97

度会郡：内城田スポ +1.2 津市：津陸上ク 0.3 桑名市：笹尾AC +0.6 伊勢市：南勢陸上ク +0.5 度会郡：内城田スポ +1.6 志摩市：和具 +0.9 度会郡：内城田スポ +1.1 度会郡：玉城陸上ク 0.0 

島　　健太 (6) 65m84 里中　健太 (6) 57m75 加藤　匠馬 (6) 54m44 吉田　琢馬 (6) 53m29 宇土　恭平 (5) 52m87 山口　泰我 (6) 51m61 青木　　翔 (6) 50m07 田中　襲一 (5) 49m52

多気郡：斎宮 多気郡：斎宮 飯南郡：飯南RC 津市：津陸上ク 三重郡：楠陸上少 志摩市：国府スポ少 飯南郡：飯南RC 三重郡：朝日陸上少

伊勢市：南勢陸上クＡ 56.08 伊勢市：南勢陸上クＢ 59.46 度会郡：内城田ｽﾎﾟｸＡ 59.58 度会郡：玉城陸上クＡ 59.63 伊勢市：南勢陸上クＤ 59.69 伊勢市：南勢陸上クＣ 59.74 伊勢市：佐八陸上クＡ 61.04 三重郡：川越陸上少 62.21

  中西あかね (5)   奥田　幸世 (5)   森本　真由 (4)   川崎　真希 (5)   西村　美佑 (5)   橋本　花実 (5)   福村亜津紗 (5)   山下　由衣 (5)

  橋爪　咲奈 (5)   井村　智映 (5)   岡　　実咲 (5)   石原　瑞穂 (5)   山本和佳奈 (5)   仲井　沙織 (5)   井坂　美来 (5)   谷口あきの (5)

  中西　太一 (5)   宮村　捷也 (5)   神森　正輝 (5)   中出　雄斗 (5)   中澤　礼偉 (5)   熊野　竜馬 (5)   立花　　至 (5)   山下　祐輝 (5)

  曽根　啓登 (5)   中村　　翼 (5)   下村　直也 (5)   坂野　航平 (5)   野村　卓矢 (5)   大仲　洋人 (5)   羽山　知希 (5)   山田　卓弥 (5)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　凡例：ＮＫＳ　県小学生新　　　　ＮＧＲ　大会新　　　　　　
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　　　　　　　                                    　第12回三重県小学生陸上競技選手権大会
　　　（女子の部） 日付: ２００4/10.3 競技場: 三重県営総合競技場陸上競技場

日付 種目

3年女子60m 山田　梨央 (3) 9.91 中村　初紀 (3) 9.98 石川　香穂 (3) 10.28 樋口万由子 (3) 10.37 谷奥　亜胡 (3) 10.40 日比　彩夏 (3) 10.41 山根　芽衣 (3) 10.53 坂口　　茅 (3) 10.60

風:+0.0 三重郡：川越陸上少 志摩市：ClubEggs 桑名市：笹尾AC 四日市：三浜複合 名張市：名張クラブ 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：佐八陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク

4年女子60m 森本　真由 (4) 9.35 宇佐美晴菜 (4) 9.41 堀　　琴美 (4) 9.44 世古　千春 (4) 9.56 田矢　愛美 (4) 9.59 藤原恵里佳 (4) 9.75 堀本　彩乃 (4) 9.87 山本　綺美 (4) 9.91

風:+1.5 度会郡：内城田スポ 四日市：四日市陸上 員弁郡：員弁RC 志摩市：国府スポ少 亀山市：JAC亀山 四日市：保々RC 伊勢市：南勢陸上ク 度会郡：内城田スポ

5年女子100m 橋爪　咲奈 (5) 14.33 岡村　祐歩 (5) 14.49 中村　彩希 (5) 14.52 石原　瑞穂 (5) 14.70 中西可南美 (5) 14.92 清水　柚伎 (5) 15.07 中西あかね (5) 15.08 井坂　美来 (5) 15.40

風:+1.3 伊勢市：南勢陸上ク 三重郡：川越陸上少 桑名市：笹尾AC 度会郡：玉城陸上ク 松阪市：松阪ハーツ 桑名市：笹尾AC 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：佐八陸上ク

6年女子100m 濱田優里奈 (6) 14.13 森本　佳奈 (6) 14.23 伊藤　友香 (6) 14.25 中嶋　美咲 (6) 14.28 中北　咲希 (6) 14.38 松本　芽唯 (6) 14.50 太田　衣織 (6) 14.50 伊藤　　彩 (6) 14.60

風:+1.8 伊勢市：南勢陸上ク 多気郡：宮前 員弁郡：員弁RC 三重郡：楠陸上少 志摩市：国府スポ少 志摩市：ClubEggs 志摩市：和具 伊勢市：南勢陸上ク

