
2010年10月16日(土) 大会名 第１５回三重県小学生クラブ対抗選手権大会　 大会コード　 １０２４００１０
第５回三重県小学生リレー選手権大会　 トラック審判長 和田 靖

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場コード　 ２４１０１０ 跳 躍 審 判 長 大河内義弘

主催団体名 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 投 て き 審 判 長 大河内義弘

（財）三重県体育協会・伊勢市・伊勢市教育委員会 招 集 所 審 判 長 行 方 保

男子の部 記 録 主 任 山本 勇人
日付 種目

中村　唯杜 (3) 9.27 松尾　結世 (3) 9.38 後藤　　開 (3) 9.38 永洞　和季 (3) 9.58 上嶋　大介 (3) 9.66 古尾　洸介 (3) 9.67

３年６０ｍ

風：+0.8 山西　勇介 (3) 9.38 鳥尾　英紀 (3) 9.67

４年６０ｍ 村田浩太朗 (4) 8.78 山本　俊哉 (4) 8.81 松本　考立 (4) 8.96 濱口　翔吾 (4) 9.12 古谷　新太 (4) 9.15 森　　辰好 (4) 9.16 宇留田竜希 (4) 9.33 井上　翔太 (4) 9.43

風：+1.1 GR GR

５年１００ｍ 久保倉佳吾 (5) 13.79 上山　紘輝 (5) 13.89 佐藤　智博 (5) 13.98 小塩　陸斗 (5) 14.12 永洞　郁也 (5) 14.17 飯田　竜平 (5) 14.19 大野　航希 (5) 14.35 林　龍一郎 (5) 14.42

風：+0.7

６年１００ｍ 近藤光一郎 (6) 12.16 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ (6) 12.30 吉田　雷希 (6) 12.34 阪倉　慶一 (6) 12.78 小林　俊介 (6) 13.04 中脇　裕也 (6) 13.17 山本　有人 (6) 13.35 金子　将也 (6) 13.35

風：+1.8 KE GR GR

上村　直也 (6) 4.59.18 高橋　朋希 (6) 5.00.38 西井　翔馬 (6) 5.00.69 出島　典斗 (6) 5.00.73 坂口　登河 (6) 5.03.69 星野　哲宏 (6) 5.05.27 和氣　幸城 (6) 5.05.96 岸田　知也 (6) 5.09.17

８０ｍＨ 藤村　祥太 (6) 12.67 田中　元生 (6) 12.75 濵野　麗王 (6) 12.79 草野　澪也 (6) 13.01 浜地飛有哉 (5) 13.34 内田　大賀 (6) 13.39 八代　貢輝 (6) 13.53 秦　　駿介 (6) 13.63

風：+1.5

助田　卓弥 (6) 1m30 山下　拓人 (6) 1m30 出口　史弥 (6) 1m25 横井　友哉 (6) 1m25 坂倉　大輝 (6) 1m25 金光　弘希 (5) 1m20 城山　奨依 (5) 1m15

