
大会名 大会コード　 １７２３０７２５

コード２３ 競技場名 競技場コード　２３２０１０

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

稲田　想大(4) 3:37.33 加藤　楓磨(4) 3:39.00 田中　翔也(4) 3:39.81 荒木　優斗(4) 3:40.01 若林　　吹(4) 3:40.06 伊藤　碧希(3) 3:41.83 山本　倖聖(4) 3:42.54 馬庭　康輔(3) 3:42.97

保々ＲＣ 内部陸上少 内部陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 保々ＲＣ 朝日陸上少 ＹウェルネスＣ

安達　瑛士(6) 4:53.50 加藤　大暉(6) 4:53.71 寺本　裕哉(6) 4:53.76 本巣　凌久(6) 4:56.80 稲玉　倖太(5) 5:02.91 森　　結誠(6) 5:07.13 山口　陽士(6) 5:09.29 瀬上　大翔(6) 5:10.74

川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ 菰野ＳＣ 楠陸上Jｒ 朝日陸上少

佐藤　榛紀(3) 9:02.81 中川　雄斗(3) 9:18.45 高橋　颯真(2) 9:18.53 入江　栞汰(3) 9:20.99 山路　湧暉(3) 9:23.04 清尾　琉斗(3) 9:25.42 坂本　翔伍(3) 9:27.73 岸野　壮汰(2) 9:28.07

正和中 山手中 平田野中 平田野中 高田中 四日市南中 ＹウェルネスＣ 一志中

磯尾　友規 15:24.25 竹中　泰知 15:24.90 竹内　喜紀(2) 15:30.73 河合　祐介 15:35.36 渡邉　理雄(1) 15:37.71 齊藤　希龍(3) 15:38.65 野田　多聞(3) 15:38.92 石野　一樹(M1) 15:39.46

八千代翔友会 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重大 三重陸協 四日市工高 津商高 三重大 三重大

村手　光樹(2) 21:32.23 川添　康平 22:06.94 岡田　健太 23:13.02 森本　貴大(2) 23:34.46 川島　鎌一(2) 23:38.14 増地　健心(1) 24:28.37 寺畑　竜生(3) 24:42.06

上野高 三重陸協 Ｔ.Ｇ.Ｋ いなべ総合高 伊賀白鳳高 上野高 伊賀白鳳高

小林　　由(4) 3:41.29 森　　絢理(4) 3:43.64 森山　　光(4) 3:50.73 駒田　夏芽(3) 3:50.92 古川　瑠菜(4) 3:52.27 金津　佑実(4) 3:58.41 宮村　心雪(4) 3:58.56 横井　愛美(4) 3:58.81

内部陸上少 菰野ＳＣ 保々ＲＣ 川越陸上少 保々ＲＣ 菰野ＳＣ 朝日陸上少 朝日陸上少

松野　心春(6) 5:06.27 水越　南智(6) 5:07.79 山下　紗寧(6) 5:08.83 石川　　凜(6) 5:09.47 奥村　帆香(6) 5:15.58 上野　叶夢(6) 5:27.04 澤木　結愛(6) 5:29.13 芝山奈那美(6) 5:30.31

川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ 朝日陸上少

澤井　風月(1) 9:59.14 加世堂　温(2) 10:20.19 検梗谷美優(1) 10:25.95 平野　生歩(2) 10:26.49 畑　まどか(2) 10:29.16 井山　一佳(2) 10:30.33 岡野　敬加(3) 10:37.89 田辺　結菜(1) 10:39.72

嬉野中 GR 川越中 久居中 多度中 度会中 一志中 内部中 ＹウェルネスＣ

坂本　喜子 10:02.77 藤井　紗希(3) 10:22.85 小倉　知子(3) 10:35.78 村上　　恋(1) 10:40.77 野﨑　桜子(2) 10:49.48 畑　　愛珠(2) 10:51.15 梅谷　沙代(3) 10:53.52 市川　紗衣(1) 10:56.38

ＹウェルネスＣ 四日市工高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 四日市高 津商高 三重大 いなべ総合高

大野　綾音 27:26.20 辻　　朱里(1) 28:10.45

至学館大 川越高

凡例  GR:大会記録

12月16日 一般高校女子5000mW

決　勝　一　覧　表

第38回四日市長距離選手権大会
三重陸上競技協会　

平成29年12月16日(土)期　日

陸協名

四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場

12月16日 中学男子3000m

三泗陸上競技協会

5位 6位

主催団体名

1位 2位 3位 4位

12月16日 一般高校男子5000m

12月16日 一般高校男子5000mW

7位 8位

12月16日 小学3・4年男子1000m

12月16日 小学5･6年男子1500m

12月16日 一般高校女子3000m

12月16日 小学3・4年女子1000m

12月16日 小学5･6年女子1500m

12月16日 中学女子3000m



今競技会で樹立された大会記録は以下のとおりです。

競技会名

期　　　日

☆大会記録☆

予・決 記録

1 中学女子3000m ﾀｲﾑﾚｰｽ決 9’59”14 澤井　風月(1) 嬉野中(三重)

備考氏名№ 種　　目
記録

新記録一覧表

2017年12月16日

所属

第38回三泗長距離陸上競技選手権大会


