
2011年6月4日(土) 大会名 第３回三泗地区記録会 大会コード　 11240710 ト ラ ッ ク 審 判 長 宮田藤志次

跳 躍 審 判 長 後藤二三夫

競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 競技場コード　２４2０１０ 投 て き 審 判 長 後藤二三夫

三重陸上競技協会　 コード２４ 記 録 为 任 中村早由里

为催団体名 三泗陸上競技協会

日付 種目

市川　裕貴(3) 11.25(+0.1) 伊藤　章人(2) 11.45(-2.1) 山本　純矢(2) 11.53(0.0)

四日市四郷 津西 上野

多田　光佑(2) 11.45(+0.1) 大河内玄樹(25) 11.53(0.0)

四日市工 ASSA-TC

原田　玲次(3) 11.45(-2.1) 浦川　依久(M2) 11.53(-2.1)

稲生 三重大学

高橋　利侑(0) 11.45(0.0)

米鈴ＡＣ

米川　佳孝(40) 49.58 小川　瑶介(2) 50.42 市川　裕貴(3) 50.48 橋本　尚磨(2) 50.69 阪井　啓太(3) 51.39 中浜　和大(3) 51.57 山内健太郎(23) 51.95 今津　　祥(1) 51.96

三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 川越 四日市四郷 亀山 津西 三重大学 Ｔ.Ｇ.Ｋ 至学館大学

坂　　直哉(27) 3.54.96 長江　定矢(27) 3.55.59 畔柳　隼弥(2) 4.01.22 白井　成司(2) 4.01.88 山内健太郎(23) 4.03.61 近藤　学宏(0) 4.04.82 辻井　三嗣(3) 4.05.07 樋口　真大(0) 4.05.09

Ｔ.Ｇ.Ｋ Ｔ.Ｇ.Ｋ 伊賀白鳳 三重大学 Ｔ.Ｇ.Ｋ 米鈴ＡＣ 伊賀白鳳 三菱化学

坂田　昌駿(2) 8.42.15 岸田　裕也(2) 8.44.75 宮崎　展仁(32) 8.48.12 竹中　泰知(37) 8.48.56 川戸　拓海(1) 8.49.64 磯尾　友規(29) 8.51.17 津田　淳一(3) 8.51.48 野々原　聖(4) 8.51.95

伊賀白鳳 津西 NMRT 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 伊賀白鳳 八千代翔友 伊賀白鳳 四日市大学

吉原　政人(34) 23.24.45 浅野友祐記(1) 23.38.30 橋本　英幸(31) 24.32.51 渡邉　和義(32) 24.50.10 小林　久人(2) 26.04.68 西脇　真孝(3) 26.31.73 柴田　隼也(2) 27.20.58 岩田　　淳(2) 28.07.29

プロシード（愛知） 中部学院大(愛知） 松阪市役所 にっとTFC(愛知） 愛工大名電(愛知） 大垣工高(岐阜） 津西 稲生

中東　弘貴(2) 1m65 半田　ルーカス(2) 1m55 染川　裕紀(1) 1m45

亀山 四日市四郷 四日市西

村田　信英(3) 6m73(-0.8) 前出　卓也(23) 6m72(+0.3) 宮本　真輝(M2) 6m37(+1.0) 小宮圭一朗(2) 6m31(+0.1) 渡邉　大輝(1) 6m17(+2.0) 城田　隼佑(2) 5m98(0.0) 藤木　智巳(2) 5m88(+0.7) 近藤　朊大(0) 5m82(-0.3)

三重大学 ASSA-TC 三重大学 津西 津西 四日市工 津西 四日市TFC

山本　友揮(1) 12m41(+1.1) 伊藤　　聖(3) 12m29(+0.5) 川上　那生(1) 12m28(+1.2) 林　　賢吾(3) 12m28(+0.8) 森川　大輝(1) 11m96(+1.2) 渡邉　大輝(1) 11m91(+0.2) 豊田健士郎(1) 11m88(+1.6) 酒井　夢斗(1) 11m85(+0.1)

