
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

☆県小学生新記録☆

予・決 記録

1 女子5･6年１０００ｍ 決 ３’１２”５２ 今村　宥美 川越陸上少

2 男子5･6年８０ｍＨ 決 １２”３０（+1.4） 岩田　大輝 一志Ｂｅａｓｔ

3 男子5年１００ｍ 決 １３”０７（+0.5） 田中　翔真 美杉陸上ク

☆大会新記録☆

予・決 記録

1 女子6年１００ｍ 決 １３”３０（+1.0） 田矢　愛美 JAC亀山

2 男子5年１００ｍ 決 １３”０７（+0.5） 田中　翔真 美杉陸上ク

3 女子5･6年１０００ｍ 決 ３’１２”５２ 今村　宥美 川越陸上少

4 〃 〃 ３’１５”７３ 舘　　智子 川越陸上少

5 〃 〃 ３’１６”９７ 岡　亜矢香 北勢ＲＣ

6 男子5･6年８０ｍＨ 決 １２”３０（+1.4） 岩田　大輝 一志Ｂｅａｓｔ

7 男子6年１００ｍ 決 １２”４６（0.0） 池村　優介 みどり町ス

8 女子3年６０ｍ 決 ９”６８（+0.8） 松葉　みなみ 南勢陸上ク

中村　亜矢

山本　綺美

井戸本　莉奈

森本　真由

内城田ＳＣ9 女子４×１００ｍＲ 決 ５４”８４

所属 備考№ 種　　目
記録

氏名

新記録一覧表

みえスポーツフェスティバル２００６

２００６年１０月２９日（日）

第1１回三重県小学生クラブ対抗選手権大会

兼三重県小学生リレー選手権大会

所属 備考№ 種　　目
記録

氏名



     みえスポーツフェスティバル２００６　　第11回三重県小学生クラブ対抗選手権大会兼三重県小学生リレー選手権大会　（男子の部）

期日　2006年10月29日（日） 　　　　　場所　三重県営総合競技場陸上競技場
日付 種目

３年６０ｍ 石川　瑞己 (3) 9.47 奥田　　碩 (3) 9.54 奥川　魁斗 (3) 9.56 佐藤　拓弥 (3) 9.56 山田　隼也 (3) 9.65 梶野　　拳 (3) 9.70 牧島　瑠聖 (3) 9.70 作田　裕樹 (3) 9.75

風:+0.5 いなべ：北勢ＲＣ 伊勢市：早　修 松阪市：松阪Jr陸上 伊勢市：南勢陸上ク 津　市：一志Beast 伊勢市：南勢陸上ク 志摩市：国府スポ少 志摩市：ClubEggs

４年６０ｍ 松永　　駿 (4) 8.90 中川　想基 (4) 8.97 橋爪　翔大 (4) 9.01 久我　一真 (4) 9.05 宮　　功享 (4) 9.12 乾　　颯人 (4) 9.27 茂山　蓮太 (4) 9.37 南部　幸裕 (4) 9.47

風:+4.4 松阪市：松阪Jr陸上 いなべ：員弁ＲＣ 亀山市：ＪＡＣ亀山 松阪市：松阪Jr陸上 津　市：津陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 津　市：一志Beast 四日市：保々ＲＣ

５年１００ｍ 田中　翔真 (5) 13.07 浜本　悠司 (5) 13.97 舌古　一誠 (5) 14.19 東川　佳弘 (5) 14.22 松儀　拳太 (5) 14.60 西村　直己 (5) 14.61 高山　拓己 (5) 14.63 山川　竜樹 (5) 14.77

風:+0.5 津　市：美杉陸上ク NGR,NKE 松阪市：松阪Jr陸上 度会郡：南勢ＡＣ いなべ：員弁ＲＣ 志摩市：国府スポ少 伊勢市：南勢陸上ク 多気郡：多気ＲＣ 度会郡：内城田ＳＣ

６年１００ｍ 池村　優介 (6) 12.46 清水　敬太 (6) 12.94 上田　晃平 (6) 13.17 安藤　拓海 (6) 13.27 森中　剛樹 (6) 13.47 宮崎　寛隆 (6) 13.48 諏訪　達郎 (6) 13.55 国分　祐樹 (6) 13.59

風:0.0 亀山市：みどり町ス NGR 度会郡：内城田ＳＣ 伊勢市：佐八陸上ク 四日市：三浜複合 津　市：一志Beast 伊勢市：南勢陸上ク 四日市：四日市陸ク 亀山市：ＪＡＣ亀山

