
2017年9月2日 大会名 大会コード　 17230010 ト ラ ッ ク 審 判 長 和田　靖　

跳 躍 審 判 長 舩越　一彦

(一財)三重陸上競技協会　 コード２３ 投 て き 審 判 長 山本　浩武

(一財)三重陸上競技協会　 競技場名 招 集 所 審 判 長 向井　俊哉

競技場コード　 ２３３１００ ス タ ー ト 審 判 長 村島　正敏
記 録 主 任 岡田　和久

日付 種目

藤田　匠優(3) 9.73 白木　晴也(3) 9.80 水谷　太一(3) 9.94 池田　武蔵(3) 9.96 伊藤　碧希(3) 10.00 河村　尊童(3) 10.01 奥本　啓介(3) 10.06 上野　陽葵(3) 10.09
藤原陸上ク 朝日陸上少 石薬師ＲＣ 宮川Jr陸上 保々ＲＣ 志摩陸上ク 内城田ＳＣ YｳｴﾙﾈｽC
三浦　　響(4) 14.86 濱口恭大朗(4) 14.87 猿木　　渉(4) 14.94 木下　創介(4) 15.09 稲田　想大(4) 15.14 上田　涼平(4) 15.29 中村　恒介(4) 15.38 西村　空菜(4) 15.39
内城田ＳＣ いすずＵＫ 大台陸上ク 大台陸上ク 保々ＲＣ Ｊ＆Ｅ久居 松阪走塾 北浜陸上ク
門口　隼翔(5) 13.76 前川　真誉(5) 14.01 吉村　一歩(5) 14.16 福井　涼晟(5) 14.18 児波　　賢(5) 14.36 佐野　怜央(5) 14.41 北井　千景(5) 14.42 小川　碧斗(5) 15.01
ゆめが丘RC ゆめが丘RC 南勢陸上ク ゆめが丘RC 石薬師ＲＣ SMAC陸上ク 南勢陸上ク 石薬師ＲＣ
永安　正弥(6) 12.40 青谷　拓実(6) 12.75 下村　修司(6) 13.21 清水　皇誠(6) 13.33 髙島　　響(6) 13.54 森　　勇晟(6) 13.62 岡崎　　煌(6) 13.90 野田　琉笙(6) 14.05
名張クラブ 大山田AC 厚生ＡＣ 藤原陸上ク ゆめが丘RC 厚生ＡＣ 名張クラブ ゆめが丘RC
木内　桜澄(5) 2:31.05 竹中　啓悟(6) 2:31.23 岡田　和樹(6) 2:32.24 本巣　凌久(6) 2:36.33 新開　翔太(6) 2:36.71 南　　光汰(6) 2:37.05 刀根　大和(5) 2:37.15
ＪＡＣ亀山 上野ＡＣ 石薬師ＲＣ YｳｴﾙﾈｽC ASSA-TC 宮川Jr陸上 ﾁｰﾑG松陸
丹　慎之介(6) 13.33 菅原　雅晴(6) 13.45 矢形　文人(6) 13.52 石田　大翔(6) 13.57 山際　　匠(6) 14.29 松本　昊也(6) 14.29 安田　俊太(6) 14.47 浅井　心海(6) 15.89
一志Beast 楠陸上Jｒ ＵＲＣ 楠陸上Jｒ JAC EAST 志摩陸上ク *TK 保々ＲＣ 北浜陸上ク
ゆめが丘RC 53.70 名張クラブ 55.00 内城田ＳＣ 55.42 一志Beast 55.50 南勢陸上ク 56.18 厚生ＡＣ 56.94 楠陸上Jr 57.12 ﾁｰﾑG松陸 57.18
前川　真誉(5) 綛田　温大(6) 岡　　瑶介(6) 前田　大幸(6) 村井　陽斗(6) 里村　伊織(6) 粟野　耀太(6) 島谷　壮馬(6)