瓜生　祥大 (6) 1m15

多気:多気ＲＣ

津:一志Beast
10月16日

松阪:松阪Jr陸上 志摩:ClubEggs 伊賀:ゆめが丘RC

桑員:北勢ＲＣ志摩:ClubEggs

松阪:松阪Jr陸上

多気:津田 伊勢:南勢陸上ク

三泗:川越陸上少

鈴鹿:一ノ宮

三泗:川越陸上少 三泗:保々ＲＣ 三泗:楠陸上Jｒ

三泗:楠陸上Jｒ 伊勢:厚生ＡＣ 桑員:北勢ＲＣ 鈴鹿:ASSA-TC
10月16日

熊野:熊野ＲＣ

三泗:川越陸上少

多気:多気ＲＣ

津:一志Beast

桑員:大山田ＡＣ 多気:津田

伊勢:南勢陸上ク

三泗:川越陸上少

津:津陸上ク 志摩:ClubEggs

津:一志Beast

志摩:ClubEggs

志摩:和具

三泗:川越陸上少

度会:大紀

10月16日
三泗:楠陸上Jｒ

10月16日
伊勢:南勢陸上ク

志摩:ClubEggs

１５００ｍ

2位

三重陸上競技協会・三重県・三重県教育委員会

3位

三泗:川越陸上少松阪:松阪Jr陸上

10月16日
桑員:北勢ＲＣ 三泗:ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

伊勢:北浜陸上ク 伊勢:北浜陸上ク

決　勝 一 覧 表

陸協名

4位 5位 6位 7位1位 8位

期　日

伊勢:南勢陸上ク

鈴鹿:一ノ宮 三泗:朝日陸上少 亀山:ＪＡＣ亀山

10月16日
鈴鹿:ASSA-TC伊勢:佐八陸上ク

三泗:川越陸上少

伊勢:南勢陸上ク三泗:楠陸上Jｒ

亀山:ＪＡＣ亀山 三泗:川越陸上少

桑員:北勢ＲＣ

瓜 祥大 ( )

伊藤　　直 (6) 1m15

三泗:楠陸上Jｒ

飯田　幹大 (5) 1m15

三泗:保々ＲＣ

西川　悠真 (6) 4m85 田村　瞭太 (6) 4m58 小寺　啓太 (6) 4m55 寺本　拓真 (6) 4m52 植村五輪人 (6) 4m38 刀根　歩夢 (6) 4m35 井戸本尚也 (6) 4m27 中村　拓真 (6) 4m26

(0.0) (+1.3) (+1.9) (+1.2) (+1.9) (+1.9) (+0.3) (+0.6)

村林　　上 (6) 62m89 中岡　誉明 (6) 58m20 中村　京平 (6) 58m00 永濱　大裕 (6) 56m02 荒木　勇人 (6) 51m31 名田悠一郎 (6) 50m23 平山　貴大 (6) 49m36 永井　寿樹 (5) 44m32

52.91 53.21 54.30 54.45 54.66 55.15 55.16 58.78

古田　雄也 (6) 飯田　竜平 (5) 逵　　彰太 (6) 田中　琢馬 (6) 川端　利紀 (6) 横井　奎哉 (6) 山川　大輝 (6) 植村五輪人 (6)

坂倉　大輝 (6) 秦　　駿介 (6) 亀田　智大 (6) 竹内　秀成 (6) 村林　　上 (6) 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ (6) 大北　知哉 (6) 加藤　昂星 (6)

出口　史弥 (6) 寺本　拓真 (6) 中村　拓真 (6) 泉谷　充希 (6) 山本　　龍 (6) 片山　雄登 (6) 山下　和希 (6) 箕成　　響 (6)

近藤光一郎 (6) 八代　貢輝 (6) 小林　俊介 (6) 竹内　啓人 (6) 明比　　瞭 (6) 大野　純一 (6) 井戸本尚也 (6) 藤村　祥太 (6)

56.15 56.76 56.87 58.27 58.48 58.82 59.86 1.00.12

村田　有唯 (5) 西田　舞衣 (5) 末崎　麗菜 (5) 松永妃那子 (5) 北川　　和 (5) 水谷　静那 (5) 竹森　希愛 (4) 市原　佳奈 (5)

池野みさき (5) 梶野　　杏 (5) 久留　慶子 (5) 加藤　菜未 (5) 宮村　桃子 (5) 小澤　奈央 (5) 中野　楓果 (5) 澤井　梨華 (5)

村田浩太朗 (4) 上村　泰希 (5) 伊藤　　諒 (5) 東側　　新 (5) 坪井　裕稀 (5) 森　　辰好 (4) 上田　章博 (4) 福井　優作 (5)

上山　紘輝 (5) 大野　航希 (5) 佐藤　智博 (5) 前川　斉幸 (5) 鳥尾　宏樹 (5) 前岨　瞭吾 (4) 松本　考立 (4) 元井　光星 (5)

凡例　 ＫＥ：県小学生記録　　ＧＲ:大会記録    

女子の部
日付 種目

３年６０ｍ 野嶋　瑞葉 (3) 9.39 河村　莉子 (3) 9.80 堂岡　新菜 (3) 9.82 小寺　涼果 (3) 9.89 辻　　歩理 (3) 10.06 石原　菜月 (3) 10.13 浜地　晴帆 (3) 10.18 松岡　由起 (3) 10.22