西井　拓哉 (6) 3.08.70 西山　雄介 (6) 3.10.32 荒木　大輔 (6) 3.10.58 畔柳　隼弥 (6) 3.10.60 松岡　秀明 (6) 3.13.39 伊藤　周平 (6) 3.19.49 大井　勇秀 (6) 3.22.77 一路　侑杜 (6) 3.23.17

松阪市：松阪Jr陸上 松阪市：松阪Jr陸上 三重郡：川越陸上少 津　市：津陸上ク 鈴鹿市：石薬師ＲＣ 三重郡：川越陸上少 三重郡：川越陸上少 名張市：ゆめが丘RC

５･６年８０ｍＨ 岩田　大輝 (6) 12.30 堀口　明彦 (6) 13.29 衛藤　　将 (6) 13.46 西口　大樹 (6) 13.73 今村　　燿 (6) 13.83 小川　颯大 (5) 14.04 武田　雄斗 (6) 14.29 藤原　宏展 (6) 14.31

風:+1.4 津　市：一志Beast NGR,NKE 志摩市：志摩陸上ク 鈴鹿市：鈴鹿ＡＣ 伊勢市：南勢陸上ク 四日市：保々ＲＣ 志摩市：国府スポ少 津　市：美杉陸上ク 多気郡：多気ＲＣ

伊勢市：南勢陸上ク 53.33 度会郡：内城田SC-A 53.53 亀山市：みどり町ス 54.00 四日市：保々RC-A 54.74 松阪市：松阪Jr陸上-A 54.89 津　市：一志Beast 55.76 志摩市：国府スポ少-A 56.28 津　市：美杉陸上ク-A 56.79

５・６年   西口　大樹 (6)   山川　竜樹 (5)   田中　雄也 (6)   喜多嶋勝平 (6)   西山　雄介 (6)   山内　敦斗 (6)   松儀　拳太 (5)   川岸　侑紀 (5)

４×１００ｍＲ   宮崎　寛隆 (6)   清水　敬太 (6)   寺本　　大 (6)   黒田　聖也 (6)   浜本　悠司 (5)   森中　剛樹 (6)   木下　来星 (6)   武田　雄斗 (6)

  寺田　浩亮 (6)   岡田　嵩也 (5)   久保　克輝 (6)   今村　　燿 (6)   宮本　敬太 (6)   植松　直紀 (6)   小川　颯大 (5)   山本　友揮 (5)

  前川　　守 (6)   加藤　純也 (6)   池村　優介 (6)   尾田　洋平 (6)   真鍋　顕汰 (6)   岩田　大輝 (6)   奥井　壮大 (6)   田中　翔真 (5)

黒田　聖也 (6) 1m35 宮村騎久也 (6) 1m25 谷水　大峰 (6) 1m20 丁　　悠瑪 (5) 1m20 下村　総大 (5) 1m15 野呂　善基 (6) 1m15 糀谷　綾佑 (6) 1m10

四日市：保々ＲＣ 志摩市：ClubEggs 伊勢市：南勢陸上ク 四日市：楠陸上Jｒ 多気郡：明　星 度会郡：玉城陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク

作田　貴弘 (6) 1m20

志摩市：ClubEggs

永野　敏匡 (6) 4m66 +0.4 寺田　浩亮 (6) 4m61 +0.6 加藤　純也 (6) 4m56 0.0 城田　隼佑 (6) 4m17 +0.1 仲　　勇人 (6) 4m13 +1.2 谷本　祐基 (6) 4m11 +0.7 川岸　侑紀 (5) 4m07 +0.8 辻　　昌享 (6) 4m05 +0.8

鳥羽市：弘　道 伊勢市：南勢陸上ク 度会郡：内城田ＳＣ 四日市：楠陸上Jｒ 多気郡：斎　宮 津　市：津陸上ク 津　市：美杉陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク

多湖　雄飛 (3) 71m03 森下　了圭 (6) 61m76 前川　　守 (6) 56m38 永田　万真 (6) 54m74 橋本　東海 (6) 54m49 加藤　良紀 (6) 53m32 新野　修次 (6) 51m67 赤塚　行矩 (6) 51m11

