
男子　４×１００ｍＲ

7月5日 14:25 予選   

県小学生記録 (KE)       49.93     南勢陸上ク・伊勢市 (林・笠井・熊野・森下)                   2004        7月5日 17:00 決勝   

　　大会記録 (GR)       52.10     南勢陸上ク・伊勢市 (野村・曽根・中西・大仲)                 2005(第21回)

予選  10組0着+8

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 保々ＲＣ-A 53.24 q 1 222 佐藤　卓海 (6) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 保々ＲＣ

2 227 松岡　修平 (6) ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 保々ＲＣ

3 229 矢谷　克己 (6) ﾔﾀﾆ ｶﾂﾐ 保々ＲＣ

4 225 南部　幸裕 (6) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 保々ＲＣ

2 4 熊野ＲＣ 55.58 q 1 4144 上西　啓輝 (6) ｳｴﾆｼ ﾋﾛｷ 熊野ＲＣ

2 1384 田野　重幸 (6) ﾀﾉ ｼｹﾞﾕｷ 熊野ＲＣ

3 1386 山西　孝典 (6) ﾔﾏﾆｼ ﾀｶﾉﾘ 熊野ＲＣ

4 4143 久保　将太 (6) ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 熊野ＲＣ

3 5 越賀 59.44 1 1871 小川　和陽 (6) ｵｶﾞﾜﾋﾅﾀ 越　賀

2 1870 小川　丈博 (6) ｵｶﾞﾜﾀｹﾋﾛ 越　賀

3 1872 西岡　　諒 (6) ﾆｼｵｶﾘｮｳ 越　賀

4 1867 浜口　英流 (6) ﾊﾏｸﾞﾁｽｸﾞﾙ 越　賀

4 2 南島東-B 62.41 1 3332 矢野　浩丈 (5) ﾔﾉ ﾋﾛﾀｹ 南島東

2 3339 西村　隆賀 (6) ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ 南島東

3 3342 山本　雄大 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 南島東

4 3338 西川　卓周 (6) ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾁｶ 南島東

5 3 ASSA-TC-B 62.43 1 558 佐藤　史弥 (6) ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ ASSA-TC

2 559 佐野　文昭 (6) ｻﾉ ﾌﾐｱｷ ASSA-TC

3 556 加藤健太郎 (6) ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ ASSA-TC

4 563 村田　良樹 (6) ﾑﾗﾀ ﾖｼｷ ASSA-TC

6 8 いなべTFC-C 62.58 1 38 加藤　礼大 (5) ｶﾄｳ ﾚｵ いなべTFC

2 42 冨永　　怜 (5) ﾄﾓﾅｶﾞ ﾚｲ いなべTFC

3 45 溜渕　　悠 (5) ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ﾕｳ いなべTFC

4 43 冨永　　昻 (5) ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳ いなべTFC

7 香肌 DSQ,*R1 1 2157 床呂　直哉 (6) ﾄｺﾛ ﾅｵﾔ 香　肌

2 2155 田村　太誠 (6) ﾀﾑﾗ ﾀｲｾｲ 香　肌

3 2148 安樂　　泰 (6) ｱﾝﾗｸ ﾀｲ 香　肌

4 2149 上田　優作 (6) ｳｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ 香　肌

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 佐八陸上ク 57.41 1 736 奥野　圭人 (5) ｵｸﾉ ｹｲﾄ 佐八陸上ク

2 743 山口　和輝 (5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 佐八陸上ク

3 732 岡田　真宗 (6) ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ 佐八陸上ク

4 733 山口　将史 (6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ 佐八陸上ク

2 5 員弁RC 58.14 1 4 内村　　空 (5) ｳﾁﾑﾗ ｿﾗ 員弁ＲＣ

2 2 吉川　風輝 (6) ﾖｼｶﾜ ﾌｳｷ 員弁ＲＣ

3 3 平塚　悠斗 (6) ﾋﾗﾂｶ ﾕｳﾄ 員弁ＲＣ

4 1 中川　想基 (6) ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳｷ 員弁ＲＣ

3 7 志摩陸上ク 58.43 1 1213 山本　昂央 (6) ﾔﾏﾓﾄ ｺｵ 志摩陸上ク

2 1216 山下　晟弥 (5) ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾔ 志摩陸上ク

3 1214 山本　竜輝 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ 志摩陸上ク

4 1211 中村　峻平 (6) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 志摩陸上ク

4 4 内部陸上少 61.55 1 199 坂東　裕哉 (6) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 内部陸上少