風：+0.5 KE GR

４年６０ｍ 加藤　望玖 (4) 9.02 今井　茉裕 (4) 9.26 吉田二千翔 (4) 9.29 日紫喜由璃 (4) 9.34 福本さくら (4) 9.44 前田　未来 (4) 9.49 森本　奈那 (4) 9.58 河俣　実来 (4) 9.97

伊賀:ゆめが丘RC-A

多気:多気RC 松阪:松阪Jr陸上-A

伊勢:南勢陸上ク-A 桑員:大山田AC-A 津:一志Beast-A松阪:松阪Jr陸上-A

10月16日

10月16日
伊勢:佐八陸上ク

2位

10月16日

４×１００ｍＲ10月16日

混成
　4×100ｍＲ

伊勢:佐八陸上ク

桑員:北勢RC-A

3位

ボール投

4位1位

伊勢:北浜陸上ク

10月16日 走高跳
三泗:楠陸上Jｒ

伊賀:ゆめが丘RC

多気:多気ＲＣ

三泗:楠陸上Jｒ

度会:内城田ＳＣ

三泗:内部陸上少

津:一志Beast

伊勢:南勢陸上ク

多気:多気RC-A 三泗:川越陸上少

伊勢:佐八陸上ク-A 津:津陸上ク

10月16日

三泗:川越陸上少

三泗:川越陸上少

5位 6位

伊勢:南勢陸上ク-B

伊勢:SMAC陸上ク

三泗:川越陸上少

伊勢:南勢陸上ク-A度会:内城田SC-A

津:津陸上ク

桑員:大山田ＡＣ三泗:ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

8位7位

10月16日 走幅跳
津:一志Beast 津:美杉陸上ク 伊勢:南勢陸上ク

伊賀:ゆめが丘RC

鳥羽:桃取 三泗:ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ志摩:志摩陸上ク伊勢:北浜陸上ク

年 藤 今井 裕 翔 紫喜 璃 本 未 森本 俣

風：+2.0 KE GR

５年１００ｍ 松村　圭純 (5) 13.58 宮村　桃子 (5) 13.86 小寺　彩花 (5) 13.99 池野みさき (5) 14.03 久野　七海 (5) 14.56 梶野　　杏 (5) 14.56 加藤　　京 (5) 14.80 加藤　菜未 (5) 15.17

風：+1.6 KE GR GR

６年１００ｍ 柴原有里加 (6) 13.76 鈴木　理奈 (6) 13.80 田口　遥香 (6) 13.91 上野　菜稚 (6) 13.95 森本　美南 (6) 14.00 中村　由依 (6) 14.48 元井　理緒 (6) 14.53 小寺　まり (6) 14.67

風：+0.4

山下　紗季 (6) 5.08.66 伊藤　麻有 (6) 5.22.49 井後　咲菜 (6) 5.29.25 奥田　幸弓 (5) 5.30.46 端野　　愛 (6) 5.34.76 中西　七海 (6) 5.37.64 吉川　茉希 (6) 5.38.55 小林　由佳 (6) 5.40.47

８０ｍＨ 森　　美波 (6) 13.80 関　　彩花 (6) 14.01 野崎日向子 (6) 14.22 荒木　南奈 (6) 14.30 小林　　華 (5) 14.56 須田　有香 (6) 14.71 岩間日向子 (6) 15.06 佐川紗弥圭 (6) 15.14

風：+0.8

中出　里央 (6) 1m32 山本　美結 (6) 1m25 成松万里菜 (6) 1m25 前村　絢音 (5) 1m20 伊藤　　涼 (6) 1m20 前田　珠野 (6) 1m20 田口　夏帆 (6) 1m20 牛丸日花里 (6) 1m15

GR

浅野　玲奈 (5) 4m19 久保　梓紗 (6) 4m13 山下　実南 (6) 4m09 星山　紗来 (6) 4m06 梶　　瑞貴 (6) 4m03 林　　万葉 (6) 3m91 辻村　菜都 (6) 3m91 阪本　百音 (6) 3m86

