
女子　４×１００ｍＲ

7月5日 13:30 予選   

県小学生記録 (KE)       53.88     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002        7月5日 16:55 決勝   

　　大会記録 (GR)       54.85     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002(第18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 5 佐八陸上ク 57.86 q 1 779 山本　早絵 (6) ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐八陸上ク

2 777 廣　　舞佳 (6) ﾋﾛ ﾏｲｶ 佐八陸上ク

3 776 中村　沙彩 (6) ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 佐八陸上ク

4 771 岩井祐希奈 (6) ｲﾜｲ ﾕｷﾅ 佐八陸上ク

2 6 松阪Jr陸上 58.24 q 1 2317 西山　遥香 (6) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ 松阪Jr陸上

2 2320 西井　彩香 (6) ﾆｼｲ ｱﾔｶ 松阪Jr陸上

3 2319 西田　奈央 (6) ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ 松阪Jr陸上

4 2316 田中　杏沙 (6) ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ 松阪Jr陸上

3 2 神戸 61.67 1 3641 大村　美樹 (6) ｵｵﾑﾗ ﾐｷ 神　戸

2 3640 辻井　泉穂 (6) ﾂｼﾞｲ ﾐｽﾞﾎ 神　戸

3 3638 宮下　千佳 (6) ﾐﾔｼﾀ ﾁｶ 神　戸

4 3639 田中　佑香 (6) ﾀﾅｶ ﾕｶ 神　戸

4 4 越賀 62.64 1 1874 前田　　倫 (6) ﾏｴﾀﾞﾄﾓ 越　賀

2 1864 小川　美麗 (5) ｵｶﾞﾜﾐﾚｲ 越　賀

3 1877 小川　里香 (6) ｵｶﾞﾜﾘｶ 越　賀

4 1866 松井　茉樹 (5) ﾏﾂｲﾏﾅ 越　賀

5 9 熊野ＲＣ 62.73 1 4135 西　　沙優 (5) ﾆｼ ｻﾕ 熊野ＲＣ

2 1391 古田　佳帆 (6) ﾌﾙﾀ ｶﾎ 熊野ＲＣ

3 1389 久保　有里 (6) ｸﾎﾞ ﾕﾘ 熊野ＲＣ

4 1390 阪口　　優 (6) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳ 熊野ＲＣ

6 7 保々ＲＣ 62.80 1 242 小林　郁美 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 保々ＲＣ

2 244 松尾　春花 (6) ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 保々ＲＣ

3 243 谷口　実優 (6) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕ 保々ＲＣ

4 240 市川　愛実 (6) ｲﾁｶﾜ ﾏﾅﾐ 保々ＲＣ

7 8 JAC亀山-C 65.03 1 1724 池村　美佳 (6) ｲｹﾑﾗ ﾐｶ ＪＡＣ亀山

2 1728 丸橋　実優 (6) ﾏﾙﾊﾞｼ ﾐﾕ ＪＡＣ亀山

3 1719 和田　萌花 (6) ﾜﾀﾞ ﾓｴｶ ＪＡＣ亀山

4 1721 川合　　碧 (6) ｶﾜｲ ﾐﾄﾞﾘ ＪＡＣ亀山

8 3 鈴鹿ＡＣ-C 68.79 1 543 谷野　栞梨 (5) ﾀﾆﾉ ｼｵﾘ 鈴鹿ＡＣ

2 533 市川　絢加 (5) ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 鈴鹿ＡＣ

3 525 鈴木　沙英 (6) ｽｽﾞｷ ｻｴ 鈴鹿ＡＣ

4 539 辻　　優華 (6) ﾂｼﾞ ﾕｳｶ 鈴鹿ＡＣ

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 4 国府スポ少-A 59.14 1 1248 柴原映美菜 (6) ｼﾊﾞﾊﾗ ｴﾐﾅ 国府スポ少