2 201 安井　雅希 (6) ﾔｽｲ ﾏｻｷ 内部陸上少

3 198 赤松　　駿 (6) ｱｶﾏﾂ ｼｭﾝ 内部陸上少

4 208 真瀬　友也 (5) ﾏｾ ﾕｳﾔ 内部陸上少

5 3 加佐登 62.16 1 2703 川北　貴士 (6) ｶﾜｷﾀﾀｶｼ 加佐登

2 2704 福迫　昌希 (6) ﾌｸﾊｸﾏｻｷ 加佐登

3 2701 黒野　晃基 (6) ｸﾛﾉｺｳｷ 加佐登

4 2705 豊田　和也 (6) ﾄﾖﾀﾞｶｽﾞﾔ 加佐登

6 2 松阪Jr陸上 67.33 1 2302 田上　大度 (5) ﾀｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾄ 松阪Jr陸上

2 2301 丸山　穂高 (5) ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 松阪Jr陸上

3 2304 岩橋　新冶 (5) ｲﾜﾊｼ ｼﾝｼﾞ 松阪Jr陸上

4 2305 吉田　貴一 (5) ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ 松阪Jr陸上

DNS 8 河合 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

凡例    DSQ：失格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  DNS：欠場  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R2：オーバーゾーン　２　→　３



男子　４×１００ｍＲ

7月5日 14:25 予選   

県小学生記録 (KE)       49.93     南勢陸上ク・伊勢市 (林・笠井・熊野・森下)                   2004        7月5日 17:00 決勝   

　　大会記録 (GR)       52.10     南勢陸上ク・伊勢市 (野村・曽根・中西・大仲)                 2005(第21回)

予選  10組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 楠陸上Ｊｒ-A 55.45 q 1 294 前田　智将 (6) ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾏｻ 楠陸上Jｒ

2 295 松岡　桂市 (6) ﾏﾂｵｶ ｹｲｲﾁ 楠陸上Jｒ

3 291 城田　悠佑 (6) ｼﾛﾀ ﾕｳｽｹ 楠陸上Jｒ

4 293 竹野成大郎 (6) ﾀｹﾉ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 楠陸上Jｒ

2 6 栄 56.60 1 3945 岩崎　千也 (6) ｲﾜｻｷｾﾝﾔ 栄

2 3944 前田　朱羅 (6) ﾏｴﾀﾞｱｷﾗ 栄

3 3936 伊藤　奨太 (6) ｲﾄｳｼｮｳﾀ 栄

4 3935 中西透暉鷹 (6) ﾅｶﾆｼﾄｷﾀｶ 栄

3 5 南島東-A 58.32 1 3343 山本　涼太 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 南島東

2 3346 山本　泰輝 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｷ 南島東

3 3341 森　　将吾 (6) ﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 南島東

4 3336 市川拳太朗 (6) ｲﾁｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 南島東

4 7 津陸上ク-A 60.05 1 652 北川　将伍 (6) ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 津陸上ク

2 651 宮　　功享 (6) ﾐﾔ ﾉﾘﾀｶ 津陸上ク

3 650 玉津　帆純 (6) ﾀﾏﾂ ﾎﾂﾞﾐ 津陸上ク

4 653 小道　誠也 (6) ｺﾐﾁ ﾏｻﾔ 津陸上ク

5 3 上野ＡＣ 61.08 1 1308 佐賀山逸人 (6) ｻｶﾞﾔﾏ ｲｯﾄ 上野ＡＣ

2 3680 林出　　涼 (6) ﾊﾔｼﾃﾞ ﾘｮｳ 上野ＡＣ

3 1328 村田　賢都 (5) ﾑﾗﾀ ｹﾝﾄ 上野ＡＣ

4 1309 清水　勇太 (6) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 上野ＡＣ

6 2 松尾-B 62.48 1 2372 井田　知輝 (5) ｲﾀﾞ ﾄﾓｷ 松　尾

2 2370 吉本　隼人 (5) ﾖｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 松　尾

3 2371 下村　拓巳 (5) ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾐ 松　尾

4 2368 中川　将弥 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 松　尾

7 8 藤原陸上ク-B 63.52 1 136 近藤　　匠 (5) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 藤原陸上ク

