
期　 　　　日 2018年8月17日(金)～19日(土)
ト ラ ッ ク 審 判 長 向井　俊哉

陸　 協 　名 三重陸上競技協会 コード23 跳 躍 審 判 長 伊藤　　弘
大 会 名 第41回桑員地区選手権　兼　第55回桑名市民体育大会 コード 18230716 投 て き 審 判 長 萩　　一彰

主催団体名 桑員陸上競技協会 競技場名 四日市市中央緑地陸上競技場 コード 232010 記 録 主 任 竹内　元康

小学男子の部

日付 種目

山本　悠斗(2) 10.64(+1.9) 勝田　紘斗(2) 11.05(-2.1) 伊藤　理登(2) 11.34(-2.1) 塚田　翔和(2) 11.38(+1.9) 鈴木　漱介(2) 11.39(+1.9) 辻　　陽斗(2) 11.44(-2.1) 倉田　和輝(2) 11.48(-2.1) 原田　玄馬(1) 12.18(+1.9)
大山田ＡＣ ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 神田クラブ 多度陸上 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 藤原陸上ク 北勢ＲＣ
近藤　　誠(3) 10.20 白井　宏河(3) 10.46 和田　翔瑛(3) 10.64 伊藤　玖竜(3) 10.78 平井　捷斗(3) 10.82 諏訪　太政(3) 10.87 平井　琉斗(3) 10.97 杉本　笑楽(3) 10.99
笹尾ＡＣ 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ
藤田　匠優(4) 15.44 本夛　勇翔(4) 15.83 高須　大晟(4) 16.14 牧　　海杜(4) 16.52 伊藤　悠眞(4) 16.60 近藤　謙信(4) 16.63 高橋　柊人(4) 16.66
藤原陸上ク 大山田ＡＣ 七和RC 大山田ＡＣ 笹尾ＡＣ IAA桑名 大山田ＡＣ

伊藤　　嵐(4) 16.63
ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC *TL

清原　　然(5) 14.58 和田　琉聖(5) 15.09 西江　康晴(5) 15.26 山本　蒼真(5) 15.39 水津　翔貴(5) 15.84 水谷　康志(5) 15.90 瀬古　蓮人(5) 15.97 森　　健太(5) 16.17
大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 北勢ＲＣ 大山田ＡＣ 七和RC 大山田ＡＣ 北勢ＲＣ 大山田ＡＣ
鈴木　大城(6) 15.13 西江優太朗(6) 15.17 山本　望翔(6) 15.53 岡　　楽大(6) 15.88 潘　　裕秦(6) 16.15 山崎　功雅(6) 16.69
大山田ＡＣ 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 藤原陸上ク 大山田ＡＣ 員弁ＲＣ
水谷　　薫(6) 2:48.11 川瀬　淳煌(6) 2:53.60 石崎　悠仁(6) 2:56.84 下和田涼真(6) 2:59.42 新井　翔空(5) 3:09.41 松井　健人(5) 3:15.41
木曽岬小 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 七和RC 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ
北勢RC 1:01.51 大山田AC　A 1:02.18 藤原陸上ク 1:05.12 七和RC 1:06.26 大山田AC　B 1:09.85
西江　康晴(5) 堤　　晴彦(5) 藤岡　　潤(6) 三品凛太朗(5) 中村　柊斗(5)
西江優太朗(6) 潘　　裕秦(6) 古川　智龍(6) 水谷　詳大(6) 新井　翔空(5)
川瀬　淳煌(6) 吉川　直希(5) 藤原　蒼空(6) 下和田涼真(6) 木原隆之介(5)
山本　望翔(6) 鈴木　大城(6) 岡　　楽大(6) 城田　悠佑(6) 松井　健人(5)
黒宮　和真(6) 1m15
大山田ＡＣ
城田　悠佑(6) 4m16(-0.1) 古川　智龍(6) 3m39(-1.8) 三品凛太朗(5) 2m89(-1.7) 水谷　詳大(6) 2m87(+0.8)
七和RC 藤原陸上ク 七和RC 七和RC
太田　侑希(6) 50m48 清水　悠貴(6) 42m59 藤原　蒼空(6) 41m10 藤岡　　潤(6) 29m79 檜尾　　旭(6) 18m34
笹尾ＡＣ GR 藤原陸上ク 藤原陸上ク 藤原陸上ク 北勢ＲＣ

