
大会名 大会コード　 １6２４０７２５

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

伊藤　遥飛(4) 3:34.95 田中　颯人(4) 3:34.96 杉中　　心(4) 3:38.18 稲田　想大(3) 3:39.55 岩崎　倖大(4) 3:42.09 前田　恭平(4) 3:42.74 菅原　隼翔(3) 3:45.71 谷　　翼沙(4) 3:45.89
川越陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少 保々ＲＣ 三浜陸上 菰野ＳＣ 楠陸上Jｒ 三浜陸上
加世堂　懸(6) 4:44.93 生川　　将(6) 4:54.16 伊藤　　諒(6) 4:57.96 打田　快生(6) 4:58.34 松田　紘宜(6) 5:00.62 雨澤　優太(6) 5:04.33 森　　一真(6) 5:05.54 土器屋北都(6) 5:07.34
川越陸上少 GR 川越陸上少 内部陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少 下野 三浜陸上 四郷
大塚　陸渡(3) 9:03.26 山中　秀真(3) 9:03.71 佐伯　陽生(3) 9:03.74 永洞　和季(3) 9:08.60 矢田　大誠(3) 9:11.20 佐藤　榛紀　(2) 9:11.59 木村　優心(3) 9:15.76 森島　　徹(2) 9:29.76
暁中 鼓ヶ浦中 Y.W.C 白鳥中 大木中 正和中 神戸中 富洲原中
川瀬　翔矢(3) 14:53.28 秦　　駿介(3) 14:53.52 紀平　　陸(2) 14:54.53 奈良　賢治(4) 14:54.94 中田　剛司 14:56.76 柳生　渚生(3) 14:59.98 竹中　泰知 15:01.65 鎌田　和馬(2) 15:02.64
近大高専高 四日市工高 高田高 三重大 三重陸協 伊賀白鳳高 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 四日市工高
山本　直哉(3) 21:25.40 樋渡　雄登(3) 21:35.99 服部　有佑(1) 21:52.86 川添　康平 21:54.34 成岡　大輝(3) 22:08.87 福田　　俊(2) 23:18.64 村手　光樹(1) 23:24.00 川島　鎌一(1) 24:08.48
伊賀白鳳高 愛教大 伊賀白鳳高 三重陸協 伊賀白鳳高 桑名西高 上野高 伊賀白鳳高
稲見萌瑠百(4) 3:43.92 萩　寿乃花(4) 3:45.21 谷　　果保(4) 3:47.33 藤井　なみ(4) 3:48.87 小林　　由(3) 3:51.30 山吉　　絢(4) 3:51.66 後藤　杏実(4) 3:53.94 星野　里桜(4) 3:55.51
楠陸上Jｒ 三浜陸上 菰野ＳＣ 川越陸上少 内部陸上少 泊山 三浜陸上 川越陸上少
宮原　之佳(6) 5:13.14 松野　心春(5) 5:14.83 小畑　文乃(6) 5:15.00 渡邉　　耀(6) 5:22.56 山下　紗寧(5) 5:31.09 中家ひかり(5) 5:31.86 伊藤　沙奈(6) 5:33.43 田辺　結菜(6) 5:34.99
三浜陸上 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 四郷 三重小
森田日世莉(1) 10:16.91 衣笠　愛未(3) 10:20.73 加世堂　遥(3) 10:25.25 辻　　歩理(3) 10:34.88 加世堂　温(1) 10:36.71 稲葉　夢香(3) 10:39.05 上平川　愛(2) 10:39.31 甲斐　礼乃(2) 10:41.48
正和中 橋南中 川越中 宮川中 川越中 正和中 正和中 神戸中
北村　　有(1) 9:57.82 小倉　知子(2) 10:05.27 森田　璃音(3) 10:12.85 久木　佑菜(1) 10:19.60 橋本　有純(3) 10:27.57 岩下　真由(3) 10:29.23 菅　さくら(2) 10:29.69 山田　祥穂(2) 10:30.36
四日市高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 津商高 伊賀白鳳高 津商高 四日市高 三重大
大野　綾音 25:53.85 岩瀬映伊美(2) 26:27.79 新原　宏弥(2) 29:51.17
至学館大 高田高 亀山高

凡例  GR:大会記録

7位 8位

12月17日 中学女子3000m

12月17日 中学男子3000m

12月17日 一般高校男子5000m

12月17日

2位 3位 4位

12月17日 小学3・4年女子1000m

小学5･6年男子1500m

12月17日 小学3・4年男子1000m

12月17日

12月17日 一般高校女子3000m

一般高校男子5000mW

12月17日 一般高校女子5000mW

四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場三泗陸上競技協会

5位 6位

主催団体名

1位

12月17日 小学5･6年女子1500m

決　勝　一　覧　表

第 37 回 三 泗 長 距 離 選 手 権 大 会
三重陸上競技協会　

平成28年12月17日(土)期　日
陸協名


