
小学男子の部
日付 種目

島尻　啓成(2) 10.68(0.0) 原田　玄馬(2) 11.08(0.0) 加藤　蓮士(2) 11.10(0.0) 岩田　康佑(2) 11.27(0.0) 水谷　元喜(2) 11.32(0.0) 松井　結人(2) 11.32(0.0) 伊藤　恵大(2) 11.37(0.0) 水谷巴瑠人(2) 11.45(0.0)
北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 七和RC 笹尾ＡＣ 笹尾ＡＣ 大山田ＡＣ *TK IAA桑名 IAA桑名
山本　悠斗(3) 9.65 勝田　紘斗(3) 9.73 鈴木　漱介(3) 10.05 辻　　陽斗(3) 10.32 倉田　和輝(3) 10.40 長谷部瑛音(3) 10.57 佐藤　長城(3) 10.70 伊藤　理登(3) 10.99
大山田ＡＣ ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 藤原陸上ク 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 神田クラブ
近藤　　誠(4) 15.95 佐藤　奏斗(4) 15.96 近藤　瑛仁(4) 16.42 平井　琉斗(4) 16.43 岩田龍之介(4) 16.50 倉田　将希(4) 16.51 西谷　優伸(4) 16.93 和田　翔瑛(4) 17.46
笹尾ＡＣ IAA桑名 ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 大山田ＡＣ 笹尾ＡＣ 藤原陸上ク 笹尾ＡＣ 大山田ＡＣ
伊藤　　嵐(5) 15.61 村上　明穂(5) 15.67 近藤　謙信(5) 15.70 高須　大晟(5) 15.70 牧　　海杜(5) 16.02 江上　智哉(5) 16.15 高橋　柊人(5) 16.30 青井　智哉(5) 16.31
ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 大山田ＡＣ IAA桑名 七和RC *TK 大山田ＡＣ 七和RC 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ
岡　　蒼大(6) 14.48 江守　真人(6) 14.55 山森　大輔(6) 14.74 西江　康晴(6) 14.75 徳田　有希(6) 14.81 新井　翔空(6) 14.91 首藤　光貴(6) 14.94 出口　颯座(6) 15.18
神田クラブ 神田クラブ 七和RC 北勢ＲＣ IAA桑名 大山田ＡＣ 神田クラブ 神田クラブ
松井　健人(6) 2:46.01 堤　　晴彦(6) 2:47.53 高木　陽悠(6) 2:47.72 廣嶋　　快(6) 2:50.72 梅津　千聖(6) 2:51.80 遠藤　　黎(5) 2:53.72 内田　晴久(5) 2:54.11 鈴木悠之助(5) 2:54.36
大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 神田クラブ 七和RC 大山田ＡＣ IAA桑名 大山田ＡＣ 北勢ＲＣ
木村　太翔(6) 1477点 薫田　陵汰(6) 1400点 表　奏大(5) 1354点 村木　颯大(5) 1258点 竹田　陸哉(5) 1187点 脇屋　壮太(6) 1168点 城田　和樹(5) 1109点 中尾　亮太(5) 966点
IAA桑名 北勢ＲＣ ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 笹尾ＡＣ IAA桑名 七和RC 笹尾ＡＣ