2 135 橋本　康平 (5) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 藤原陸上ク

3 133 小寺健太郎 (6) ｺﾃﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 藤原陸上ク

4 132 渡邊　智史 (6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 藤原陸上ク

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 内城田ＳＣ 55.54 q 1 1075 玉村　泰希 (6) ﾀﾏﾑﾗ ﾀｲｷ 内城田ＳＣ

2 1071 浦井　崚自 (6) ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 内城田ＳＣ

3 1079 山下　翔汰 (6) ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ 内城田ＳＣ

4 1073 阪井　浩人 (6) ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 内城田ＳＣ

2 6 鈴西 57.94 1 2757 舘　　幸希 (5) ﾀﾁｺｳｷ 鈴　西

2 2763 高坪　晃輔 (6) ﾀｶﾂﾎﾞｺｳｽｹ 鈴　西

3 2761 伊藤　隆太 (6) ｲﾄｳﾘｭｳﾀ 鈴　西

4 2764 舘　　和希 (6) ﾀﾁｶｽﾞｷ 鈴　西

3 7 青山 59.33 1 3581 桐山　瑛介 (6) ｷﾘﾔﾏ ｴｲｽｹ 青　山

2 3583 中野　翔太 (6) ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 青　山

3 3582 中島　暢兵 (6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ 青　山

4 3586 谷本　大地 (6) ﾀﾆﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 青　山

4 3 三浜複合 61.59 1 1584 吉川　雅樹 (5) ﾖｼｶﾜﾏｻｷ 三浜複合

2 1580 加藤　　遼 (6) ｶﾄｳﾊﾙｶ 三浜複合

3 1581 西原　幸佑 (6) ﾆｼﾊﾗｺｳｽｹ 三浜複合

4 1583 別所　健司 (5) ﾍﾞｯｼｮｹﾝｼﾞ 三浜複合

5 2 桃取 64.90 1 2005 尾上　悠真 (6) ｵﾉｳｴ ﾕｳﾏ 桃　取

2 2011 高安　一誠 (6) ﾀｶﾔｽ ｲｯｾｲ 桃　取

3 2007 斎藤　譲司 (6) ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 桃　取

4 2010 清水　琢聖 (6) ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏｻ 桃　取

8 国府スポ少-A DSQ,*R3 1 1232 平賀　一歩 (6) ﾋﾗｶﾞ ｶｽﾞﾎ 国府スポ少

2 1231 寺前　　諒 (6) ﾃﾗﾏｴ ﾘｮｳ 国府スポ少

3 1264 北井　　樹 (6) ｷﾀｲ ﾀﾂｷ 国府スポ少

4 1265 北井　　颯 (6) ｷﾀｲ ﾊﾔﾃ 国府スポ少

5 大山田AC-C DSQ,*R1 1 2555 松岡　秀治 (5) ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｼﾞ 大山田ＡＣ

2 2558 小林　陽平 (5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 大山田ＡＣ

3 2562 川村　仁吾 (6) ｶﾜﾑﾗ ｼﾞﾝｺﾞ 大山田ＡＣ

4 2581 田中　空太 (5) ﾀﾅｶ　ｿﾗﾀ 大山田ＡＣ

凡例    DSQ：失格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  DNS：欠場  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R2：オーバーゾーン　２　→　３
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審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 和具-A 57.22 1 4066 越山　　凜 (6) ｺｼﾔﾏ ﾘﾝ 和　具