9月2日
男子６年　１００ｍ

風：+1.7

7位 8位

主催団体名 三 重 交 通 Ｇ ス ポ ー ツ の 杜 伊 勢 ・ 補 助 競 技 場

1位 2位 3位 4位 5位

決 勝　一 覧 表

期　日 第 22 回 三 重 県 小 学 生 ク ラ ブ 対 抗 選 手 権

陸協名

6位

9月2日
男子　８０ｍＨ

風：+0.7

9月2日 男子　８００ｍ

9月2日
男子３年　６０ｍ

風：+0.4

9月2日
男子４年　１００ｍ

風：+1.6

9月2日
男子５年　１００ｍ

風：-1.2

門口　隼翔(5) 岡崎　　煌(6) 岡　　駿希(6) 新家　鋭晟(6) 北井　千景(5) 下村　修司(6) 菅原　雅晴(6) 浦﨑　陽色(5)
野田　琉笙(6) 西川　晴輝(5) 西脇　俊弥(6) 丹　慎之介(6) 小村　涼斗(6) 砥板　凌都(5) 石田　大翔(6) 刀根　大和(5)
髙島　　響(6) 永安　正弥(6) 飯田　　廉(6) 馬塲　優臣(6) 吉村　一歩(5) 　　剣昇(5) 来馬　光希(6) 小林　義央(5)
矢形　心人(6) 1m30 山口　陽士(6) 1m25 石井　光稀(6) 1m25 井川　稜斗(5) 1m25 山本健太郎(6) 1m20 渡辺　太喜(5) 1m20 山口　彰太(6) 1m20 岡　　瑶介(6) 1m20
ＵＲＣ 楠陸上Jｒ 石薬師ＲＣ 厚生ＡＣ 北浜陸上ク 楠陸上Jｒ 北浜陸上ク 内城田ＳＣ
村田　陽音(5) 4m30(-0.3) 垣内　太陽(5) 4m28(-0.8) 里村　伊織(6) 4m19(+0.4) 浦﨑　陽色(5) 4m11(+0.9) 前田　大幸(6) 4m00(-1.1) 近藤　璃空(6) 3m97(+1.7) 地主　怜央(5) 3m97(+1.8) 渡邉祥二郎(6) 3m93(+2.4)
南勢陸上ク 南勢陸上ク 厚生ＡＣ ﾁｰﾑG松陸 一志Beast ASSA-TC 多気ＲＣ ＵＲＣ *F4

公認3m79(+1.1)

岡村　卓磨(6) 56m78 諏訪龍ノ介(6) 50m92 奥野　泰希(5) 48m41 西場　秀伍(6) 46m50 坂本　　蒼(6) 43m98 伊藤　玄貴(6) 42m60 眞瀬　新一(6) 42m47 川合　成輝(6) 41m55
JAC EAST KE,GR 大山田AC GR JAC EAST GR 北浜陸上ク ＵＲＣ 保々ＲＣ ASSA-TC 宮川Jr陸上
曽野　　想(3) 9.68 西嶋　夏鈴(3) 9.77 福田　陽菜(3) 9.78 角田ルビイ(3) 9.92 長谷川瑠乃(3) 10.12 田中　杏奈(3) 10.21 竹内　小絢(3) 10.21 小林　希咲(3) 10.30
SunTFC 南勢陸上ク ＪＡＣ亀山 北浜陸上ク 一志Beast 石薬師ＲＣ 内城田ＳＣ *TK 南勢陸上ク
北尾　心映(4) 14.06 西嶋　和奏(4) 14.74 辰巳ひより(4) 14.93 三輪　はな(4) 15.08 上田　菜緒(4) 15.22 山本　真央(4) 15.26 中垣内万尋(4) 15.56 豊原　実優(4) 15.74
いすずＵＫ 南勢陸上ク SMAC陸上ク 松阪走塾 SMAC陸上ク 内城田ＳＣ イムラＡＡ ＵＲＣ
楠　菜優花(5) 14.25 南　　　友(5) 14.33 土田　　愛(5) 14.51 宮崎　藍果(5) 14.93 松山　由真(5) 15.03 木嶋　　鈴(5) 15.07 藤倉なをり(5) 15.16
南勢陸上ク ゆめが丘RC ゆめが丘RC イムラＡＡ ゆめが丘RC 一志Beast 南勢陸上ク
中川　真友(6) 13.54 黒古　愛果(6) 13.61 徳山　叶愛(6) 13.75 城山　睦珠(6) 13.81 赤松　真衣(6) 13.90 上野　叶夢(6) 13.92 嶋本　明莉(6) 14.33 清水　彩加(6) 14.36
北浜陸上ク 一志Beast ASSA-TC ゆめが丘RC ASSA-TC YｳｴﾙﾈｽC いすずＵＫ ASSA-TC
須山　沙奈(6) 2:32.66 平野　里歩(6) 2:38.22 角田りい沙(6) 2:39.27 奥村　帆香(6) 2:39.34 村木玲美乃(5) 2:44.78 中山　笑満(6) 2:45.43 芝山奈那美(6) 2:47.76 山中　千佳(5) 2:49.26
ﾁｰﾑG松陸 多度陸上少 北浜陸上ク 朝日陸上少 石薬師ＲＣ 南勢陸上ク 朝日陸上少 北浜陸上ク
平岡　夢萌(6) 13.31 山本　紫織(6) 13.34 前山　莉緒(6) 13.81 大森　心葉(6) 14.06 粉川あおい(5) 14.31 村井　　萌(6) 14.99 田畑　　馨(5) 15.18 東　　桃花(6) 15.69
三浜陸上 南勢陸上ク 一志Beast ＵＲＣ 北浜陸上ク 北浜陸上ク 多気ＲＣ SunTFC
一志Beast 55.83 ゆめが丘RC 56.23 北浜陸上ク 56.41 ASSA-TC 56.61 南勢陸上ク 57.42 イムラＡＡ 58.47 いすずUK 58.89 宮川Jr陸上 59.80
内田 鈴音(6) 土田 愛(5) 角田りい沙(6) 赤松 真衣(6) 島谷 紗幸(5) 口 美優(5) 中村 舞羽(5) 倉野 亜唯(6)

