
ト ラ ッ ク 審 判 長 宮田藤志次

大会名 大会コード　 １１２４０７０８ 跳 躍 審 判 長 後藤二三夫

投 て き 審 判 長 後藤二三夫

コード２４ 競技場名 競技場コード　 ２４２０１０ 記 録 主 任 中村早由里

日付 種目
下岡　将也(3) 11.37(0.0) 矢谷　克己(3) 11.54(+0.8) 田ノ上　航(3) 11.55(+2.6) 中山　将吾(3) 11.59(0.0) 才戸　雄貴(3) 11.76(+2.6) 濱口　竜星(3) 11.89(-1.3) 髙丘　昌宏(2) 11.96(+0.1) 森田　大智(3) 11.97(+2.6)
　山手 　八風 　長良（愛知） 　八風 　久居西 　菰野 　Y.W.C 　桜
阪倉　慶一(1) 12.44(+2.0) 小林　俊介(1) 12.73(+2.0) 山本　有人(1) 13.01(-1.5) 秦　　駿介(1) 13.09(+1.6) 林　　裕人(1) 13.17(+2.4) 吉川　翔貴(1) 13.24(-3.0) 高橋　良輔(1) 13.28(+2.0) 愛敬虎之介(1) 13.37(+2.0)
　内部 　多気 　朝日 　富洲原 　御幸山（愛知） 　平田野 　山手 　ASSA-TC
林　　憲吾(3) 23.56(+0.7) 矢谷　克己(3) 23.96(-0.6) 下岡　将也(3) 24.34(+0.8) 才戸　雄貴(3) 24.62(-0.6) 森田　大智(3) 24.87(+0.9) 田ノ上　航(3) 25.02(-2.1) 田中　　陸(3) 25.13(+2.4) 石田　尚宏(3) 25.19(+3.5)
　古知野（愛知） 　八風 　山手 　久居西 　桜 　長良（愛知） 　白鳥 　常磐
林　　憲吾(3) 52.65 坂倉　叶将(3) 54.68 辻　　拓真(3) 55.71 嶋田　拓真(3) 55.78 井上　翔太(3) 56.43 稲垣　孝祐(3) 56.60 郷　　卓磨(2) 56.63 石川　雄大(3) 57.37
　古知野（愛知） 　楠 　楠 　大木 　香流（愛知） 　香流（愛知） 　古知野（愛知） 　古知野（愛知）
竹下　　遼(3) 2.07.77 川北　浩也(2) 2.12.54 嶋田　拓真(3) 2.13.14 外岡　拓磨(3) 2.13.72 竹野成大郎(3) 2.13.89 湯淺　慎也(2) 2.14.39 井上　翔太(3) 2.15.29 三福　祐生(3) 2.17.22
　白鳥 　平田野 　大木 　大木 　楠 　四日市单 　香流（愛知） 　山手
北村　　祥(3) 4.21.04 竹下　　遼(3) 4.23.21 市川　航大(3) 4.23.30 飯田　康平(3) 4.25.78 廣島　太一(3) 4.28.42 川北　浩也(2) 4.28.98 赤松　　駿(3) 4.29.40 中西　涼汰(3) 4.30.51
　白子 　白鳥 　保々 　川越 　名張北 　平田野 　内部 　川越
市川　唯人(1) 4.44.60 上村　直也(1) 4.56.29 樋口　瑛介(1) 4.57.04 愛敬虎之介(1) 4.58.02 星野　哲宏(1) 5.00.05 三谷　大河(1) 5.00.68 染井　健吾(1) 5.02.31 浜北　和弥(1) 5.11.56
　Y.W.C 　楠 　Y.W.C 　ASSA-TC 　川越 　Y.W.C 　内部 　Y.W.C
飯田　康平(3) 9.21.25 中西　涼汰(3) 9.29.57 北村　　祥(3) 9.29.83 赤松　　駿(3) 9.30.02 山田　勇介(3) 9.45.72 中谷　寛汰(3) 10.00.64 杉田　　衛(3) 10.01.90 西田　一輝(2) 10.01.94
　川越 　川越 　白子 　内部 　香流（愛知） 　一身田 　四日市单 　白鳥