2 4063 笹山　七星 (6) ｻｻﾔﾏ ﾅﾅｾ 和　具

3 4098 一色　光樹 (6) ｲｯｼｷ ﾐﾂｷ 和　具

4 4069 岩城　智識 (6) ｲﾜｷ ﾄﾓﾉﾘ 和　具

2 6 ASSA-TC-A 58.28 1 554 奥　　裕理 (6) ｵｸ ﾕｳﾘ ASSA-TC

2 562 長谷川雄平 (6) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ ASSA-TC

3 553 池村　健志 (6) ｲｹﾑﾗ ｹﾝｼ ASSA-TC

4 557 小林　慶哉 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾔ ASSA-TC

3 7 南勢陸上ク-B 58.36 1 826 林　　時生 (6) ﾊﾔｼﾄｷｵ 南勢陸上ク

2 824 野村　智也 (6) ﾉﾑﾗﾄﾓﾔ 南勢陸上ク

3 816 伊藤慎一郎 (6) ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 南勢陸上ク

4 830 宮山　恵介 (6) ﾐﾔﾔﾏｹｲｽｹ 南勢陸上ク

4 3 名張クラブ-A 59.15 1 3220 保坂　翔也 (6) ﾎｻｶ ｼｮｳﾔ 名張クラブ

2 3222 廣島　太一 (6) ﾋﾛｼﾏ ﾀｲﾁ 名張クラブ

3 3219 藤本　遼介 (6) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 名張クラブ

4 3221 竹内　　樹 (6) ﾀｹｳﾁ ﾀﾂｷ 名張クラブ

5 5 藤原陸上ク-A 60.31 1 134 桟敷　宥作 (5) ｻﾝｼﾞｷ ﾕｳｻｸ 藤原陸上ク

2 131 東出　陽太 (6) ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾖｳﾀ 藤原陸上ク

3 130 川瀬　雄大 (6) ｶﾜｾ ﾕｳﾀﾞｲ 藤原陸上ク

4 128 高津　市朗 (6) ﾀｶﾂ ｲﾁﾛｳ 藤原陸上ク

6 2 長田 60.84 1 3667 下川弘右汰 (5) ｼﾓｶﾜ ｺｳﾀ 長　田

2 3668 藤岡　瑞輝 (5) ﾌｼﾞｵｶ ﾐｽﾞｷ 長　田

3 3665 前川　比呂 (6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾋﾛ 長　田

4 3666 三山　海渡 (6) ﾐﾔﾏ ｶｲﾄ 長　田

7 8 鏡浦 67.24 1 2069 里中　公裕 (5) ｻﾄﾅｶｺｳｽｹ 鏡　浦

2 2067 木下　開斗 (5) ｷﾉｼﾀｶｲﾄ 鏡　浦

3 2054 三谷将美智 (6) ﾐﾀﾆﾏｻﾐﾁ 鏡　浦

4 2068 山本　　武 (5) ﾔﾏﾓﾄﾀｹﾙ 鏡　浦

9 南島東-C DSQ,*R1 1 3331 茶屋　　亘 (5) ﾁｭﾔ ﾜﾀﾙ 南島東

2 3335 上村　建太 (5) ｳｴﾑﾗ ｹﾝﾀ 南島東

3 3329 森本　琢朗 (5) ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 南島東

4 3337 武田　将磨 (6) ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ 南島東

6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 7 川越陸上少 55.42 q 1 398 飯田　康平 (6) ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 川越陸上少

2 401 駒田紳太郎 (6) ｺﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 川越陸上少

3 408 山田　侑生 (6) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 川越陸上少

4 405 樋口　周平 (6) ﾋｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 川越陸上少

2 5 南勢ＡＣ 58.91 1 1664 南　　智人 (6) ﾐﾅﾐ ﾄﾓﾋﾄ 南勢ＡＣ

2 1663 山本　藤夢 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳﾑ 南勢ＡＣ

3 1665 瀬古　陽平 (6) ｾｺ ﾖｳﾍｲ 南勢ＡＣ

4 1662 白髭　裕紀 (6) ｼﾗｼｹﾞ ﾕｳｷ 南勢ＡＣ

3 6 いなべTFC-A 58.96 1 32 二井　　徹 (6) ﾆｲ ﾄｵﾙ いなべTFC

2 40 高丘　昌宏 (5) ﾀｶｵｶ ﾏｻﾋﾛ いなべTFC

3 37 伊藤　稜真 (5) ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ いなべTFC

4 31 佐藤　優輝 (6) ｻﾄｳ ﾕｳｷ いなべTFC

4 2 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ 61.73 1 2826 小林　祐也 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

2 2824 古川　翔馬 (6) ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳﾏ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

3 2813 丸岡　賢代 (5) ﾏﾙｵｶ ｶﾝﾀ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

4 2819 田中　雄大 (6) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

5 3 厚生陸上ク 63.18 1 1011 荒田　耕大 (5) ｱﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 厚生陸上ク

