
2015年6月6日(土) 大会名 第31回三重県小学生陸上競技大会鈴鹿市予選会 大会コード　 15240730
　兼 第31回鈴鹿市小学生陸上競技大会

三重陸上競技協会　 コード２４ ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

主催団体名 鈴鹿市陸上競技協会 競技場名 石垣池公園陸上競技場 競技場コード　243080 跳 躍 審 判 長 谷　映親

投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

林　龍都哉(3) 10.16 山口　滉生(3) 10.52 畑中　琉聖(3) 10.59 大川　大和(3) 10.63 上條　玄太(3) 10.88 北村　　航(3) 10.98 李　　健聖(3) 11.23 吉元　優冬(3) 11.32

一ノ宮 稲生小 稲生小 イムラAA 一ノ宮 ASSA-TC 神戸小 神戸小

飯田　思遠(4) 15.59 伊藤亘太郎(4) 15.65 稲生　　悠(4) 15.95 鈴木佑太朗(4) 15.98 新開　翔太(4) 16.02 近藤　璃空(4) 16.17 笠木　颯斗(4) 16.19 岡田　和樹(4) 16.61

栄小 神戸小 ASSA-TC ASSA-TC 稲生小 ASSA-TC ASSA-TC 石薬師ＲＣ

渡辺　悠斗(5) 14.86 上島　潤哉(5) 15.31 鎌田翔太郎(5) 15.77 西野　涼太(5) 15.83 阪　　琉世(5) 16.25 竹尾　　晟(5) 16.48 羽多野修太(5) 17.30 渡辺　陽向(5) 17.33

ASSA-TC 栄小 清和小 一ノ宮 ASSA-TC 一ノ宮 ASSA-TC 栄小

大野　雅生(6) 13.67 南川隼太郎(6) 14.43 石本　　旭(6) 14.98 宇野　陽登(6) 15.06 馬場　大翔(6) 15.35 太田　幸希(6) 15.36 清水良琉斗(6) 15.37 豊田　雅久(6) 15.55

イムラAA 一ノ宮 神戸小 稲生小 神戸小 稲生小 稲生小 一ノ宮

広瀬　貴也(6) 2:36.31 鈴木　亜成(5) 2:40.21 鈴木陽々希(5) 2:44.77 浅野　　孔(5) 2:56.72 大泉　友雅(5) 2:57.78 倉本　晃羽(5) 2:58.56

加佐登小 ASSA-TC ASSA-TC ASSA-TC 一ノ宮 ASSA-TC

三谷　伊吹(5) 19.18

ASSA-TC

稲生小-A・三重 1:02.49 神戸小-A・三重 1:02.98 一ノ宮-A・三重 1:03.06 栄小-A・三重 1:05.19 ASSA-TC-A・三重 1:07.40 稲生小-B・三重 1:08.68 神戸小-B・三重 1:13.06

岡田　裕太(6) 黒木　烈嘉(6) 豊田　雅久(6) 上島　潤哉(5) 中村　文人(6) 儀賀凜夢人(6) 安部　　創(5)

岩崎　偉央(6) 馬場　大翔(6) 西野　涼太(5) 小川　舜介(6) 阪　　琉世(5) 矢橋　駿大(6) 川井　優汰(5)

後藤　幸斗(6) 田中　子龍(6) 大平　日向(6) 久野　　将(6) 羽多野修太(5) 太田　幸希(6) 鈴木　柊麻(5)

宇野　陽登(6) 石本　　旭(6) 南川隼太郎(6) 伊東　健太(6) 浅野　　孔(5) 清水良琉斗(6) 中島　瑠斗(5)

伊東　健太(6) 0m95

栄小

秋田　琉希(5) 4m22(+0.7) 久野　　将(6) 3m66(+5.2) 岩崎　偉央(6) 2m98(+5.8) 中村　文人(6) 2m82(+0.1)