岩瀬梨沙子 (5) 3.25.43 谷口あきの (5) 3.36.75 落合　美咲 (5) 3.36.82 山内　茜奈 (5) 3.36.86 三好　　忍 (5) 3.46.42 雪岡　莉代 (5) 3.54.14 片岡　愛理 (5) 3.56.17 坂倉　朱音 (5) 3.58.23

上野市：上野ＡＣ 三重郡：川越陸上少 亀山市：JAC亀山 亀山市：JAC亀山 上野市：上野ＡＣ 伊勢市：南勢陸上ク 鈴鹿市：石薬師RC 三重郡：楠陸上少

池畑　早紀 (6) 3.24.95 北野亜紗実 (6) 3.27.03 川村　理沙 (6) 3.32.80 伊東　祥代 (6) 3.33.98 連　　莉緒 (6) 3.34.03 奥村　桃香 (6) 3.34.97 田木亜梨沙 (6) 3.36.00 宮田　麻未 (6) 3.40.94

四日市：保々RC 鈴鹿市：石薬師RC 三重郡：川越陸上少 亀山市：JAC亀山 鈴鹿市：石薬師RC 志摩市：国府スポ少 三重郡：朝日陸上少 四日市：四日市陸上

女子80mH 西野　早耶 (6) 14.35 木戸口実希 (6) 14.83 中村　紋菜 (6) 15.07 中村　友香 (6) 15.15 斎藤　奈緒 (6) 15.46 阪田　　雅 (6) 15.78 稲山　実佑 (6) 16.42 中村　祐子 (6) 17.76

風:+2.1 伊勢市：有緝 伊勢市：南勢陸上ク 志摩市：ClubEggs 鳥羽市：安楽島 伊勢市：南勢陸上ク 志摩市：和具 伊勢市：南勢陸上ク 度会郡：玉城陸上ク

伊勢市：南勢陸上クＡ 57.22 伊勢市：南勢陸上クＢ 57.84 桑名市：笹尾ＡＣ 58.13 伊勢市：南勢陸上クＣ 59.74 度会郡：内城田ｽﾎﾟｸ 60.04 四日市：保々ＲＣ　Ａ 60.12 志摩市：和具 60.18 員弁郡：員弁ＲＣ　Ａ 60.22

  高綱　美稀 (6)   山本まどか (6)   佐野　友紀 (6)   木戸口実希 (6)   野村　美緒 (6)   伊藤　ゆい (6)   林　　里香 (6)   出口　稚菜 (6)

  濱田優里奈 (6)   伊藤　　彩 (6)   寺埜　紗織 (6)   斎藤　奈緒 (6)   中井　玲奈 (6)   羽田　美紀 (6)   伊藤　結加 (6)   伊藤　友香 (6)

  堤　　晴菜 (6)   三浦　琴乃 (6)女子4X100mR   清水　柚伎 (5)   池田　有華 (6)   山北　裕香 (6)   竹内　海里 (6)   阪田　　雅 (6)   平塚　理奈 (6)

  南　　冴佳 (6)   伊藤　　萌 (6)   中村　彩希 (5)   齋藤　紫寿 (6)   山下　風花 (6)   池畑　早紀 (6)   太田　衣織 (6)   柴田明日加 (6)

浦島みのり (6) 1m20 荒木　優奈 (6) 1m15 上田　睦実 (6) 1m15 山上　紗貴 (6) 1m10 今西　　瞳 (5) 1m05 奥村まどか (5) 1m00

志摩市：ClubEggs 三重郡：川越陸上少 四日市：保々RC 伊勢市：佐八陸上ク 鈴鹿市：石薬師RC 伊勢市：佐八陸上ク

上野　冴槻 (6) 1m10

伊勢市：南勢陸上ク

伊藤　ゆい (6) 4m02 池田　有華 (6) 3m94 川瀬　美咲 (5) 3m79 山本まどか (6) 3m77 斉藤有加里 (6) 3m55 出口明日香 (6) 3m53 前田　早希 (6) 3m53 田中　　愛 (5) 3m52

四日市：保々RC +0.3 伊勢市：南勢陸上ク +0.7 桑名郡：藤原陸上ク +0.3 伊勢市：南勢陸上ク +0.5 津市：津陸上ク +1.6 伊勢市：有緝 +0.7 伊勢市：佐八陸上ク +1.2 三重郡：楠陸上少 +0.5 

玉井　希絵 (6) 41m31 森　　敦子 (5) 40m92 西村　有衣 (6) 38m64 冨谷　　幸 (6) 36m11 舟戸　優美 (6) 29m41 伊藤　佳穂 (6) 27m12 太田 　 萌 (5) 25m95 水流園友花里 (5) 23m91

松阪市：松阪ハーツ 上野市：上野ＡＣ 伊勢市：北浜陸上ク 三重郡：川越陸上少 志摩市：和具 四日市：保々RC 四日市：保々RC 亀山市：JAC亀山
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　　　　　　　　　　　　　　　　　第12回三重県小学生陸上競技選手権大会
　　　（Ｂ決勝の部） 日付: ２００4/10/3 競技場: 三重県営総合競技場陸上競技場

