
平成24年12月15日(土)

陸協名 三重陸上競技協会 競技会名 12240725 ト ラ ッ ク 審 判 長 宮田　藤志次

主催　 三泗陸上競技協会 場所 四日市中央緑地公園陸上競技場 242010 記 録 主 任 中村　早由里

日付 種目

中垣内太智(4) 3:16.83 染井　裕貴(4) 3:16.94 伊藤　　渉(4) 3:19.32 松尾　陽輝(4) 3:34.44 川上　　翼(3) 3:36.51 小田　高弘(4) 3:36.63 勝田　遥斗(4) 3:37.22 東山　和真(4) 3:38.98

一志Beast GR 内部陸上少 GR 菰野SC GR 三浜陸上 ＪＡＣ亀山 一志Beast 一志Beast 内部陸上少

森　　辰好(6) 4:34.34 佐々木歩夢(6) 4:34.97 竹中　太一(6) 4:52.47 湯淺　幹也(6) 4:53.33 太田　大晴(6) 4:54.63 後藤　大輝(6) 4:55.48 伊藤　　陸(6) 4:56.50 出島　亘輝(6) 4:57.71

川越陸上少 KE,GR 大山田ＡＣ KE,GR 上野AC 楠陸上Jｒ 川越陸上少 朝日陸上少 菰野SC 川越陸上少

渡邉　大賀(3) 9:18.64 和氣　幸城(2) 9:19.57 伊藤　駿介(3) 9:24.62 児玉　勘太(3) 9:28.44 星野　哲宏(2) 9:29.18 伊藤　陵太(3) 9:33.17 新美　　健(3) 9:34.12 樋口　瑛介(2) 9:34.93

菰野中 朝明中 塩浜中 長島中 川越中 海星中 大木中 Y.W.C

中西　優汰(1) 9:48.83 稲垣　佐京(1) 10:00.03 小濱　大和(1) 10:06.75 石井　翔也(1) 10:07.38 野崎　開斗(1) 10:10.97 勝田　悠斗(1) 10:12.25 伊藤　啓介(1) 10:16.18 姫子松佑斗(1) 10:19.26

川越中 三滝中 三雲中 亀山中 楠中 美杉中 楠中 内部中

中井　大貴(1) 15:39.66 中村　　翔(2) 15:45.90 上村　一真(1) 15:51.16 宇治　拓海(1) 15:51.89 吉岡　雅人(1) 15:54.04 杉田　　衛(1) 15:56.13 米村　翔吾(2) 15:56.60 深川　和輝(1) 15:57.43

四日市工高 稲生高 四日市工高 四日市工高 津商高 四日市工高 海星高 四日市工高

下　　史典(1) 14:49.08 角出　龍哉(1) 14:58.70 磯尾　友規 14:58.98 松本　　聖(3) 14:59.20 川口　時英(19) 14:59.43 濱地　久史(2) 15:01.81 山田　鴻太(3) 15:06.62 藤岡　勇樹(2) 15:08.17

伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 八千代工業翔友会 皇學館大 Ｔ.Ｇ.Ｋ 皇學館大 海星高 伊賀白鳳高

佐伯　佳祐 20:54.43 野口　大輔 21:55.78 西川　尚孝(3) 22:11.50 岡田　健太(3) 22:16.22 山口　正洋(2) 22:21.20 久保　巧臣(2) 22:43.11 岩田　　淳(3) 22:59.69 大嶋　悠斗(2) 23:13.02

広島大阪大 三重陸協 兵庫佐用高 桑名工高 三重大阪大 兵庫佐用高 稲生高 相可高

佐藤なつみ(4) 3:43.38 佐々木愛歩(3) 3:48.36 瀬々奈璃乃(4) 3:52.17 岡安  はな(4) 3:55.65 山城　夏美(4) 3:55.66 藤井　れみ(4) 3:57.47 谷口きらら(4) 3:58.75 岡野　敬加(4) 4:00.60

Y.W.C 大山田ＡＣ 一志Beast ＪＡＣ亀山 保々ＲＣ 川越陸上少 菰野SC 楠陸上Jｒ

寺本　真優(6) 5:05.54 打田　夕真(6) 5:06.89 藤井　あみ(6) 5:06.97 加世堂　遥(5) 5:14.88 三谷　咲月(6) 5:19.93 秦　菜々美(6) 5:24.66 野崎　桜子(6) 5:28.57 櫻井　美友(6) 5:28.79

川越陸上少 GR 川越陸上少 GR 川越陸上少 GR 川越陸上少 三重 川越陸上少 菰野SC 楠陸上Jｒ

髙島　菜緒(3) 10:18.19 長谷川未穂(2) 10:26.60 矢田　菜月(2) 10:27.36 伊藤　麻有(2) 10:28.73 中西　七海(2) 10:32.60 佐伯穂乃香(2) 10:43.21 森藤　　凪(3) 10:45.69 伊藤　優李(2) 10:47.42

南が丘中 長島中 大木中 川越中 美杉中 Y.W.C 美杉中 長島中

山田　祥穂(1) 10:03.30 久保倉実里(2) 10:06.89 岩瀬　翔子(2) 10:21.12 泉谷　祥子(2) 10:28.30 今村　宥美(3) 10:31.76 伊藤　　望(1) 10:33.71 伊藤　緩奈(2) 10:35.66 杉澤ひとみ(2) 10:37.78

三重津高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 桑名高 津商高 津商高 伊賀白鳳高

牧野　好美(1) 10:39.96 野嵜　未来(1) 10:57.16 多賀未奈海(1) 10:58.18 平松　愛梨(1) 11:02.21 紀平　愛佳(1) 11:16.00 田中　優帆(1) 11:21.96 浦　寿々美(1) 11:25.74 田中きらり(1) 11:31.10

川越中 川越中 南が丘中 南が丘中 亀山中部中 朝日中 朝日中 大木中

荒木佑梨子(3) 24:08.65 東　　美月(1) 27:56.80 伊藤　早希(1) 28:04.82 槇田　　恵(1) 28:42.01 川邉　佑奈(1) 29:25.09

大阪星翔高 大阪星翔高 桑名西高 津商高 相可高

凡例  KE:県小学記録 GR:大会記録

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

12月15日
小学34年男子

1000m

12月15日
小学56年男子

1500m

8位

決勝記録表
第３３回四日市長距離選手権大会

12月15日 高校男子5000m

12月15日
一般高校男子

5000m

12月15日 中学男子3000m

12月15日
中学1年男子

3000m

12月15日
小学56年女子

1500m

12月15日 中学女子3000m

12月15日
一般高校男子

5000mW

12月15日
小学34年女子

1000m

12月15日
一般高校女子

5000mW

12月15日
一般高校女子

3000m

12月15日
中学1年女子

3000m


