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第 14 回三重県小学生クラブ対抗選手権大会 
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平成 21 年 10 月 17 日(土)午前 9時 30 分競技開始 
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主 催  三重県・三重県教育委員会 

             (財)三 重 県 体 育 協 会 

伊勢市・伊勢市教育委員会 

三 重 陸 上 競 技 協 会 

三重マスターズ陸上競技連盟 

主 管  三 重 陸 上 競 技 協 会 

大会 コード 08240010―08240009 

競技場コード 241010 



コンディション情報

トラック審判長  松葉　清高 跳躍審判長    河越　茂樹

投てき審判長    和田　　靖

記録主任        辻　　昭司

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向

2009/10/17 09:30 曇 20.4 75.0 0.1 東

10:00 曇 20.0 76.0 0.1 東南東

11:00 雨 19.6 82.0 0.7 北西

12:00 曇 21.6 86.0 0.5 北東

13:00 曇 22.0 84.0 1.2 北東

14:00 曇 21.0 83.0 0.8 東北東

15:00 曇 21.6 82.0 0.6 北東

16:00 曇 21.5 77.0 0.6 南東



今競技会で樹立された新記録、タイ記録は以下のとおりです。

競技会名

期　　　日

☆三重県小学生新記録☆

予・決 記録

1 男子　走幅跳 決勝 5m50 高丘　昌宏 いなべTFC 風：+0.3

2 女子４年　６０ｍ 予選 9.03 宮村　桃子 多気RC 風：+1.0

3 女子４年　６０ｍ 予選 9.05 松村　圭純 菅島RC 風：+1.0

4 女子　１０００ｍ 決勝 3.10.76 濱口　佳子 桃取

☆大会新記録☆

予・決 記録

1 男子　走幅跳 決勝 5m50 高丘　昌宏 いなべTFC 風：+0.3

2 女子３年　６０ｍ 予選 9.63 今井　茉裕 美杉陸上ク 風：±0.0

3 女子４年　６０ｍ 予選 9.03 宮村　桃子 多気RC 風：+1.0

4 女子４年　６０ｍ 予選 9.05 松村　圭純 菅島RC 風：+1.0

5 女子　１０００ｍ 決勝 3.10.76 濱口　佳子 桃取

6 女子　走高跳 決勝 1m31 林　　薫乃 南勢陸上ク

7 女子　走幅跳 決勝 4m61 中川　晴菜 一志Beast 風：±0.0

競技会名

期　　　日

☆大会新記録☆

予・決 記録

中東　香菜

小山　紗希

備考

第4回三重県小学生リレー選手権大会

２００９年１０月１７日（土）

1 女子４×４００ｍR 決勝 54 77 内城田SC

№ 種　　目
記録

氏名 所属

№ 氏名

№ 種　　目
記録

氏名

新記録一覧表

２００９年１０月１７日（土）

所属 備考

第14回三重県小学生クラブ対抗選手権大会

所属 備考

種　　目
記録



2009年10月17日(土) 大会名 みえスポーツフェスティバル２００９ 大会コード　 ０９２４００１０ トラック審判長 松葉　清高

　第14回三重県小学生クラブ対抗選手権大会 跳 躍 審 判 長 河越　茂樹

三重陸上競技協会　 コード２４ 　第４回三重県小学生リレー選手権大会 投 て き 審 判 長 和田　　靖

主催団体名 三重陸上競技協会 （財）三重県体育協会 招 集 所 審 判 長 行方　　　保

三重県・三重県教育委員会 伊勢市・伊勢市教育委員会 競技場名 三重県営総合競技場陸上競技場　　 競技場コード　 ２４１０１０ 記 録 主 任 辻　　昭司

三重県小学生クラブ対抗選手権大会の部
日付 種 目

男子３年６０ｍ 村田浩太朗 (3) 9.40 松本　考立 (3) 9.47 古谷　新太 (3) 9.64 土屋　拓摩 (3) 9.70 宇留田竜希 (3) 9.75 濱口　翔吾 (3) 9.80 佐久間琉成 (3) 9.85