稲生 四日市西 亀山 上野 稲生 津西 津西 稲生

岡单　　遼(2) 12m30

三重大学

横井　剛人(3) 11m62 坂　　佳典(3) 11m07 川村　直也(2) 10m74 河北　圭佑(2) 10m47

亀山 亀山 川越 稲生

蓬田　和正(23) 47m36 大山　祐史　(22) 46m74

日本陸送 ASSA-TC

三村　武司 39m05 河北　圭佑(2) 32m05 濵田　雄太(1) 31m02 樋口　元貴(2) 30m60 杉本　敏史(2) 30m55 横井　剛人(3) 29m38 藤原　智弥(1) 26m75 川村　直也(2) 26m02

三重陸協 稲生 津商 亀山 上野 亀山 上野 川越

奥山　大輝(2) 45m77 坂　　佳典(3) 44m54 西野　和希(1) 23m51 岡野　隆志(1) 15m89

津西 亀山 津西 津西

奥田　洋平(23) 53m51 小林　　匠(3) 49m63 三浦　和馬(2) 41m18 佐方　智弘(3) 40m24 吉田　颯介(3) 39m34 樋口　元貴(2) 37m79 藤原　智弥(1) 37m41 山崎　修平(1) 36m95

JA三重中央 津商 津西 亀山 津商 亀山 上野 津商

家城　里奈(3) 12.95(+0.6) 藤原　恵里佳(2) 12.96(0.0) 川島　和子(3) 12.99(+0.6) 松田　桃子(2) 13.11(+0.6) 佐藤　佳奈(1) 13.28(+0.6) 松岡　夏実(2) 13.31(+0.6) 林　絵美里(2) 13.34(0.0)

津商 四日市商 四日市 津商 四日市商 上野 四日市西

鈴木　理央(2) 13.28(+0.6)

四日市西

多田　江里(19) 1.01.71 水谷　智美(3) 1.02.37 山本　瑞紀(2) 1.03.23 山村　美智(2) 1.03.30 鈴木　理央(2) 1.03.64 林　絵美里(2) 1.04.25 赤尾　愉野(1) 1.05.51 清水　理絵(2) 1.05.67

日本陸送 四日市四郷 川越 四日市西 四日市西 四日市西 四日市商 川越

谷崎　仁美(22) 2.21.45 朋部　貴子(3) 2.22.29 山本　瑞紀(2) 2.24.31 寺田　理絵(2) 2.26.80 赤尾　愉野(1) 2.27.95 今村　憲子(3) 2.29.63 成田明日香(1) 2.30.93 清水　理絵(2) 2.31.29

愛知学院大学 四日市四郷 川越 四日市 四日市商 三重大学 四日市 川越

久保倉実里(1) 10.29.13 松生　美樹(3) 10.35.42 東　　瑞貴(2) 10.46.57 三好　　忍(3) 10.51.28 飯尾あずみ(3) 11.02.54 永本　理子(3) 11.21.10 安井　典子(2) 11.26.63 中村　留奈(2) 12.01.39

伊賀白鳳 伊賀白鳳 四日市单 伊賀白鳳 伊賀白鳳 四日市商 四日市四郷 四日市单

山中　真琴(3) 24.04.84 斧　　沙織(3) 24.40.75 上野　侑香(24) 25.43.63 荒木佑梨子(2) 27.40.80 筌瀬　里奈(2) 27.52.18 天野　志保(2) 28.10.39 伊藤　紗季(2) 28.31.76 金床　優美(3) 29.08.04

星翔(大阪） 星翔(大阪） 日本陸送 星翔(大阪） 星翔(大阪） 愛知大学 中京大学 星翔(大阪）

居附　麻衣(2) 1m40 伊高　和沙　(1) 1m35

津商 四日市四郷

山本　佳歩(2) 4m79(+0.5) 後藤さやか(1) 4m72(+1.2) 藤方　千晶(1) 4m54(+1.5) 田中　真綾(1) 4m45(+1.5) 坂森　彩音(2) 4m43(+1.0) 草深　華奈(2) 4m42(+1.3) 末松　果穂(2) 4m40(+1.3) 磯田　佳奈(1) 4m38(+1.3)

津商 四日市四郷 四日市商 四日市商 四日市商 津商 四日市商 津商

丸山　真依(3) 9m36(+1.5) 杉田真依子(3) 9m15(+0.2)

亀山 津商

山田　愛里(1) 8m93 太田　萌(3) 8m02 古賀　瑛穂(3) 6m61

津商 四日市商 四日市商

川戸　里穂(3) 35m65 杉江　杏実(3) 28m57 山田　愛里(1) 25m01 古賀　瑛穂(3) 22m33

津商 亀山 津商 四日市商

6月4日 一般女子三段跳

6月4日
一般女子砲丸投

(4.0kg)