ASSA-TC 栄小 公認3m46(0.0) 稲生小 公認2m94(+0.7) ASSA-TC

後藤ハファエル(6) 52m25 佐野　航生(5) 50m79 田中　子龍(6) 48m35 岡田　裕太(6) 45m70 黒木　烈嘉(6) 44m77 矢橋　駿大(6) 44m17 中島　瑠斗(5) 41m10 大橋　陽平(5) 38m51

神戸小 鈴鹿ＡＣ 神戸小 稲生小 神戸小 稲生小 神戸小 稲生小

宮崎　藍果(3) 10.06 近藤　百晏(3) 10.78 小山　瑞葉(3) 10.80 櫻井すみれ(3) 10.82 山本　美緒(3) 10.87 横井　柚香(3) 10.92 山田　和花(3) 11.10 船木　　恵(3) 11.12

イムラAA ASSA-TC 稲生小 稲生小 稲生小 石薬師ＲＣ ASSA-TC 稲生小

徳山　叶愛(4) 15.74 末藤　新菜(4) 16.22 三村萌乃華(4) 16.26 黒木　唯香(4) 16.57 三杉　　光(4) 16.60 清水　彩加(4) 16.63 大谷　優妃(4) 17.25 辻　　優花(4) 17.39

稲生小 イムラAA 稲生小 ASSA-TC 神戸小 ASSA-TC 稲生小 加佐登小

松原　美空(5) 15.73 水谷　玲瑛(5) 16.05 山路　彩乃(5) 16.16 山際　乃愛(5) 16.19 中村　　綸(5) 16.23 豊田　芽以(5) 16.45 服部　りら(5) 16.46 松浦　友香(5) 16.52

ASSA-TC イムラAA 鈴鹿ＡＣ イムラAA 清和小 ASSA-TC イムラAA 稲生小

吉川　華梨(6) 13.96 田原　愛美(6) 15.41 岩﨑　涼花(6) 16.28 伊藤　未来(6) 19.62

ASSA-TC 稲生小 栄小 稲生小

上田　来実(6) 2:54.71 村木瑠璃乃(6) 2:57.75 村田　歩美(6) 2:59.61 阿部　　遥(6) 3:06.68 杉野　合南(5) 3:08.48 山口　恵奈(6) 3:08.52 米川　紗樹(6) 3:09.36 山本　茉那(5) 3:16.76

稲生小 石薬師ＲＣ 石薬師ＲＣ 石薬師ＲＣ 栄小 稲生小 稲生小 稲生小

愛敬　百花(6) 18.32 市川　遥月(6) 19.40 坂倉　愛実(5) 20.63 日高　美優(5) 21.38

ASSA-TC 栄小 栄小 栄小

ASSA-TC-A・三重 58.77 石薬師ＲＣ-A・三重 1:00.78 稲生小-A・三重 1:01.18 石薬師ＲＣ-B・三重 1:04.28 イムラAA-A・三重 1:05.09 栄小-A・三重 1:05.81 稲生小-C・三重 1:08.02 石薬師ＲＣ-C・三重 1:08.27

久保田愛衣(6) GR 村木瑠璃乃(6) 田原　愛美(6) 丸野　彩楓(6) 遠藤　花梨(5) 吉村　希彩(5) 辻　　莉音(5) 阿部　　遥(6)

草野陽万理(6) 竹田　高嶺(6) 上田　来実(6) 鈴木　琴音(6) 服部　りら(5) 日置　真緒(6) 新山　奈那(5) 鈴木　光葉(6)

愛敬　百花(6) 大塚　理央(6) 樋口　乃愛(6) 鈴木　若葉(6) 山際　乃愛(5) 市川　遥月(6) 山本　茉那(5) 村田　歩美(6)

吉川　華梨(6) 中堀　茉由(6) 伊藤　未来(6) 中条　天凛(6) 阪口　美苑(6) 岩﨑　涼花(6) 松浦　友香(5) 鈴木　彩華(6)

