
ト ラ ッ ク 審 判 長 宮田藤志次

ス タ ー ト 審 判 長 宮田藤志次

跳 躍 審 判 長 後藤二三夫

投 て き 審 判 長 後藤二三夫

記 録 主 任 中村早由里

日付 種目

井方　柚月(5) 15.89 山川　圭翔(5) 16.40
保々ＲＣ 保々ＲＣ
山下　吾朗(2) 9.90(+1.3) 水野　隼颯(2) 10.63(+0.4) 辻　開成(2) 10.89(+0.4) 松永　悠佑(1) 11.16(+0.4) 森山　絢心(1) 11.24(+1.3) 中野　奏夢(2) 11.40(+0.4) 徳山　礼陽(1) 11.55(+1.3) 永田　湧(1) 11.56(+1.3)
DRS ＹウェルネスＣ 保々ＲＣ ＹウェルネスＣ 楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ 保々ＲＣ 三浜陸上
田中　裕埜(3) 9.79 森　琉偉(3) 9.89 水谷　優歩(3) 10.17 佐藤　要(3) 10.28 小林　奏介(3) 10.67 南　寛斗(3) 10.67 今村　春斗(3) 10.67 西尾　俊祐(3) 10.93
三浜陸上 DRS 保々ＲＣ ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ 楠陸上Jｒ *TK 三浜陸上 *TK ＹウェルネスＣ
鈴木　大和(4) 15.46 田中　桜次朗(4) 15.90 西尾　颯祐(4) 16.00 今村　圭佑(4) 16.66 平山　太智(4) 16.77 辻　憲親(4) 16.85 中村　樹吹(4) 17.10 水野　将秀(4) 18.20
保々ＲＣ 内部陸上少 ＹウェルネスＣ 三浜陸上 DRS 保々ＲＣ 内部陸上少 ＹウェルネスＣ
長野　匠吾(5) 15.17 濱西　理玖(5) 15.57 今村　英獅(5) 15.62 松永　隆誠(5) 15.75 濱口　蓮(5) 15.95 間嶋　豊(5) 16.99 中川　珀飛(5) 17.43
DRS DRS 三浜陸上 ＹウェルネスＣ DRS DRS DRS
石曽根　颯(6) 13.74 長谷川　蓮(6) 13.81 山部　真仁(6) 14.17 今村　壮真(6) 15.20 米川　宙良(6) 15.56 岡本　來輝(6) 16.29 大迫　慈弦(6) 18.62 大迫　蓮士(6) 20.41
三浜陸上 三浜陸上 三浜陸上 三浜陸上 内部陸上少 三浜陸上 三浜陸上 三浜陸上
米山　瑛悠(3) 9.96 森　琉生斗(3) 10.27 辻　　統真(3) 10.36 西　遼大(3) 10.60 栗田　　勝琉(3) 10.75 福村　　泰佑(3) 10.82 八田　橙生(3) 11.06 野呂　健仁(3) 11.83
菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 朝日陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ 朝日陸上少
吉岡　　波留(4) 15.43 細川　琉生(4) 15.61 伊藤　叶大(4) 16.14 早川　碧(4) 16.49 進士　瑛斗(4) 16.53 米田　　統琉(4) 16.55 米山　慶信(4) 16.64 吉野　絢音(4) 16.96
朝日陸上少 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 菰野ＳＣ 朝日陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
小坂　琉泉(5) 14.54 芥川　颯来(5) 15.26 日比　　暖万(5) 15.42 鷲野　　彰斗(5) 15.59 小﨑　湊介(5) 15.62 横山　颯大(5) 16.34 諏訪　　奨(5) 16.52 佐藤　　永都(5) 16.61
菰野ＳＣ 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 朝日陸上少 朝日陸上少
柴田　大雅(6) 13.55 水谷　樹音(6) 14.32 山下　奏大(6) 14.89 高山　唯颯(6) 15.68 藤井　　新八(6) 16.12 鬼頭　侑大(6) 16.59 野崎　　竣介(6) 17.08
菰野ＳＣ GR 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 朝日陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少
井上　碧(6) 2:26.98 完山　大始(6) 2:36.85 田中　咲太朗(6) 2:37.25 丹野　颯希(6) 2:38.10 弦嶋　悠太朗(6) 2:39.93 斉藤　悠人(5) 2:40.29 内山　陽向(6) 2:41.81 重盛　紳之介(6) 2:47.86
DRS GR 陽だまりJAC 内部陸上少 三浜陸上 ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ DRS
石井　崇翔(5) 100点
保々ＲＣ