風:+0.5

男子４年６０ｍ 久保倉佳吾 (4) 9.00 小塩　陸斗 (4) 9.29 飯田　竜平 (4) 9.37 大野　航希 (4) 9.39 佐藤　智博 (4) 9.39 平賀健太郎 (4) 9.51 伊藤　敏康 (4) 9.56 浜地飛有哉 (4) 9.57

風:-1.0

男子５年１００ｍ 近藤光一郎 (5) 13.16 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ (5) 13.31 吉川　翔貴 (5) 13.51 中脇　裕也 (5) 13.89 金子　将也 (5) 14.01 中西　翔碁 (5) 14.07 寺本　拓真 (5) 14.09 亀田　智大 (5) 14.15

風:+1.1

男子６年１００ｍ 高木　夏輝 (6) 12.86 奥田　　碩 (6) 13.36 池本　　滉 (6) 13.39 来田　昌親 (6) 13.63 米倉　　陸 (6) 13.68 林田　彼龍 (6) 13.71 石川　瑞己 (6) 13.78 伊藤　文哉 (6) 13.93

風:0.0

河内　利矩 (6) 3.08.24 西田　一輝 (6) 3.11.36 川北　浩也 (6) 3.11.39 谷川原　涼 (6) 3.14.29 伊藤　隼人 (6) 3.15.82 小森　稜太 (6) 3.16.68 土屋　昂大 (6) 3.17.57 入江　翔大 (6) 3.17.96

男子　８０ｍＨ 岡本　翔也 (6) 13.00 竹内　遼人 (6) 13.37 中野　　匠 (6) 13.71 牧島　瑠聖 (6) 13.94 中川　聖矢 (6) 13.95 桜木　隆伍 (6) 14.27 室井　正道 (6) 14.32 安藤　愛斗 (6) 14.37

風:0.0

山下　晟弥 (6) 1m30 梶野　　拳 (6) 1m30 三谷　龍平 (6) 1m25 宮路　大暉 (6) 1m25 丹生　敏行 (6) 1m25 松岡　秀治 (6) 1m20

宮田　昇一 (6) 1m25 中村　勇貴 (6) 1m25

高丘　昌宏 (6) 5m50 +0.3 山田　隼也 (6) 4m74 0.0 磯嶋　康平 (6) 4m52 0.0 濱崎　優紀 (6) 4m49 0.0 山口　恭平 (6) 4m44 -0.1 中山　雄正 (6) 4m32 0.0 早川　稜佑 (6) 4m28 +0.7 西川　悠真 (5) 4m26 0.0

KE,GR

池端　　紳 (6) 69m02 谷口　　諒 (6) 64m88 橋本　康平 (6) 63m29 石澤　元嗣 (6) 60m77 山上　滉太 (6) 52m00 山下　航輝 (6) 51m70 森下　昇紀 (6) 50m39 永井　敦也 (6) 49m36

女子３年６０ｍ 今井　茉裕 (3) 9.70 日紫喜由璃 (3) 9.87 加藤　望玖 (3) 10.00 前田　未来 (3) 10.22 福本さくら (3) 10.23 西村悠里奈 (3) 10.35 西川　杏花 (3) 10.36 河俣　実来 (3) 10.36

風:0.0

女子４年６０ｍ 松村　圭純 (4) 9.08 宮村　桃子 (4) 9.10 小寺　彩花 (4) 9.34 池野みさき (4) 9.35 浅野　玲奈 (4) 9.40 小寺　里沙 (4) 9.44 小林　　華 (4) 9.69 山本　亜美 (4) 9.73

風:0.0 KE,GR KE,GR
女子５年１００ｍ 柴原有里加 (5) 14.35 中出　里央 (5) 14.45 森本　美南 (5) 14.48 中村　由依 (5) 14.54 山本　美結 (5) 14.72 大西　史織 (5) 14.78 上野　菜稚 (5) 14.79 西山　真以 (5) 15.33

風:+0.4

女子６年１００ｍ 伊藤　美穂 (6) 13.35 石黒　陽菜 (6) 13.56 林田珠里那 (6) 13.61 一色　美咲 (6) 13.93 濱口　紫帆 (6) 14.16 栂坂つぐみ (6) 14.18 中北　果帆 (6) 14.34 青木　聖奈 (6) 14.36