亀山:ＪＡＣ亀山 (+1.5) 伊勢:厚生ＡＣ (+1.9) 度会:内城田ＳＣ (+1.5) 桑員:大山田ＡＣ (+1.1) 桑員:北勢ＲＣ (+0.7) 三泗:楠陸上Jｒ (+2.6) 伊勢:南勢陸上ク (+1.7) 志摩:ClubEggs (+3.0)

堀内　美里 (6) 47m37 奥田　彩乃 (6) 41m34 中村みのり (5) 40m85 東　亜沙奈 (5) 39m71 藤井はるか (6) 38m79 関谷知菜未 (6) 35m53 西田　千尋 (6) 34m73 藤原　史織 (6) 34m26

55.25 55.57 55.71 56.22 57.06 57.49 58.39 59.40

山本　美結 (6) 長岡　莉湖 (6) 森　　美波 (6) 小林　　華 (5) 井後　咲菜 (6) 中川　未麗 (6) 藤井はるか (6) 長谷川千晶 (6)

大西　史織 (6) 中出　里央 (6) 鈴木　理奈 (6) 仲谷　怜奈 (6) 田口　遥香 (6) 久保　梓紗 (6) 柴原有里加 (6) 森　　幸香 (5)

山下　実南 (6) 世古口奈々 (6) 荒木　南奈 (6) 濱口　朋実 (6) 川瀬理保子 (6) 前田　珠野 (6) 加藤　　京 (5) 早川　凛香 (6)

森本　美南 (6) 堀内　美里 (6) 関　　彩花 (6) 松村　圭純 (5) 中村　由依 (6) 小久保里紗 (6) 加藤　優依 (6) 成松万里菜 (6)

凡例　 ＫＥ：県小学生記録　　ＧＲ:大会記録    

１５００ｍ

ボール投

伊勢:南勢陸上ク 度会:内城田ＳＣ

公認3m85（+1.1）

伊賀:上野ＡＣ

10月16日 ４×１００ｍＲ

度会:内城田SC 伊勢:南勢陸上ク-A 三泗:川越陸上少 志摩:国府スポ少-A 桑員:北勢RC 伊勢:厚生AC

伊勢:南勢陸上ク三泗:保々ＲＣ 多気:津田

伊勢:厚生ＡＣ 三泗:川越陸上少 津:一志Beast三泗:三浜陸上

公認3m80（+1.2）

三泗:保々RC 三泗:楠陸上Jr

10月16日
伊勢:南勢陸上ク 三泗:川越陸上少 伊勢:厚生ＡＣ 熊野:熊野ＲＣ

10月16日 走幅跳

10月16日 走高跳
三泗:楠陸上Jｒ 伊勢:南勢陸上ク

津:一志Beast

津:津陸上ク

10月16日

10月16日

松阪:松阪Jr陸上

桑員:いなべTFC

桑員:北勢ＲＣ三泗:川越陸上少

10月16日

10月16日

津:一志Beast

松阪:松阪Jr陸上

津:一志Beast

三泗:川越陸上少 津:橋南スポク

津:一志Beast多気:多気ＲＣ志摩:国府スポ少

伊勢:南勢陸上ク

伊勢:北浜陸上ク

伊賀:伊賀ＴＣ

伊勢:南勢陸上ク

10月16日
津:美杉陸上ク

三泗:保々ＲＣ志摩:志摩陸上ク

度会:内城田ＳＣ三泗:川越陸上少

伊勢:南勢陸上ク 度会:内城田ＳＣ

桑員:北勢ＲＣ

伊勢:南勢陸上ク三泗:ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

度会:内城田ＳＣ

志摩:国府スポ少

三泗:川越陸上少

三泗:保々ＲＣ 桑員:北勢ＲＣ

多気:多気ＲＣ

伊勢:南勢陸上ク 三泗:川越陸上少三泗:川越陸上少三泗:川越陸上少

伊賀:ゆめが丘RC

度会:内城田ＳＣ


