
混成　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2004

大会記録(GR)            55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2009(第14回)

予選 6組0着＋8

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

1 3 北浜陸上ク-B 59.99 1 1009 村井　亜瑚 (4) ﾑﾗｲ ｱｺ 北浜陸上ク

2 1004 河俣　実来 (4) ｶﾜﾏﾀ ﾐｸ 北浜陸上ク

3 988 濱口　翔吾 (4) ﾊﾏｸﾞﾁｼｮｳｺﾞ 北浜陸上ク

4 986 古谷　新太 (4) ｺﾀﾆ ｱﾗﾀ 北浜陸上ク

2 4 ASSA-TC-A 1:00.07 1 553 佐藤　花音 (5) ｻﾄｳ ｶﾉﾝ ASSA-TC

2 551 伊藤エリカ (5) ｲﾄｳ ｴﾘｶ ASSA-TC

3 524 長谷川直央 (5) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ ASSA-TC

4 521 伊藤　彰真 (5) ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ ASSA-TC

3 5 大山田AC-B 1:00.70 1 1968 片岡那々美 (5) ｶﾀｵｶ ﾅﾅﾐ 大山田ＡＣ

2 1967 小原　菜穂 (5) ｵﾊﾗ ﾅﾎ 大山田ＡＣ

3 1950 小林　和真 (5) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 大山田ＡＣ

4 1949 堀田　聖尊 (5) ﾎｯﾀ ｷﾖﾀｶ 大山田ＡＣ

4 6 楠陸上Jr 1:02.64 1 335 杉本　好弥 (5) ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾐ 楠陸上Jｒ

2 334 河合　七海 (5) ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 楠陸上Jｒ

3 300 中川　征人 (5) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷﾄ 楠陸上Jｒ

4 299 丁　　悠熙 (5) ﾁｮﾝ ﾕﾋ 楠陸上Jｒ

5 2 JAC亀山-A 1:03.27 1 628 岩田あずさ (5) ｲﾜﾀ ｱｽﾞｻ ＪＡＣ亀山

2 616 篠原千奈津 (5) ｼﾉﾊﾗ ﾁﾅﾂ ＪＡＣ亀山

3 585 金子　大輝 (4) ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ ＪＡＣ亀山

4 587 寺西　智哉 (4) ﾃﾗﾆｼ ﾄﾓﾔ ＪＡＣ亀山

6 7 多気RC-B 1:08.58 1 863 小林明日美 (4) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 多気ＲＣ

2 1811 福永　芽生 (4) ﾌｸﾅｶﾞ ﾒｲ 多気ＲＣ

3 853 田中　悠貴 (4) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 多気ＲＣ

4 852 北村　勇人 (4) ｷﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 多気ＲＣ

8 津田 DSQ,R3 1 4323 阪口亜咲美 (5) ｻｶｸﾞﾁ ｱｻﾐ 津田

2 4324 関谷　莉緒 (5) ｾｷﾔ ﾘｵ 津田

3 4327 木本　結都 (5) ｷﾓﾄ ﾕｳﾄ 津田

4 4326 木本　遥都 (5) ｷﾓﾄ ﾊﾙﾄ 津田

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:20 予選

10月16日 16:20 決勝

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



混成　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2004

大会記録(GR)            55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2009(第14回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:20 予選