2 1004 磯嶋　康平 (5) ｲｿｼﾏ ｺｳﾍｲ 厚生陸上ク

3 1008 高橋　　岳 (5) ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸ 厚生陸上ク

4 1005 浦口　浩次 (5) ｳﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ 厚生陸上ク

6 8 和具-C 64.59 1 4072 加藤　　岳 (6) ｶﾄｳ ｶﾞｸ 和　具

2 4065 園村　　衛 (6) ｿﾉﾑﾗ ﾏﾓﾙ 和　具

3 4070 東岡　良真 (6) ﾋｶﾞｼｵｶ ﾘｮｳﾏ 和　具

4 4073 小西　優洋 (6) ｺﾆｼ ﾕﾋﾛ 和　具

4 上野西 DSQ,*R1 1 3604 森﨑　有哉 (6) ﾓﾘｻｷ ﾕｳﾔ 上野西

2 3606 松山　和貴 (6) ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ 上野西

3 3601 森下　翔也 (6) ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾔ 上野西

4 3605 木下　大地 (6) ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 上野西

凡例    DSQ：失格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  DNS：欠場  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R2：オーバーゾーン　２　→　３
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県小学生記録 (KE)       49.93     南勢陸上ク・伊勢市 (林・笠井・熊野・森下)                   2004        7月5日 17:00 決勝   
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予選  10組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 ゆめが丘ＲＣ 55.65 q 1 4171 中井　健登 (6) ﾅｶｲ ｹﾝﾄ ゆめが丘RC

2 4172 中　　成利 (6) ﾅｶ ﾅｴｲﾄ ゆめが丘RC

3 4174 池田　紘乙 (6) ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ ゆめが丘RC

4 4173 中森　瞭伍 (6) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳｺﾞ ゆめが丘RC

2 7 片田 57.43 1 2024 中野　雄介 (6) ﾅｶﾉﾕｳｽｹ 片　田

2 2025 前田　流芳 (6) ﾏｴﾀﾞﾘｭｳﾎｳ 片　田

3 2026 濵口　　仁 (6) ﾊﾏｸﾞﾁｼﾞﾝ 片　田

4 2021 小山　　駿 (6) ｺﾔﾏｼｭﾝ 片　田

3 4 楠陸上Ｊｒ-C 59.57 1 283 伊藤　　陸 (6) ｲﾄｳ ﾘｸ 楠陸上Jｒ

2 288 北川　秀弥 (6) ｷﾀｶﾞﾜ ｼｭｳﾔ 楠陸上Jｒ

3 285 岡山　真之 (6) ｵｶﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 楠陸上Jｒ

4 289 栗本　康平 (6) ｸﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 楠陸上Jｒ

4 5 笹尾AC 61.73 1 110 矢野　竜佑 (5) ﾔﾉ ﾘｭｳｽｹ 笹尾ＡＣ

2 76 中田成央斗 (5) ﾅｶﾀ ﾅｵﾄ 笹尾ＡＣ

3 75 中村　優斗 (5) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 笹尾ＡＣ

4 71 河瀬　公太 (6) ｶﾜｾ ｺｳﾀ 笹尾ＡＣ

5 3 鈴鹿ＡＣ 62.54 1 518 林　　詢也 (6) ﾊﾔｼ　ｼﾞｭﾝﾔ 鈴鹿ＡＣ

2 536 早川　尚吾 (6) ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 鈴鹿ＡＣ

3 537 打田　光志 (6) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾂｼ 鈴鹿ＡＣ

4 538 北村　　祥 (6) ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 鈴鹿ＡＣ

6 2 北浜陸上ク 62.79 1 971 三宅　　大 (5) ﾐﾔｹ ダイ 北浜陸上ク

2 984 中村　勇貴 (5) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 北浜陸上ク

3 982 中川　航輔 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 北浜陸上ク

4 976 三宅　大晟 (6) ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 北浜陸上ク

7 8 第二-B 63.23 1 2331 越川　息吹 (5) ｺｼｶﾜ ｲﾌﾞｷ 第　二

2 2334 坂東　翔太 (5) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 第　二

3 2340 西川　貴之 (6) ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 第　二

4 2335 ﾄﾞｽ　 ｻﾝﾄｽ (5) ﾄﾞｽ ｻﾝﾄｽ ﾍﾟﾄﾞﾛ ｵｵ第　二

9 JAC亀山-B DSQ,*R1 1 1686 藤島　鉄平 (6) ﾌｼﾞｼﾏ ﾃｯﾍﾟｲ ＪＡＣ亀山

2 1687 田矢　凌太 (6) ﾀﾔ ﾘｮｳﾀ ＪＡＣ亀山

3 1689 豊田将太郎 (6) ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ＪＡＣ亀山

4 1685 村田　智哉 (6) ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ ＪＡＣ亀山

8組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 7 松尾-A 56.48 q 1 2360 森野　侑樹 (6) ﾓﾘﾉ ﾕｳｷ 松　尾