日付 種目

3年男子60m　B 岡田　嵩也 (3) 9.88 山川　竜樹 (3) 9.98 奥野斗希也 (3) 10.01 中村　　諒 (3) 10.10 松儀　拳太 (3) 10.13 小川　朗弘 (3) 10.26 中根　舜介 (3) 10.30 高橋　祐満

風:+0.7 度会郡：内城田スポ 度会郡：内城田スポ 伊勢市：北浜陸上ク 志摩市：国府スポ少 志摩市：国府スポ少 員弁郡：員弁RC 三重郡：川越陸上少 四日市：四日市陸上

4年男子60m　B 国分　祐樹 (4) 9.51 今村　　燿 (4) 9.53 加藤　純也 (4) 9.58 根本飛可留 (4) 9.62 中村　啓輔 (4) 9.70 赤塚　行矩 (4) 9.82 山口　優斗 (4) 9.86 小池　龍緯

風:+1.0 亀山市：JAC亀山 四日市：保々RC 度会郡：内城田スポ 四日市：四日市陸上 志摩市：ClubEggs 津市：津陸上ク 伊勢市：佐八陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク

5年男子100m　B 山田　卓弥 (5) 14.94 杉本　優人 (5) 14.97 久保　純平 (5) 15.00 作野　広大 (5) 15.19 相口　幹太 (5) 15.20 山川　隆輔 (5) 15.28 坂野　航平 (5) 15.38

風:+1.5 三重郡：川越陸上少 飯南郡：飯南RC 一志郡：美杉陸上 伊勢市：佐八陸上ク 飯南郡：川俣AC 志摩市：ClubEggs 度会郡：玉城陸上ク

6年男子100m　B 植村　　誉 (6) 13.89 大谷　　誠 (6) 13.91 大山　　真 (6) 14.22 栁原　竜也 (6) 14.27 小川　裕之 (6) 14.29 山本　裕紀 (6) 14.45 伊藤　諒太 (6) 14.75 小林　奎介

風:+0.7 四日市：四日市陸上 伊勢市：南勢陸上ク 志摩市：和具 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 志摩市：国府スポ少 員弁郡：員弁RC 飯南郡：飯南RC

3年女子60m　B 野口　幸恵 (3) 10.53 岩木　柚香 (3) 10.62 田中　真綾 (3) 10.63 舘　真奈美 (3) 10.73 藤井　真子 (3) 10.79 内田　沙羅 (3) 10.81 安井　稚菜 (3) 11.02 長島瑠璃奈

風:+0.0 伊勢市：南勢陸上ク 志摩市：志摩陸上ク 三重郡：楠陸上少 三重郡：川越陸上少 伊勢市：南勢陸上ク 亀山市：JAC亀山 伊勢市：南勢陸上ク 上野市：上野西

4年女子60m　B 羽根　翔子 (4) 9.81 今井　　茜 (4) 9.86 世古　春香 (4) 9.88 佐野まりあ (4) 9.96 矢野こころ (4) 10.01 辻　保奈美 (4) 10.07 金澤　眞紀 (4) 10.11 亀井　衿香

風:+0.6 伊勢市：佐八陸上ク 四日市：保々RC 志摩市：国府スポ少 員弁郡：員弁RC 度会郡：内城田スポ 伊勢市：佐八陸上ク 津市：津陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク

5年女子100m　B 川崎　真希 (5) 15.25 井村　智映 (5) 15.30 米川　侑里 (5) 15.32 大西なずき (5) 15.35 光本　彩乃 (5) 15.49 鈴木　彩加 (5) 15.55 清水　美優 (5) 15.63 鈴木茉央里

風:+2.1 度会郡：玉城陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 鈴鹿市：鈴鹿ＡＣ 松阪市：松阪ハーツ 鈴鹿市：鈴鹿ＡＣ 三重郡：朝日陸上少 三重郡：朝日陸上少 鈴鹿市：鈴鹿ＡＣ

6年女子100m　B 三浦　琴乃 (6) 14.66 高綱　美稀 (6) 14.81 南　　冴佳 (6) 14.84 高橋このみ (6) 14.96 中本　美保 (6) 14.97 浜口　菜緒 (6) 15.08 柴田明日加 (6) 15.10

風:+1.4 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 三重郡：川越陸上少 鳥羽市：安楽島 伊勢市：北浜陸上ク 員弁郡：員弁RC

女子80mH　B 木下　紗希 (6) 15.51 中嶋　花奈 (6) 15.66 竹内　海里 (6) 15.81 中西　丙倫 (6) 16.69 齋藤　奈々 (6) 16.77 山下　由衣 (5) 17.16 坂倉　　梓 (5) 17.23 和田見　蒔

風:+1.0 度会郡：五ケ所 志摩市：志摩陸上ク 四日市：保々RC 伊勢市：南勢陸上ク 鳥羽市：安楽島 三重郡：川越陸上少 三重郡：楠陸上少 鈴鹿市：鈴鹿ＡＣ
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