柳川　龍臣(3) 16.31(-0.5) 室井　正道(2) 16.79(-2.6) 加藤健太郎(3) 17.19(-0.4) 山下　真吾(3) 17.52(-2.6) 中谷　航也(3) 17.64(-0.4) 樫谷　　大(3) 18.11(-2.6) 豊田　康介(3) 18.26(-2.6) 倉地　健一(3) 18.46(-0.5)
　川越 　名張北 　鼓ヶ浦 　山手 　名張北 　美杉 　白鳥 　古知野（愛知）
山手-A 46.30 古知野-A（愛知） 46.85 香流-A（愛知） 47.92 長良-A（愛知） 48.05 楠-A 48.14 大木-A 48.30 亀山中部-A 48.41 八風-A 48.79
田中　淳雄(3) 高瀬　政治(3) 馬崎　　駿(3) 久保田健吾(3) 前田　智将(3) 嶋田　拓真(3) 内田　大平(3) 森　　雄大(3)
山下　真吾(3) 伊藤　慎悟(3) 稲垣　孝祐(3) 西　　健太(3) 坂倉　叶将(3) 山下　雄也(3) 伊藤　一樹(3) 矢谷　克己(3)
中西　幹太(3) 上田　善生(3) 井上　翔太(3) 野原　颯人(3) 辻　　拓真(3) 中川　　凌(3) 井上　郁弥(3) 牧野　和磨(3)
下岡　将也(3) 林　　憲吾(3) 酒井佑一郎(3) 水野　隼人(3) 竹野成大郎(3) 濵西　勇気(3) 岩﨑　隆太(3) 坂東　拓海(3)
加藤健太郎(3) 1m85 長谷川雄平(3) 1m80 奥村　太貴(3) 1m70 永井奈央起(2) 1m65 小原　史也(3) 1m60 田中　淳雄(3) 1m60 川北　拓史(3) 1m55 森　　大和(2) 1m50
　鼓ヶ浦 　鼓ヶ浦 　古知野（愛知） 　山手 　古知野（愛知） 　山手 　桜 　香流（愛知）
谷口　翔汰(2) 3m20 中西　修司(2) 3m10 倉地　克宜(3) 2m90 村賀亮之介(2) 2m90 栗本　康平(3) 2m80 諸井　　樹(3) 2m80 馬崎　　駿(3) 2m80 田口　昌寛(2) 2m70
　多気 　多気 　古知野（愛知） 　多気 　白子 　古知野（愛知） 　香流（愛知） 　古知野（愛知）
佐藤　卓海(3) 5m92(-0.2) 齋藤　佑樹(3) 5m90(+0.3) 髙丘　昌宏(2) 5m90(-0.1) 山田　竣也(3) 5m81(-0.5) 坂田　一馬(3) 5m81(-0.2) 斉木　勇佑(3) 5m73(0.0) 濱口　竜星(3) 5m50(+0.5) 樫谷　　大(3) 5m46(+1.0)
　Y.W.C 　保々 　Y.W.C 　鼓ヶ浦 　常磐 　古知野（愛知） 　菰野 　美杉
牛丸　雄太(3) 11m25(-0.7) 大村　隆人(2) 10m91(-0.3) 坂口　那央(3) 10m86(-0.5) 西田　大騎(3) 10m69(-0.5)
　一志 　一身田 　久居西 　久居西
中西　幹太(3) 10m40 尾関　亮汰(3) 9m98 角﨑　友哉(3) 9m93 伊髙　良介(3) 9m89 西川　　諒(3) 9m52 尾崎　康和(3) 9m50 塩﨑　良太(3) 8m85 西口　翔陽(2) 8m64
　山手 　白子 　久居西 　桜 　赤目 　長良（愛知） 　白子 　一身田
中西　幹太(3) 29m00 倉林　将吾(3) 27m91 飯田　祥平(2) 26m53 西川　　諒(3) 26m39 山下　裕暉(3) 24m62 塩﨑　良太(3) 24m61 井上　郁弥(3) 24m60 尾関　亮汰(3) 24m46
　山手 　山手 　一志 　赤目 　赤目 　白子 　亀山中部 　白子
西田　大騎(3) 1836点 淺野　　平(3) 1784点 岡本　翔也(2) 1613点 藤村　直輝(2) 1549点 山尾　昇也(2) 1279点 橘田　英佑(2) 1207点 宮田　昇一(2) 1176点
　久居西 　久居西 　一志 　亀山中部 　白子 　白子 　一志

