
平成26年12月20日(土) 大会名 大会コード　 14240725

コード２４ 競技場名 競技場コード　 ２４２０１０

審 判 長 宮田藤志次
記 録 主 任 中村早由里

日付 種目
加世堂　懸(4) 3:20.29 中谷　拓海(4) 3:31.86 松田　紘宜(4) 3:32.37 山下　哲誠(4) 3:34.62 生川　　将(4) 3:34.75 川村　虹太(3) 3:38.22 寺本　裕哉(3) 3:38.48 打田　快生(4) 3:38.86
川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 大山田ＡＣ 川越陸上少 菰野SC
水谷　駿介(6) 4:44.65 中垣内太智(6) 4:50.17 小山　拳志(6) 4:53.98 小林　丈留(6) 4:54.00 染井　裕貴(6) 4:55.66 藤田　湧斗(6) 4:58.28 田中　励弥(6) 5:03.12 森島　　徹(6) 5:05.12
川越陸上少 一志Beast ﾁｰﾑG松陸 川越陸上少 内部陸上少 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少
佐々木歩夢(2) 9:12.60 野呂　光希(3) 9:13.25 九嶋　大雅(2) 9:14.19 永島ジミー(3) 9:19.18 猿渡　　翔(3) 9:20.24 東　　海斗(2) 9:22.33 鯖戸　康太(3) 9:22.95 山本　恭澄(2) 9:23.95
光陵中 高田中 紀北中 菰野中 白子中 紀北中 鼓ヶ浦中 文岡中
大塚　陸渡(1) 9:51.73 佐伯　陽生(1) 9:54.21 市川　雄大(1) 9:57.46 木下　琉嘉(1) 10:01.08 坂東　優太(1) 10:01.42 木村　優心(1) 10:01.70 馬場本祥太(1) 10:02.92 矢田　大誠(1) 10:02.95
暁中 Y.W.C 大木中 内部中 白子中 神戸中 菰野中 大木中
宇佐美岳良(2) 15:49.08 平田　崇人(2) 15:51.85 森　　祐太(1) 15:54.46 上野　大輔(1) 15:56.41 桑山　楓矢(1) 15:56.89 塚本　樹也(2) 16:01.22 矢野　竜佑(2) 16:05.49 佐脇　雄大(1) 16:06.59
四日市高 四日市工高 四日市工高 四日市工高 いなべ総合高 海星高 いなべ総合高 いなべ総合高
中田　剛司 14:53.98 河合　祐介 15:00.36 竹中　泰知 15:00.53 梶野　達矢(3) 15:01.44 高安　一誠(3) 15:10.55 川瀬　翔矢(1) 15:21.67 秦　　駿介(1) 15:22.06 片山　優史(2) 15:22.33
三重陸協 三重陸協 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 宇治山田商高 宇治山田商高 近大高専高 四日市工高 高田高
三浦　　慧(3) 20:54.85 大楽　享平(3) 21:19.53 倉田　直哉(2) 21:21.76 丹羽　良彰(3) 21:52.38 高取　恭一(2) 21:58.41 大嶋　悠斗(19) 22:02.22 小林　弘樹(2) 22:17.46 森川　雅巳(3) 22:45.83
玉野光南 滋賀学園高 相可高 桑名西高 滋賀学園高 中京大 市立尼崎高 洛南高
前田　紗希(4) 3:40.94 宮原　之佳(4) 3:43.92 須山　沙奈(3) 3:44.30 河村　咲良(4) 3:46.07 渡辺　莉夢(4) 3:47.87 桜木　萌笑(4) 3:48.36 松野　心春(3) 3:48.71 井山すず佳(4) 3:50.08
大山田ＡＣ 三浜陸上 ﾁｰﾑG松陸 Y.W.C 保々ＲＣ 菰野SC 川越陸上少 一志Beast
佐藤　なつみ(6) 5:08.82 竹口　楽々(6) 5:19.98 山崎そよか(6) 5:21.94 岡野　敬加(6) 5:23.70 加世堂　温(5) 5:28.44 藤井　れみ(6) 5:28.47 三井　杏華(6) 5:29.99
イムラＡＡ ﾁｰﾑG松陸 菰野SC KUSUPO 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少

三原　静香(6) 5:28.44
Y.W.C

牧野　好美(3) 10:20.16 田久保　風(2) 10:40.50 松本　七海(2) 10:40.78 陣田　梨沙(2) 10:45.71 伊藤　　楓(2) 10:54.03 藤井　紗希(3) 10:58.44 山本　奈津(2) 10:58.47 竹内　菜桜(1) 11:01.95
川越中 神戸中 多度中 川越中 神戸中 Y.W.C 豊里中 文岡中
阪井　裕希(2) 10:13.60 加藤　綾華(1) 10:14.02 打田　玲菜(2) 10:17.30 古橋　亜巳(2) 10:36.65 平山　璃奈(1) 10:37.43 九谷　葉月(1) 10:40.10 太田　幸乃(1) 10:41.04 山口　未夢(3) 10:41.28
津高 津商高 津商高 いなべ総合高 津商高 津高 津商高 宇治山田商高
奥村　真尋(1) 10:42.14 米村　真央(1) 10:45.28 坂本　栞菜(1) 10:49.44 百武　柚香(1) 10:55.00 衣笠　愛未(1) 10:58.47 松本　千波(1) 11:06.57 福市　彩香(1) 11:07.68 加世堂　遥(1) 11:09.87
久保中 大木中 白子中 大木中 橋南中 多度中 神戸中 陽和中
矢来　舞香(1) 24:16.43 和田　菜摘(3) 24:19.15 上野　侑香 24:23.04 吉川　春菜(16) 24:44.63 城本　佳菜 25:10.94 長谷川　睦 25:27.43 上田　菜花(2) 26:43.59 畠　　生吹(2) 27:46.34
県立西宮高 宇治山田高 KH 日本陸送 星翔高 ロングライフ J＆E久居 市立尼崎高 県立西宮高

凡例  KH:県高校記録

12月20日 一般高校女子
3000m

12月20日 中学1年女子
3000m

12月20日 一般高校女子
5000mW

12月20日
小学5･6年女子

1500m

12月20日 中学女子3000m

12月20日 一般高校男子
5000m

12月20日 一般高校男子
5000mW

12月20日 小学3・4年女子
1000m

12月20日 中学男子3000m

12月20日 中学1年男子
3000m

12月20日 高校男子5000m

7位 8位

12月20日 小学3・4年男子
1000m

12月20日 小学5･6年男子
1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場三泗陸上競技協会

第35回四日市長距離選手権大会