10月16日 16:20 決勝

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

1 6 南勢陸上ク-A 57.85 q 1 948 西田　舞衣 (5) ﾆｼﾀﾞ ﾏｲ 南勢陸上ク

2 946 梶野　　杏 (5) ｶｼﾞﾉ ﾓﾓ 南勢陸上ク

3 890 上村　泰希 (5) ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ 南勢陸上ク

4 891 大野　航希 (5) ｵｵﾉ ｺｳｷ 南勢陸上ク

2 4 南勢AC 1:00.84 1 1223 加藤茉亜理 (5) ｶﾄｳ ﾏｱﾘ 南勢ＡＣ

2 1234 山本　朝香 (5) ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 南勢ＡＣ

3 1843 山本　涼介 (5) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 南勢ＡＣ

4 1210 山本　晃大 (5) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 南勢ＡＣ

3 8 内城田SC-B 1:01.99 1 1196 吉田二千翔 (4) ﾖｼﾀﾞ ﾆﾁｶ 内城田ＳＣ

2 1194 福本さくら (4) ﾌｸﾓﾄ ｻｸﾗ 内城田ＳＣ

3 1158 登　　竜輝 (4) ﾉﾎﾞﾘ  ﾘｭｳｷ 内城田ＳＣ

4 1161 稲垣　壮紀 (4) ｲﾅｶﾞｷ ｿｳｷ 内城田ＳＣ

4 2 玉城陸上ク-A 1:02.21 1 1279 大森　愛由 (5) ｵｵﾓﾘ ｱﾕ 玉城陸上ク

2 1278 東　　琳香 (5) ｱｽﾞﾏ ﾘﾝｶ 玉城陸上ク

3 1301 高瀬　翔匠 (5) ﾀｶｾ ｶﾅﾙ 玉城陸上ク

4 1255 村林　正規 (5) ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 玉城陸上ク

5 3 石薬師RC 1:03.18 1 504 岸本　美海 (5) ｷｼﾓﾄ ﾐｳﾐ 石薬師ＲＣ

2 506 川北　陽菜 (4) ｶﾜｷﾀ ﾋﾅ 石薬師ＲＣ

3 489 市川　駿希 (5) ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝｷ 石薬師ＲＣ

4 488 神野　亮太 (5) ｶﾐﾉ ﾘｮｳﾀ 石薬師ＲＣ

6 7 志摩陸上ク-A 1:03.36 1 1370 西川　杏花 (4) ﾆｼｶﾜ ｷｮｳｶ 志摩陸上ク

2 1377 片山　和奈 (4) ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾅ 志摩陸上ク

3 1863 淺井　捷悟 (5) ｱｻｲ ｼｮｳｺﾞ 志摩陸上ク

4 1857 仲野　善八 (5) ﾅｶﾉ ｾﾞﾝﾔ 志摩陸上ク

7 5 三浜陸上 1:05.54 1 209 山下　海月 (4) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂｷ 三浜陸上

2 207 山本　愛美 (5) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 三浜陸上

3 199 佐藤　慎也 (5) ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 三浜陸上

4 197 伊藤　啓介 (5) ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 三浜陸上

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



混成　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2004

大会記録(GR)            55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2009(第14回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:20 予選

10月16日 16:20 決勝

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

1 6 一志Beast-A 59.48 q 1 680 市原　佳奈 (5) ｲﾁﾊﾗ ｶﾅ 一志Beast

2 677 澤井　梨華 (5) ｻﾜｲ ﾘｶ 一志Beast

3 674 福井　優作 (5) ﾌｸｲ ﾕｳｻｸ 一志Beast

4 673 元井　光星 (5) ﾓﾄｲ ｺｳｾｲ 一志Beast

2 5 南勢陸上ク-C 1:00.12 1 936 筒井　藍由 (4) ﾂﾂｲ ｱﾕ 南勢陸上ク

2 931 加藤　望玖 (4) ｶﾄｳ ﾐｸ 南勢陸上ク

3 875 井上　将大 (4) ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 南勢陸上ク

4 876 五島　快晴 (4) ｺﾞｼﾏ ｶｲｾｲ 南勢陸上ク

3 8 内城田SC-C 1:01.89 1 1186 福井　咲貴 (5) ﾌｸｲ ｻｷ 内城田ＳＣ

2 1185 枡田　綾世 (5) ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｾ 内城田ＳＣ

3 1159 栗原　昴希 (4) ｸﾘﾊﾗ ｺｳｷ 内城田ＳＣ

4 1162 山本　雄大 (4) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 内城田ＳＣ

4 4 松阪Jr陸上-B 1:03.26 1 804 金谷　晏衣 (4) ｶﾅﾔｱｲ 松阪Jr陸上

2 806 倉井　里萌 (4) ｸﾗｲﾘﾎ 松阪Jr陸上

3 827 山口銀次郎 (4) ﾔﾏｸﾞﾁｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 松阪Jr陸上

4 796 井上　翔太 (4) ｲﾉｳｴｼｮｳﾀ 松阪Jr陸上

5 2 玉城陸上ク-B 1:04.17 1 1286 西村悠里奈 (4) ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘﾅ 玉城陸上ク

2 1320 泉　　優花 (4) ｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 玉城陸上ク

3 1269 伊藤　和良 (4) ｲﾄｳ ﾁｶﾗ 玉城陸上ク

4 1270 藤川龍之亮 (4) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 玉城陸上ク

6 3 志摩陸上ク-B 1:05.92 1 1372 橋本　詩央 (4) ﾊｼﾓﾄ ｼｵ 志摩陸上ク

2 1378 西　　琴美 (4) ﾆｼ ｺﾄﾐ 志摩陸上ク

3 1338 橋本　大輝 (5) ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 志摩陸上ク

4 1350 山口　隼汰 (4) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾀ 志摩陸上ク

7 JAC亀山-C DSQ,R1 1 631 丹賀　遥奈 (4) ﾀﾝｶﾞ ﾊﾙﾅ ＪＡＣ亀山

2 615 丸橋　由佳 (5) ﾏﾙﾊﾞｼ ﾕｶ ＪＡＣ亀山

3 577 飛田　拓哉 (5) ﾄﾋﾞﾀ ﾀｸﾔ ＪＡＣ亀山

4 586 川合　　光 (4) ｶﾜｲ ﾋｶﾙ ＪＡＣ亀山

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



混成　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2004

大会記録(GR)            55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2009(第14回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:20 予選