2 1246 川口　悠華 (6) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｶ 国府スポ少

3 1249 城山恵梨香 (6) ｼﾛﾔﾏ ｴﾘｶ 国府スポ少

4 1254 浜口　紗季 (6) ﾊﾏｸﾞﾁ ｻｷ 国府スポ少

2 6 津陸上ク 60.97 1 3112 大河内　茜 (6) ｵｵｺｳﾁ ｱｶﾈ 津陸上ク

2 654 吉川　莉香 (6) ﾖｼｶﾜ ﾘｶ 津陸上ク

3 656 吉川　海音 (6) ﾖｼｶﾜ ﾐﾈ 津陸上ク

4 657 島田　菜央 (6) ｼﾏﾀﾞ ﾅｵ 津陸上ク

3 2 上野西-A 61.57 1 3612 岡本　実紗 (6) ｵｶﾓﾄ ﾐｻ 上野西

2 3613 藤川あかね (6) ﾌｼﾞｶﾜ ｱｶﾈ 上野西

3 3614 田中　凜奈 (6) ﾀﾅｶ ﾘﾝﾅ 上野西

4 3617 山口　麗花 (6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｶ 上野西

4 5 加茂 62.98 1 1951 濱崎あずさ (6) ﾊﾏｻﾞｷ ｱｽﾞｻ 加　茂

2 1953 木場あかね (6) ｷﾊﾞ ｱｶﾈ 加　茂

3 1955 玉置　美沙 (6) ﾀﾏｵｷ ﾐｻ 加　茂

4 1949 右江　七海 (6) ｳｺｳ ﾅﾅﾐ 加　茂

5 7 ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ 63.84 1 1759 喜多嶋優子 (5) ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

2 1760 寺田　早織 (5) ﾃﾗﾀﾞ ｻｵﾘ ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

3 1756 伊藤さくら (6) ｲﾄｳ ｻｸﾗ ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

4 1758 鈴木　賀子 (6) ｽｽﾞｷ ｶｺ ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

6 3 名張クラブ 65.33 1 3241 新納　優香 (6) ﾆｲﾉ ﾕｳｶ 名張クラブ

2 3240 上畠　知夏 (6) ｳｴﾊﾀ ﾁﾅﾂ 名張クラブ

3 3242 髙橋　　遥 (6) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 名張クラブ

4 3239 上野紗矢香 (6) ｳｴﾉ ｻﾔｶ 名張クラブ

7 8 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ-B 65.94 1 2839 谷口　真澄 (6) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｽﾐ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

2 2840 田中　睦美 (6) ﾀﾅｶ ﾑﾂﾐ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

3 2837 村松千菜美 (6) ﾑﾗﾏﾂ ﾁﾅﾐ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

4 2835 内田　奈緒 (6) ｳﾁﾀﾞ ﾅｵ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

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  DNF：途中棄権  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R2：オーバーゾーン　２　→　３  DNS：欠場
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県小学生記録 (KE)       53.88     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002        7月5日 16:55 決勝   

　　大会記録 (GR)       54.85     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002(第18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 6 南勢陸上ク-B 59.85 1 846 西尾美早紀 (6) ﾆｼｵﾐｻｷ 南勢陸上ク