小学女子の部
日付 種目

出口　瑠亜(2) 11.19(0.0) 清水　友結(2) 11.50(0.0) 伊藤　有沙(2) 11.83(0.0) 大石　麻帆(2) 12.01(0.0) 青谷　日和(2) 12.03(0.0) 川瀬　紗弥(2) 12.04(0.0) 木村　南萌(2) 12.12(0.0) 北見　心絆(2) 12.32(0.0)
員弁ＲＣ 北勢ＲＣ 員弁ＲＣ 北勢ＲＣ 大山田ＡＣ 北勢ＲＣ IAA桑名 藤原陸上ク
伊藤まひろ(3) 10.24 金丸　梨音(3) 10.26 服部　花乃(3) 10.82 近藤　優菜(3) 11.00 鈴木　もも(3) 11.00 近藤百々香(3) 11.07 辻　　咲衣(3) 11.11 水口　亜依(3) 11.19
北勢ＲＣ IAA桑名 大山田ＡＣ 神田クラブ 北勢ＲＣ *TK 神田クラブ 大山田ＡＣ ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC
森川　寛菜(4) 16.08 安藤　姫麻(4) 16.35 瀬古　栞奈(4) 16.79 松葉　美和(4) 16.83 小野寺　凛(4) 17.04 潘　　麻衣(4) 17.33 中村　朱里(4) 17.34 三品　里緒(4) 17.59
北勢ＲＣ 神田クラブ 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 員弁ＲＣ 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 七和RC
斉藤優莉奈(5) 14.16 榊原　由真(5) 15.38 伊藤　美南(5) 15.61 川瀬　七海(5) 15.77 鈴木　萌夏(5) 15.89 諸戸　柏美(5) 16.53 白川　　楓(5) 16.92 藤田　花奏(5) 17.28
員弁ＲＣ 員弁ＲＣ 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 員弁ＲＣ
岡村　柚来(6) 15.41 三輪　琴絵(6) 15.43 尾崎澄美香(6) 15.76 太田　莉奈(6) 16.40 伊藤　萌衣(6) 16.46 川瀬　茉奈(6) 16.73 平田　万友(6) 17.62 久納有奏子(6) 18.97
神田クラブ ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 神田クラブ 大山田ＡＣ 藤原陸上ク 北勢ＲＣ 神田クラブ
内田　里恋(6) 2:31.91 伊藤真由奈(6) 2:52.23 近藤　見咲(6) 3:04.17 渡邊　綺咲(5) 3:07.31 水谷　彩良(5) 3:07.86 八手幡紅乃(5) 3:22.86
大山田ＡＣ 北勢ＲＣ 北勢ＲＣ 大山田ＡＣ 笹尾ＡＣ 笹尾ＡＣ
野嵜　遥香(6) 1367点 楠　亜花(6) 1265点 伊藤　心宥(5) 1137点 伊藤　千華(5) 1081点 伊藤　希和(6) 935点 卯野　寧々(6) 921点 多湖　彩華(6) 875点
IAA桑名 北勢ＲＣ 笹尾ＡＣ 笹尾ＡＣ 藤原陸上ク 神田クラブ 北勢ＲＣ

大山　亜泉(6) 1539点 山中　さわ(6) 1365点 木村　凪沙(5) 1188点 藤田　莉緒(6) 937点 桟敷　真生(6) 856点 渡邉　優芽(6) 393点
IAA桑名 藤原陸上ク IAA桑名 藤原陸上ク 藤原陸上ク IAA桑名

大山田AC　A 54.12 大山田AC　B 56.54 笹尾AC 1:02.45 北勢RC　A 1:03.48 北勢RC　B 1:05.77
津村奈那実(6) 出口　仁菜(6) 田上　海斗(5) 藤井　レナ(5) 鈴木　めい(5)
清原　　然(6) 山本　蒼真(6) 寺谷ミラン(5) 吉田　資英(6) 瀬古　蓮人(6)
和田　琉聖(6) 水谷　康志(6) 中西　心桜(5) 片山　美咲(5) 小林　里緒(5)
中野　凜杏(6) 服部　雪乃(6) 寺谷　　零(5) 伊富　海音(6) 水谷　壮希(6)

凡例  *TK:着差あり *NM:記録なし

5位 6位 7位 8位

県小学生大会桑員予選
東員町スポーツ公園陸上競技場
2019/05/26

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

5月26日
小学4年男子100m

風：-1.0

8位

5月26日
小学3年男子60m

風：+0.6

5月26日 小学2年以下男子60m

5月26日 小学男子800m

5月26日
小学5年男子100m

風：0.0

5月26日
小学6年男子100m

風：+1.0

3m03(+0.3)-24m87 2m59(-0.2)-30m01 2m93(-0.3)-22m38 2m47(+0.5)-21m723m93(-0.3)-26m75

5月26日 小学5･6年男子コンバインドB

3m33(+0.5)-31m21

5月26日
小学3年女子60m

風：+1.0

5月26日 小学2年以下女子60m

3m30(+0.4)-29m38 3m07(-0.3)-27m82

1位 2位 3位 4位

5月26日 小学女子800m

5月26日
小学4年女子100m

風：-1.3

5月26日
小学5年女子100m

風：-0.5

5月26日
小学6年女子100m

風：-1.5

2m76(-0.5)-28m63 2m18(-0.3)-24m29 2m58(-0.5)-14m78

16.59(+0.6)-1m15

5月26日 小学5･6年女子コンバインドA

17.53(+0.6)-1m20 17.94(+0.6)-1m15 17.59(+0.6)-1m05

*NM-16m41

5月26日 小学混合4×100mR

18.78(+0.6)-1m10 18.53(+0.6)-1m05 18.80(+0.6)-1m05

4m15(-0.5)-26m76

5月26日 小学5･6年女子コンバインドB

3m48(-0.5)-27m41