6月4日
一般女子円盤投

(1.0kg)

6月4日
一般女子
5000mW

6月4日 一般女子走高跳

6月4日 一般女子走幅跳

6月4日 一般女子400m

6月4日 一般女子800m

6月4日 一般女子3000m

6月4日
高校男子ハン
マー投(6.0kg)

6月4日
一般男子やり投

(800g)

6月4日 一般女子100m

6月4日
高校男子砲丸投

(6.0kg)

6月4日
一般男子円盤投

(2.0kg)

6月4日
高校男子円盤投

(1.750kg)

6月4日 一般男子走幅跳

6月4日 一般男子三段跳

6月4日
一般男子砲丸投

(7.260kg)

6月4日 一般男子3000m

6月4日
一般男子
5000mW

6月4日 一般男子走高跳

8位

6月4日 一般男子100m

6月4日 一般男子400m

6月4日 一般男子1500m

決　勝　一　覧　表（一般の部）

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



森川加央里(3) 37m89

亀山

杉江　杏実(3) 35m65 森川加央里(3) 30m56 早川　　彩(2) 30m10 田中　沙苗(2) 20m39 千葉　汐莉(2) 15m62

亀山 亀山 亀山 四日市西 四日市

凡例 

6月4日
高校女子ハン

マー投

6月4日 一般女子やり投



2011年6月4日(土) 大会名 第３回三泗地区記録会 大会コード　 11240710 ト ラ ッ ク 審 判 長 宮田藤志次

跳 躍 審 判 長 後藤二三夫

競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 競技場コード　２４2０１０ 投 て き 審 判 長 後藤二三夫

三重陸上競技協会　 コード２４ 記 録 为 任 中村早由里

为催団体名 三泗陸上競技協会

日付 種目

中垣内太智(3) 9.37(+1.5) 染井　裕貴(3) 9.76(+2.0) 伊藤　泰聖(3) 9.78(+0.8) 長田　一晟(3) 9.90(+0.8) 西畑　颯真(3) 9.97(+1.5) 伊藤　　渉(3) 9.99(+0.8) 市原　達也(4) 10.07(+1.5) 佐々木勇斗(3) 10.10(+1.5)

一志Beast 内部陸上少 保々ＲＣ 保々ＲＣ 松阪Ｊｒ陸上 菰野SC Ｙ．Ｗ．Ｃ 朝日陸上少

前川拳太郎(6) 13.32(-0.5) 上山　紘輝(6) 13.65(0.0) 稲垣　佐京(6) 13.80(+1.7) 山本　大地(6) 13.86(+1.9) 村田浩太朗(5) 13.92(+0.5) 飯田　幹大(6) 14.03(+1.1) 福井　優作(6) 14.25(-0.8) 元井　光星(6) 14.34(-0.6)

津陸上 松阪Ｊｒ陸上 保々ＲＣ 松阪Ｊｒ陸上 松阪Ｊｒ陸上 保々ＲＣ 一志Beast 一志Beast

稲垣　佐京(6) 2.30.80 勝田　悠斗(6) 2.34.53 小濱　大和(6) 2.35.15 竹中　太一(5) 2.36.28 川上　康平(4) 2.38.65 今岡　佑斗(6) 2.39.74 駒田　楓太(6) 2.41.01 西村　勇紀(6) 2.41.65

保々ＲＣ 一志Beast 松阪Ｊｒ陸上 上野ＡＣ JAC亀山 上野ＡＣ 松阪Ｊｒ陸上 松阪Ｊｒ陸上

元井　光星(6) 13.68 安井　　弦(5) 15.36

一志Beast 一志Beast

松阪Ｊｒ陸上-Ａ 54.25 保々ＲＣ－Ａ 55.48 一志Beast 56.86 松阪Ｊｒ陸上-Ｂ 58.08 松阪Ｊｒ陸上-Ｃ 1.00.40 Y．Ｗ．C 1.02.71 三浜陸上 1.04.31 保々ＲＣ－Ｂ 1.05.30

中西　航輝(6) 寺田真佐実(6) 谷口　大真(6) 山下　航輝(6) 上山　太輝(5) 山中　　翼(6) 伊藤　昂介(5) 田村　樹聖(5)