2 2366 大下　大輔 (6) ｵｵｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 松　尾

3 2362 長野　勇斗 (6) ﾅｶﾞﾉ ﾊﾔﾄ 松　尾

4 2365 松永　　駿 (6) ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｭﾝ 松　尾

2 4 加茂 57.96 1 1948 小薮　翔平 (6) ｺﾔﾌﾞ ｼｮｳﾍｲ 加　茂

2 1950 山岸　竜大 (6) ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾂﾋﾛ 加　茂

3 1943 栗原　風斗 (6) ｸﾘﾊﾗ ｶｻﾞﾄ 加　茂

4 1952 岩本　拓也 (6) ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾔ 加　茂

3 8 JAC亀山-A 58.74 1 1694 内田　圭哉 (6) ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ ＪＡＣ亀山

2 1692 下　　史典 (6) ｼﾓ ﾌﾐﾉﾘ ＪＡＣ亀山

3 1693 上田　皐月 (6) ｳｴﾀﾞ ｻﾂｷ ＪＡＣ亀山

4 1690 橋爪　翔大 (6) ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳﾀ ＪＡＣ亀山

4 5 南勢陸上ク-C 60.10 1 827 古尾　勇太 (6) ﾌﾙｵﾕｳﾀ 南勢陸上ク

2 820 佐々木龍星 (6) ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 南勢陸上ク

3 825 濱田　慎史 (6) ﾊﾏﾀﾞｼﾝｼﾞ 南勢陸上ク

4 821 世古　晶大 (6) ｾｺｼｮｳﾀ 南勢陸上ク

5 2 石薬師ＲＣ 60.56 1 496 西田　一輝 (5) ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 石薬師ＲＣ

2 489 竹下　　遼 (6) ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 石薬師ＲＣ

3 488 志水　智也 (6) ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 石薬師ＲＣ

4 491 伊藤　舞樹 (5) ｲﾄｳ ﾏｲｷ 石薬師ＲＣ

6 6 四日市陸ク 61.16 1 265 桜木　隆伍 (5) ｻｸﾗｷﾞ ﾘｭｳｺﾞ 四日市陸ク

2 266 須藤弘太郎 (5) ｽﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 四日市陸ク

3 267 山中　宏太 (5) ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾀ 四日市陸ク

4 264 桜木　笙伍 (5) ｻｸﾗｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 四日市陸ク

3 橋南スポク DSQ,*R2 1 664 金城　壮輝 (5) ｷﾝｼﾞｮｳ ｿｳｷ 橋南スポク

2 665 小林　拓実 (5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 橋南スポク

3 1749 池本　　滉 (5) ｲｹﾓﾄ ｺｳ 橋南スポク

4 676 脇上　聖梧 (5) ﾜｷｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 橋南スポク

凡例    DSQ：失格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  DNS：欠場  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R2：オーバーゾーン　２　→　３
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県小学生記録 (KE)       49.93     南勢陸上ク・伊勢市 (林・笠井・熊野・森下)                   2004        7月5日 17:00 決勝   

　　大会記録 (GR)       52.10     南勢陸上ク・伊勢市 (野村・曽根・中西・大仲)                 2005(第21回)

予選  10組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 楠陸上Ｊｒ-B 58.07 1 292 杉村　拓哉 (6) ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 楠陸上Jｒ

2 287 上村　一真 (6) ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 楠陸上Jｒ

3 290 坂倉　叶将 (6) ｻｶｸﾗ ｷｮｳｽｹ 楠陸上Jｒ

4 296 山下　雄也 (6) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ 楠陸上Jｒ

2 7 島ヶ原 62.04 1 3655 豊味　諒磨 (5) ﾄﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 島ヶ原

2 3653 福永　泰士 (6) ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｲｼ 島ヶ原

3 3656 永岡　　豊 (6) ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾀｶ 島ヶ原

4 3654 薮中　俊一 (6) ﾔﾌﾞﾅｶ ｼｭﾝｲﾁ 島ヶ原

3 8 名張クラブ-B 62.15 1 3224 谷本　慶輔 (6) ﾀﾆﾓﾄ ｹｲｽｹ 名張クラブ

2 3225 東　　巧実 (6) ｱｽﾞﾏ ﾀｸﾐ 名張クラブ

3 3226 山下　拓也 (6) ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 名張クラブ

4 3223 松田　拓弥 (6) ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 名張クラブ

4 3 布施田クラブ 62.35 1 4113 松井　　俊 (5) ﾏﾂｲ ｼｭﾝ 布施田ｸﾗﾌﾞ

2 4100 濵口　雄司 (6) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 布施田ｸﾗﾌﾞ

3 4112 浅野　　廉 (5) ｱｻﾉ ﾚﾝ 布施田ｸﾗﾌﾞ

4 4101 浦口裕太郎 (6) ｳﾗｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 布施田ｸﾗﾌﾞ