伊藤　美穂(2) 12.88(+0.8) 水谷有友美(3) 13.02(-0.8) 大蔵　伊織(3) 13.11(+0.3) 遠山　実希(2) 13.40(+1.2) 繁永　朊香(3) 13.45(+1.1) 唐木　美希(2) 13.59(-0.9) 岩田帄乃夏(2) 13.64(+0.2) 矢野　友蒔(3) 13.67(-0.2)
　桜 　長良（愛知） 　長良（愛知） 　香流（愛知） 　富田 　猪高（愛知） 　御幸山（愛知） 　長良（愛知）
柴原有里加(1) 13.69(+0.1) 加納　礼菜(1) 13.84(-1.6) 臼田菜々美(1) 14.49(-1.6) 佐藤さりな(1) 14.56(-1.3) 元井　理央(1) 14.64(-0.3) 白岡　采花(1) 14.72(-1.6) 大竹　由夏(1) 14.73(-3.1)
　朝明 　香流（愛知） 　御幸山（愛知） 　御幸山（愛知） 　一志 　平田野 　古知野（愛知）

角﨑　由那(1) 14.72(+1.6)
　久居西

伊藤　美穂(2) 26.91(+3.0) 大蔵　伊織(3) 27.18(+2.5) 水谷有友美(3) 27.20(+1.1) 唐木　美希(2) 27.80(+0.8) 岩田帄乃夏(2) 27.88(+1.3) 柴原有里加(1) 28.53(-1.3) 加見　百世(3) 28.59(+3.0) 伍島なつみ(3) 28.64(+2.5)
　桜 　長良（愛知） 　長良（愛知） 　猪高（愛知） 　御幸山（愛知） 　朝明 　多気 　鼓ヶ浦
坂　　実咲(3) 2.22.93 西本麻衣子(2) 2.26.87 庄山　実佑(3) 2.30.19 梅谷　沙代(3) 2.30.36 畑中　理良(3) 2.31.10 小林　梨花(2) 2.32.05 近藤　加奈(3) 2.32.15 伊藤　朱里(3) 2.34.00
　白子 　白鳥 　一志 　富洲原 　富洲原 　桜 　鼓ヶ浦 　川越
佐伯穂乃香(1) 2.36.74 山下　紗季(1) 2.39.71 伊藤　麻有(1) 2.42.08 関　　彩花(1) 2.43.12 扇谷　結愛(1) 2.43.51 白岡　采花(1) 2.44.73 尾﨑　優菜(1) 2.46.98 竹下　陽菜(1) 2.49.73
　Y.W.C 　川越 　川越 　一志 　白鳥 　平田野 　平田野 　白鳥
藤田　愛子(3) 4.54.00 西本麻衣子(2) 5.01.56 庄山　実佑(3) 5.04.12 梅谷　沙代(3) 5.04.46 近藤　加奈(3) 5.05.09 伊藤　朱里(3) 5.06.19 畑中　理良(3) 5.13.18 向井　智香(2) 5.13.41
　菰野 　白鳥 　一志 　富洲原 　鼓ヶ浦 　川越 　富洲原 　御幸山（愛知）
古澤　彩果(3) 16.23(-0.4) 中林　麻奈(3) 16.25(-0.4) 小池紗有美(3) 16.31(-0.4) 遠山　実希(2) 16.81(-0.8) 草野　愛梨(3) 17.04(0.0) 川村　美月(3) 17.09(-1.0) 加藤　里奈(3) 17.28(0.0) 北村　智美(2) 18.00(-0.8)
　香流（愛知） 　多気 　古知野（愛知） 　香流（愛知） 　一志 　香流（愛知） 　長良（愛知） 　多気
長良-A（愛知） 51.71 香流-A（愛知） 52.18 多気-D 53.97 桜Ａ 54.06 古知野-A（愛知） 54.65 山手-A 54.81 富田-A 54.82 四日市单 54.92
加藤　里奈(3) 青木　杏樹(3) 中林　麻奈(3) 鈴木　愛実(3) 小池紗有美(3) 山本　沙和(2) 荒木奈津美(3) 平石絵梨奈(3)
大蔵　伊織(3) 遠山　実希(2) 加見　百世(3) 朋部　　瞳(3) 小山　歩美(3) 岩髙　莉奈(3) 中世古祥恵(2) 野呂　明音(3)
矢野　友蒔(3) 古澤　彩果(3) 藤原　佳乃(3) 山中理紗子(2) 横道　詩織(3) 池田　智音(2) 伊藤さくら(3) 山崎　彩音(3)
水谷有友美(3) 川村　美月(3) 山添玲央菜(3) 伊藤　美穂(2) 小林　薫子(2) 辻　りさ子(3) 繁永　朊香(3) 横井　嘉江(3)
古澤　彩果(3) 1m45 高井　朱音(3) 1m40 大西小璃有(3) 1m40 水谷　真維(3) 1m40 松浦　礼奈(3) 1m40 宮本純美佳(3) 1m35 田村　京香(2) 1m35
　香流（愛知） 　橋单 　白鳥 　山手 　古知野（愛知） 　長良（愛知） 　鼓ヶ浦