2 855 宮村　真由 (6) ﾐﾔﾑﾗﾏﾕ 南勢陸上ク

3 843 中西　真央 (6) ﾅｶﾆｼﾏｵ 南勢陸上ク

4 835 北村　桃香 (6) ｷﾀﾑﾗﾓﾓｶ 南勢陸上ク

2 5 四日市陸ク 61.97 1 273 ｱﾝﾄｺｳﾞｨｱｯｸ幸 (6) ｱﾝﾄｺｳﾞｨｱｯｸ ｻﾁ 四日市陸ク

2 274 鈴木　紗弥 (6) ｽｽﾞｷ ｻﾔ 四日市陸ク

3 272 青木　美彩 (6) ｱｵｷ ﾐｻ 四日市陸ク

4 275 平石絵梨奈 (6) ﾋﾗｲｼ ｴﾘﾅ 四日市陸ク

3 4 石薬師ＲＣ 62.24 1 1623 橋本　奈子 (6) ﾊｼﾓﾄﾅｺ 石薬師ＲＣ

2 506 滝井　明莉 (6) ﾀｷｲ ｱｶﾘ 石薬師ＲＣ

3 505 与那嶺好香 (6) ﾖﾅﾐﾈ ｺﾉｶ 石薬師ＲＣ

4 501 大西小璃有 (6) ｵｵﾆｼ ｻﾘｱ 石薬師ＲＣ

4 7 員弁RC 62.41 1 29 余語　優花 (6) ﾖｺﾞ ﾕｳｶ 員弁ＲＣ

2 13 廣田　樹里 (5) ﾋﾛﾀ　ｼﾞｭﾘ 員弁ＲＣ

3 12 尾宮　理恵 (6) ｵﾐﾔ ﾘｴ 員弁ＲＣ

4 11 西村　志穂 (6) ﾆｲﾑﾗ ｼﾎ 員弁ＲＣ

5 8 志摩陸上ク 63.20 1 1229 奥本みなみ (5) ｵｸﾓﾄ ﾐﾅﾐ 志摩陸上ク

2 1223 和田　菜摘 (6) ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ 志摩陸上ク

3 1222 竹村　綾音 (6) ﾀｹﾑﾗ ｱﾔﾈ 志摩陸上ク

4 1217 中井　優希 (5) ﾅｶｲ ﾕｷ 志摩陸上ク

6 3 上野西-B 63.76 1 3616 ｽｽﾞｷ　ﾙｱﾅ (6) ｽｽﾞｷ ﾙｱﾅ 上野西

2 3618 吉田　睦美 (6) ﾖｼﾀﾞ ﾑﾂﾐ 上野西

3 3615 田中　綾奈 (6) ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 上野西

4 3619 片岡　理穂 (6) ｶﾀｵｶ ﾘﾎ 上野西

7 2 JAC亀山-B 64.06 1 1725 中根　佳那 (6) ﾅｶﾈ ｶﾅ ＪＡＣ亀山

2 1720 西川　　葵 (6) ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ ＪＡＣ亀山

3 1731 佐野　彩花 (6) ｻﾉ ｱﾔｶ ＪＡＣ亀山

4 1727 宮崎　花音 (6) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾉﾝ ＪＡＣ亀山

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 6 南勢陸上ク-C 60.02 1 853 平野　まみ (6) ﾋﾗﾉﾏﾐ 南勢陸上ク

2 850 橋本　育実 (6) ﾊｼﾓﾄﾅﾙﾐ 南勢陸上ク

3 832 家田　真弥 (6) ｲｴﾀﾞ ﾏﾔ 南勢陸上ク

4 836 斎藤　広華 (6) ｻｲﾄｳﾋﾛｶ 南勢陸上ク

2 7 ASSA-TC 62.44 1 598 舩越　咲希 (6) ﾌﾅｺｼ ｻｷ ASSA-TC

2 595 小川　真侑 (6) ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ ASSA-TC

3 597 杉山　　杏 (6) ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾝｽﾞ ASSA-TC

4 596 坂　　実咲 (6) ｻｶ ﾐｻｷ ASSA-TC

3 9 中瀬 62.64 1 4169 三上友紀乃 (6) ﾐｶﾐ ﾕｷﾉ 中　瀬

2 4167 一路　奈郁 (6) ｲﾁﾛ ﾅｶ 中　瀬

3 4166 川瀬　杏奈 (5) ｶﾜｾ ｱﾝﾅ 中　瀬

4 4168 西田　樹音 (6) ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾈ 中　瀬

4 8 鏡浦-B 65.15 1 2060 岩井まどか (5) ｲﾜｲﾏﾄﾞｶ 鏡　浦

2 2064 吉川　結唯 (5) ﾖｼｶﾜﾕｲ 鏡　浦

3 2065 濱田亜衣理 (5) ﾊﾏﾀﾞｱｲﾘ 鏡　浦

4 2061 服部　洋代 (5) ﾊｯﾄﾘﾋﾛﾖ 鏡　浦

5 2 布施田クラブ 65.54 1 4102 山下菜々穂 (6) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅﾎ 布施田ｸﾗﾌﾞ

2 4106 宇田　　紬 (6) ｳﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 布施田ｸﾗﾌﾞ

3 4105 橋爪　亜実 (6) ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾐ 布施田ｸﾗﾌﾞ

4 4103 植松　美来 (6) ｳｴﾏﾂ ﾐｸ 布施田ｸﾗﾌﾞ

6 3 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ-A 72.80 1 2833 竹田　朱里 (5) ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾘ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

2 2836 中村　彩華 (5) ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

3 2832 松田　優香 (5) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

4 2838 亀井　星来 (5) ｶﾒｲ ｾｲﾗ 川崎ﾌﾚﾝｽﾞ

5 内城田ＳＣ DSQ,*R1 1 1101 大西　美優 (6) ｵｵﾆｼ ﾐﾕ 内城田ＳＣ

2 1100 井戸本真衣 (6) ｲﾄﾞﾓﾄ ﾏｲ 内城田ＳＣ

3 1102 宮本りさえ (6) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻｴ 内城田ＳＣ

4 1103 上村　玲奈 (6) ｳｴﾑﾗ ﾚｲﾅ 内城田ＳＣ

4 豊地 DNF 1 2447 中井　美月 (6) ﾅｶｲ ﾐﾂｷ 豊　地

2 2446 澤山日花里 (6) ｻﾜﾔﾏ ﾋｶﾘ 豊　地

3 2450 山下　綾菜 (6) ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾅ 豊　地

4 2445 前川　星奈 (6) ﾏｴｶﾞﾜ ｾｲﾅ 豊　地

凡例    DSQ：失格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  DNF：途中棄権  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R2：オーバーゾーン　２　→　３  DNS：欠場
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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 6 南勢陸上ク-A 55.95 q 1 837 佐久間香奈 (6) ｻｸﾏｶﾅ 南勢陸上ク

