
平成21年8月17日(月)18日（火） 決勝記録一覧表
トラック審判長 宮田　藤志次

陸協名　　三重陸上競技協会 コード２４ 大会名 大会コード 09243505 フィールド審判長 後藤　二三夫

主催　　　 中学校体育連盟三泗支部 競技場名 四日市市中央緑地陸上競技場 競技場コード 242010 記録主任 加藤　俊哉
中学男子

日付 種目
8/18 100m 諏訪　達郎 (3) 11.32 加藤　達哉 (2) 12.11 加藤　雅人 (3) 12.26 河村　諭 (3) 12.27 諏訪　裕哉 (3) 12.38 高崎　佑斗 (3) 12.51

風-1.0 大池 内部 桜 内部 楠 桜
8/17 200m 増田　圭一郎 (3) 23.32 前田　裕太 (3) 23.54 須貝　佳輔 (3) 23.83 諏訪　達郎 (3) 23.84 杉本　優太 (3) 23.96 東條　晃己 (3) 24.33 河村　諭 (3) 24.50 古川　祐基 (3) 25.06

風-1.4 山手 桜 菰野 大池 菰野 富田 内部 山手
8/18 400m 前田　裕太 (3) 52.79 増田　圭一郎 (3) 53.45 東條　晃己 (3) 53.55 須貝　佳輔 (3) 53.61 渡辺　昴希 (3) 55.53 永森　拓真 (2) 57.29 伊藤　達也 (3) 57.38 駒田　紳太郎 (1) 59.34

桜 山手 富田 菰野 菰野 八風 八風 川越
8/17 800m 松岡　良樹 (3) 2.09.50 大山　松大 (3) 2.10.86 多田康太郎 (3) 2.10.95 伊藤　周平 (3) 2.11.08 坂　一真 (3) 2.14.26 岩井　聡史 (3) 2.15.28 安藤　拓海 (3) 2.15.50 小林　大起 (3) 2.15.61

菰野 菰野 内部 川越 内部 菰野 塩浜 内部
8/18 3000m 坂田　昌駿 (3) 9.27.41 伊藤　周平 (3) 9.28.86 後藤　大輝 (2) 9.38.11 松岡　良樹 (3) 9.45.97 多田康太郎 (3) 9.46.98 廣瀬　一貴 (3) 9.47.73 片山　康二朗 (2) 9.48.99 小林　大起 (3) 9.51.54

菰野 川越 笹川 菰野 内部 朝明 川越 内部
8/18 110mH 諏訪　裕哉 (3) 17.20 喜多嶋　勝平 (3) 17.97 松浦　亮太 (3) 18.05 半田 ルーカス(3) 18.48 瀧川　捷理 (3) 18.49 杉　和史 (2) 19.93 竹野　和志 (3) 20.21 山崎　郁典 (3) 20.74

風-0.5 楠 三重朝明 八風 西笹川 山手 山手 常磐 山手
8/18 低学年　 四日市山手 48.75 三重郡菰野 50.29 三重郡八風 50.52 四日市桜 50.73 四日市保々 52.37 四日市内部 52.88 四日市富田 54.36

４×１００ｍＲ   杉　和史 (2)   萩原　勇斗 (2)   清水　智博 (2)   馬場　響舞 (2)   大和　史弥 (2)   坂上　悠太 (2)   荒木　雄太 (2)
  山下　真吾 (1)   瀬尾　隼大 (1)   竹下　直輝 (1)   森田　大智 (1)   齋藤　佑樹 (1)   鈴木　達之 (1)   駒田　敬太 (1)
  下岡　将也 (1)   小林　駿介 (1)   南部　幸裕 (1)   加藤　由和 (1)   市川　航大 (1)   加田　健太 (1)   小鷹　悠 (1)
  髙見　優太 (2)   宮崎　泰輔 (2)   永森　拓真 (2)   山口　智也 (2)   野崎　昭惟 (2)   斎藤　健太 (2)   中谷　周平 (2)

