
大会名 大会コード　 13240725

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
水谷　柊斗(4) 3:28.56 小山　朋輝(4) 3:35.46 川上　　翼(4) 3:37.27 中垣内稜央(3) 3:37.85 金尾　凌太(4) 3:38.99 加世堂　懸(3) 3:41.09 生川　蒼空(4) 3:41.85 伊藤　拓哉(4) 3:43.72
大山田ＡＣ 大山田ＡＣ ＪＡＣ亀山 一志Beast ＪＡＣ亀山 川越陸上少 菰野ＳＣ 朝日陸上少
端野　光将(6) 4:43.85 佐伯　陽生(6) 4:56.96 水谷　駿介(5) 4:59.91 市川　雄大(6) 5:06.96 石井　泰誠(6) 5:07.13 紀平　陽登(6) 5:07.61 伊藤　正登(6) 5:07.65 染井　裕貴(5) 5:09.33
川越陸上少 Y.W.C 川越陸上少 KUSUPO 朝日陸上少 ＪＡＣ亀山 Y.W.C 内部陸上少
塩澤　稀夕(3) 9:00.93 樋口　大介(3) 9:23.57 上村　直也(3) 9:24.70 増田慶太郎(3) 9:30.35 野呂　光希(2) 9:30.74 稲垣　佐京(2) 9:33.72 鯖戸　康太(2) 9:36.05 増岡　源起(3) 9:42.38
成徳中 亀山中 楠中 古知野中 高田中 三滝中 鼓ヶ浦中 柘植中
佐々木歩夢(1) 9:26.28 垣野　　仁(1) 9:55.32 竹元　祐人(1) 10:00.74 宇留田竜希(1) 10:05.73 後藤　大輝(1) 10:06.36 鈴木　慎也(1) 10:06.41 竹野　雷千(1) 10:13.38 大久保俊亮(1) 10:13.43
光陵中 久居中 光陵中 嬉野中 朝日中 白子中 大木中 菰野中
上村　一真(2) 15:15.42 宇治　拓海(2) 15:25.13 深川　和輝(2) 15:42.04 宇佐美岳良(1) 15:43.74 金崎　　舜(3) 15:45.56 片山　優史(1) 15:46.45 杉山　陽太(3) 15:51.44 石野　翔大(3) 15:52.16
四日市工高 四日市工高 四日市工高 四日市高 鈴鹿高専 高田高 いなべ総合学園高 伊賀白鳳高
細澤　幸輝(1) 14:57.89 中田　剛司 14:59.46 中井　大貴(2) 15:09.16 外岡　拓磨(2) 15:09.86 竹中　泰知 15:10.90 河合　祐介 15:15.46 中西　航軌(3) 15:17.25 外山　翔太(2) 15:18.20
三重大 三重陸協 四日市工高 伊賀白鳳高 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重陸協 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高
大楽　享平(2) 21:21.65 佐伯　佳祐(4) 21:22.28 牧谷　大樹(2) 21:56.30 倉田　直哉(1) 22:35.10 酒井　達也(2) 22:52.48 山口　正洋(3) 22:53.26 髙取　恭一(1) 22:57.33 大嶋　悠斗(3) 23:15.60
滋賀学園高 大阪大 滋賀学園高 相可高 四天王寺大 大阪大 滋賀学園高 相可高
前田　紗希(3) 3:41.51 佐々木愛歩(4) 3:44.61 加世堂　温(4) 3:51.88 井山　一佳(4) 3:57.73 若林　芽愛(4) 3:58.30 後藤　妃那(4) 3:59.56 渡辺　莉夢(3) 4:02.44 浅井　那未(4) 4:02.50
大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 川越陸上少 一志Beast 菰野ＳＣ 朝日陸上少 保々ＲＣ 大山田ＡＣ
加世堂　遥(6) 5:03.39 伊藤　花宝(6) 5:28.12 鈴木　春奈(6) 5:30.33 津田　実澪(6) 5:31.24 伊藤　香乃(6) 5:33.14 日下　美紅(6) 5:33.18 垣内　瑞希(6) 5:35.79 岡野　敬加(5) 5:40.03
川越陸上少 KE,GR 菰野ＳＣ 川越陸上少 大山田ＡＣ 三重 川越陸上少 大山田ＡＣ KUSUPO
矢田　菜月(3) 10:29.51 加藤　綾華(3) 10:35.53 藤井　紗希(2) 10:47.99 平松　愛梨(2) 11:01.04 世古　朱音(2) 11:03.95 田中　優帆(2) 11:10.83 水野　桃奈(3) 11:12.31 星野　　楓(3) 11:13.17
大木中 西橋内中 Y.W.C 南が丘中 大木中 朝日中 古知野中 正和中
坂　　実咲(2) 10:07.69 岩高　莉奈(2) 10:08.37 山田　祥穂(2) 10:09.36 山下友理香(3) 10:10.22 伊藤　朱里(2) 10:30.35 矢口　真菜(2) 10:34.47 田中　里歩(2) 10:42.13 西本麻衣子(1) 10:43.87
四日市商高 四日市商高 津高 津商高 四日市商高 津商高 桑名高 桑名高
久保田志歩(1) 10:51.60 野﨑　桜子(1) 11:08.80 平山　若奈(1) 11:16.80 丹賀　遥奈(1) 11:17.37 奥村　七海(1) 11:21.52 松本　梨奈(1) 11:23.44 秦　菜々美(1) 11:32.63 渡辺　咲梨(1) 11:33.79
鼓ヶ浦中 菰野中 大木中 亀山中部中 大木中 嬉野中 富洲原中 白子中
長谷川　睦 24:56.97 吉川　春菜(1) 24:58.81 槇田　　恵(2) 25:35.01 東　　美月(2) 25:45.53 島田　真優(1) 26:43.84 篠田　美栄(3) 26:52.15 川邉　佑奈(2) 27:12.06 伊藤　早希(2) 29:37.53
三重教員ＡＣ 星翔高 津商高 星翔高 桑名高 和歌山北高 相可高 桑名西高

凡例  KE:県小学記録 GR:大会記録

四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場三泗陸上競技協会

2013年12月14日（土）

決　勝　一　覧　表

第34回四日市長距離選手権大会
三重陸上競技協会　

主催団体名

期　日

陸協名

7位 8位

12月14日 小学3・4年男子
1000m

12月14日 小学5･6年男子
1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

12月14日 中学男子3000m

12月14日 中学1年男子
3000m

12月14日 高校男子5000m

12月14日 一般高校男子
5000m

12月14日 一般高校男子
5000mW

12月14日 小学3・4年女子
1000m

12月14日 中学1年女子
3000m

12月14日 一般高校女子
5000mW

12月14日 小学5･6年女子
1500m

12月14日 中学女子3000m

12月14日 一般高校女子
3000m