草野陽万理(6) 1m16 大塚　理央(6) 1m15 鈴木　琴音(6) 1m10 鈴木　光葉(6) 1m00 丸野　彩楓(6) 1m00

ASSA-TC *JO 石薬師ＲＣ 石薬師ＲＣ 石薬師ＲＣ 石薬師ＲＣ

阪口　美苑(6) 4m13(+2.4) 久保田愛衣(6) 3m76(+5.1) 遠藤　花梨(5) 3m55(+5.9) 樋口　乃愛(6) 3m35(+0.7) 石戸佳奈美(6) 3m25(+3.4) 日置　真緒(6) 3m13(+2.3) 新開　美玖(5) 2m97(+4.2) 吉田さくら(5) 2m82(+0.5)

イムラAA 公認記録なし ASSA-TC 公認3m51(+0.7) イムラAA 公認3m38(+1.9) 稲生小 稲生小 公認3m04(+0.7) 栄小 公認記録なし 稲生小 公認2m82(+1.8) 稲生小

大橋　栞奈(6) 45m40 太田かのん(6) 40m95 鈴木　若葉(6) 32m69 笠畑　綾花(5) 24m82 橘　　美空(6) 20m10 濱野　　汐(5) 18m55 中堀　茉由(6) 18m20

イムラAA ASSA-TC 石薬師ＲＣ 稲生小 稲生小 稲生小 石薬師ＲＣ

ASSA-TC-A・三重 1:02.40 ASSA-TC-B・三重 1:05.08 石薬師ＲＣ-A・三重 1:06.87 稲生小-D・三重 1:07.35 稲生小-A・三重 1:08.86 栄小-B・三重 1:10.47 石薬師ＲＣ-B・三重 1:10.60 稲生小-B・三重 1:11.01

豊田　芽以(5) 黒木　唯香(4) 村中　愛梨(4) 徳山　叶愛(4) 新開　美玖(5) 日高　美優(5) 水谷菜々花(5) 笠畑　綾花(5)

松原　美空(5) 清水　彩加(4) 藤森　妃菜(4) 間渕　志歩(4) 槻　　乃綾(5) 鈴村　琴音(5) 村中　梨恋(4) 吉田さくら(5)

鈴木　亜成(5) 鈴木陽々希(5) 市川　拳暉(4) 松永　　陸(4) 大橋　陽平(5) 飯田　思遠(4) 小林　星生(4) 新開　翔太(4)

秋田　琉希(5) 渡辺　悠斗(5) 岡田　和樹(4) 山下臨太郎(4) 國貞　晴太(5) 小黒　雄斗(4) 石井　光稀(4) 山羽　海斗(4)

凡例  GR:大会記録 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした １→２

6月6日
小学女子　5･6年

ボール投

6月6日
小学女子

混成4×100mR

6月6日
小学男子

5･6年4×100mR

6月6日
小学女子

5･6年4×100mR

6月6日
小学女子　5･6年

走高跳

6月6日
小学女子　5･6年

走幅跳

6月6日
小学女子　6年
100m　風：+2.2

6月6日
小学女子　5･6年

800m

6月6日
小学女子　5･6年
80mH　風：-2.3

6月6日
小学女子　3年
60m　風：+1.1

6月6日
小学女子　4年
100m　風：+2.9

6月6日
小学女子　5年
100m　風：+0.8

6月6日
小学男子　5･6年

走高跳

6月6日
小学男子　5･6年

走幅跳

6月6日
小学男子　5･6年

ボール投

6月6日
小学男子　6年
100m　風：+3.3

6月6日
小学男子　5･6年

800m

6月6日
小学男子　5･6年
80mH　風：+0.2

8位

6月6日
小学男子　3年
60m　風：+2.9

6月6日
小学男子　4年
100m　風：+2.1

6月6日
小学男子　5年
100m　風：+2.8

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位