10月16日 16:20 決勝

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

1 2 松阪Jr陸上-A 56.44 q 1 812 村田　有唯 (5) ﾑﾗﾀﾕｲ 松阪Jr陸上

2 809 池野みさき (5) ｲｹﾉﾐｻｷ 松阪Jr陸上

3 824 村田浩太朗 (4) ﾑﾗﾀｺｳﾀﾛｳ 松阪Jr陸上

4 789 上山　紘輝 (5) ｳｴﾔﾏｺｳｷ 松阪Jr陸上

2 5 大山田AC-A 57.39 q 1 1963 末崎　麗菜 (5) ｽｴｻﾞｷ ﾚｲﾅ 大山田ＡＣ

2 1964 久留　慶子 (5) ｸﾙ ｹｲｺ 大山田ＡＣ

3 1948 伊藤　　諒 (5) ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大山田ＡＣ

4 1947 佐藤　智博 (5) ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 大山田ＡＣ

3 3 厚生AC 1:00.78 1 1049 大西　真由 (5) ｵｵﾆｼ ﾏﾕ 厚生ＡＣ

2 1052 東端　日菜 (5) ﾄｳﾊﾞﾀ ﾋﾅ 厚生ＡＣ

3 1024 青木　拓麻 (5) ｱｵｷ ﾀｸﾏ 厚生ＡＣ

4 1025 平賀健太郎 (5) ﾋﾗｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 厚生ＡＣ

4 8 ASSA-TC-C 1:06.51 1 560 久保田志歩 (4) ｸﾎﾞﾀ ｼﾎ ASSA-TC

2 559 中村　有沙 (4) ﾅｶﾑﾗ ｱﾘｻ ASSA-TC

3 531 三谷　穂高 (4) ﾐﾀﾆ ﾎﾀﾞｶ ASSA-TC

4 523 中村　陸人 (5) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ ASSA-TC

5 7 SMAC陸上ク-B 1:07.67 1 4381 中村緋耀里 (4) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ SMAC陸上ク

2 4382 松本　　祭 (4) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾂﾘ SMAC陸上ク

3 4361 向井　孝典 (4) ﾑｶｲ ﾀｶﾉﾘ SMAC陸上ク

4 4357 武田　修希 (4) ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳｷ SMAC陸上ク

6 4 保々RC 1:07.76 1 1715 松田　　藍 (4) ﾏﾂﾀﾞ ﾗﾝ 保々ＲＣ

2 237 和氣　愛華 (4) ﾜｹ ｱｲｶ 保々ＲＣ

3 226 西村　健志 (4) ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ 保々ＲＣ

4 228 森　　飛翔 (4) ﾓﾘ ｱｽｶ 保々ＲＣ

6 笹尾AC DSQ,R1 1 84 中村　実菜 (4) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅ 笹尾ＡＣ

2 81 伊藤　百花 (4) ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 笹尾ＡＣ

3 61 大谷　智文 (4) ｵｵﾔ ﾄﾓﾌﾐ 笹尾ＡＣ

4 58 寺田雄一郎 (5) ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 笹尾ＡＣ

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



混成　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2004

大会記録(GR)            55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2009(第14回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:20 予選

10月16日 16:20 決勝

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

1 8 南勢陸上ク-B 59.04 q 1 952 松永妃那子 (5) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾅｺ 南勢陸上ク