2 839 下　　浩子 (6) ｼﾓﾋﾛｺ 南勢陸上ク

3 890 栂坂つぐみ (5) ﾄｶﾞｻｶﾂｸﾞﾐ 南勢陸上ク

4 847 西田　有沙 (6) ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ 南勢陸上ク

2 5 片田 61.29 1 2043 濵口　百花 (6) ﾊﾏｸﾞﾁﾓﾓｶ 片　田

2 2041 平賀　未季 (6) ﾋﾗｶﾞﾐｷ 片　田

3 2042 奥本　千夏 (6) ｵｸﾓﾄﾁﾅﾂ 片　田

4 2039 川口　結渚 (6) ｶﾜｸﾞﾁﾕｲﾅ 片　田

3 4 鈴鹿ＡＣ-A 61.51 1 523 中野幸希子 (6) ﾅｶﾉ　ﾕｷｺ 鈴鹿ＡＣ

2 527 川端明日香 (6) ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｽｶ 鈴鹿ＡＣ

3 524 谷野　愛実 (6) ﾀﾆﾉ ﾏﾅﾐ 鈴鹿ＡＣ

4 520 ｵｿﾞｴﾒﾅ･ﾁｵﾏ (6) ｵｿﾞｴﾒﾅﾁｵﾏｱｲﾘ 鈴鹿ＡＣ

4 3 JAC亀山-A 62.10 1 1729 草川　夏実 (6) ｸｻｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ ＪＡＣ亀山

2 1726 中島　彩花 (6) ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ＪＡＣ亀山

3 1722 桜井　亜美 (6) ｻｸﾗｲ ｱﾐ ＪＡＣ亀山

4 1723 冨田　祐里 (6) ﾄﾐﾀ ﾕﾘ ＪＡＣ亀山

5 8 宮川SC 62.57 1 2244 小倉　宏美 (6) ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ 宮川ＳＣ

2 2246 堀井　美咲 (6) ﾎﾘｲ ﾐｻｷ 宮川ＳＣ

3 2245 岡田　　星 (6) ｵｶﾀﾞ ｱｶﾘ 宮川ＳＣ

4 2247 鳥山ほのか (6) ﾄﾘﾔﾏ ﾎﾉｶ 宮川ＳＣ

6 7 島ヶ原 62.86 1 3657 留永　真弓 (5) ﾄﾒﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ 島ヶ原

2 3658 川向　志季 (6) ｶﾜﾑｶｲ ｼｷ 島ヶ原

3 3659 川向　伶実 (6) ｶﾜﾑｶｲ ﾚﾐ 島ヶ原

4 3660 豊味璃緒奈 (6) ﾄﾖﾐ ﾘｵﾅ 島ヶ原

7 2 桃取 66.54 1 2012 中山　夏実 (6) ﾅｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 桃　取

2 2001 浜口　由依 (5) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｲ 桃　取

3 1995 斎藤　千穂 (5) ｻｲﾄｳ ﾁﾎ 桃　取

4 1999 濱口　佳子 (5) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｺ 桃　取

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 5 川越陸上少 56.99 q 1 453 北村　汐音 (5) ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾝ 川越陸上少