山本　大地(6) 飯田　幹大(6) 福井　優作(6) 前出　侑祐(6) 井上　翔太(5) 河合　顕真(6) 久保　和輝(6) 西村　健志(5)

伊藤　敏康(6) 早田　圭佑(6) 長谷川竜希(6) 岡田　雅吏(6) 山口銀次郎(5) 高橋　隆晟(5) 佐藤　慎也(6) 西村　啓吾(6)

上山　紘輝(6) 稲垣　佐京(6) 元井　光星(6) 山口翔太郎(6) 村田浩太朗(5) 谷川　譲基(6) 伊藤　啓介(6) 窪田　　陸(5)

飯田　幹大(6) 1m25 金津　亜門(5) 1m15 飛田　拓哉(6) 1m15 寺西　智哉(5) 1m10

保々ＲＣ 菰野SC JAC亀山 JAC亀山

福井　優作(6) 4m26(-1.5) 伊藤　　陸(5) 4m08(-0.5) 早田　圭佑(6) 4m00(-1.0) 中川　征人(6) 3m70(-1.5) 佐藤　慎也(6) 3m59(-1.0) 栗田　崇史(6) 3m55(-0.8) 稲垣　勇人(5) 3m43(-0.5) 湯淺　幹也(5) 3m38(+0.1)

一志Beast 菰野SC 保々ＲＣ 楠陸上Ｊｒ 三浜陸上 朝日陸上少 一志Beast 楠陸上Ｊｒ

谷口　大真(6) 38m31 金子　大輝(5) 32m97 佐藤　祐介(5) 31m06 池内　啓悟(5) 30m13 浜北　遼平(3) 28m82 松島　大貴(2) 28m35 若林　克紀(5) 27m81 田村　樹聖(5) 23m21

一志Beast JAC亀山 三浜陸上 菰野SC Ｙ．Ｗ．Ｃ 一志Beast JAC亀山 保々ＲＣ

佐藤なつみ(3) 9.65(+1.1) 米澤　　葵(3) 10.14(+0.6) 山城　夏美(3) 10.23(+0.1) 田中　心空(3) 10.30(0.0) 田村　花鈴(3) 10.38(+0.6) 高木　風花(3) 10.41(0.0) 谷口きらら(3) 10.47(0.0)

Ｙ．Ｗ．Ｃ 美杉陸上クラブ 保々ＲＣ Ｙ．Ｗ．Ｃ 保々ＲＣ 松阪Ｊｒ陸上 菰野SC

山本　千尋(3) 10.47(+0.6)

JAC亀山

小寺　彩花(6) 14.07(0.0) 加藤　　京(6) 14.14(+1.3) 浅野　玲奈(6) 14.22(+2.0) 今井　茉裕(5) 14.63(+1.7) 市原　佳奈(6) 14.73(0.0) 澤井　梨華(6) 14.84(+2.0) 堀江　美玖(5) 14.91(+0.2) 田中　優帆(6) 15.00(0.0)

Ｙ．Ｗ．Ｃ 保々ＲＣ JAC亀山 美杉陸上クラブ 一志Beast 一志Beast 保々ＲＣ 朝日陸上少

藤井　紗希(6) 2.38.89 田中　優帆(6) 2.44.18 村田　有唯(6) 2.44.45 山田　千結(6) 2.47.33 浦　寿々美(6) 2.49.78 毛利　莉子(5) 2.50.26 谷口　　園(6) 2.50.98 金谷　晏衣(5) 2.53.05

Ｙ．Ｗ．Ｃ 朝日陸上少 松阪Ｊｒ陸上 一志Beast 朝日陸上少 菰野SC 一志Beast 松阪Ｊｒ陸上

澤井　梨華(6) 14.35(0.0) 加藤　　京(6) 14.55(0.0) 市原　佳奈(6) 14.97(+0.3) 安保　颯月(6) 15.28(0.0) 田名瀬梨代(6) 15.88(+0.3) 加藤　瑠華(6) 17.05(+0.3) 伊藤こなつ(5) 17.30(+0.3) 今井　一愛(5) 17.88(0.0)

一志Beast 保々ＲＣ 一志Beast 一志Beast 楠陸上Ｊｒ 津陸上 Ｙ．Ｗ．Ｃ 一志Beast

ＪＡＣ亀山－Ａ 58.31 保々ＲＣ 58.60 一志Beast 59.49 菰野ＡＣ 1.02.47 朝日陸上少 1.03.78 ＪＡＣ亀山－Ｂ 1.04.03 三浜陸上 1.05.40 Y．Ｗ．C－Ｂ 1.07.05