小学女子の部

日付 種目

伊藤まひろ(2) 11.26(-0.5) 服部　花乃(2) 11.29(-0.5) 金丸　梨音(2) 11.55(-1.6) 川瀬　舞凡(2) 12.04(-0.5) 辻　　咲衣(2) 12.12(-0.5) 出口　瑠亜(1) 12.16(-1.6) 近藤　優菜(2) 12.23(-1.6) 清水　友結(1) 12.25(-0.5)
北勢ＲＣ 多度陸上 IAA桑名 北勢ＲＣ 大山田ＡＣ 員弁ＲＣ 神田クラブ 北勢ＲＣ
森川　寛菜(3) 10.38 安藤　姫麻(3) 10.82 潘　　麻衣(3) 11.05 三品　里緒(3) 11.09 松葉　美和(3) 11.25 瀬古　栞奈(3) 11.29 中村　朱里(3) 11.39 川瀬　瑠花(3) 11.81
北勢ＲＣ 神田クラブ 大山田ＡＣ 七和RC 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 大山田ＡＣ 北勢ＲＣ
斉藤優莉奈(4) 15.46 寺谷ミラン(4) 16.24 鈴木　萌夏(4) 16.41 伊藤　美南(4) 16.43 榊原　由真(4) 16.62 伊藤　千華(4) 17.13 伊藤　心宥(4) 17.35 川瀬　七海(4) 17.55
員弁ＲＣ GR 笹尾ＡＣ 大山田ＡＣ 北勢ＲＣ 員弁ＲＣ 笹尾ＡＣ 笹尾ＡＣ 北勢ＲＣ
大山　亜泉(5) 15.28 服部　雪乃(5) 15.56 出口　仁菜(5) 15.70 中野　凜杏(5) 15.81 津村奈那実(5) 15.87 岡村　柚来(5) 17.44 多湖　彩華(5) 17.63 伊藤　萌衣(5) 17.83
IAA桑名 多度陸上 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 神田クラブ 北勢ＲＣ 大山田ＡＣ
小嶋　りな(6) 15.23 高濱　愛唯(6) 15.26 片山　結香(6) 15.41 杉江　七虹(6) 15.42 鈴木　杏奈(6) 15.87 伊藤　笑呼(6) 15.88 渡辺　華音(6) 15.90 山本　　凜(6) 15.93
大山田ＡＣ 七和RC 北勢ＲＣ IAA桑名 笹尾ＡＣ 大山田ＡＣ いなべTFC 笹尾ＡＣ
内田　里恋(5) 2:42.69 加藤　里菜(6) 2:53.33 新貝　真央(6) 2:59.93 前田明日香(6) 3:15.31 伊藤　優那(6) 3:20.26 伊藤　杏純(6) 3:20.74
大山田ＡＣ ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 七和RC 笹尾ＡＣ
松田　萌加(6) 14.79
笹尾ＡＣ
笹尾AC　A 1:00.76 大山田AC 1:03.82 北勢RC 1:04.71 笹尾AC　B 1:08.29
山本　　凜(6) 前田明日香(6) 多湖　彩華(5) 川端　美依(6)
大澤　　椿(6) 新貝　真央(6) 片山　結香(6) 伊藤　想夏(6)
鈴木　杏奈(6) 小嶋　りな(6) 鈴木　佑菜(6) 鈴木陽奈梨(6)
松田　萌加(6) 伊藤　笑呼(6) 宮田　悠衣(6) 伊藤　杏純(6)
木本　安理(6) 1m10
大山田ＡＣ
大澤　　椿(6) 4m32(-0.1) 宮田　悠衣(6) 2m94(-0.8) 川端　美依(6) 2m71(-1.8) 伊藤　想夏(6) 2m49(+0.8)
笹尾ＡＣ 北勢ＲＣ 笹尾ＡＣ 笹尾ＡＣ
鈴木陽奈梨(6) 30m32 西　　楓花(6) 29m97 鈴木　佑菜(6) 27m96
笹尾ＡＣ IAA桑名 北勢ＲＣ

大山田AC　A 59.97 大山田AC　B 1:02.60 大山田AC　D 1:04.86 笹尾AC　A 1:05.11 大山田AC　C 1:07.28 北勢RC　B 1:07.34 笹尾AC　B 1:10.32 北勢RC　A 1:12.45
津村奈那実(5) 内田　里恋(5) 鈴木　結香(4) 寺谷ミラン(4) 伊藤　萌衣(5) 片山　美咲(4) 中西　心桜(4) 平田　万友(5)
出口　仁菜(5) 中野　凜杏(5) 井垣　瑠夏(4) 伊藤　心宥(4) 鈴木　萌夏(4) 伊藤　美南(4) 伊藤　千華(4) 川瀬　七海(4)
和田　琉聖(5) 水谷　康志(5) 牧　　海杜(4) 伊藤　悠眞(4) 高橋　柊人(4) 瀬古　蓮人(5) 柴田　琉空(4) 伊藤　巧真(4)
清原　　然(5) 山本　蒼真(5) 本夛　勇翔(4) 寺谷　　零(4) 森　　健太(5) 吉田　資英(5) 竹田　陸哉(4) 横道　敏輝(4)

凡例  *TK:着差あり *TL:着差なし *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高 GR:大会記録

8月18日

8月18日
小学女子ジャベリックボール

投

決勝記録一覧表

8月18日
小学5年女子100m

風：-0.9

8月18日
小学6年女子100m

風：-2.6

8月18日 小学2年以下女子60m

8月18日

小学2年以下男子60m

8月18日 小学女子800m

8月18日
小学3年女子60m

風：+0.4

8月18日
小学4年女子100m

風：-1.4

8月18日
小学3年男子60m

風：-0.9

8月18日
小学4年男子100m

風：-1.3

8月18日
小学5年男子100m

風：-0.5

8月18日 小学男子800m

8月18日 小学男子走高跳

小学6年男子100m
風：-1.6

8月18日 小学男子走幅跳

8月18日 小学男子4×100mR

8月18日 小学女子4×100mR

8月18日 小学混合4×100mR

8月18日
小学男子ジャベリックボール

投

8月18日
小学女子80mH(70㎝/7.0m)

風：-3.1

8月18日 小学女子走高跳

8月18日 小学女子走幅跳
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