2 947 加藤　菜未 (5) ｶﾄｳ ﾅﾐ 南勢陸上ク

3 900 東側　　新 (5) ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 南勢陸上ク

4 901 前川　斉幸 (5) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 南勢陸上ク

2 6 ゆめが丘RC-A 59.76 q 1 3328 竹森　希愛 (4) ﾀｹﾓﾘ ﾉｱ ゆめが丘RC

2 3327 中野　楓果 (5) ﾅｶﾉ ﾌｳｶ ゆめが丘RC

3 3313 上田　章博 (4) ｳｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ゆめが丘RC

4 3309 松本　考立 (4) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ ゆめが丘RC

3 2 内城田SC-A 1:00.61 1 1190 井戸本留実 (5) ｲﾄﾞﾓﾄ ﾙﾐ 内城田ＳＣ

2 1188 山本　亜美 (5) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 内城田ＳＣ

3 1157 中村　太誌 (5) ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼ 内城田ＳＣ

4 1155 古橋　　真 (5) ﾌﾙﾊｼ ﾏｺﾄ 内城田ＳＣ

4 4 北浜陸上ク-A 1:02.81 1 1003 戸上　栞那 (5) ﾄｶﾞﾐ ｶﾝﾅ 北浜陸上ク

2 999 辻　きらら (5) ﾂｼﾞ ｷﾗﾗ 北浜陸上ク

3 982 森田　　塁 (5) ﾓﾘﾀ ﾙｲ 北浜陸上ク

4 4522 濱千代啓斗 (5) ﾊﾏﾁﾖ ｹｲﾄ 北浜陸上ク

5 7 一志Beast-B 1:03.97 1 690 今井　一愛 (4) ｲﾏｲ ﾁﾅﾘ 一志Beast

2 691 太田　瑛美 (4) ｵｵﾀ ｴﾐ 一志Beast

3 688 安井　　弦 (4) ﾔｽｲ ｹﾞﾝ 一志Beast

4 684 宇留田竜希 (4) ｳﾙﾀ ﾘｭｳｷ 一志Beast

6 5 津陸上ク 1:05.30 1 720 小島　祐華 (4) ｺｼﾞﾏ ﾕｶ 津陸上ク

2 732 前田　未来 (4) ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 津陸上ク

3 724 武村　　廉 (4) ﾀｹﾑﾗ ﾚﾝ 津陸上ク

4 745 鈴木　健太 (4) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 津陸上ク

7 3 朝日陸上少 1:06.13 1 398 井下絵利加 (5) ｲﾉｼﾀ ｴﾘｶ 朝日陸上少

2 393 伊藤　　霞 (5) ｲﾄｳ ｶｽﾐ 朝日陸上少

3 368 安藤　嶺央 (5) ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 朝日陸上少

4 374 後藤　大輝 (4) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 朝日陸上少

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



混成　４×１００ｍＲ

県小学記録(KE)          55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2004

大会記録(GR)            55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2009(第14回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人

10月16日 13:20 予選

10月16日 16:20 決勝

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

1 3 多気RC-A 58.36 q 1 861 北川　　和 (5) ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 多気ＲＣ

2 862 宮村　桃子 (5) ﾐﾔﾑﾗ ﾓﾓｺ 多気ＲＣ

3 848 坪井　裕稀 (5) ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ 多気ＲＣ

4 849 鳥尾　宏樹 (5) ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ 多気ＲＣ

2 6 川越陸上少 58.36 q 1 464 水谷　静那 (5) ﾐｽﾞﾀﾆ ｾｲﾅ 川越陸上少

2 467 小澤　奈央 (5) ｵｻﾞﾜ ﾅｵ 川越陸上少

3 445 森　　辰好 (4) ﾓﾘ ﾀﾂﾖｼ 川越陸上少

4 443 前岨　瞭吾 (4) ﾏｴｿﾜ ﾘｮｳｺﾞ 川越陸上少

3 2 ゆめが丘RC-B 1:04.47 1 3329 島村　音羽 (4) ｼﾏﾑﾗ ﾄﾜ ゆめが丘RC

2 3331 眞見　千晴 (4) ﾏﾐ ﾁﾊﾙ ゆめが丘RC

3 3308 森井　健祐 (4) ﾓﾘｲ ｹﾝｽｹ ゆめが丘RC

4 3305 島村　栞太 (5) ｼﾏﾑﾗ ｶﾝﾀ ゆめが丘RC

4 7 ASSA-TC-B 1:04.80 1 558 松本　海音 (4) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵﾝ ASSA-TC

2 556 板持　愛華 (5) ｲﾀﾓﾁ ｱｲｶ ASSA-TC

3 526 宮路　陽大 (5) ﾐﾔｼﾞ ﾊﾙﾄ ASSA-TC

4 530 田中　　丈 (5) ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳ ASSA-TC

5 8 玉城陸上ク-C 1:05.33 1 1291 早川　朋実 (4) ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾐ 玉城陸上ク