8/18 4×200mR 四日市山手 1.35.77 三重郡菰野 1.36.81 四日市桜 1.37.34 四日市塩浜 1.39.91 四日市楠 1.40.98 四日市西笹川 1.41.49 四日市内部 1.41.56 三重郡八風 1.42.15
  瀧川　捷理 (3)   渡辺　昴希 (3)   服部　拓朗 (3)   羽矢　昌生 (3)   諏訪　裕哉 (3)   中島　優貴 (3)   中村　晋也 (2)   松浦　亮太 (3)
  増田　圭一郎(3)   杉本　優太 (3)   高崎　佑斗 (3)   田中　昂 (3)   加藤　淳也 (3)   須藤　翔太 (3)   河村　諭 (3)   今村　燿 (3)
  古川　祐基 (3)   須貝　佳輔 (3)   加藤　雅人 (3)   生田　侑助 (3)   城田　隼佑 (3)   大平　宙武 (3)   加藤　達哉 (2)   堀江　伸哉 (3)
  清水　元基 (3)   小林　大士 (3)   前田　裕太 (3)   安藤　拓海 (3)   濱本　歩 (3)   大谷　直也 (3)   各務　正祐 (3)   稲垣　駿樹 (3)

8/18 走高跳 岩井　聡史 (3) 1m60 半田　ルーカス(3) 1m55 藤尾　亮輔 (3) 1m50 杉　和史 (2) 1m50 須藤　翔太 (3) 1m45 馬場　響舞 (2) 1m45
菰野 西笹川 常磐 山手 西笹川 桜

小森　丈暢 (2) 1m50 萩原　勇斗 (2) 1m45
山手 菰野

8/17 走幅跳 城田　隼佑 (3) 5m80 -0.7 荒木　了我 (2) 5m72 -0.3 藤尾　亮輔 (3) 5m57 -0.5 木村　斗史稀 (3) 5m54 0.0 佐藤　卓海 (1) 5m39 +0.3 栄喜　匠海 (2) 5m38 0.0 山下　真吾 (1) 5m24 0.0 佐藤　洋平 (3) 5m11 -1.5
楠 八風 常磐 川越 三重平 八風 山手 塩浜

8/18 三段跳 杉本　優太 (3) 12m07 +1.7 城田　隼佑 (3) 11m69 +1.8 小林　弘明 (3) 11m19 +1.8 牛場　貴裕 (2) 11m14 +1.2 栄喜　匠海 (2) 11m07 +1.6 清水　智博 (2) 10m68 +1.8 山下　怜 (3) 10m59 +1.0 村上　大輝 (3) 10m53 +1.9
菰野 楠 山手 八風 八風 八風 塩浜 常磐

8/17 砲丸投 川村　直也 (3) 11m50 清水　元基 (3) 10m57 田中　昂 (3) 9m23 今村　昌善 (3) 9m20 高橋　博人 (3) 8m93 武藤　克矢 (3) 8m62 荒木　了我 (2) 8m62 高橋　慧矢 (3) 8m47
5.0kg 山手 GR 山手 塩浜 暁 桜 菰野 八風 暁

8/18 円盤投 清水　元基 (3) 35m54 川村　直也 (3) 28m24 滝川　滉貴 (3) 26m20 橋本　青摩 (2) 24m64 高橋　博人 (3) 24m51 金山　克也 (2) 23m88 山﨑　孝太 (3) 23m37 小林　大士 (3) 23m31
1.5kg 山手 GR 山手 山手 暁 桜 桜 暁 菰野

中学女子
日付 種目
8/18 100m 松浦　史奈 (3) 13.00 藤原　恵里佳 (3) 13.21 木村　香菜 (3) 13.32 山田　梨央 (2) 13.47 小林　愛実 (2) 13.59 佐藤　希栄 (3) 13.70 田中　沙耶 (3) 14.01 今井　茜 (3) 14.04

風-1.5 八風 大池 四日市南 川越 内部 八風 八風 朝明
8/17 200m 藤原　恵里佳 (3) 26.86 木村　香菜 (3) 27.25 佐藤　希栄 (3) 27.63 林　絵美里 (3) 28.08 森　優奈 (3) 28.14 仮屋　美佑 (3) 28.17 伊藤　芹佳 (3) 28.36 田中　沙耶 (3) 28.63

風-1.5 大池 四日市南 八風 川越 四日市南 川越 川越 八風
8/17 800m 今村　宥美 (3) 2.23.67 森田　梨花子 (3) 2.23.83 藤田　愛子 (1) 2.24.95 南部　友花 (3) 2.25.83 舘　智子 (3) 2.27.05 長谷川　加奈 (2) 2.30.89 天野妃奈子 (3) 2.31.91 辻　りさ子 (1) 2.32.01

