
大会名 大会コード　 １8２３０７２３

１8２３０７０８

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

跳 躍 審 判 長 後藤二三夫
投 て き 審 判 長 後藤二三夫
記 録 主 任 中村早由里

日付 種目

安藤　和真(3) 10.14 渡部　楓翔(3) 10.17 伊藤　奏詩(3) 10.22 森本　陵牙(3) 10.64 山中　大夢(3) 10.73 松岡　将誠(3) 10.86 竹林　優月(3) 10.88 久保　斗真(3) 10.95
KUSUPO 保々ＲＣ 保々ＲＣ 保々ＲＣ 保々ＲＣ KUSUPO 三浜陸上 ＹウェルネスＣ
上野　陽葵(4) 15.73 伊藤　碧希(4) 15.82 完山　兼晨 (4) 15.98 加藤　颯琉(4) 16.63 新井　和波(4) 16.66 馬庭　康輔(4) 16.88 広田　　捷(4) 17.16 町野　友城(4) 17.66
ＹウェルネスＣ 保々ＲＣ 保々ＲＣ 保々ＲＣ 楠陸上Jｒ ＹウェルネスＣ 三浜陸上 内部陸上少
稲田　想大(5) 15.07 前岨　大翔(5) 15.48 加藤　楓磨(5) 15.53 稲岡　岳洋(5) 15.59 植村　悠生(5) 15.79 前岨　大輝(5) 16.29 三谷　南登(5) 17.22 櫻井　詣大(5) 18.26
保々ＲＣ 内部陸上少 内部陸上少 保々ＲＣ ＹウェルネスＣ 内部陸上少 KUSUPO 楠陸上Jｒ
寺尾　洋太(6) 14.76 岩崎　倖大(6) 15.33 久保田夢生(6) 16.30
ＹウェルネスＣ 三浜陸上 ＹウェルネスＣ
稲玉　倖太(6) 2:28.53 内山　椋太(6) 2:40.25 谷　　翼沙(6) 2:40.25 水谷峻太朗(6) 2:46.49 越智　悠貴(6) 2:46.68 馬庭　良太(6) 2:47.09 田中　禮貢(5) 2:57.31 今村　朔也(5) 3:00.18
ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ 三浜陸上 *TK ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ 三浜陸上 内部陸上少
萩原　翠月(6) 14.38 渡部　隼也(6) 17.09
保々ＲＣ 楠陸上Jｒ
楠陸上Jｒ－A 1:01.16 内部陸上少 1:02.41 保々ＲＣ 1:03.19 ＹウェルネスＣ 1:03.62 三浜陸上 1:04.31 楠陸上Jｒ－B 1:16.86
和田　真透(5) 前岨　大翔(5) 萩原　翠月(6) 水谷峻太朗(6) 竹林　恭耶(6) 石田　大珠(5)
渡辺　太喜(6) 田中　翔也(5) 渡部　一騎(5) 馬庭　良太(6) 岩崎　倖大(6) 柴田　一護(5)
菅原　隼翔(5) 前岨　大輝(5) 矢野　暢崇(5) 植村　悠生(5) 田中　禮貢(5) 塚原　大翔(5)
加藤　佑基(6) 加藤　楓磨(5) 萩原　皐陽(6) 寺尾　洋太(6) 谷　　翼沙(6) 櫻井　詣大(5)
渡辺　太喜(6) 1m20 加藤　佑基(6) 1m20 菅原　隼翔(5) 1m10 和田　真透(5) 1m05 奥山　　律(6) 1m05
楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ 三浜陸上
村岡　遼太(5) 3m40(+1.1) 渡部　一騎(5) 3m36(+0.5) 早川　怜汰(5) 3m19(+1.5) 石田　大珠(5) 2m57(-0.2)
保々ＲＣ 保々ＲＣ 楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ
萩原　皐陽(6) 45m46 竹林　恭耶(6) 40m35 田中　翔也(5) 39m32 今村　洸稀(6) 33m49 矢野　暢崇(5) 31m79 加藤　聖史(5) 25m19 堀川　翔大(5) 24m79
保々ＲＣ GR 三浜陸上 内部陸上少 三浜陸上 保々ＲＣ 内部陸上少 内部陸上少