2 450 石黒　陽菜 (5) ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙﾅ 川越陸上少

3 448 畑中　理良 (6) ﾊﾀﾅｶ ﾘﾗ 川越陸上少

4 443 伊東　静香 (6) ｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 川越陸上少

2 7 藤原陸上ク 61.44 1 117 三羽　秀奈 (5) ｻﾝﾊﾟ ﾋﾅ 藤原陸上ク

2 112 宮木　結菜 (6) ﾐﾔｷ ﾕｲﾅ 藤原陸上ク

3 115 林　由希菜 (6) ﾊﾔｼ ﾕｷﾅ 藤原陸上ク

4 111 畑中　涼帆 (6) ﾊﾀﾅｶ ｽｽﾞﾎ 藤原陸上ク

3 6 国府スポ少-B 61.74 1 1252 南部　真佑 (6) ﾅﾝﾌﾞ ﾏﾕ 国府スポ少

2 1245 石野　　琳 (6) ｲｼﾉ ﾘﾝ 国府スポ少

3 1251 仲谷　友希 (6) ﾅｶﾔ ﾕｷ 国府スポ少

4 1247 木村　　愛 (6) ｷﾑﾗ ｱｲ 国府スポ少

4 3 郡山-A 61.76 1 3967 市川　舞弥 (6) ｲﾁｶﾜﾏｲﾔ 郡　山

2 3969 遠藤　愛花 (6) ｴﾝﾄﾞｳｱｲｶ 郡　山

3 3975 鈴木　紘子 (6) ｽｽﾞｷﾋﾛｺ 郡　山

4 3973 樋口　奈桜 (6) ﾋｸﾞﾁﾅｵｳ 郡　山

5 2 玉城陸上ク 63.15 1 1179 江島あかね (6) ｴｼﾞﾏ ｱｶﾈ 玉城陸上ク

2 1178 中村紗里奈 (6) ﾅｶﾑﾗ ｻﾘﾅ 玉城陸上ク

3 1175 小林恵梨子 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｺ 玉城陸上ク

4 1177 中西　琴音 (6) ﾅｶﾆｼ ｺﾄﾈ 玉城陸上ク

6 4 有緝 64.78 1 3435 三津山美有 (6) ﾐﾂﾔﾏ ﾐﾕ 有　緝

2 3422 坂口　由莉 (6) ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾘ 有　緝

3 3423 島田亜由美 (6) ｼﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 有　緝

4 3425 須賀浦茜里 (6) ｽｶﾞｳﾗ ｱｶﾘ 有　緝

7 8 鏡浦-A 67.80 1 2057 山口　怜奈 (6) ﾔﾏｸﾞﾁﾚﾅ 鏡　浦

2 2059 中村　留菜 (6) ﾅｶﾑﾗﾙﾅ 鏡　浦

3 2055 濱口　紗妃 (6) ﾊﾏｸﾞﾁｻｷ 鏡　浦

4 2058 木村　紅巴 (6) ｷﾑﾗｸﾚﾊ 鏡　浦

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

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 7 厚生陸上ク 57.51 q 1 1024 山村　琴音 (6) ﾔﾏﾑﾗ ｺﾄﾈ 厚生陸上ク

2 1021 迫本　紘奈 (6) ﾊｻﾓﾄ ﾋﾛﾅ 厚生陸上ク

3 1018 小岸　香菜 (6) ｺｷﾞｼ ｶﾅ 厚生陸上ク

4 1023 原　　朋伽 (6) ﾊﾗ ﾄﾓｶ 厚生陸上ク

2 4 笹尾AC 61.27 1 94 伊藤　満希 (5) ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 笹尾ＡＣ