風:0.0

濱口　佳子 (6) 3.10.76 山下　紗季 (5) 3.23.42 亀谷　美帆 (6) 3.24.00 小村　佳那 (6) 3.25.11 小寺今日香 (6) 3.26.17 大井恵里亜 (6) 3.27.29 海江元千尋 (6) 3.28.55 土永　怜那 (6) 3.28.66

KE,GR

女子８０ｍＨ 平賀　礼子 (6) 13.49 中北　里穂 (6) 13.84 向出　夏生 (6) 13.93 坂倉　菜摘 (6) 14.18 鈴木　　輝 (6) 14.24 北村　汐音 (6) 14.26 伊藤　瑞歩 (6) 14.86 中村　巴南 (6) 19.16

風:+0.5

林　　薫乃 (6) 1m31 新田　夏美 (6) 1m28 柴田　果歩 (6) 1m20 大谷　真未 (5) 1m20 成松万里菜 (5) 1m15 若林　美弥 (6) 1m15
伊勢：南勢陸上ク GR 伊勢：南勢陸上ク 伊勢：厚生陸上ク 三泗：川越陸上少 三泗：楠陸上Jｒ 亀山：ＪＡＣ亀山

小山　紗希 (6) 1m20 東端　咲恵 (6) 1m15
度会：内城田ＳＣ 伊勢：厚生陸上ク

中西　陽菜 (6) 1m15

多気：津田

長谷川千晶 (5) 1m15

三泗：楠陸上Jｒ

中川　晴菜 (6) 4m61 0.0 五島　美空 (6) 4m23 +0.6 柴原　麻衣 (6) 4m16 +1.0 松葉みなみ (6) 4m08 0.0 澤井　佳奈 (6) 4m05 +0.2 廣田　樹里 (6) 4m04 0.0 高原　汐里 (6) 4m03 -0.7 柴原　未侑 (6) 3m89 0.0

GR

内山　　耀 (6) 51m47 服部　美香 (6) 42m72 山本　真夏 (6) 37m77 前田　莉奈 (6) 32m51 西田　千尋 (5) 32m46 奥野　江那 (6) 31m94 関谷知菜未 (5) 31m73 藤井はるか (5) 30m85

凡例　　KE：三重県小学生記録　　GR：大会記録

男子総合 19点 18点 15.5点 13点 10.5点 9点 9点
女子総合 34点 19点 18点 15.5点 14.5点 11点 7点 6点
男女総合 47点 34.5点 32.5点 24点 22.5点 19点 16点 12.5点