丹野　碧希(6) 1751点 上村　彪牙(6) 1698点 中垣　巧真(5) 1279点 壺井　皆統(6) 1274点 道上　武(6) 1225点 杉野　誠太朗(6) 1001点 塚原　蓮(6) 994点
三浜陸上 内部陸上少 内部陸上少 内部陸上少 内部陸上少 楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ

菅原　晟悟(6) 1225点
楠陸上Jｒ

長尾　　翼(6) 2:22.40 川村　優月(5) 2:35.47 蘭光　美心(6) 2:36.75 小野寺　楓駕(6) 2:36.85 福田　誉(5) 2:37.14 服部　倖大(5) 2:38.17 成夢　覇夢坐(5) 2:38.29 戸村　　悠聖(6) 2:38.62
朝日陸上少 GR 川越陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 菰野ＳＣ 朝日陸上少
大森　太陽(6) 1321点 鈴木　壮汰(5) 796点 長谷川　惺也(6) 100点
菰野ＳＣ 川越陸上少 川越陸上少

早川　蓮汰郎(6) 1766点 水上　　凛音(6) 1500点 赤星　徹多(6) 1457点 大須賀　蒼汰(6) 1388点 青山　寛太郎(6) 1295点 圦山　　拓実(6) 1257点 城野　瑛斗(6) 1254点 後藤　　旭陽(6) 1200点
川越陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少 菰野ＳＣ 朝日陸上少 菰野ＳＣ 朝日陸上少

3m71(-0.5)-20m81 3m16(+0.5)-26m56 2m86(+1.4)-30m50 3m10(+0.3)-24m57

5月15日 三重郡5･6年男子コンバインドB

4m02(-1.0)-39m72 3m43(-1.1)-34m77 3m26(-0.3)-35m00 3m19(+0.4)-32m59

3m36(-1.0)-22m19

5月15日 三重郡5･6年男子800m

5月15日 三重郡5･6年男子コンバインドA

17.20(+0.6)-1m20 20.41(+0.6)-1m05 22.39(+0.6)-*NM

4m10(+0.4)-35m29 3m15(-0.4)-27m76 2m69(-0.5)-33m89 2m59(0.0)-32m82 2m84(-0.3)-18m35 2m48(+0.2)-22m95

5月15日 四日市5･6年男子800m

5月15日 四日市5･6年男子コンバインドA

22.51(+0.6)-*NM

5月15日 四日市5･6年男子コンバインドB
4m10(+0.8)-37m88

5月15日
三重郡4年男子100m�

風：-0.1

5月15日
三重郡5年男子100m�

風：+0.4

5月15日
三重郡6年男子100m�

風：-0.3

5月15日
四日市5年男子100m�

風：-0.4

5月15日
四日市6年男子100m�

風：-0.3

5月15日
三重郡3年男子60m�

風：+1.5

5月15日
四日市3年男子60m�

風：+1.4

5位 6位 7位

5月15日
四日市4年男子100m�

風：+1.5

5月15日 小学１・2年男子60m

8位

5月15日
友好男子100m�

風：-0.3

第38回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 【22230719】
四日市市中央陸上競技場 【232020】
2022/05/15