上地　碧海(6) 舘　二千花(6) 東　　紗雪(6) 河合　七海(6) 伊藤　　霞(6) 中里　天音(6) 朋部　杏奈(5) 伊藤こなつ(5)

浅野　玲奈(6) 堀江　美玖(5) 市原　佳奈(6) 門脇　未来(6) 浦　寿々美(6) 大井　志麻(6) 山本　愛美(6) 千田　桃葉(5)

篠原千奈津(6) 松田　　藍(5) 中竹　良美(6) 小川　優佳(6) 高橋真衣子(6) 丸橋　由佳(6) 丹生　　涼(5) 入江　麻衣(5)

岩田あずさ(6) 加藤　　京(6) 澤井　梨華(6) 野崎　桜子(6) 井下絵利加(6) 冨田　千賀(6) 山下　海月(5) 山中陽菜乃(5)

山本　愛美(6) 1m20 中竹　良美(6) 1m15 大井　志麻(6) 1m05 冨田　千賀(6) 1m05 和氣　愛華(5) 1m00

三浜陸上 一志Beast JAC亀山 JAC亀山 保々ＲＣ

東　　紗雪(6) 1m20 山下　海月(5) 1m15 上地　碧海(6) 1m05

一志Beast 三浜陸上 JAC亀山

浅野　玲奈(6) 4m38(+0.1) 門脇　未来(6) 3m71(+0.2) 堀江　美玖(5) 3m37(-1.5) 山野　綾香(5) 3m35(-1.0) 太田　瑛美(5) 3m28(-1.0) 丸橋　由佳(6) 3m19(+0.3) 伊勢崎陽香(6) 3m14(+0.3) 河合　七海(6) 3m13(-1.2)

JAC亀山 菰野SC 保々ＲＣ JAC亀山 一志Beast JAC亀山 一志Beast 菰野SC

篠原千奈津(6) 38m40 丹生　　涼(5) 32m91 藤原　寧々(5) 32m56 舘　二千花(6) 27m69 大森　美奈(2) 14m93 井山　一佳(2) 11m93 井山すず佳(1) 10m34 久志本眞子(2) 7m68

JAC亀山 三浜陸上 楠陸上Ｊｒ 保々ＲＣ 一志Beast 一志Beast 一志Beast 一志Beast

一志Beast－Ａ 1.01.01 菰野ＡＣ 1.01.02 ＪＡＣ亀山－Ａ 1.02.30 一志Beast－Ｂ 1.02.70 Y．Ｗ．C 1.03.91 ＪＡＣ亀山－Ｂ 1.03.92 保々ＲＣ 1.04.14 朝日陸上少－Ａ 1.05.00

今井　一愛(5) 伊藤  花宝(4)　 岩﨑　優華(5) 太田　瑛美(5) 石原　菜月(4) 伊藤　来実(5) 和氣　愛華(5) 石井　莉奈(4)

水谷　野愛(5) 毛利　莉子(5) 山野　綾香(5) 浜地　晴帆(4) 小寺　涼果(4) 久保田未夢(5) 世古　千智(5) 川淵　春陽(4)

安井　　弦(5) 岡本　碧海(5) 川島　鎌一(5) 上山　夏季(3) 河村　一輝(4) 川合　　光(5) 小林　玄暉(4) 夏目　拓真(4)

宇留田竜希(5) 伊藤　　陸(5) 寺西　智哉(5) 中垣内太智(3) 稲垣　颯斗(4) 金子　大輝(5) 内田健太郎(5) 後藤　大輝(5)

6月4日
小学男子
4×100mR

期　日

陸協名

決　勝　一　覧　表（小学生の部）

6月4日
小学女子
4×100mR

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月4日 小学男子60m

6月4日
小学混成
4×100mR

6月4日 小学男子100m

6月4日 小学男子800m

6月4日
小学男子80mH

風：0.0

6月4日 小学男子走高跳

6月4日 小学男子走幅跳

6月4日
小学男子ボール

投

6月4日 小学女子60m

6月4日 小学女子100m

6月4日 小学女子800m

6月4日 小学女子80mH

6月4日 小学女子走高跳

6月4日 小学女子走幅跳

6月4日
小学女子ボール

投