9月2日 女子　８００ｍ

9月2日
女子　８０ｍＨ

風：+2.5

9月2日
女子３年　６０ｍ

風：-0.9

9月2日
女子６年　１００ｍ

風：+2.1

9月2日 男子　走高跳

9月2日 男子　走幅跳

9月2日 男子　４×１００ｍＲ

9月2日
女子４年　１００ｍ

風：+2.5

9月2日
女子５年　１００ｍ

風：+1.7

9月2日 男子　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

内田　鈴音(6) 土田　　愛(5) 角田りい沙(6) 赤松　真衣(6) 島谷 紗幸(5) 口 美優(5) 中村　舞羽(5) 倉野　亜唯(6)
前山　莉緒(6) 大光美緒里(6) 村井　　萌(6) 清水　彩加(6) 山本　紫織(6) 宮崎　藍果(5) 西川　瑚遥(5) 荒木　美玲(6)
上村真央吏(6) 南　　　友(5) 濵口　七星(6) 黒木　唯香(6) 奥田　美虹(6) 太田　陽菜(6) 和田美有羽(5) 永田　梨馨(6)
黒古　愛果(6) 城山　睦珠(6) 中川　真友(6) 徳山　叶愛(6) 楠　菜優花(5) 末藤　新菜(6) 嶋本　明莉(6) 木田愛莉亜(6)
濱口　涼風(6) 1m25 桑原　杏咲(6) 1m25 吉岡　万桜(6) 1m25 内田　鈴音(6) 1m20 信藤　優花(6) 1m20 松本　　望(6) 1m20 水谷　結彩(6) 1m15 堀木　優菜(5) 1m15
南勢陸上ク 石薬師ＲＣ 一志Beast 一志Beast ＵＲＣ 内城田ＳＣ 保々ＲＣ 三浜陸上
太田　陽菜(6) 4m28(+0.1) 奥田　美虹(6) 4m10(-0.7) 三宅　瑚子(5) 4m08(+0.8) 石田　　怜(6) 3m95(+1.6) 山本紗々流(6) 3m85(+1.5) 村岡　春奈(6) 3m82(+2.5) 口　美優(5) 3m71(+1.4) 藪谷　江奈(6) 3m63(+2.2)
イムラＡＡ 南勢陸上ク Ｊ＆Ｅ久居 多気ＲＣ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 保々ＲＣ *F3 イムラＡＡ JAC EAST *F4

公認3m74(-2.0) 公認3m55(+1.7)

曽野　　雅(6) 47m16 松本　美紅(5) 40m39 粟田　胡虹(5) 39m83 末藤　新菜(6) 37m84 広田　望未(6) 36m82 西村　咲希(5) 35m47 吉野　魅珀(6) 35m43 小林　叶姫(5) 35m14
SunTFC GR 南勢陸上ク 北浜陸上ク イムラＡＡ 南勢ＡＣ 厚生ＡＣ 多気ＲＣ いすずＵＫ

男子総合 ゆめが丘RC 33点 南勢陸上ク 27点 楠陸上Jｒ 24点 石薬師ＲＣ 23点 厚生ＡＣ 23点 ＵＲＣ 19点 JAC EAST 18点 名張クラブ 17点
女子総合 南勢陸上ク 61点 一志Beast 39点 北浜陸上ク 39点 ゆめが丘RC 29点 イムラＡＡ 25点 SunTFC 17点 ASSA-TC 16点 石薬師ＲＣ 14点
男女総合 南勢陸上ク 88点 ゆめが丘RC 62点 一志Beast 56点 北浜陸上ク 52点 石薬師ＲＣ 37点 ＵＲＣ 29点 厚生ＡＣ 26点 内城田ＳＣ 25点

凡例   KE:県小学記録 GR:大会記録 *TK:着差あり *F3:3回目が公認最高 *F4:4回目が公認最高

9月2日 女子　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

対抗得点

9月2日 女子　走幅跳

9月2日 女子　走高跳

9月2日 女子　４×１００ｍＲ