桑員：大山田ＡＣ

津：一志Beast 伊勢：北浜陸上ク

鈴鹿：ASSA-TC 度会：玉城陸上ク

6　位 7　位

伊勢：南勢陸上ク 三泗：四日市陸ク 名張：名張クラブ

男子走高跳
志摩：志摩陸上ク 伊勢：南勢陸上ク 多気：津田

南勢陸上ク
南勢陸上ク
内城田SC一志Beast 菅島RC

川越陸上少 保々RC 北浜陸上ク
川越陸上少
内城田SC

北勢RC
厚生陸上ク
佐八陸上ク 厚生陸上ク

美杉陸上ク／熊野RC／桃取

8　位
佐八陸上ク 一志Beast 北浜陸上ク 石薬師RC／津田

2　位 3　位 4　位
川越陸上少

優　勝

伊勢：北浜陸上ク 伊勢：南勢陸上ク 伊勢：南勢陸上ク

度会：内城田ＳＣ 度会：玉城陸上ク 志摩：志摩陸上ク

亀山：ＪＡＣ亀山

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

8 位1 位 2 位 5 位

10月17日

10月17日

津：津陸上ク

松阪：山室山 伊賀：ゆめが丘RC

桑員：北勢ＲＣ

伊勢：北浜陸上ク 鈴鹿：石薬師

伊勢：佐八陸上ク

10月17日

津：一志Beast

7 位

鈴鹿：鈴鹿ＡＣ

伊勢：北浜陸上ク 伊勢：佐八陸上ク 志摩：国府スポ少

3 位 4 位 6 位

伊勢：北浜陸上ク

10月17日

10月17日

10月17日 男子ボール投

10月17日

三泗：保々ＲＣ

津：美杉陸上ク 桑員：いなべTFC 伊勢：南勢陸上ク

度会：内城田ＳＣ鳥羽：菅島ＲＣ 志摩：国府スポ少

伊勢：厚生陸上ク三泗：保々ＲＣ

鳥羽：菅島ＲＣ

度会：内城田ＳＣ三泗：川越陸上少

松阪：松阪Jr陸上多気：多気ＲＣ

三泗：川越陸上少 三泗：川越陸上少 伊賀：ゆめが丘RC

伊勢：南勢陸上ク 津：一志Beast 三泗：楠陸上Jｒ 津：一志Beast 三泗：川越陸上少 度会：玉城陸上ク 津：一志Beast

津：一志Beast 伊勢：北浜陸上ク

鈴鹿：一ノ宮

多気：津田 三泗：川越陸上少 伊勢：南勢陸上ク

多気：多気ＲＣ亀山：ＪＡＣ亀山 多気：上御糸 三泗：川越陸上少

度会：内城田ＳＣ

桑員：大山田ＡＣ 伊勢：厚生陸上ク 松阪：松阪Jr陸上 津：一志Beast

多気：津田 三泗：保々ＲＣ

鈴鹿：石薬師ＲＣ 鈴鹿：石薬師ＲＣ 三泗：川越陸上少 三泗：川越陸上少 桑員：北勢ＲＣ 鈴鹿：石薬師 三泗：ｳｴﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

三泗：保々ＲＣ

5　位

一志Beast
保々RC

三泗：川越陸上少 津：一志Beast 松阪：松阪Jr陸上鳥羽：桃取

10月17日
伊勢：厚生陸上ク

10月17日

津：津陸上ク

南勢陸上ク

10月17日 女子走高跳

10月17日

度会：内城田ＳＣ 度会：内城田ＳＣ 伊賀：ゆめが丘RC 鈴鹿：ASSA-TC

　　対抗得点結果

10月17日 男子１０００ｍ
三泗：川越陸上少

10月17日 女子１０００ｍ

鈴鹿：一ノ宮

10月17日

10月17日
三泗：保々ＲＣ 伊勢：南勢陸上ク 度会：内城田ＳＣ 桑員：北勢ＲＣ

桑員：北勢ＲＣ 度会：内城田ＳＣ 多気：津田 伊賀：ゆめが丘RC三泗：保々ＲＣ 度会：内城田ＳＣ 桑員：藤原陸上ク 三泗：川越陸上少

志摩：ClubEggs 伊勢：南勢陸上ク 松阪：山室山 桑員：員弁ＲＣ
10月17日 女子走幅跳

津：一志Beast 伊勢：南勢陸上ク 三泗：川越陸上少 志摩：ClubEggs

10月17日 女子ボール投
熊野：熊野ＲＣ 度会：南勢ＡＣ 伊勢：SMAC陸上 津：一志Beast 伊賀：上野ＡＣ 伊勢：厚生陸上ク

三泗：川越陸上少

10月17日
松阪：松阪Jr陸上 伊勢：佐八陸上ク 津：橋南スポク 伊勢：佐八陸上ク 鈴鹿：ASSA-TC 度会：内城田ＳＣ 桑員：北勢ＲＣ 伊勢：南勢陸上ク

伊勢：南勢陸上ク 三泗：楠陸上Jｒ 伊勢：佐八陸上ク 名張：名張クラブ
男子走幅跳

桑員：いなべTFC 津：一志Beast 伊勢：厚生陸上ク 津：一志Beast



2009年10月17日(土) 大会名 みえスポーツフェスティバル２００９ 大会コード　 ０９２４００１０ トラック審判長 松葉　清高

　第14回三重県小学生クラブ対抗選手権大会 跳 躍 審 判 長 河越　茂樹

三重陸上競技協会　 コード２４ 　第４回三重県小学生リレー選手権大会 投 て き 審 判 長 和田　　靖

主催団体名 三重陸上競技協会 （財）三重県体育協会 招 集 所 審 判 長 行方　　　保

三重県・三重県教育委員会 伊勢市・伊勢市教育委員会 競技場名 三重県営総合競技場陸上競技場　　 競技場コード　 ２４１０１０ 記 録 主 任 辻　　昭司

三重県小学生リレー選手権大会の部
日付 種 目

53.44 54.89 54.97 55.49 55.82 55.96 55.99

  中山　雄正 (6)   出口　創久 (6)   川村　建勝 (6)   冨永　　昻 (6)   大屋　瑠輝 (6)   濱口　航汰 (6)   谷口　史弥 (6)