笹井　悠吾(3) 10.16 平野　新太(3) 10.19 星野　駿人(3) 10.56 服部　凉大(3) 10.90 横瀬　善悠(3) 11.01 伊藤　壮哉(3) 11.09 瀬古　一心(3) 11.10 飯田涼太郎(3) 11.40
朝日陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少
白木　晴也(4) 15.67 吉村　駿佑(4) 16.06 川村　成海(4) 16.13 山内　康平(4) 16.45 舘　　琥珀(4) 16.74 水越　喬祐(4) 16.93 小﨑　瑛太(4) 16.96 樋口　颯真(4) 17.20
朝日陸上少 川越陸上少 川越陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 川越陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
岡﨑　　葵(5) 15.18 荒木　優斗(5) 15.51 野原　大誠(5) 15.52 久村　悠太(5) 15.60 前田　莉玖(5) 16.11 眞岩　大我(5) 16.24 伊藤　　潤(5) 16.78 佐藤孝志郎(5) 17.17
菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 川越陸上少 菰野ＳＣ
服部　優太(6) 13.60 藤森　大晴(6) 14.60 小野　透麻(6) 15.51 市川　貴埜(6) 15.53 八鳥明太朗(6) 16.24 白木　雄大(6) 16.26 伊藤　純輝(6) 16.35 松山　侑誠(6) 16.44
朝日陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 朝日陸上少 菰野ＳＣ 朝日陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ
伊藤　遥飛(6) 2:32.37 田中　颯人(6) 2:32.59 落合　慶樹(6) 2:43.31 杉中　　心(6) 2:45.56 松野　央典(6) 2:48.86 北野　蓮翔(5) 2:50.25 山本　倖聖(5) 2:53.78 伊藤　亮健(5) 2:54.14
川越陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 川越陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少
若林　　吹(5) 16.80 谷口　太良(6) 18.11
菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
菰野ＳＣ－A 1:00.90 朝日陸上少 1:01.26 川越陸上少 1:02.00
岡﨑　　葵(5) 伊藤　純輝(6) 杉中　　心(6)
藤森　大晴(6) 市川　貴埜(6) 松野　央典(6)
田中　颯人(6) 白木　雄大(6) 伊藤　遥飛(6)
落合　慶樹(6) 服部　優太(6) 野原　大誠(5)
伊藤　豪紀(6) 3m68(+1.6) 栁世　啓太(5) 3m53(+2.0) 萩　　洸太(5) 3m29(+0.7) 伊藤凜汰郎(5) 3m10(+1.4) 樋口望乃琉(5) 3m09(+1.2)
菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 川越陸上少 菰野ＳＣ
完山　大始(2) 10.50(+1.2) 上谷　勇翔(2) 10.51(+1.2) 山部　真仁(2) 10.76(+1.2) 井上　　碧(2) 10.98(+1.2) 前田　海翔(2) 11.55(+1.4) 渡部　馬颯(1) 11.56(+1.2) 稲田　瑛太(2) 11.77(+1.2) 戸村　悠聖(2) 11.94(+1.2)
保々ＲＣ 朝日陸上少 三浜陸上 KUSUPO 朝日陸上少 保々ＲＣ 保々ＲＣ 朝日陸上少