暁 暁 菰野 八風 川越 楠 羽津 山手
8/18 2000m 今村　宥美 (3) 6.45.35 森田　梨花子 (3) 6.45.65 藤田　愛子 (1) 6.47.10 森　紀子 (2) 6.54.84 岸田　華菜 (3) 6.56.79 秦　美月 (2) 7.00.95 舘　智子 (3) 7.07.08 長澤　美友 (2) 7.12.12

暁 暁 菰野 川越 楠 八風 川越 楠
8/17 100mH 山田　梨央 (2) 15.19 松浦　史奈 (3) 15.45 林　彩花 (3) 16.22 吉田　有芽 (2) 16.93 和田　明莉 (3) 17.80 後藤　舞子 (2) 18.24 下向　明日香 (2) 19.26 山川　愛加 (3) 19.73

風-0.3 川越 八風 内部 八風 楠 山手 川越 保々
8/18 低学年 三重郡八風 56.61 四日市山手 56.82 四日市四日市南 57.20 四日市桜 57.33 三重郡菰野 57.59 四日市暁 58.16 四日市常磐 58.61 四日市内部 58.75

４×１００ｍＲ   田尻　絢野 (2)   服部　亜梨沙(2)   今村　綾香 (2)   小山　明穂 (2)   今村美歩里 (2)   後上　珠絵 (2)   伊藤　彩乃 (2)   後藤　夕穂 (2)
  堀田　華世 (1)   辻　りさ子 (1)   横井　嘉江 (1)   服部　瞳 (1)   矢田　もこ (1)   南川　紗英 (1)   船引　理絵 (1)   作野　花音 (1)
  近藤　綾美 (1)   岩髙　莉奈 (1)  平石 絵梨奈(1)   鈴木　愛実 (1)   藤田　愛子 (1)   岡　春香 (1)   山﨑　彩音 (1)  伊達 和香奈(1)
  種村真由子 (2)   後藤　舞子 (2)   那波　南佳 (2)   平塚　聖奈 (2)   佐藤　佳奈 (2)   森　千菜美 (2)   望月　紀恵 (2)   小泉　友佳 (2)

8/18 共通 三重郡八風 51.15 三重郡川越 53.19 四日市四日市南 53.44 四日市内部 54.57 四日市桜 55.02 四日市楠 55.56 四日市山手 57.27 三重郡菰野 57.54
4×100mR   吉田　有芽 (2) GR   伊藤　芹佳 (3)   五郎丸裕里 (2)   檜尾　夏海 (3)   武井　里菜 (3)   岸田　華菜 (3)   竹内　清香 (2)   西脇　唯 (2)

  田中　沙耶 (3)   林　絵美里 (3)   森　優奈 (3)   吉田早耶香 (3)   林﨑　愛美 (3)   和田　明莉 (3)   岡　ゆり (3)   伊藤　千夏 (3)
  佐藤　希栄 (3)   河内　萌子 (3)   加藤茉里奈 (2)   林　彩花 (3)   山村　美智 (3)  近藤 みのり(3)  井上 裟和子(3)   遊田　瑞生 (1)
  松浦　史奈 (3)   仮屋　美佑 (3)   木村　香菜 (3)   後藤さやか (2)   山路　麻実 (3)   田中　真綾 (2)   関　香澄 (2)   柴田　莉沙 (1)

8/17 走高跳 伊髙　和沙 (2) 1m45 林　彩花 (3) 1m35 檜尾　夏海 (3) 1m30 平塚　聖奈 (2) 1m30 四位茉祐果 (1) 1m30 内山恵梨子 (2) 1m30 伊藤　愛 (3) 1m25
桜 内部 内部 桜 八風 八風 常磐

井上　裟和子 (3) 1m30 武中　美樹 (3) 1m25
山手 常磐

8/18 走幅跳 南部　友花 (3) 4m75 +0.8 後藤さやか (2) 4m74 +1.0 和田麻友子 (3) 4m60 +1.0 服部　亜梨沙 (2) 4m57 +0.5 柴田　成美 (3) 4m51 +0.5 田中　真綾 (2) 4m48 +1.0 吉田早耶香 (3) 4m42 +1.0 岡　ゆり (3) 4m37 +1.0
八風 内部 塩浜 山手 保々 楠 内部 山手

