
第1回三泗地区記録会 出場申し込み状況
※ ～3/17〆切時点の申し込み状況です。(申し込み期限3/6～3/17)

一般 日付 区分 三泗登録 団体・チーム名 責任者 種目 備考(コメント)
3/6 一般 登録外 三重陸協 新田雄大 1
3/6 一般 登録外 三重陸協 草川賢志 1
3/8 一般 登録 TRIBE 前田　裕太 3
3/9 一般 登録外 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 橋本慎一 1

3/10 一般 登録外 三重陸協 西川　廉 1
訂正 3/11 一般 登録外 三重マスターズ　谷口谷口大樹 2

3/11 一般 登録外 三重マスターズ 高橋　利侑 1
3/12 一般 登録 team F.O.R 坂本喜子 3
3/12 一般 登録 三重陸協 平野　伸幸 1

訂正 3/13 一般 登録 三浜AC 安藤　仁士 1
訂正 3/13 一般 登録 ＨＯＢＯ．ＲＣ 伊藤　勇也 5

3/13 一般 登録 四日市TFC 佐藤英治 2
3/14 一般 登録 ＹウェルネスＣ 上野　智賀 3
3/14 一般 登録外 デンソー大安 喜多嶋　勝平 5
3/14 一般 登録外 三重マスターズ 喜多嶋　良子 1
3/14 一般 登録外 三重マスターズ 岡田佳剛 1
3/14 一般 登録 三重陸協 伊藤健太 1
3/14 一般 登録外 三重マスターズ 酒井　茂宏 1
3/14 一般 登録外 南部自動車学校 藤本峻介 1
3/15 一般 登録外 三重マスターズ 松田伸彦 1

訂正 3/15 一般 登録外 三重マスターズ 佐々　順一 1 ※不備訂正
3/15 一般 登録 川越ＲＣ 山下　恭介 1
3/16 一般 登録 NTN 谷野琢弥 3
3/16 一般 登録外 ULTIMATE 浜野　伶爾 4
3/16 一般 登録 Ｔ.Ｇ.Ｋ 長江 定矢 26
3/16 一般 登録外 シンフォニア 西山　竜二 1
3/16 一般 登録 三重陸協 渡邉慎二 1
3/16 一般 登録 三重マスターズ 稲玉繁樹 1
3/16 一般 登録 三重陸協 吉本　優貴 2
3/16 一般 登録外 三重陸協 待鳥康平 1
3/16 一般 登録 教員AC 辻　昌享 1
3/17 一般 登録 米鈴AC 伊藤拓一郎 4
3/17 一般 登録外 omg 松尾 慎太郎 1
3/17 一般 登録外 三重陸協 加藤　元紀 1
3/17 一般 登録 三重陸協 森　和規 1
3/17 一般 登録外 三重陸協 川邊英史 1
3/17 一般 登録外 三重陸協 松永　孝彦 1



第1回三泗地区記録会 出場申し込み状況
※ ～3/17〆切時点の申し込み状況です。(申し込み期限3/6～3/17)

大学 日付 区分 三泗登録 団体・チーム名 責任者 種目 備考(コメント)
3/15 大学 登録+外1 三重大 加藤瞭奈 17
3/17 大学 登録外 皇學館大 奥野　伶奈 1
3/17 大学 登録 名城大 相場　茂 2

高校 日付 区分 三泗登録 団体・チーム名 責任者 種目 備考(コメント)
3/6 高校 登録 津田学園高 堀田涼介 16
3/8 高校 登録 四中工高 大野剛彦 13
3/9 高校 登録外 ツニシ高 奥田研太 37

3/10 高校 登録外 桑名工業 安田　真恵 10
3/13 高校 登録 海星高 松原　正樹 20
3/13 高校 登録外 桑名西高 安田　覚 37
3/13 高校 登録外 宇治山田高 西川　潤 8
3/15 高校 登録 四日市高 中村　早由里 10

訂正 3/15 高校 登録 四日市南高 赤塚　伸二 28
3/15 高校 登録 四日市西高 足道　久子 16
3/15 高校 登録 四日市四郷高 野呂　圭一 13
3/15 高校 登録 暁高 西田貴一 33
3/15 高校 登録 伊賀白鳳高 大井　崇弘 5
3/15 高校 登録外 桑名 萩　一彰 19

訂正 3/16 高校 登録 いなべ総合高 中村　恭和 31
3/16 高校 登録 四日市工高 長屋　憲明 38
3/17 高校 登録 四日市農芸高 渡部　浩史 12
3/17 高校 登録 四日市商高 前田健 4
3/17 高校 登録 川越高 山口　浩央 19
3/17 高校 登録外 尾鷲高 垣内　元宏 12
3/17 高校 登録外 近大高専 松尾大介 9
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中学 日付 区分 三泗登録 団体・チーム名 責任者 種目 備考(コメント)
訂正 3/10 中学 登録 富田中 平野勇貴 6
訂正 3/11 中学 登録 Smile TFL 佐藤　剛 6

3/12 中学 登録 走りの学校ＭＩＥ 宇佐美,石曽根 11
訂正 3/13 中学 登録 三浜AC 安藤　仁士 10
訂正 3/13 中学 登録 ＨＯＢＯ．ＲＣ 伊藤　勇也 7

3/14 中学 登録 ＹウェルネスＣ 上野　智賀 21
3/15 中学 登録 DRS 福田晃太郎 4

訂正 3/15 中学 登録 山手中 齋藤雅 14
3/15 中学 登録 四日市南中 舘　美穂 33
3/15 中学 登録 楠中 中谷　寛汰 17
3/15 中学 登録 川越ＲＣ 山下　恭介 32
3/16 中学 登録 光風中 中村千咲 28
3/16 中学 登録 陽和中 増田友則 19

訂正 3/16 中学 登録 常磐中 山崎　陽介 26
3/16 中学 登録 内部中 福田　麻美 24
3/16 中学 登録 多気中 松島玲佳 32

訂正 3/16 中学 登録 正和中 佐藤慎 32
3/16 中学 登録外 東員二中 分部幸紀/ 2

訂正 3/16 中学 登録 嬉野中 園田直樹 40 ←見直し3/21済
3/16 中学 登録外 陵成中 田邊大佑 6
3/16 中学 登録 川越中 上田真知子 12
3/17 中学 登録 大安中 石垣　修司 22
3/17 中学 登録 暁中 今井絢音 5
3/17 中学 登録 菰野中 早川　太郎 54
3/17 中学 登録 八風中 加藤　俊哉 46
3/17 中学 登録 朝日中 波多野大我 45
3/17 中学 登録 松阪中部 松原　誠也 39
3/17 中学 登録 名張Ｊｒ 徳地　和子 2

小学 日付 区分 三泗登録 団体・チーム名 責任者 種目 備考(コメント)
3/11 小学 小学生 三浜陸上 安藤　仁士 23
3/12 小学 小学生 内部陸上少 水谷渉 17

訂正 3/12 小学 小学生 保々ＲＣ 辻　正 48
3/12 小学 小学生 走りの学校ＭＩＥ 宇佐美,石曽根 3

訂正 3/13 小学 小学生 菰野ＳＣ 山口徳之 57
3/14 小学 小学生 ＹウェルネスＣ 上野　智賀 26
3/15 小学 小学生 朝日陸上少 後藤勝則 54
3/15 小学 小学生 川越陸上少 山下　恭介 34
3/15 小学 小学生 DRS 福田晃太郎 27
3/16 小学 小学生 楠陸上Jｒ 野﨑英行 16