  奥野　圭人 (6)   梶野　　拳 (6)   桜木　隆伍 (6)   冨永　　怜 (6)   林田　彼龍 (6)   竹内　遼人 (6)   宮田　昇一 (6)

  奥田　　碩 (6)   濱崎　優紀 (6)   桜木　笙伍 (6)   溜渕　　悠 (6)   野村　太雅 (6)   三宅　　大 (6)   岡本　翔也 (6)

  来田　昌親 (6)   伊藤　文哉 (6)   黒川　慎治 (6)   高丘　昌宏 (6)   稲垣　孝優 (6)   中川　航輔 (6)   山田　隼也 (6)

54.77 54.96 56.03 56.40 57.46 58.16 58.33 58.46

  中東　香菜 (6) GR   松葉みなみ (6)   加藤　優依 (5)   山田　彩加 (6)   大谷　真未 (5)   新田　夏美 (6)   浦田　恵瑠 (6)   土永　怜那 (6)

  小山　紗希 (6)   中北　果帆 (6)   伊藤　美穂 (6)   中村　巴南 (6)   高原　汐里 (6)   井元　美月 (6)   稲田穂乃香 (6)   上野　菜稚 (5)

  森本　美南 (5)   中北　里穂 (6)   柴原有里加 (5)   向出　夏生 (6)   北村　汐音 (6)   大西　　陽 (6)   中村　佳恵 (6)   白坂　咲来 (5)

  林田珠里那 (6)   林　　薫乃 (6)   藤井あかね (6)   中川　晴菜 (6)   石黒　陽菜 (6)   中川　葉月 (6)   中川　真帆 (6)   藪中　美汐 (6)

56.36 56.99 57.33 57.93 58.44 58.88 59.34 59.42

  森　　美波 (5)   井後　咲菜 (5)   山本　美結 (5)   堀内　美里 (5)   池野みさき (4)   田中　千晶 (5)   西　菜那恵 (5)   端野　　愛 (5)

  鈴木　理奈 (5)   中村　由依 (5)   大西　史織 (5)   中出　里央 (5)   小林　美友 (5)   浅野　玲奈 (4)   伊集院李名 (5)   山下　紗季 (5)

  寺本　拓真 (5)   坂倉　大輝 (5)   井戸本尚也 (5)   藤村　祥太 (5)   田中　琢馬 (5)   内田　大賀 (5)   山本　　龍 (5)   秦　　駿介 (5)

  八代　貢輝 (5)   近藤光一郎 (5)   大北　知哉 (5)   伊藤　　悠 (5)   竹内　啓人 (5)   金子　将也 (5)   明比　　瞭 (5)   飯田　竜平 (4)
凡例　　GR：大会記録

7 位 8 位

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位

三泗：川越陸上少－Ｂ

伊賀：ゆめが丘ＲＣ

10月17日

混成
４×１００

ｍＲ

三泗：川越陸上少－Ａ 桑員：北勢ＲＣ－Ａ 度会：内城田ＳＣ－Ａ 伊勢：南勢陸上ク－Ａ 松阪：松阪Ｊｒ陸上－Ａ 亀山：ＪＡＣ亀山－Ａ 伊勢：佐八陸上ク－Ａ

10月17日

女子
４×１００

ｍＲ

度会：内城田ＳＣ 伊勢：南勢陸上ク－Ａ 三泗：保々ＲＣ－Ａ 津：一志Ｂｅａｓｔ－Ａ 三泗：川越陸上少 伊勢：南勢陸上ク－Ｂ 伊勢：佐八陸上ク

10月17日

男子
４×１００

ｍＲ

伊勢：佐八陸上ク－Ａ 伊勢：南勢陸上ク－Ａ 三泗：四日市陸ク－Ａ 桑員：いなべＴＦＣ 度会：内城田ＳＣ－Ａ 伊勢：北浜陸上ク－Ａ 津：一志Ｂｅａｓｔ－Ａ