四位茉祐果(3) 1m35
　八風

倉田　明奈(3) 4m69(-0.5) 達知瑚都海(3) 4m62(+0.4) 宮崎あゆみ(3) 4m51(-0.1) 掛布　春菜(3) 4m44(-0.3) 土屋友梨奈(2) 4m35(-1.0) 中林　麻奈(3) 4m30(-0.5) 川岸　真衣(3) 4m25(+0.1) 横谷　菜緒(3) 4m25(-0.3)
　白子 　鼓ヶ浦 　赤目 　古知野（愛知） 　古知野（愛知） 　多気 　美杉 　常磐
樋口菜々日(3) 11m74 太田　美穗(3) 11m54 川村　美月(3) 9m92 久保田実佑(3) 9m90 廣瀬　公美(2) 9m71 鳥羽瀬めぐみ(2) 9m56 遠藤　実奈(3) 9m41 福井　友香(3) 9m25
　香流（愛知） 　一志 　香流（愛知） 　鼓ヶ浦 　一志 　赤目 　古知野（愛知） 　菰野
廣瀬　公美(2) 28m67 樋口菜々日(3) 27m04 城　あやの(3) 24m88 久保田実佑(3) 24m34 福井　友香(3) 23m79 鳥羽瀬めぐみ(2) 23m00 森下　優衣(3) 21m75 遠藤　実奈(3) 20m80
　一志 　香流（愛知） 　赤目 　鼓ヶ浦 　菰野 　赤目 　赤目 　古知野（愛知）
山添玲央菜(3) 1958点 太田　美穗(3) 1791点 中西　陽菜(2) 1605点 小林　薫子(2) 1363点 望月萌久美(2) 1357点 渡辺　由梨(2) 1192点 山崎斗望美(2) 1153点
　多気 　一志 　多気 　古知野（愛知） 　白子 　白子 　白子
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決　勝　一　覧　表

第２回三泗地区記録会
三重陸上競技協会　

2011年5月14日(土)

主催団体名

    期　日

    陸協名

四日市市中央緑地陸上競技場三泗陸上競技協会

7位 8位1位 2位 3位 4位

5月14日 中学男子400m

5月14日 中学男子800m

5月14日 中学男子200m

5月14日 中学男子3000m

5月14日 中学男子
110mYH(0.914m)

5月14日 中学男子1500m

5月14日 中学1年男子
1500m

5月14日 中学男子走幅跳

5月14日 中学男子棒高跳

5月14日 中学男子走高跳

5月14日 中学男子三段跳

5月14日 中学男子砲丸投
(5.0kg)

18.27(+1.5)-8m16-1m60-59.09 17.60(+0.3)-6m75-1m40-59.22 22.63(+1.5)-6m98-1m45-1.02.0218.98(+0.3)-7m65-1m70-57.24
5月14日

中学男子四種競
技

19.89(+0.3)-8m40-1m40-58.00

5月14日 中学男子円盤投
(1.5kg)

5月14日 中学女子100m

5月14日
中学1年女子

100m

20.65(+0.3)-7m45-1m40-1.02.64 20.96(+1.5)-6m98-1m45-1.04.54

5月14日 中学女子200m

5月14日 中学女子800m

5月14日 中学1年女子
800m

5月14日 中学女子走高跳

5月14日 中学女子100mH

5月14日 中学女子1500m

5月14日 中学女子円盤投
(1.0kg)

5月14日 中学女子砲丸投
(2.721kg)

5月14日 中学女子走幅跳

20.66(+0.2)-1m25-5m45-29.59(-1.7) 20.61(+0.2)-1m15-6m05-31.26(-1.7) 22.01(+0.2)-1m25-5m72-31.49(-1.7)17.29(+0.2)-1m40-8m00-29.98(-1.7)
5月14日

中学女子四種競
技

19.41(+0.2)-1m20-11m31-29.61(-1.7) 19.04(+0.2)-1m35-7m28-31.14(-1.7) 17.76(+0.2)-NM-7m31-29.81(-1.7)