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり

5月13日 三重郡男子800m

5位 6位

5月13日
四日市3年男子60m�

風：+1.1

5月13日
三重郡5年男子100m�

風：+1.0

5月13日

5月13日

決　勝　一　覧　表

期　日 平成30年5月13日(日) 第３４回全国小学生陸上競技交流大会三泗予選会

　兼　第２回三泗地区記録会陸協名 三重陸上競技協会　

7位 8位

主催団体名 三泗陸上競技協会 四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場

1位 2位 3位 4位

四日市4年男子100m�
風：+0.9

5月13日 三重郡男子走幅跳

5月13日
三重郡3年男子60m�

風：+1.3

三重郡6年男子100m�
風：+0.7

5月13日
四日市5年男子100m�

風：+1.1

5月13日 四日市男子走高跳

5月13日 四日市男子走幅跳

5月13日
四日市6年男子100m�

風：+1.6

5月13日
小学１・2年男子60m

（ｵｰﾌﾟﾝ）

5月13日 四日市男子800m

5月13日
四日市男子80mH�

風：+0.1

4月7日
四日市男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

ﾎﾞｰﾙ投

5月13日
三重郡4年男子100m�

風：+0.6

5月13日
三重郡男子80mH�

風：+0.1

5月13日 四日市男子4×100mR

5月13日 三重郡男子4×100mR



大会名 大会コード　 １8２３０７２３

１8２３０７０８

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

跳 躍 審 判 長 後藤二三夫
投 て き 審 判 長 後藤二三夫
記 録 主 任 中村早由里

日付 種目 5位 6位

決　勝　一　覧　表

期　日 平成30年5月13日(日) 第３４回全国小学生陸上競技交流大会三泗予選会

　兼　第２回三泗地区記録会陸協名 三重陸上競技協会　

7位 8位

主催団体名 三泗陸上競技協会 四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場

1位 2位 3位 4位

栗尾　優月(3) 10.53 坂本　美來(3) 10.56 伊坂　紗愛(3) 10.99 相松　優亜(3) 11.45 矢田　杏璃(3) 11.57 加藤　碧実(3) 11.64 永岡　らん(3) 12.16
KUSUPO ＹウェルネスＣ 内部陸上少 保々ＲＣ 楠陸上Jｒ ＹウェルネスＣ 内部陸上少
矢田　柚紀(4) 16.82 皆川七奈子(4) 17.47 小林　稜奈(4) 17.56 市川　玲海(4) 18.88 渡邉このん(4) 19.21 岩崎　ゆい(4) 19.31 岡田　結衣(4) 21.59
ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ 三浜陸上 ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ KUSUPO ＹウェルネスＣ
清水　悠沙(5) 15.29 古川　瑠菜(5) 15.37 中山　　楓(5) 15.79 安里　來桃(5) 16.77 田中　絵瑚(5) 17.16 青江世里葉(5) 17.18 市瀬　倖菜(5) 17.53 稲垣みなみ(5) 18.40
ＹウェルネスＣ 保々ＲＣ ＹウェルネスＣ 保々ＲＣ 楠陸上Jｒ 三浜陸上 保々ＲＣ 内部陸上少
萱苗　佑月(6) 15.11 渡辺さくら(6) 16.00 加藤　遙夏(6) 16.35 伊藤　璃音(6) 16.37 藤田　　爽(6) 16.45 堀　美羽音(6) 16.83
楠陸上Jｒ 楠陸上Jｒ ＹウェルネスＣ KUSUPO ＹウェルネスＣ 内部陸上少
萩　寿乃花(6) 2:49.53 小林　　由(5) 2:54.32 森山　　光(5) 2:58.26 永岡　埜衣(6) 3:09.96
三浜陸上 内部陸上少 保々ＲＣ 内部陸上少
