
2019年7月7日(日) 大会名 大会コード　 19230004 ト ラ ッ ク 審 判 長 和田   　靖

跳 躍 審 判 長 船越　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

一般財団法人三重陸上競技協会 招 集 所 審 判 長 三輪　亮介

競技場名 競技場コード　 231010 ス タ ー ト 審 判 長 村島　正敏
ビ デ オ 審 判 長 向井　俊哉
記 録 主 任 赤塚　伸二

日付 種目

北尾　琥太郎(3) 9.05 木下　奏人(3) 9.08 福田　健吾(3) 9.49 山本　悠斗(3) 9.71 岩本　琉楓　(3) 9.78 小林　碧(3) 9.84 前田　羽琉(3) 9.84 矢田　菱真(3) 9.93
いすずＵＫ KE,GR 一志Beast KE,GR 飛鳥小 大山田ＡＣ 新居小 加茂小 YウェルネスC *TK 石薬師RC
木下　友護(4) 14.09 大光　悠慎(4) 14.20 吉澤　龍星(4) 14.72 城﨑　敬大(4) 14.92 堅上　蓮光(4) 14.94 清水　隆成(4) 14.95 初又　詠(4) 15.27 西井　一真(4) 15.31
大台陸上ク ゆめが丘RC SunTFC ゆめが丘RC 国府ＡＴ 旭が丘小 川越陸上少 松阪走塾
福本　惟月(5) 14.26 廣田　侑登(5) 14.27 早水　凪(5) 14.46 福澤　佑規(5) 14.70 矢田　楓真(5) 14.73 伊藤　碧希(5) 14.83 池田　武蔵(5) 14.90 上野　陽葵(5) 15.08
いすずＵＫ イムラAA 明和陸上少 阿山小 石薬師RC 保々ＲＣ 宮川Jr陸上 YウェルネスC
加藤　光一郎(6) 12.43 猿木　渉(6) 12.75 竹下　諒(6) 12.84 垣内　連(6) 13.55 岩城　信哉(6) 13.82 中里　理琥(6) 13.88 佐藤　潤(6) 13.90 濱口　恭大朗(6) 13.97
イムラAA 大台陸上ク ばりっこＣ ＵＲＣ 橋南スポーツ 松阪走塾 ASSA-TC いすずＵＫ
佐々木　勝紀(6) 2:23.70 小林　勇斗(6) 2:25.23 吉村　海璃(6) 2:29.59 松浦　圭(6) 2:30.37 加藤　楓磨(6) 2:31.80 北野　蓮翔(6) 2:32.47 加藤　結羽(6) 2:33.80 庄山　輝(6) 2:34.01
保々ＲＣ 厚生ＡＣ PBASE ＪＡＣ亀山 内部陸上少 朝日陸上少 ＵＲＣ 白山陸上
上田　涼平(6) 2184点 久保　太一(6) 2011点 馬塲　颯星(6) 1874点 松永　誠(6) 1724点 菅原　隼翔(6) 1710点 野呂　海綸(6) 1679点 村岡　遼太(6) 1668点 上田　凛太朗(6) 1611点
J＆E久居 一志Beast 一志Beast イムラAA 楠陸上Jｒ J＆E久居 保々ＲＣ 厚生ＡＣ

7位

決　勝 一 覧 表

第 35 回 三 重 県 小 学 生 陸 上 競 技 大 会

第35回全国小学生陸上競技交流大会三重県最終予選

5位

三 重 交 通 Ｇ ス ポ ー ツ の 杜 伊 勢 陸 上 競 技 場

6位

主催団体名

期　日

7月7日 男子コンバインドA

13 50(-2 1)-1m25 14 30(0 0)-1m25

陸協名

8位1位 2位 3位 4位

14 43(-1 4)-1m10 14 49(-1 4)-1m10 15 84(-1 4)-1m2514 84(-2 1)-1m20 15 26(-2 1)-1m2513 50(0 0)-1m40

7月7日 男子　８００ｍ

7月7日
男子５年　１００ｍ

風：-2.6

7月7日
男子６年　１００ｍ

風：-0.1

7月7日
男子３年　６０ｍ

風：-0.3

7月7日
男子４年　１００ｍ

風：+1.4

堀江　叶人(6) 2149点 山崎　大雅(6) 1785点 安岡　亮晴(6) 1764点 松林　希竜(6) 1758点 南　隆龍(6) 1740点 水谷　太一(5) 1667点 堂岡　誠馬(6) 1654点 渡部　一騎(6) 1651点
多気ＲＣ 南勢陸上ク 桔梗ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ JAC EAST ClubEggs 石薬師RC 志摩陸上ク 保々ＲＣ

