
大会名 大会コード　 18230725

コード23 競技場名 競技場コード　 232010

ト ラ ッ ク 審 判 長 宮田藤志次

ス タ ー ト 審 判 長 宮田藤志次

記 録 主 任 中村早由里

日付 種目

稲玉　倖太(6) 4:42.35 内山　椋太(6) 4:59.43 原田　侑宜(6) 5:00.77 伊藤　遥飛(6) 5:01.71 田中　颯人(6) 5:06.38 杉中　　心(6) 5:14.12 水谷峻太朗(6) 5:14.54 谷　　翼沙(6) 5:16.39

YウェルネスC GR YウェルネスC YウェルネスC 川越陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少 YウェルネスC 三浜陸上

伊藤　碧希(4) 3:29.71 伊藤　秀馬(4) 3:35.66 中村　颯斗(4) 3:35.99 白木　晴也(4) 3:37.92 笹井　悠吾(3) 3:39.47 小林　大斗(4) 3:40.90 馬庭　康輔(4) 3:42.28 星野　駿人(3) 3:43.89

保々ＲＣ YウェルネスC YウェルネスC 朝日陸上少 朝日陸上少 YウェルネスC YウェルネスC 川越陸上少

高橋　颯真(3) 9:02.82 加世堂　懸(2) 9:04.57 三輪凌太郎(3) 9:10.48 竹野　　連(3) 9:18.10 吉田　　亘(3) 9:21.35 森下　太陽(J3) 9:24.22 辻本健太郎(J3) 9:25.56 田畑　音藍(3) 9:26.71

平田野中 川越中 陵成中 大木中 高田中 YウェルネスC YウェルネスC 菰野中

山中　秀真(2) 14:44.16 名村　樹哉(3) 14:44.51 佐藤　榛紀(1) 14:44.72 中田　剛司 14:51.30 山口　史朗(1) 14:54.57 伊藤　秀虎(2) 15:07.61 田中　慎梧(2) 15:19.77 竹中　泰知 15:29.41

四日市工高 四日市工高 四日市工高 三重陸協 四日市工高 四日市工高 伊賀白鳳高 team F.O.R

川添　康平 22:53.56 高橋　怜央(1) 24:42.87 安　夏都起(1) 25:00.19 服部　有佑(3) 25:00.82 中村　響介(2) 25:12.96 西村　勇佑(1) 30:12.34

三重陸協 神戸高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 川越高 尾鷲高

藤井　なみ(6) 5:23.80 前田　絢希(6) 5:24.64 星野　里桜(6) 5:25.60 山吉　　絢(6) 5:27.99 岩田　春華(6) 5:32.43 稲見萌瑠百(6) 5:32.61 萩　寿乃花(6) 5:33.12 横井　愛美(5) 5:38.20

川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 KUSUPO YウェルネスC 楠陸上Jｒ 三浜陸上 朝日陸上少

坂本　美來(3) 3:42.63 駒田　夏芽(4) 3:44.41 研屋　杏虹(3) 3:44.85 平　　妃葵(4) 3:54.00 渡辺　亜由(4) 3:55.66 大井　玲菜(4) 3:57.34 小林　稜奈(4) 3:58.51 神田　夢佳(4) 3:59.23

YウェルネスC 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 内部陸上少 三浜陸上 YウェルネスC

澤井　風月(2) 10:12.55 森田日世莉(3) 10:15.89 松野　心春(1) 10:23.51 畑　まどか(3) 10:27.31 佐々　遥菜(3) 10:38.47 井山　一佳(3) 10:40.34 石川　　凜(1) 10:42.31 検梗谷美優(2) 10:47.28

嬉野中 正和中 川越中 度会中 文岡中 一志中 川越中 久居中

山田　祥穂(4) 10:28.71 稲葉　夢香(2) 10:30.17 岡野　敬加(1) 10:30.24 西口　陽菜(1) 10:32.52 丹羽　瑞希(1) 10:36.43 松谷　由夏(1) 10:36.44 松永茉里香(4) 10:38.12 福市　彩香(2) 10:38.44

三重大 四日市商高 四日市商高 津商高 四日市商高 伊賀白鳳高 至学館大 四日市商高

角谷　姫佳(2) 27:40.59 森川　友惟(1) 27:45.33 米川　彩華(2) 28:26.39 近藤　愛美(2) 31:25.56

セントヨゼフ高 上野高 高田高 四日市商高
凡例  GR:大会記録

4位 5位 6位 7位

決　勝　一　覧　表

期　日

8位

12月15日 中学男子3000m

12月15日 一般高校男子5000m

12月15日 一般高校男子5000mW

1位 2位 3位

12月15日 小学5･6年女子1500m

12月15日 小学5･6年男子1500m

12月15日 小学3・4年男子1000m

12月15日 小学3・4年女子1000m

12月15日 一般高校女子3000m

12月15日 一般高校女子5000mW

12月15日 中学女子3000m

平成30年12月15日(土) 第 39 回 三 泗 長 距 離 選 手 権 大 会
陸協名 三重陸上競技協会　

主催団体名 三泗陸上競技協会 四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場



第39回三泗長距離選手権大会 【18230725】 新・タイ記録一覧表
四日市市中央緑地陸上競技場 【232010】 出力時刻 2018/12/15 15:30
2018/12/15 ～ 2018/12/15

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 12月15日 大会記録 男 小学5･6年 1500m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 4:42.35 稲玉　倖太(6) YウェルネスC(三重)