2 92 芳野　帆風 (6) ﾖｼﾉ ﾎﾉｶ 笹尾ＡＣ

3 93 石川　貴恵 (5) ｲｼｶﾜ ｷｴ 笹尾ＡＣ

4 91 伊東　君恵 (6) ｲﾄｳ ｷﾐｴ 笹尾ＡＣ

3 6 一ノ宮 61.78 1 3925 亀井　葉月 (6) ｶﾒｲﾊﾂﾞｷ 一ノ宮

2 3927 長谷川優香　 (6) ﾊｾｶﾞﾜﾕｳｶ 一ノ宮

3 3926 岡田　夏澄 (6) ｵｶﾀﾞｶｽﾐ 一ノ宮

4 3928 寺尾見識妙 (6) ﾃﾗｵｹﾝｼｷﾐｮｳ 一ノ宮

4 5 三浜複合-A 62.38 1 1600 永田明日香 (5) ﾅｶﾞﾀｱｽｶ 三浜複合

2 1599 小菅　君佳 (5) ｺｽｹﾞｷﾐｶ 三浜複合

3 1595 石田　千絵 (5) ｲｼﾀﾞﾁｴ 三浜複合

4 1593 和田有香子 (6) ﾜﾀﾞﾕｶｺ 三浜複合

5 2 答志 63.10 1 1960 橋本　まこ (6) ﾊｼﾓﾄ ﾏｺ 答　志

2 1970 勢力　瑠々 (5) ｾｲﾘｷ ﾙﾙ 答　志

3 1969 中村　莉子 (5) ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ 答　志

4 1963 中村　南月 (6) ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 答　志

6 3 上御糸 68.60 1 2273 西川　依里 (6) ﾆｼｶﾜ ｴﾘ 上御糸

2 2275 東海林瞳子 (6) ｼｮｳｼﾞ ﾄｳｺ 上御糸

3 2272 青木　涼夏 (6) ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 上御糸

4 2274 前田　悠菜 (6) ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ 上御糸

8 長田 DSQ,*R3 1 3669 榎並　由妃 (6) ｴﾅﾐ ﾕｷ 長　田

2 3671 前川　実穂 (6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾐﾎ 長　田

3 3673 花園 ｲﾂﾞﾐ (5) ﾊﾅｿﾞﾉ ｲﾂﾞﾐ 長　田

4 3670 バエナユミ (6) ﾊﾞｴﾅ ﾕﾐ 長　田

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 4 修道 57.59 q 1 3385 小宮　鈴香 (6) ｺﾐﾔ ﾘﾝｶ 修　道

2 3387 中西　沙和 (6) ﾅｶﾆｼ ｻﾜ 修　道

3 3384 大西　紗矢 (6) ｵｵﾆｼ ｻﾔ 修　道

4 3386 齋藤　紫衣 (6) ｻｲﾄｳ ｼｴ 修　道

2 5 南勢ＡＣ-A 60.18 1 1668 舌古　優花 (6) ｾﾞｯｺ ﾕｳｶ 南勢ＡＣ

2 1671 山本　有紀 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 南勢ＡＣ

3 1677 萩原　一夏 (6) ﾊｷﾞﾊﾗ ｲﾂｶ 南勢ＡＣ

4 1670 向城　千夏 (6) ﾑｶｲｼﾞｮｳ ﾁﾅﾂ 南勢ＡＣ

3 6 国崎 61.80 1 1810 村山　綾花 (5) ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 国　崎

2 1813 村山　優里 (6) ﾑﾗﾔﾏ ﾕﾘ 国　崎

3 1812 坂口　妃奈 (6) ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅ 国　崎

4 1811 大田　玲菜 (6) ｵｵﾀ ﾚｲﾅ 国　崎

4 7 山室山 64.66 1 2349 澤井　佳奈 (5) ｻﾜｲ ｶﾅ 山室山

2 2348 高田　彩永 (6) ﾀｶﾀﾞ ｻｴ 山室山

3 2346 小山　紗希 (6) ｺﾔﾏ ｻｷ 山室山

4 2347 三宅　亜紀 (6) ﾐﾔｹ ｱｷ 山室山

5 8 大山田 64.81 1 3627 堀　　露水 (5) ﾎﾘ ﾂﾕﾐ 大山田

2 3629 福岡　　純 (6) ﾌｸｵｶ ｼﾞｭﾝ 大山田

3 3625 福積　綾美 (5) ﾌｸﾂﾞﾐ ｱﾔﾐ 大山田

4 3628 伊藤　風香 (6) ｲﾄｳ ﾌｳｶ 大山田

6 3 郡山-B 68.59 1 3947 柴田　玲名 (6) ｼﾊﾞﾀﾚｲﾅ 郡　山

2 3968 遠藤　優希 (6) ｴﾝﾄﾞｳﾕｳｷ 郡　山

3 3970 寺前　かの (6) ﾃﾗﾏｴｶﾉ 郡　山

4 3976 冨井　静華 (6) ﾄﾐｲｼｽﾞｶ 郡　山

2 三浜複合-B DSQ,*R1 1 1598 久保友羽子 (5) ｸﾎﾞﾕｳｺ 三浜複合

2 1597 市川　夏海 (5) ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ 三浜複合

3 1591 金子奈津希 (6) ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 三浜複合

4 1592 佐田　瑞奈 (6) ｻﾀﾞﾐｽﾞﾅ 三浜複合

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

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 4 朝日陸上少 58.18 q 1 391 栗田　紗季 (6) ｸﾘﾀ ｻｷ 朝日陸上少

2 392 山本　真鼓 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 朝日陸上少

3 390 垣内　詩帆 (6) ｶｲﾄ ｼﾎ 朝日陸上少

4 393 渡辺　莉世 (6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｾ 朝日陸上少

2 5 北浜陸上ク 59.52 1 974 森谷梨花子 (6) ﾓﾘﾀﾆ ﾘｶｺ 北浜陸上ク

2 975 佐々木香奈 (6) ｻｻｷ ｶﾅ 北浜陸上ク

3 973 竹本　百花 (6) ﾀｹﾓﾄ ﾓﾓｶ 北浜陸上ク

4 972 岡村亜里沙 (6) ｵｶﾑﾗ ｱﾘｻ 北浜陸上ク

3 2 鈴鹿ＡＣ-B 63.66 1 526 川口　稜未 (6) ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾔﾐ 鈴鹿ＡＣ

