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２００７年１１月１８日（日）開催 


○第一回いせしま綱曳き大会結果○ 


一般男子の部 


優勝 志摩トレーニングクラブ 


準優勝 金子道場 


第三位 チームセッツ設備 


一般女子の部 


優勝 ランボー 


準優勝 ジョーズパワーズ 


第三位 Ｎｅｗ Ｏｃｔｏｐｕｓ 


一般男女混成


の部 


優勝 志友館相撲道場父母会Ａ 


準優勝 ジャングルジム 


第三位 チームスコルチャ 


小学生の部 


優勝 勝丼 


準優勝 志友館相撲道場 


第三位 Ａ．Ｕ．Ｚ小学生チーム 


特別賞 


優秀応援団賞 天下一・武道会 


チームワーク賞 ミラクル横浜 


特別印象賞 五十鈴ヶ丘奉曳団木遣女子チーム 


 








【　各部門　】


出場部門 順　位 副　賞


１位 清風会Jr. 伊勢市 3万円相当の商品券


２位 河田の元気な子供達＋FRIENDS 多気郡 1万円相当の商品券


３位 ビーフ、ポーク、チキン 伊勢市 5千円相当の商品券


１位 志摩トレーニングクラブ 志摩市 現金10万円


２位 金子道場 志摩市 現金5万円


３位 A.U.Z　MEN'S 志摩市 現金3万円


１位 笑Timeシスターズ 伊勢市 現金10万円


２位 A.U.Z　GIRL'S 志摩市 現金5万円


３位 中国河田 多気郡 現金3万円


１位 トラッキー 度会郡 現金10万円


２位 ジョーズ２ 志摩市 現金5万円


３位 吉田道場 志摩市 現金3万円


【　特別賞　】


賞の名称 出場部門 副　賞


優秀応援団賞 一般女子の部 チーム・ばばあ 伊勢市 現金１万円


チームワーク賞 男女混成の部 長江倶楽部 津　市 現金１万円


パフォーマンス賞 一般男子の部 とぅえんてぃふぉ～ 多気郡 現金１万円


ユーモア賞 男女混成の部 笑TimeオールスターズA 伊勢市 さわ餅


残念でしたで賞 一般女子の部 JM'ｓ　TRY 伊勢市 さわ餅


男女混成の部 ”半分の月がのぼる空”伊勢実行委員会 伊勢市 三つ葉


一般男子の部 GDY 度会郡 三つ葉


小学生の部 エンドレストップ　ジュニアチーム 伊勢市 三つ葉


男女混成の部 豊和ゴールデンクラブⅡ 鳥羽市 三つ葉


一般男子の部 河田のゆかいなマッチョ達 多気郡 三つ葉


一般女子の部 ガッツリ　いただきます！ 多気郡 三つ葉


第三回いせしま綱曳き大会　結果


平成22年2月21日（土）9:25～16:45　三重県営サンアリーナ（伊勢市）


小学生の部


一般男子の部


チーム名


チーム名


一般女子の部


男女混成の部


がんばったで賞


さわやか賞





		Sheet1






【　各部門　】


出場部門 順　位 副　賞


１位 志友館相撲道場 志摩市 3万円相当の商品券


２位 伊賀高旗 伊賀市 1万円相当の商品券


３位 さいくうMTU（ﾏﾂ ﾀｹ ｳﾒ） 多気郡 5千円相当の商品券


１位 ビッグマウス 志摩市 現金10万円


２位 志摩人 志摩市 現金5万円


３位 RED　STAR 度会郡 現金3万円


１位 みのるの女たち 松阪市 現金10万円


２位 アミーゴ 多気郡 現金5万円


３位 BANJU　レディース 多気郡 現金3万円


１位 金子道場 志摩市 現金10万円


２位 JUNGLE　GYM 伊勢市 現金5万円


３位 浜島スポーツクラブ 志摩市 現金3万円


【　特別賞　】


賞の名称 出場部門 副　賞


優秀応援団賞 一般男女混成 京町クリーンチームA 伊勢市 現金１万円


チームワーク賞 一般女子 China　Power　河田 多気郡 現金１万円


特別印象賞 一般男子 まつぼっくり 度会郡 現金１万円


ハッスル賞 一般男女混成 こじやま観光 伊勢市 アサヒビール１ケース


あじわい賞 一般男子 コミュニケーションズ 度会郡 さわもち


ナイスで賞 小学生 伊勢のがきんちょ 伊勢市 さわもち


残念でしたで賞 一般女子 ええじゃないか伊勢 伊勢市 さわもち


チーム名


チーム名


一般女子の部


男女混成の部


第四回いせしま綱曳き大会　結果


平成23年2月27日（日）9:20～17:00　三重県営サンアリーナ（伊勢市）


小学生の部


一般男子の部








優　勝 　志摩トレーニングクラブ 志摩市


準優勝 　金子道場 志摩市


第3位 　チーム　セッツ設備 伊勢市


優　勝 　チーム★ヒマツブシ 度会郡


準優勝 　笑　TIME　シスターズ 伊勢市


第3位 　A.U.Z　GIRLS 志摩市


優　勝 　トラッキー 度会郡


準優勝 　JUNGLE GYM 伊勢市


第3位 　ぞぶくろ 志摩市


優　勝 　北浜陸上クラブ 伊勢市


準優勝 　志友館相撲道場 志摩市


第3位 　エンドレス・トップ　ジュニアチーム 伊勢市


優秀応援団賞 　笑　TIME　オールスターズ 伊勢市


チームワーク賞 　我ッつむき 伊勢市


特別印象賞 　竹下パワーズ 伊勢市


　SSDDベースボールクラブ　Dチーム 伊勢市


　我等CWJ 志摩市


　五十鈴・ハッピー 伊勢市


　セクシィラバーズ 多気郡


　志摩地域医療福祉センター 志摩市


　Be 酔 志摩市


　ミラクル横浜 多気郡


　豊和ゴールデンクラブ 鳥羽市


さわやか賞


ユーモア賞


がんばったで賞


特別賞


○第二回いせしま綱曳き大会結果○


2008年11月16日（日）　開　催


一般男子の部


一般女子の部


一般男女混成の部


小学生の部