いなべ：いなべTFC 多気郡：津　田 伊勢市：南勢陸上ク 津　市：橋南スポク 伊勢市：南勢陸上ク いなべ：いなべTFC 多気郡：津　田 津　市：津陸上ク

伊勢市：南勢陸上ク-A 57.59 多気郡：多気RC-A 57.95 いなべ：員弁RC-A 58.84 伊勢市：南勢陸上ク-B 59.19 伊勢市：南勢陸上ク-C 59.68 三重郡：川越陸上少-A 59.89 津　市：津陸上ク 60.21 度会郡：南勢AC-A

混成   坂口　　茅 (5)   北出　瑞歩 (5)   庄司　悠奈 (5)   伊藤　奈実 (5)   佐久間香奈 (4)   山下恵里奈 (5)   吉川　莉香 (4)   岡　　朝子 (5) DSQ,*R2

４×１００ｍＲ   山本　由依 (5)   小山　実穂 (5)   山本　如恵 (5)   奥野　真由 (5)   下　　浩子 (4)   山田　梨央 (5)   田中　美早 (5)   藤澤　里穂 (5)

  濱崎　康平 (5)   大久保昌哉 (5)   小川　朗弘 (5)   河村　天陽 (5)   小澤　俊仁 (4)   片山康二朗 (5)   宮　　功享 (4)   酒匂　一希 (5)

  西村　直己 (5)   高山　拓己 (5)   東川　佳弘 (5)   井坂　亮太 (5)   乾　　颯人 (4)   木村　　集 (5)   岡部　慶貴 (5)   舌古　一誠 (5)

凡例　　ＮＫＥ：県小学生新　　ＮＧＲ：大会新   
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     みえスポーツフェスティバル２００６　　第11回三重県小学生クラブ対抗選手権大会兼三重県小学生リレー選手権大会　（女子の部）

期日　2006年10月29日（日） 　　　　　場所　三重県営総合競技場陸上競技場
日付 種目

３年６０ｍ 松葉みなみ (3) 9.68 伊藤　美穂 (3) 9.72 中川　葉月 (3) 9.84 山下みらの (3) 9.88 中東　香菜 (3) 10.06 高山　瑞規 (3) 10.19 林田珠里那 (3) 10.22

風:+0.8 伊勢市：南勢陸上ク NGR 四日市：四日市陸ク 伊勢市：南勢陸上ク いなべ：いなべTFC 度会郡：内城田ＳＣ 多気郡：多気ＲＣ 度会郡：内城田ＳＣ

拇坂つぐみ (3) 9.72

伊勢市：南勢陸上ク

４年６０ｍ 佐野智佳子 (4) 9.29 ｵｿﾞｴﾒﾅ ﾁｵﾏ ｱｲﾘ (4) 9.34 石谷　佳穂 (4) 9.37 森中　若菜 (4) 9.47 迫本　紘奈 (4) 9.48 吉川　莉香 (4) 9.52 下　　浩子 (4) 9.55 佐久間香奈 (4) 9.57

風:+0.8 鈴鹿市：石薬師ＲＣ 鈴鹿市：鈴鹿ＡＣ 伊勢市：進　修 津　市：一志Beast 伊勢市：厚生陸上ク 津　市：津陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク

５年１００ｍ 小山　実穂 (5) 14.20 寺前　奈南 (5) 14.47 山田　梨央 (5) 14.79 坂本　真佑 (5) 14.80 庄司　悠奈 (5) 14.95 木下　平吏 (5) 15.01 山本　由依 (5) 15.06 中　真里香 (5) 15.20

風:+2.0 多気郡：多気ＲＣ 鈴鹿市：石薬師ＲＣ 三重郡：川越陸上少 伊勢市：佐八陸上ク いなべ：員弁ＲＣ 志摩市：国府スポ少 伊勢市：南勢陸上ク 名張市：ゆめが丘RC

６年１００ｍ 田矢　愛美 (6) 13.30 藤原恵里佳 (6) 13.78 山本　綺美 (6) 14.08 宇佐美晴菜 (6) 14.18 世古　千春 (6) 14.19 坂　唯女乃 (6) 14.33 直江　悠奈 (6) 14.34 鈴木可奈子 (6) 14.34

風:+1.0 亀山市：ＪＡＣ亀山 NGR 四日市：保々ＲＣ 度会郡：内城田ＳＣ 四日市：四日市陸ク 志摩市：国府スポ少 名張市：ゆめが丘RC 伊勢市：南勢陸上ク 津　市：美杉陸上ク

今村　宥美 (6) 3.12.52 舘　　智子 (6) 3.15.73 岡　亜矢香 (6) 3.16.97 前田　明花 (6) 3.22.49 床呂　沙紀 (6) 3.29.58 岩瀬　翔子 (5) 3.31.31 斉藤　真優 (6) 3.32.02 中村　幸菜 (6) 3.35.83

三重郡：川越陸上少 NGR,NKE 三重郡：川越陸上少 NGR いなべ：北勢ＲＣ NGR 三重郡：川越陸上少 松阪市：森ＲＣ 伊賀市：上野ＡＣ 四日市：保々ＲＣ 伊勢市：厚生陸上ク

５･６年８０ｍＨ 世古　春香 (6) 13.84 辻　保奈美 (6) 14.24 福村　千尋 (6) 14.38 中村　恵理 (6) 14.64 東海　里香 (6) 14.83 和田　明莉 (6) 14.89 山川　愛加 (6) 15.42 百武　　萌 (6) 20.37

風:+0.8 志摩市：国府スポ少 伊勢市：佐八陸上ク 伊勢市：佐八陸上ク 伊勢市：南勢陸上ク 度会郡：南勢ＡＣ 四日市：楠陸上Jｒ 四日市：保々ＲＣ 津　市：一志Beast

度会郡：内城田SC-A 54.84 志摩市：国府スポ少-A 55.47 伊勢市：南勢陸上ク-A 55.73 四日市：保々RC-A 56.06 度会郡：南勢AC 57.81 伊勢市：佐八陸上ク-A 58.25 伊勢市：南勢陸上ク-B 58.48 員弁郡：笹尾AC-A 58.83

５・６年   中村　亜矢 (6) NGR   古谷　彩乃 (6)   加藤　里菜 (6)   柴田  成美 (6)   西岡　由貴 (6)   辻　保奈美 (6)   黒田　千晶 (6)   佐野　未歩 (6)

４×１００ｍＲ   山本　綺美 (6)   世古　千春 (6)   亀井　衿香 (6)   今井　　茜 (6)   田中　里奈 (6)   羽根　翔子 (6)   山路　実咲 (6)   安藤　美香 (6)

  井戸本莉奈 (6)   世古　春香 (6)   直江　悠奈 (6)   南部　友花 (6)   平田　琴音 (6)   坂本　莉菜 (6)   宮間　沙絢 (6)   岩田　彩見 (6)

  森本　真由 (6)   仲谷　夏美 (6)   堀本　彩乃 (6)   藤原恵里佳 (6)   東海　里香 (6)   岡田　　梓 (6)   野田奈津実 (6)   近藤　智月 (6)

古谷　彩乃 (6) 1m25 野田奈津実 (6) 1m20 中村　亜矢 (6) 1m20 江川　真林 (6) 1m15 中西　遥香 (6) 1m15 野村　有希 (6) 1m15 中村菜津美 (6) 1m10 河内　萌子 (6) 1m10

志摩市：国府スポ少 伊勢市：南勢陸上ク 度会郡：内城田ＳＣ 伊勢市：厚生陸上ク 伊勢市：厚生陸上ク 鳥羽市：弘　道 多気郡：斎　宮 三重郡：川越陸上少

森本　真由 (6) 4m44 +0.3 柴田  成美 (6) 4m27 +1.1 矢口　栞梨 (6) 4m22 +0.3 竹内えりか (6) 4m11 +0.7 加藤　里菜 (6) 4m10 +0.6 佐藤　　彩 (6) 3m93 0.0 大東はるか (6) 3m85 +0.9 北出　瑞歩 (5) 3m83 +0.4

度会郡：内城田ＳＣ 四日市：保々ＲＣ 尾鷲市：尾鷲陸上ク 志摩市：国府スポ少 伊勢市：南勢陸上ク 伊賀市：久　米 伊勢市：南勢陸上ク 多気郡：多気ＲＣ

広田絵梨香 (6) 43m60 西村美乃里 (6) 41m78 逵　　唯菜 (6) 39m60 岡　　萌華 (6) 36m50 阪口菜奈美 (6) 35m45 塩田　真希 (6) 34m25 伊藤つばさ (6) 31m08 鈴木真依子 (5) 29m99

四日市：保々ＲＣ 伊勢市：北浜陸上ク 多気郡：津　田 志摩市：志摩陸上ク 多気郡：津　田 志摩市：志摩陸上ク いなべ：員弁ＲＣ 度会郡：玉城陸上ク

凡例　　ＮＫＥ：県小学生新　　ＮＧＲ：大会新   
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