2 521 後藤　由妃 (6) ｺﾞﾄｳ　ﾕｳﾋ 鈴鹿ＡＣ

3 542 川口　愛未 (5) ｶﾜｸﾞﾁ ｱｲﾐ 鈴鹿ＡＣ

4 522 佐々木実優 (6) ｻｻｷ　ﾐﾕ 鈴鹿ＡＣ

4 8 いなべTFC 64.20 1 67 奥岡　果奈 (5) ｵｸｵｶ　ｶﾅ いなべTFC

2 51 佐藤　朱華 (5) ｻﾄｳ ｱﾔｶ いなべTFC

3 50 和波　真由 (5) ﾜﾅﾐ　ﾏﾕ いなべTFC

4 52 山下みらの (5) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾗﾉ いなべTFC

5 9 松尾 67.58 1 2379 花本　由加 (5) ﾊﾅﾓﾄ ﾕｶ 松　尾

2 2381 深田梨沙子 (5) ﾌｶﾀ ﾘｻｺ 松　尾

3 2382 前川　紗歩 (5) ﾏｴｶﾞﾜ ｻﾎ 松　尾

4 2380 坂山　美月 (5) ｻｶﾔﾏ ﾐﾂｷ 松　尾

6 3 鏡浦-C 75.09 1 2062 山本　彩葉 (5) ﾔﾏﾓﾄｲﾛﾊ 鏡　浦

2 2063 久保田鈴菜 (5) ｸﾎﾞﾀｽｽﾞﾅ 鏡　浦

3 2056 尾﨑　友香 (6) ｵｻﾞｷﾕｳｶ 鏡　浦

4 2066 杉原　真海 (5) ｽｷﾞﾊﾗﾏﾅﾐ 鏡　浦

6 一志Beast-B DSQ,*R2 1 1525 草野　愛梨 (6) ｸｻﾉ ｱｲﾘ 一志Beast

2 1534 中村　巴南 (5) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 一志Beast

3 1526 齋藤　真帆 (6) ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 一志Beast

4 1521 岡田　真英 (6) ｵｶﾀﾞ ﾏｴ 一志Beast

DNS 7 和具 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 4 一志Beast-A 57.19 q 1 1523 奥村日菜子 (6) ｵｸﾑﾗ ﾋﾅｺ 一志Beast

2 1519 飯田　彩乃 (6) ｲｲﾀﾞ ｱﾔﾉ 一志Beast

3 1520 太田　美穂 (6) ｵｵﾀ ﾐﾎ 一志Beast

4 1530 森中　若菜 (6) ﾓﾘﾅｶ ﾜｶﾅ 一志Beast

2 6 楠陸上Ｊｒ 61.39 1 329 杉野　利恵 (6) ｽｷﾞﾉ ﾘｴ 楠陸上Jｒ

2 327 坂倉　央子 (6) ｻｶｸﾗ ﾋﾛｺ 楠陸上Jｒ

3 325 石田　真央 (6) ｲｼﾀﾞ ﾏｵ 楠陸上Jｒ

4 328 佐藤　香南 (6) ｻﾄｳ ｶﾅ 楠陸上Jｒ

3 5 てい水 64.17 1 2104 関守　美咲 (5) ｾｷﾓﾘﾐｻｷ てい水

2 2106 丸島　エミ (5) ﾏﾙｼﾏｴﾐ てい水

3 2105 只腰　千夏 (5) ﾀﾀﾞｺｼﾁﾅﾂ てい水

4 2107 前川　未玖 (5) ﾏｴｶﾞﾜﾐｸ てい水

4 3 鳥羽 64.53 1 4058 中本　　茜 (6) ﾅｶﾓﾄ ｱｶﾈ 鳥　羽

2 4060 森下　朱音 (6) ﾓﾘｼﾀ ｱｶﾈ 鳥　羽

3 4057 荒川　真帆 (6) ｱﾗｶﾜ ﾏﾎ 鳥　羽

4 4056 岩橋　佐和 (6) ｲﾜﾊｼ ｻﾜ 鳥　羽

5 8 南勢ＡＣ-B 67.33 1 1679 林　　珠里 (6) ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾘ 南勢ＡＣ