村主　仁香(3) 9.70 三輪　まな(3) 9.82 北田　馨子(3) 9.89 高田　風花(3) 10.04 井崎　亜子(3) 10.16 伊藤　まひろ(3) 10.22 吉岡　里桜(3) 10.26 金丸　梨音(3) 10.29
津陸ク 松阪走塾 イムラAA いすずＵＫ ASSA-TC 北勢ＲＣ 朝日陸上少 IAA桑名
福永　萌瑛(4) 14.98 日下部　杏(4) 15.03 佐藤　希笑(4) 15.26 小島　 美琉(4) 15.50 中林　嶺佳(4) 15.56 原田　心海(4) 15.60 小林　衣芙(4) 15.63 坂本　美來(4) 15.91
JAC EAST 上野ＡＣ 石薬師RC 多気ＲＣ ゆめが丘RC 一志Beast いすずＵＫ YウェルネスC
斉藤　優莉奈(5) 13.94 福田　陽菜(5) 14.27 曽野　想(5) 14.33 田中　杏奈(5) 14.38 西嶋　夏鈴(5) 14.42 田中　陽和(5) 14.54 倉井　彩羽(5) 14.86 松井　由奈(5) 14.99
いなべＲＣ ＪＡＣ亀山 SunTFC 石薬師RC 南勢陸上ク 松尾小 Peace-AC イムラAA
北尾　心映(6) 12.76 西嶋　和奏(6) 13.80 三輪　はな(6) 14.02 丸山　花乃子(6) 14.06 辰巳　ひより(6) 14.09 東　里紗(6) 14.20 原田　蒼衣(6) 14.51 福田　萌乃(6) 14.54
いすずＵＫ KE,GR 南勢陸上ク 松阪走塾 ゆめが丘RC ＳＭＡＣ 南勢ＡＣ 松阪走塾 南勢陸上ク
内田　里恋(6) 2:30.47 森　絢理(6) 2:37.31 長谷川　莉都(5) 2:37.59 森山　光(6) 2:41.36 小谷　莉旺(6) 2:41.60 松田　向繰(6) 2:42.12 長谷川　結都(5) 2:42.26 浅井　彩菜(6) 2:42.83
大山田ＡＣ 菰野SC ＵＲＣ 保々ＲＣ 松阪走塾 玉城陸上ク ＵＲＣ 西柘植小
中垣内　万尋(6) 2009点 瀬戸山　萌音(6) 1891点 中尾　萌花(5) 1878点 オリヴィア玲那(6) 1707点 濱口　眞衣(6) 1699点 家田　梨杏(6) 1675点 田中　芙佳(6) 1665点 井上　梨海(6) 1646点
イムラAA J＆E久居 J＆E久居 Peace-AC 国府ＡＴ JAC EAST 志摩陸上ク 浜島小

中田　陽菜(6) 1903点 大山　亜泉(6) 1711点 町井　心優(6) 1632点 平澤　茉歩(6) 1602点 山本　みなみ(6) 1578点 小西　まゆ(6) 1545点 橋本　怜奈(6) 1522点 谷川　鈴乃(6) 1504点
いすずＵＫ IAA桑名 津陸ク 一志Beast 南島西 熊野ＲＣ ASSA-TC 一志Beast

ゆめが丘RC-A 52.71 大山田ＡＣ-A 54.39 内城田ＳＣ 54.82 大山田ＡＣ-B 55.60 保々ＲＣ 56.05 北浜陸上ク-A 56.12 ゆめが丘RC-B 57.13 JAC EAST 57.54
前川　華乃音(6) 津村　奈那実(6) 竹内　小絢(5) 服部　雪乃(6) 稲垣　百々(6) 山口　心菜(6) 矢口　雄登(6) 礒田　菜々音(6)
福岡　結奈(6) 清原　然(6) 山本　真央(6) 水谷　康志(6) 稲田 想大(6) 西村 空菜(6) 稲増　鉄章(6) 村瀬　灯志(6)

13.50(-2.1)-1m25 14.30(0.0)-1m25 14.43(-1.4)-1m10 14.49(-1.4)-1m10

3m51(+0.4)-41m88 3m69(-0.6)-38m80

15.84(-1.4)-1m25

3m92(+1.1)-35m453m50(-0.7)-47m84 3m38(-0.8)-48m45 3m29(+0.2)-49m404m15(+2.1)-56m80 3m76(+0.7)-42m03

14.84(-2.1)-1m20 15.26(-2.1)-1m2513.50(0.0)-1m40

3m09(+0.8)-43m29 3m37(-0.7)-37m78 3m32(-0.4)-37m34

14.54(+0.9)-1m30 13.94(+0.7)-1m20 14.60(+0.8)-1m15 14.65(+0.8)-1m15 14.45(+1.3)-1m10

7月7日 混合　４×１００ｍＲ

3m62(+0.9)-32m35

14.96(+1.3)-1m15

3m84(-0.4)-48m94

7月7日 女子コンバインドB

4m49(+0.4)-30m51 3m84(-0.2)-35m59 3m52(0.0)-38m54

7月7日
女子６年　１００ｍ

風：+0.1

15.19(+0.8)-1m2013.51(+0.6)-1m25

7月7日 女子コンバインドA

7月7日 男子コンバインドB

7月7日
女子３年　６０ｍ

風：+0.8

7月7日 女子　８００ｍ

7月7日
女子４年　１００ｍ

風：+0.2

7月7日
女子５年　１００ｍ

風：-0.5

福岡　結奈(6) 清原　然(6) 山本　真央(6) 水谷　康志(6) 稲田 想大(6) 西村 空菜(6) 稲増　鉄章(6) 村瀬　灯志(6)
惠土　湊暉(6) 和田　琉聖(6) 奥本　啓介(5) 山本　蒼真(6) 稲岡　岳洋(6) 安井　琉真(6) 浦田　麻由奈(6) 榮倉　悠都(6)
森川　瑛士郎(6) 中野　凜杏(6) 三浦　響(6) 出口　仁菜(6) 古川　瑠菜(6) 尾平　朝香(6) 田代　有梨佳(5) 岡村　心美(6)

凡例  KE:県小学記録 GR:大会記録 *TK:着差あり

月 日 混合