8/18 砲丸投 林　絵美里 (3) 10m32 廣田絵梨香 (3) 10m21 奥野　芳佳 (2) 9m50 伊藤　芹佳 (3) 9m18 前川　優衣 (3) 9m18 竹内　清香 (2) 8m94 森川　愛 (3) 7m53 小林みどり (3) 7m41
2.721kg 川越 保々 八風 川越 保々 山手 内部 内部

8/17 円盤投 前川　優衣 (3) 27m82 奥野　芳佳 (2) 26m65 廣田絵梨香 (3) 23m05 伊藤　千夏 (3) 20m41 内田陽菜子 (2) 20m38 今村美歩里 (2) 19m96 日沖　聖香 (3) 19m26 石川　真紀 (3) 16m06
1.0kg 保々 八風 保々 菰野 内部 菰野 内部 桜

第６２回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選兼学校対抗選手権
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第６２回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選兼学校対抗選手権

B種目男子
日付 種目

20090818 B1年100m 山下　真吾 (1) 12.66 下岡　将也 (1) 12.86 佐藤　卓海 (1) 12.95 田中　淳雄 (1) 13.10 瀬尾　隼大 (1) 13.60 坂田　一馬 (1) 13.64 齋藤　佑樹 (1) 13.72 江辺　圭太 (1) 13.79
風-2.0 山手 山手 三重平 山手 菰野 常磐 保々 山手

8/18 B2.3年100m 山口　智也 (2) 12.75 遠藤　翼 (3) 12.95 田中　昂 (3) 13.04 佐藤　洋平 (3) 13.08 川尻　侑哉 (3) 13.09 池田　幸平 (3) 13.15 馬場　響舞 (2) 13.44 小森　丈暢 (2) 13.49
風-2.4 桜 塩浜 塩浜 塩浜 菰野 山手 桜 山手

8/18 B1年 山田　侑生 (1) 4.52.13 坂倉　叶将 (1) 4.52.14 今村　駿太 (1) 4.58.62 市川　航大 (1) 5.02.06 上村　一真 (1) 5.02.28 大島　知之 (1) 5.04.44 佐藤　瑞起 (1) 5.04.84 小鷹　悠 (1) 5.11.83
1500m 川越 楠 暁 保々 楠 菰野 八風 富田

8/17 B2.3年 伊藤　心 (2) 4.33.41 川村晋太郎 (2) 4.39.77 黒田　聖也 (3) 4.40.35 栗本　寛士 (2) 4.48.28 松田　修弥 (2) 4.49.45 中谷　周平 (2) 4.50.18 井村　亮太 (3) 4.56.62 青木　翼 (2) 4.58.61
1500m 八風 四日市南 三滝 内部 四日市南 富田 菰野 笹川

B種目女子
日付 種目
8/18 B1年100m 堀田　華世 (1) 14.76 繁永　朋香 (1) 14.77 伊達　和香奈 (1) 14.97 横井　嘉江 (1) 15.05 辻　りさ子 (1) 15.16 矢田　もこ (1) 15.17 市井　まりん (1) 15.43 柴田　莉沙 (1) 15.57

風-2.3 八風 富田 内部 四日市南 山手 菰野 四日市南 菰野
8/18 B2.3年100m 寺田　理絵 (3) 14.30 吉田早耶香 (3) 14.46 加藤茉里奈 (2) 14.67 平塚　聖奈 (2) 14.84 檜尾　夏海 (3) 14.87 那波　南佳 (2) 14.91 五郎丸裕里 (2) 14.95 種村真由子 (2) 15.37

風-2.9 三滝 内部 四日市南 桜 内部 四日市南 四日市南 八風
8/18 B1年 伊東　静香 (1) 2.33.70 森　愛子 (1) 2.36.31 佐藤　香南 (1) 2.39.28 宮原　京加 (1) 2.41.44 山本紗也果 (1) 2.41.45 小田　美歩子 (1) 2.44.77 中村　優希 (1) 2.53.37

800m 川越 川越 楠 楠 八風 川越 四日市南
8/17 B2.3年 大場友梨香 (2) 2.34.93 寺田　理絵 (3) 2.39.37 長澤　美友 (2) 2.43.83 中嶋　綺砂 (3) 2.50.24 岩田　摩耶 (2) 2.52.60 小林　鈴奈 (2) 2.52.90 前田　明花 (3) 2.54.01 小池　里咲 (2) 2.55.44

800m 四日市南 三滝 楠 富田 暁 常磐 川越 常磐
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