2 1311 里中　未来 (5) ｻﾄﾅｶ ﾐｸ 玉城陸上ク

3 1259 松田　知大 (5) ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 玉城陸上ク

4 1256 森本　将光 (5) ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 玉城陸上ク

6 4 JAC亀山-B 1:07.14 1 624 大井　志麻 (5) ｵｵｲ ｼﾏ ＪＡＣ亀山

2 1793 岩﨑　優華 (4) ｲﾜｻｷ ﾕｳｶ ＪＡＣ亀山

3 2663 川島　鎌一 (4) ｶﾜｼﾏ ｹﾝｲﾁ ＪＡＣ亀山

4 580 天野　晏年 (5) ｱﾏﾉ ﾊﾙﾄ ＪＡＣ亀山

7 5 SMAC陸上ク-A 1:08.06 1 4372 瀨木みらの (5) ｾｷ ﾐﾗﾉ SMAC陸上ク

2 4378 奥田　愛里 (5) ｵｸﾀﾞ ｱｲﾘ SMAC陸上ク

3 4354 山本　寛登 (5) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ SMAC陸上ク

4 4351 河俣　和哉 (5) ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ SMAC陸上ク

凡例  DSQ:失格 R1:オーバーゾーン １→２ R3:オーバーゾーン ３→４
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県小学記録(KE)          55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2004

大会記録(GR)            55.13     南勢陸上ク・伊勢市(中西・橋爪・中西・曽根)2009(第14回)

審 判 長：和田　　靖

記録主任：山本　勇人
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10月16日 16:20 決勝

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(学年) カナ名 所属

1 6 松阪Jr陸上-A 56.15 1 812 村田　有唯 (5) ﾑﾗﾀﾕｲ 松阪Jr陸上

2 809 池野みさき (5) ｲｹﾉﾐｻｷ 松阪Jr陸上

3 824 村田浩太朗 (4) ﾑﾗﾀｺｳﾀﾛｳ 松阪Jr陸上

4 789 上山　紘輝 (5) ｳｴﾔﾏｺｳｷ 松阪Jr陸上

2 5 南勢陸上ク-A 56.76 1 948 西田　舞衣 (5) ﾆｼﾀﾞ ﾏｲ 南勢陸上ク

2 946 梶野　　杏 (5) ｶｼﾞﾉ ﾓﾓ 南勢陸上ク

3 890 上村　泰希 (5) ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ 南勢陸上ク

4 891 大野　航希 (5) ｵｵﾉ ｺｳｷ 南勢陸上ク

3 4 大山田AC-A 56.87 1 1963 末崎　麗菜 (5) ｽｴｻﾞｷ ﾚｲﾅ 大山田ＡＣ

2 1964 久留　慶子 (5) ｸﾙ ｹｲｺ 大山田ＡＣ

3 1948 伊藤　　諒 (5) ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 大山田ＡＣ

4 1947 佐藤　智博 (5) ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 大山田ＡＣ

4 9 南勢陸上ク-B 58.27 1 952 松永妃那子 (5) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾅｺ 南勢陸上ク

2 947 加藤　菜未 (5) ｶﾄｳ ﾅﾐ 南勢陸上ク

3 900 東側　　新 (5) ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 南勢陸上ク

4 901 前川　斉幸 (5) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 南勢陸上ク

5 8 多気RC-A 58.48 1 861 北川　　和 (5) ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 多気ＲＣ

2 862 宮村　桃子 (5) ﾐﾔﾑﾗ ﾓﾓｺ 多気ＲＣ

3 848 坪井　裕稀 (5) ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ 多気ＲＣ

4 849 鳥尾　宏樹 (5) ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ 多気ＲＣ

6 7 川越陸上少 58.82 1 464 水谷　静那 (5) ﾐｽﾞﾀﾆ ｾｲﾅ 川越陸上少

2 467 小澤　奈央 (5) ｵｻﾞﾜ ﾅｵ 川越陸上少

3 445 森　　辰好 (4) ﾓﾘ ﾀﾂﾖｼ 川越陸上少

4 443 前岨　瞭吾 (4) ﾏｴｿﾜ ﾘｮｳｺﾞ 川越陸上少

7 3 ゆめが丘RC-A 59.86 1 3328 竹森　希愛 (4) ﾀｹﾓﾘ ﾉｱ ゆめが丘RC

2 3327 中野　楓果 (5) ﾅｶﾉ ﾌｳｶ ゆめが丘RC

3 3313 上田　章博 (4) ｳｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ゆめが丘RC

4 3309 松本　考立 (4) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ ゆめが丘RC

8 2 一志Beast-A 1:00.12 1 680 市原　佳奈 (5) ｲﾁﾊﾗ ｶﾅ 一志Beast

2 677 澤井　梨華 (5) ｻﾜｲ ﾘｶ 一志Beast

3 674 福井　優作 (5) ﾌｸｲ ﾕｳｻｸ 一志Beast

4 673 元井　光星 (5) ﾓﾄｲ ｺｳｾｲ 一志Beast
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