5 4 第二-A 62.60 1 2337 幾坂　航大 (6) ｲｸｻｶ ｺｳﾀﾞｲ 第　二

2 2336 青木　翔弥 (6) ｱｵｷ ｼｮｳﾔ 第　二

3 2342 前田　悠斗 (6) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 第　二

4 2338 上村　幸弘 (6) ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 第　二

6 2 SMAC陸上ク 64.83 1 1421 村田　　涼 (5) ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ SMAC陸上ク

2 1444 田中　　侑 (5) ﾀﾅｶ ﾕｳ SMAC陸上ク

3 1438 紀平　雄也 (6) ｷﾋﾗ ﾕｳﾔ SMAC陸上ク

4 1414 中西　佑磨 (6) ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾏ SMAC陸上ク

5 大山田AC-A DSQ,*R3 1 2559 吉川　順也 (6) ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大山田ＡＣ

2 2557 加藤　貴之 (6) ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 大山田ＡＣ

3 2561 水谷　隼也 (6) ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾔ 大山田ＡＣ

4 2560 吉川　晴也 (6) ﾖｼｶﾜ ｾｲﾔ 大山田ＡＣ

DNS 9 津陸上ク-B DNS

10組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 5 南勢陸上ク-A 54.98 q 1 828 山際　　龍 (6) ﾔﾏｷﾞﾜﾘｭｳ 南勢陸上ク

2 817 乾　　颯人 (6) ｲﾇｲﾊﾔﾄ 南勢陸上ク

3 819 小澤　俊仁 (6) ｺｻﾞﾜﾄｼﾋﾄ 南勢陸上ク

4 818 河村　俊成 (6) ｶﾜﾑﾗﾄｼﾅﾘ 南勢陸上ク

2 7 伊賀ＴＣ 58.12 1 4034 山崎　雄生 (6) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 伊賀ＴＣ

2 4037 横尾　武尊 (6) ﾖｺｵ ﾀｹﾙ 伊賀ＴＣ

3 4035 家喜　玲於 (6) ｲｴｷ ﾚｵ 伊賀ＴＣ

4 4036 福田　和志 (6) ﾌｸﾀ ｶｽﾞｼ 伊賀ＴＣ

3 4 玉城陸上ク 59.19 1 1121 佐野　緒息 (6) ｻﾉ ﾂｸﾞｷ 玉城陸上ク

2 1207 野口　龍汰 (6) ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 玉城陸上ク

3 1124 吉川　　丈 (6) ﾖｼｶﾜ ｼﾞｮｳ 玉城陸上ク

4 1135 中川　航貴 (6) ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 玉城陸上ク

4 6 保々ＲＣ-B 61.54 1 219 川添　達也 (6) ｶﾜｿﾞｴ ﾀﾂﾔ 保々ＲＣ

2 228 森　　雄大 (6) ﾓﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 保々ＲＣ

3 218 市川　航大 (6) ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 保々ＲＣ

4 223 佐藤　瑞起 (6) ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 保々ＲＣ

5 8 国府スポ少-B 62.52 1 1235 上村　尚照 (5) ｳｴﾑﾗ ﾅｵﾃﾙ 国府スポ少

2 1234 森口　竜基 (6) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 国府スポ少

3 1237 中林　勇斗 (5) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 国府スポ少

4 1233 松本　直也 (6) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 国府スポ少

6 2 花岡 63.06 1 2120 内海　友希 (6) ｳﾁﾐﾄﾓｷ 花　岡

2 2123 上村　和誠 (6) ｳｴﾑﾗｶｽﾞﾏｻ 花　岡

3 2124 梅田　尋也 (6) ｳﾒﾀﾞﾋﾛﾔ 花　岡

4 2122 宮下　　匠 (6) ﾐﾔｼﾀﾀｸﾐ 花　岡

7 3 郡山 64.52 1 3972 大杉　尚紀 (6) ｵｵｽｷﾞﾅｵｷ 郡　山

2 3966 森下　裕大 (5) ﾓﾘｼﾀﾕｳﾀﾞｲ 郡　山

3 3974 鈴木　誠也 (6) ｽｽﾞｷｾｲﾔ 郡　山

4 3971 下山　拓海 (6) ｼﾓﾔﾏﾀｸﾐ 郡　山
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7月5日 14:25 予選   