2 1681 西本　奈央 (6) ﾆｼﾓﾄ ﾅｵ 南勢ＡＣ

3 1672 内山　朋美 (6) ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾐ 南勢ＡＣ

4 1682 浜川　真穂 (6) ﾊﾏｶﾜ ﾏﾎ 南勢ＡＣ

6 2 大山田AC 68.12 1 2574 中世古祥恵 (5) ﾅｶｾｺ ﾖｼｴ 大山田ＡＣ

2 2576 水谷　百花 (6) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾓｶ 大山田ＡＣ

3 2580 小林　璃紗 (6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 大山田ＡＣ

4 2585 重丸　晴菜 (6) ｼｹﾞﾏﾙ ﾊﾙﾅ 大山田ＡＣ

DNS 7 伊賀ＴＣ DNS

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



女子　４×１００ｍＲ

7月5日 13:30 予選   

県小学生記録 (KE)       53.88     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002        7月5日 16:55 決勝   

　　大会記録 (GR)       54.85     南勢陸上ク・伊勢市 (薮野・前田・佐藤・中村)                 2002(第18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 4 南勢陸上ク-A 55.28 1 837 佐久間香奈 (6) ｻｸﾏｶﾅ 南勢陸上ク

2 839 下　　浩子 (6) ｼﾓﾋﾛｺ 南勢陸上ク

3 890 栂坂つぐみ (5) ﾄｶﾞｻｶﾂｸﾞﾐ 南勢陸上ク

4 847 西田　有沙 (6) ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ 南勢陸上ク

2 7 一志Beast-A 56.35 1 1523 奥村日菜子 (6) ｵｸﾑﾗ ﾋﾅｺ 一志Beast

2 1519 飯田　彩乃 (6) ｲｲﾀﾞ ｱﾔﾉ 一志Beast

3 1520 太田　美穂 (6) ｵｵﾀ ﾐﾎ 一志Beast

4 1530 森中　若菜 (6) ﾓﾘﾅｶ ﾜｶﾅ 一志Beast

3 5 川越陸上少 56.48 1 453 北村　汐音 (5) ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾝ 川越陸上少

2 450 石黒　陽菜 (5) ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾙﾅ 川越陸上少

3 448 畑中　理良 (6) ﾊﾀﾅｶ ﾘﾗ 川越陸上少

4 443 伊東　静香 (6) ｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 川越陸上少

4 8 修道 57.30 1 3385 小宮　鈴香 (6) ｺﾐﾔ ﾘﾝｶ 修　道

2 3387 中西　沙和 (6) ﾅｶﾆｼ ｻﾜ 修　道

3 3384 大西　紗矢 (6) ｵｵﾆｼ ｻﾔ 修　道

4 3386 齋藤　紫衣 (6) ｻｲﾄｳ ｼｴ 修　道

5 6 厚生陸上ク 58.01 1 1024 山村　琴音 (6) ﾔﾏﾑﾗ ｺﾄﾈ 厚生陸上ク

2 1021 迫本　紘奈 (6) ﾊｻﾓﾄ ﾋﾛﾅ 厚生陸上ク

3 1018 小岸　香菜 (6) ｺｷﾞｼ ｶﾅ 厚生陸上ク

4 1023 原　　朋伽 (6) ﾊﾗ ﾄﾓｶ 厚生陸上ク

6 2 朝日陸上少 58.03 1 391 栗田　紗季 (6) ｸﾘﾀ ｻｷ 朝日陸上少

2 392 山本　真鼓 (6) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 朝日陸上少

3 390 垣内　詩帆 (6) ｶｲﾄ ｼﾎ 朝日陸上少

4 393 渡辺　莉世 (6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｾ 朝日陸上少

7 9 佐八陸上ク 58.55 1 779 山本　早絵 (6) ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐八陸上ク

2 777 廣　　舞佳 (6) ﾋﾛ ﾏｲｶ 佐八陸上ク

3 776 中村　沙彩 (6) ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 佐八陸上ク

4 771 岩井祐希奈 (6) ｲﾜｲ ﾕｷﾅ 佐八陸上ク

3 松阪Jr陸上 DSQ,*R2 1 2317 西山　遥香 (6) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ 松阪Jr陸上

2 2320 西井　彩香 (6) ﾆｼｲ ｱﾔｶ 松阪Jr陸上

3 2319 西田　奈央 (6) ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ 松阪Jr陸上

4 2316 田中　杏沙 (6) ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ 松阪Jr陸上

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


