
大会名 大会コード　 １5２４０７34

コード２４ 競技場名 競技場コード　 ２４２０１０

ト ラ ッ ク 審 判 長 宮田藤志次
記 録 主 任 中村早由里

日付 種目
南部　慎(3) 1:58.76 山岡　卓弥 2:00.43 吉田　旭洋(3) 2:01.26 田浦　　環(3) 2:01.48 前川　　守 2:03.08 河村　　侑 2:05.05 佐藤　大起(3) 2:08.91 石原　勇輝(2) 2:09.89
四日市高 ULTIMAT 和歌山・田辺工高 四中工高 米鈴ＡＣ 米鈴ＡＣ 北星高 四日市高
竹野　雷千(3) 2:04.26 湯淺　幹也(3) 2:07.38 馬場本祥太(2) 2:14.14 村山　峻秀(3) 2:19.25 稲垣　颯斗(2) 2:19.49 甲斐　翔大(3) 2:20.83 佐々木大良(2) 2:24.02 鳥堂　寿木(2) 2:24.61
大木中 四日市南中 菰野中 山手中 Y.W.C 山手中 八風中 松阪中部中
伊藤　啓介(1) 4:20.46 春日　孝男 4:27.91 坂倉　史健 4:32.21 宮川　大樹 4:34.53 西村　啓吾(1) 4:37.66 福本　義樹 4:38.47 坂東　駿哉(1) 4:39.44 菅原　巧人(2) 4:41.81
四日市工高 三重陸協 三重大 シャカリキ 四日市工高 JACK 神戸高 四日市高
大塚　陸渡(2) 4:18.65 水谷　駿介(1) 4:29.21 服部　聖真(1) 4:34.78 市川　雄大(2) 4:35.04 田中　励弥(1) 4:37.72 岡山　晃大(3) 4:37.88 山中　秀真(2) 4:38.39 木村　優心(2) 4:38.62
暁中 川越中 亀山中 大木中 川越中 文岡中 鼓ヶ浦中 神戸中
河合　祐介 8:54.86 柳生　渚生(2) 8:56.47 津田　羅偉(2) 9:05.77 柴田　憲志 9:06.58 鶴間　大貴 9:09.90 金子　将也(2) 9:13.27 栗本　寛士 9:15.00 松永　拓真(1) 9:23.56
三重陸協 伊賀白鳳高 四日市工高 三重陸協 Ｔ.Ｇ.Ｋ 伊賀白鳳高 東ソーRC いなべ総合高
佐々木歩夢(3) 9:08.32 竹元　祐人(3) 9:24.62 端野　光将(2) 9:31.32 太田　大晴(3) 9:31.61 堀江　　暁(3) 9:33.43 出島　亘輝(3) 9:40.81 佐伯　陽生(2) 9:41.74 山本　恭澄(3) 9:45.65
光陵中 光陵中 川越中 川越中 愛知・古知野中 川越中 Y.W.C 文岡中
阪口　俊平(3) 15:07.93 高安　一誠(1) 15:16.87 中辻　朝陽(4) 15:17.30 山本　拓音(3) 15:18.44 磯尾　友規 15:19.63 松岡　直希 15:21.46 山下　大地(1) 15:23.51 山元　海斗(1) 15:28.07
和歌山・田辺工高 皇學館大 皇學館大 皇學館大 八千代翔友会 三重陸協 皇學館大 皇學館大
山口　正洋 22:44.36 遠藤　和也(1) 23:34.00 古部　大地(1) 24:01.33 岩田　　淳 24:02.60 尾崎　雄大 26:37.60 辻本　　始 27:48.67 飯室　知哉(1) 29:18.42 山中　研人(1) 29:28.86
三重陸協 長野・名城大 岐阜・名城大 四日市TFC 愛知・トヨタ自動車 奈良・奈良陸協 神戸高 鈴鹿医療大
澤潟　莉沙(1) 2:26.44 中島　亜衣(1) 2:33.92 長谷川　千晶(2) 2:34.85 村田　侑加(3) 3:15.19
四日市商高 愛知・名城大 四日市高 四日市商高
田久保　風(3) 2:22.88 百武　柚香(2) 2:23.27 野﨑　桜子(3) 2:23.28 久保田志歩(3) 2:26.93 坂本　小春(3) 2:29.49 寺本　真優(3) 2:33.57 柴原　茜音(3) 2:34.38 中野まりん(1) 2:34.45
神戸中 大木中 菰野中 鼓ヶ浦中 大木中 川越中 山手中 東員第一中
小倉　知子(1) 5:04.77 菅　さくら(1) 5:15.44 田中　ひな(3) 5:15.47 濱田　七海(1) 5:16.18 古屋　咲七(1) 5:22.80 中西　七海(2) 5:23.70 渡辺　通菜(1) 5:37.20
伊賀白鳳高 四日市高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 四日市高
水谷　真子(2) 4:59.12 加世堂　遥(2) 5:00.12 福市　彩香(2) 5:03.84 松本　七海(3) 5:06.59 松本　千波(2) 5:06.96 陣田　梨沙(3) 5:07.51 竹口　楽々(1) 5:09.67 竹内　菜桜(2) 5:11.60
愛知・古知野中 川越中 神戸中 多度中学校 多度中学校 川越中 嬉野中 文岡中
古橋　亜巳(3) 10:21.87 奥田　幸弓(1) 10:38.71 辻　　有咲(1) 10:49.03 扇谷　結愛(2) 10:54.67 池田　智音(3) 10:55.62 古川　紗也(3) 11:08.99 栗本　奈月(2) 11:15.24 西　　杏珠(1) 11:15.35
いなべ総合高 四日市商高 宇治山田商高 四日市商高 四日市商高 宇治山田商高 四日市高 宇治山田商高
北村　　有(3) 9:59.14 奥村　真尋(2) 10:33.00 藤原あい佳(3) 10:36.09 米村　真央(2) 10:57.69 藤井　あみ(3) 11:14.59 齊藤　千花(3) 12:23.60 平山　若奈(3) 12:45.30 和田　幸美(2) 13:29.14
暁中 久保中 愛知・古知野中 大木中 川越中 愛知・古知野中 大木中 四日市南中
山口　可純(3) 17:47.88 北川　千里(3) 17:52.93 山下　紗季(2) 18:28.00
四日市商高 四日市商高 四日市商高

凡例 

6月27日 一般女子5000m

6月27日 中学女子1500m

6月27日 一般女子3000m

6月27日 中学女子3000m

6月27日 一般女子800m

6月27日 中学女子800m

6月27日 一般女子1500m

6月27日 中学男子3000m

6月27日 一般男子5000m

6月27日 一般男子
5000mW

6月27日 一般男子1500m

6月27日 中学男子1500m

6月27日 一般男子3000m

7位 8位

6月27日 一般男子800m

6月27日 中学男子800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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第 1 回 三 泗 長 距 離 記 録 会
三重陸上競技協会　
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