1位 2位 3位 4位
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1位 2位 3位 4位

山下　日花里(5) 17.33 片山　菜々子(5) 19.60
保々ＲＣ 保々ＲＣ
山下　侑里(2) 10.46(+1.0) 森内　彩菜(2) 10.77(+0.3) 中村　波瑠(2) 11.01(+1.0) 長谷川　美羽(2) 11.12(+1.0) 長野　世愛(2) 11.31(+0.3) 中村　帆那(2) 11.39(+1.0) 是枝　芽衣香(2) 11.53(+1.0) 新谷　結音(2) 12.47(+1.0)
保々ＲＣ 保々ＲＣ 保々ＲＣ 三浜陸上 DRS 楠陸上Jｒ 内部陸上少 内部陸上少
鴻池　瑚々花(3) 10.38 伊藤　華乃香(3) 10.84 山田　会咲(3) 11.02 伊藤　心彩(3) 11.14 加藤　菜奈子(3) 11.22 小宮　茜(3) 11.50 今尾　杏暢(3) 11.58 坂本　陽奈(3) 12.00
保々ＲＣ 三浜陸上 三浜陸上 DRS 保々ＲＣ 三浜陸上 三浜陸上 DRS
上杉　陽奈(4) 16.66 堀　結希乃(4) 16.82 是枝　柚衣香(4) 17.06 森内　結菜(4) 17.31 安立　楓加(4) 17.32 壺井　理歩(4) 17.74 脇谷　ことみ(4) 18.23
内部陸上少 DRS 内部陸上少 保々ＲＣ 陽だまりJAC 内部陸上少 陽だまりJAC
蔦岡　彩(5) 15.69 岩崎　めい(5) 17.41 宇津　遥香(5) 17.78
楠陸上Jｒ DRS ＹウェルネスＣ
高橋　愛海(6) 14.76 田中　美咲妃(6) 15.24 千種　彩葉(6) 15.56 磯田　彩心(6) 15.81 後藤　舞唯(6) 16.25 稲垣　まな(6) 16.59 淺川　玲奈(6) 17.28
三浜陸上 三浜陸上 ＹウェルネスＣ DRS 三浜陸上 内部陸上少 内部陸上少
新里　朱鈴愛(3) 10.63 吉村　有理沙(3) 10.67 濱沖　音羽(3) 10.97 リード　桜南(3) 11.16 菅野　結菜(3) 11.41 濱沖　詩奈(3) 11.46 矢野　翼(3) 11.62 新美　　小晴(3) 11.75
菰野ＳＣ 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少
馬場　咲幸(4) 16.59 後藤　琉乃(4) 16.72 萱野　ゆら(4) 17.05 吉田　美紗子(4) 17.44 渡邉　ひまり(4) 17.45 水上　　楓梨(4) 17.46 杉谷　相空(4) 17.52 佐藤　日葵(4) 17.81
菰野ＳＣ 川越陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 朝日陸上少
伊藤　幸彩(5) 15.61 濱沖　茅那(5) 16.07 内田　杏衣留(5) 16.14 角田　愛莉(5) 16.59 鈴木　仁奈(5) 16.67 赤星　凛(5) 16.88 森　ひまり(5) 17.69
菰野ＳＣ 川越陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
辻　　杏奈(6) 14.44 森谷　　梨世(6) 14.82 吉岡　　里桜(6) 14.95 後藤　悠乃(6) 15.11 黒田　瀬理菜(6) 15.71 新美　　芽生(6) 15.95 松井　瑞姫(6) 16.82 水野　衣理(6) 17.63
朝日陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少
是枝　愛香(6) 2:30.92 川森　ひなの(5) 2:41.24 稲玉　琴葉(6) 2:48.84
内部陸上少 GR ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ
中村　真榮(6) 1742点 森山　瑠来(6) 1244点 森　来繭(5) 1167点 山口　千晴(6) 911点
楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ

森川　あかね(6) 962点 野北　一希(6) 951点
楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ

新里　海愛(6) 2:39.23 細川　陽菜(6) 2:41.03 小久保　　穂(6) 2:46.52 服部　杏美(5) 2:48.40 森　　藍葉(6) 2:50.85 土屋　　心乃(5) 2:53.09 柴田　苺依(6) 3:08.69
菰野ＳＣ 川越陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ
久村　　舞(6) 1171点
朝日陸上少

吉田　柚希(6) 1098点 山本　　真悠(6) 863点
川越陸上少 朝日陸上少

保々ＲＣA 1:00.02 保々ＲＣB 1:04.29
渡辺　愛菜(6) GR 美濃　凜空(5)
伊藤　絆人(5) 齋藤　希光(5)
稲垣　波希(6) 三羽　ひかり(5)
高野　夢叶(6) 鈴木　惺(6)
川越陸上少 1:02.54
早川　真由(6) GR
松藤　央樹(5)
栗須　光優(5)
早川　大凱(6)

凡例  GR:大会記録 *NM:なし *TK:着差あり *F2:２回目が公認最高

5月15日 四日市5･6年混合4X100mR

5月15日 三重郡5･6年混合4X100mR

5月15日 三重郡5･6年女子800m

5月15日 三重郡5･6年女子コンバインドA

5月15日 三重郡5･6年女子コンバインドB

2m70(-0.1)-25m05

14.74(+0.9)-1m20 16.64(+0.9)-1m05 17.76(+0.9)-1m15

四日市5･6年女子コンバインドA

2m65(+0.3)-14m21

17.74(+0.9)-1m15

19.40(+0.9)-1m15

5月15日 四日市5･6年女子コンバインドB

2m77(-0.5)-17m38 2m77(-1.1)-16m85

5月15日
三重郡6年女子100m�

風：+0.9

5月15日 四日市5･6年女子800m

5月15日

5月15日
三重郡3年女子60m�

風：+1.4

5月15日
三重郡4年女子100m�

風：+1.5

5月15日
三重郡5年女子100m�

風：+1.8

5月15日
四日市4年女子100m�

風：-0.2

5月15日
四日市5年女子100m�

風：-0.6

5月15日
四日市6年女子100m�

風：-1.5

5月15日 小学１・2年女子60m

5月15日
四日市3年女子60m�

風：+1.4

5月15日
友好女子100m�

風：-0.3



第38回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 【22230719】 新・タイ記録一覧表
四日市市中央陸上競技場 【232020】 出力時刻 2022/05/15 13:16
2022/05/15 ～ 2022/05/15

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 5月15日 大会記録 男 三重郡6年 100m 決　勝 1 1 13.55 -0.3m/s 柴田　大雅(6) 菰野ＳＣ(三　重)
2 5月15日 大会記録 男 四日市5･6年 800m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 2:26.98 井上　碧(6) DRS(三　重)
3 5月15日 大会記録 女 四日市5･6年 800m 決　勝 1 1 2:30.92 是枝　愛香(6) 内部陸上少(三　重)

4 5月15日 大会記録 混合 四日市5･6年 4X100mR 決　勝 1 1 1:00.02 保々ＲＣA(三　重) 渡辺　愛菜(6)
伊藤　絆人(5)
稲垣　波希(6)
高野　夢叶(6)

5 5月15日 大会記録 男 三重郡5･6年 800m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 2:22.40 長尾　　翼(6) 朝日陸上少(三　重)

6 5月15日 大会記録 混合 三重郡5･6年 4X100mR 決　勝 1 1 1:02.54 川越陸上少(三　重) 早川　真由(6)
松藤　央樹(5)
栗須　光優(5)
早川　大凱(6)



第2回三泗地区記録会 【22230706】 新・タイ記録一覧表
四日市市中央陸上競技場 【232020】 出力時刻 2022/05/15 12:56
2022/05/15 ～ 2022/05/15

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ


