
トラック種目・予　選・準決勝・決　勝・記録表　（男・女） 審判長 宮田　藤志次
期日　２０年　７月　２７日（土曜）～　７月　２８日（日曜） 記録主任 中村　早由里

記録員 加藤　俊哉
陸協名　 競技会名三重陸上競技協会　　コード 第４３回三泗陸上競技選手権大会 コード

主催団体　三泗陸上競技協会 競技場名 四日市市中央緑地　陸上競技場 コード

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

中学1年の部男子 7月27日 100m
中西 淳貴(1) 12"82 (+0.9) 荒木 了我(1) 12"95 (+0.9) 渥美 久司(1) 12"98 (+0.9) 澤井 雄次(1) 13"06 (+0.9) 深谷 有希(1) 13"12 (+0.9) 松岡 秀典(1) 13"16 (+0.9) 石村 祥太(1) 13"21 (+0.9) 山口 智也(1) 13"54 (+0.9)

高田 GR 八風 白子 赤目 神戸 ウェルネスクラブ 赤目 桜

7月27日 1500m
榊原 伊織(1) 4'40"94 金崎 舜(1) 4'48"44 杉浦 宏紀(1) 4'52"18 北川 顕太(1) 4'53"26 西田 秀人(1) 4'54"79 伊藤 心(1) 4'56"93 平田 惇(1) 5'00"12 山田 洸(1) 5'05"69

神戸 GR 亀山中部 神戸 神戸 平田野 八風 亀山中部 山手

7月27日 走幅跳
荒木 了我(1) 5m07 (+0.8) 石村 祥太(1) 4m91 (+0.7) 橘 優太(1) 4m87 (+0.7) 清水 智博(1) 4m62 (+1.0) 中西 淳貴(1) 4m59 (+0.5) 杉森 隆英(1) 4m58 (+1.0) 吉田 将史(1) 4m43 (+1.2) 岩城 圭祐(1) 4m40 (+1.0)

八風 赤目 鼓ヶ浦 八風 高田 赤目 赤目 白子

中学共通の部男子 7月27日 100m
市川 裕貴(3) 11"57 (+1.2) 松島 諒弥(3) 11"69 (+1.2) 大岩 俊介(3) 11"74 (+1.2) 大道 卓也(2) 11"79 (+1.2) 伊藤 宏毅(3) 11"82 (+1.2) 福井 康大(2) 11"95 (+1.2) 山本 慶太(2) 12"00 (+1.2) 小林 和樹(3) 12"11 (+1.2)

内部 GR 桜 内部 高田 桜 高田 白鳥 白子

7月27日 1500m
垣野 友希(3) 4'26"38 松岡 省吾(3) 4'29"45 鈴木 敦士(3) 4'34"06 佐藤 大輔(3) 4'36"37 林 遼太(3) 4'37"61 岩下 和真(2) 4'38"03 山田 悠介(3) 4'41"19 伊達 一樹(3) 4'42"36

神戸 楠 高田 八風 楠 白子 神戸 白子

7月27日 4x100mR

桜 45"93 高田 46"07 白子A 47"15 山手 47"33 白鳥A 47"71 神戸 49"29 赤目 50"10 塩浜 50"62

石川 純平(3)

GR

植田 幹(3)

CR

谷 純輝(3)

GR

浅野 祐輝(3)

GR

長野　俊太(3)

GR

国吉 永寿(3) 山本 晃裕(3) 佐藤 洋平(2)

松島 諒弥(3) 伊藤 祐人(3) 小林 和樹(3) 川北 悟里(3) 山本 慶太(2) 加藤 陸(3) 福山 祥旦(3) 遠藤 翼(2)

伊藤 宏毅(3) 福井 康大(2) 荒木 駿(3) 増田 圭一郎(2) 左座 裕彰(3) 末松 真充(3) 松村　大史(3) 山下 怜(2)

前田　裕太(2) 大道 卓也(2) 伊原 尚宏(3) 伊藤 聖(3) 早瀬 和馬(3) 菱田 聖也(3) 野村　直生(1) 安藤 拓海(2)

7月27日 走幅跳
伊藤 祐人(3) 5m97 (+0.3) 和田 将志(3) 5m89 (-0.2) 谷 純輝(3) 5m77 (+0.2) 福井 康大(2) 5m68 (+0.2) 市川 裕貴(3) 5m66 (+0.1) 荒木 駿(3) 5m61 (+0.2) 田谷野 義季(3) 5m35 (+0.1) 川北 悟里(3) 5m26 (-0.1)

高田 赤目 白子 高田 内部 白子 内部 山手

7月27日 砲丸投
樋口 翔平(3) 10m28 坂 佳典(3) 10m27 田谷野 義季(3) 9m40 川村 直也(2) 9m26 清水 元基(2) 9m02 桑原 佑汰(3) 8m19 元永 航揮(2) 7m90 今村 昌善(2) 7m53

白子 GR 白鳥 GR 内部 GR 山手 GR 山手 鼓ヶ浦 白鳥 暁

中学低学年の男子 7月27日 4x100mR

神戸 50"01 高田A 50"29 赤目 50"74 山手 51"95 白子A 52"30 桜 52"57 白子B 53"46

図師 広樹(2) 舘 篤志(2) 福本 吉樹(2) 瀧川 捷理(2) 小林 祐哉(2) 服部 拓朗(2) 嘉野 真己(2)

深谷 有希(1) 齊藤 祐亮(1) 澤井 雄次(1) 髙見 優太(1) 渥美 久司(1) 山口 智也(1) 岩城 圭祐(1)

山田 駿(1) 中西 淳貴(1) 石村 祥太(1) 小森 丈暢(1) 永田 佑斗(1) 山口 上総(1) 川島 綾太(1)

近藤 星海(2) 国分 祐樹(2) 村田 竜士(2) 清水　元基(2) 大川 貴也(2) 高崎 佑斗(2) 倉田 雄基(2)

2 4

2 4 2 0 1 0

0 8 2 4 0 7 1 7



トラック種目・予　選・準決勝・決　勝・記録表　（男・女） 審判長 宮田　藤志次
期日　２０年　７月　２７日（土曜）～　７月　２８日（日曜） 記録主任 中村　早由里

記録員 加藤　俊哉
陸協名　 競技会名三重陸上競技協会　　コード 第４３回三泗陸上競技選手権大会 コード

主催団体　三泗陸上競技協会 競技場名 四日市市中央緑地　陸上競技場 コード

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

中学1年の部女子 7月27日 100m
吉田 有芽(1) 13"80 (+0.7) 岡田 麻佑(1) 13"83 (+0.7) 小林 愛実(1) 13"92 (+0.7) 辰口 綾加(1) 13"95 (+0.7) 上栗 里奈(1) 14"04 (+0.7) 田中 真綾(1) 14"31 (+0.7) 後藤 さやか(1) 14"32 (+0.7) 伊藤 彩香(1) 14"37 (+0.7)

八風 神戸 内部 赤目 赤目 楠 内部 菰野

7月27日 800m
山田 芽衣(1) 2'36"97 長谷川 加奈(1) 2'37"40 水越 友里菜(1) 2'37"89 長澤 由莉(1) 2'38"27 中川 莉乃(1) 2'38"81 地紙 千穂(1) 2'39"59 斉藤 雅(1) 2'43"44 服部 綾美(1) 2'44"49

神戸 楠 高田 楠 白子 白鳥 神戸 白鳥

7月27日 走幅跳
後藤 さやか(1) 4m38 (+1.0) 辰口 綾加(1) 4m28 (0.0) 尾崎 由佳(1) 4m24 (0.0) 上栗 里奈(1) 4m23 (0.0) 田中 真綾(1) 4m23 (0.0) 伊藤 彩香(1) 4m18 (+0.7) 小泉 友佳(1) 4m05 (-0.1) 内田 沙羅(1) 3m92 (+0.7)

内部 赤目 JAC亀山 赤目 楠 菰野 内部 亀山中部

中学共通の部女子 7月27日 100m

辻 彩美(3) 12"80 (+1.5) 米川 侑里(3) 13"33 (+1.5) 田中 愛(3) 13"38 (+1.5) 藤原 恵里佳(2) 13"41 (+1.5) 小野 恵里奈(3) 13"53 (+1.5) 吉田 香織(2) 13"67 (+1.5) 田中 沙耶(2) 13"71 (+1.5)

山手 GR 白子 楠 ウェルネスクラブ JAC亀山 白子 八風

川島 和子(3) 13"33 (+1.5)

神戸

7月27日 1500m
坂倉 梓(3) 5'03"47 岸田 華菜(2) 5'11"03 仲 遙加(3) 5'11"48 加藤 まい(2) 5'11"96 落合 美咲(3) 5'12"69 稀代 小百合(3) 5'13"36 齋藤 英里(2) 5'13"37 桑原 綾乃(2) 5'15"09

楠 楠 楠 朝明 JAC亀山 菰野 暁 神戸

7月27日 4x100mR

神戸 52"29 山手 53"45 楠 53"86 JAC亀山 55"23 菰野 55"40 保々 55"70 ウェルネスクラブ 56"54

福井 咲衣(3)

GR

久保村　美希(3) 和田 明莉(2) 山内 茜奈(3) 伊藤 彩香(1) 市川 瑞紀(2) 天野　妃奈子(2)

川島 和子(3) 辻 彩美(3) 田中 愛(3) 落合 美咲(3) 高柳 仁美(3) 柴田 成美(2) 今井 茜(2)

早坂 奈津紀(3) 川越 歩美(3) 田中 真綾(1) 戸板 紗希(2) 峰田 莉子(3) 山川 愛加(2) 宇佐美 晴菜(2)

伊藤 瑞希(3) 中村 彩香(3) 松村 瑞紀(3) 小野 恵里奈(3) 伊藤 千夏(2) 呑名 綾美(3) 岡村 祐歩(3)

7月27日 走幅跳
吉田 香織(2) 4m74 (+1.6) 田中 愛(3) 4m59 (+1.2) 柴田 成美(2) 4m54 (+1.2) 藤田 千晶(3) 4m42 (+0.3) 峰田 莉子(3) 4m37 (+0.3) 吉田 カンナ(3) 4m36 (+0.2) 和田 麻友子(2) 4m32 (+0.3) 市川 瑞紀(2) 4m29 (+0.2)

白子 楠 保々 神戸 菰野 鼓ヶ浦 塩浜 保々

7月27日 砲丸投
西村 祐香(3) 11m51 服部 祥子(3) 10m06 藤原 加奈(3) 9m67 廣田 絵梨香(2) 9m16 松岡 優里奈(2) 9m15 森 絢綾(3) 9m00 桑山 千佳(2) 8m87 豊川 香奈(3) 8m43

神戸 神戸 白子 保々 白子 暁 山手 白子

中学低学年の女子 7月27日 4x100mR

八風 54"60 神戸A 54"78 赤目 56"32 内部 56"46 白鳥 57"06 神戸B 57"25 山手 59"79

田中 沙耶(2)

GR

腰山　香菜(2)

GR

永尾 あゆみ(2) 檜尾 夏海(2) 加藤 初美(2) 小林 愛(2) 古市 紗羅(2)

吉田 有芽(1) 岡田 麻佑(1) 上栗 里奈(1) 後藤 さやか(1) 加藤 拓江(1) 藤森 円香(1) 羽矢 光里(1)

奥野 芳佳(1) 里中 莉沙(1) 辰口 綾加(1) 小林 愛実(1) 鳥井 萌加(1) 木村 公美(1) 西脇 梨菜(1)

松浦 史奈(2) 杉本 未夢(2) 岸野 久美子(2) 前田 有美(2) 鎌田 夏歌(2) 上石　紗佑里(2) 岡 ゆり(2)
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	決勝(女子）
	
	決勝 (男子)