県小学生記録 (KE)       49.93     南勢陸上ク・伊勢市 (林・笠井・熊野・森下)                   2004        7月5日 17:00 決勝   

　　大会記録 (GR)       52.10     南勢陸上ク・伊勢市 (野村・曽根・中西・大仲)                 2005(第21回)

予選  10組0着+8

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第24回三重県小学生陸上競技大会(08240004)
兼第24回全国小学生陸上競技交流大会三重県予選会
主催：三重陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、安藤スポーツ食文化振興財団、
　　　中日新聞社、三重県教育委員会、伊勢市教育委員会
協賛：日清食品株式会社

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 保々ＲＣ-A 52.84 1 222 佐藤　卓海 (6) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 保々ＲＣ

2 227 松岡　修平 (6) ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 保々ＲＣ

3 229 矢谷　克己 (6) ﾔﾀﾆ ｶﾂﾐ 保々ＲＣ

4 225 南部　幸裕 (6) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 保々ＲＣ

2 4 南勢陸上ク-A 54.22 1 828 山際　　龍 (6) ﾔﾏｷﾞﾜﾘｭｳ 南勢陸上ク

2 817 乾　　颯人 (6) ｲﾇｲﾊﾔﾄ 南勢陸上ク

3 819 小澤　俊仁 (6) ｺｻﾞﾜﾄｼﾋﾄ 南勢陸上ク

4 818 河村　俊成 (6) ｶﾜﾑﾗﾄｼﾅﾘ 南勢陸上ク

3 7 川越陸上少 54.68 1 398 飯田　康平 (6) ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 川越陸上少

2 401 駒田紳太郎 (6) ｺﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 川越陸上少

3 408 山田　侑生 (6) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 川越陸上少

4 405 樋口　周平 (6) ﾋｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 川越陸上少

4 5 楠陸上Ｊｒ-A 54.72 1 294 前田　智将 (6) ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾏｻ 楠陸上Jｒ

2 295 松岡　桂市 (6) ﾏﾂｵｶ ｹｲｲﾁ 楠陸上Jｒ

3 291 城田　悠佑 (6) ｼﾛﾀ ﾕｳｽｹ 楠陸上Jｒ

4 293 竹野成大郎 (6) ﾀｹﾉ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 楠陸上Jｒ

5 8 内城田ＳＣ 54.81 1 1078 山口　拓摩 (6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 内城田ＳＣ

2 1071 浦井　崚自 (6) ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 内城田ＳＣ

3 1079 山下　翔汰 (6) ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ 内城田ＳＣ

4 1073 阪井　浩人 (6) ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 内城田ＳＣ

6 9 熊野ＲＣ 55.28 1 4144 上西　啓輝 (6) ｳｴﾆｼ ﾋﾛｷ 熊野ＲＣ

2 1384 田野　重幸 (6) ﾀﾉ ｼｹﾞﾕｷ 熊野ＲＣ

3 1386 山西　孝典 (6) ﾔﾏﾆｼ ﾀｶﾉﾘ 熊野ＲＣ

4 4143 久保　将太 (6) ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 熊野ＲＣ

7 2 ゆめが丘ＲＣ 56.24 1 4171 中井　健登 (6) ﾅｶｲ ｹﾝﾄ ゆめが丘RC

2 4172 中　　成利 (6) ﾅｶ ﾅｴｲﾄ ゆめが丘RC

3 4174 池田　紘乙 (6) ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ ゆめが丘RC

4 4173 中森　瞭伍 (6) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳｺﾞ ゆめが丘RC

8 3 松尾-A 56.38 1 2360 森野　侑樹 (6) ﾓﾘﾉ ﾕｳｷ 松　尾

2 2366 大下　大輔 (6) ｵｵｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 松　尾

3 2362 長野　勇斗 (6) ﾅｶﾞﾉ ﾊﾔﾄ 松　尾

4 2365 松永　　駿 (6) ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｭﾝ 松　尾
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