後藤　杏実(6) 14.41 稲見萌瑠百(6) 15.09
三浜陸上 楠陸上Jｒ
楠陸上Jｒ 1:01.99 ＹウェルネスＣ 1:03.80 三浜陸上 1:04.70 内部陸上少 1:09.46
田中　絵瑚(5) 加藤　遙夏(6) 萩　寿乃花(6) 町野　稀星(6)
稲見萌瑠百(6) 森川　木春(6) 後藤　杏実(6) 堀　美羽音(6)
渡辺さくら(6) 中山　　楓(5) 堀木　優菜(6) 永岡　埜衣(6)
萱苗　佑月(6) 清水　悠沙(5) 青江世里葉(5) 堀内　優芽(6)
堀木　優菜(6) 1m15 稲垣　百々(5) 1m15 福村　　叶(6) 1m05
三浜陸上 保々ＲＣ 楠陸上Jｒ
森川　木春(6) 2m85(-1.0) 町野　稀星(6) 2m83(+0.6) 柴田　百萌(5) 2m55(+0.9)
ＹウェルネスＣ 内部陸上少 楠陸上Jｒ
堀内　優芽(6) 36m62 城戸ひより(5) 23m37
内部陸上少 GR 三浜陸上
伊藤　花梨(3) 10.73 研屋　杏虹(3) 10.79 伊藤　璃音(3) 11.29 中島　亜瞳(3) 11.58 水野　花音(3) 11.80
川越陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少
平　　妃葵(4) 16.62 島林　佑奈(4) 17.01 小林　礼奈(4) 17.07 駒田　夏芽(4) 17.10 市川　塔子(4) 17.48 落合　樹奈(4) 17.75 伊藤優依奈(4) 17.93 原　　夢爽(4) 18.20
川越陸上少 菰野ＳＣ 川越陸上少 川越陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
宮村　心雪(5) 16.04 川合　桃香(5) 16.31 中島　佳穂(5) 16.72 佐々木　南(5) 16.78 中岡　思乃(5) 16.80 滝　　一彩(5) 17.39 三木　桃杏(5) 17.41 岩尾　風音(5) 17.49
朝日陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 朝日陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
佐藤　利都(6) 15.19
菰野ＳＣ
藤井　なみ(6) 2:44.40 前田　絢希(6) 2:46.23 星野　里桜(6) 2:47.07 横井　愛美(5) 3:00.21 高橋　心花(6) 3:01.61 清水　柊花(5) 3:18.83 田中　佑来(5) 3:27.94
川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
澤田　彩花(6) 15.20
菰野ＳＣ
菰野ＳＣ－A 1:00.88 菰野ＳＣ－B 1:11.45
佐藤　利都(6) 岩尾　風音(5)
石田　朱里(6) 萩　結奈穂(5)
澤田　彩花(6) 伊藤　瑠那(5)
柿市　茉帆(6) 三木　桃杏(5)
柿市　茉帆(6) 1m15
菰野ＳＣ
石田　朱里(6) 3m71(+1.2) 樋口　美優(6) 3m62(+1.5) 谷　　果保(6) 3m55(+1.5) 白木あかり(5) 2m43(+0.5) 山本　小鈴(5) 2m41(-0.1) 柳谷　心葉(5) 2m22(0.0)
菰野ＳＣ 朝日小 菰野ＳＣ 朝日陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少
山本菜々美(6) 18m34 萩　結奈穂(5) 16m12
菰野ＳＣ 菰野ＳＣ
松野　心咲(2) 10.97(+0.7) 田中美咲妃(2) 11.43(+0.7) 吉岡　里桜(2) 11.55(+1.0) 矢田　聖瑠(2) 11.59(+0.7) 稲玉　琴葉(2) 11.59(+0.7) 中村　真榮(2) 11.86(+0.7) 久村　　舞(2) 12.30(+1.0) 黒岩　咲良(2) 12.42(+1.0)
川越陸上少 三浜陸上 朝日陸上少 楠陸上Jｒ ＹウェルネスＣ *TK 楠陸上Jｒ 朝日陸上少 KUSUPO
保々ＲＣ－A 1:02.00 保々ＲＣ－B 1:06.35 三浜陸上 1:08.08 ＹウェルネスＣ 1:08.48 保々ＲＣ－C 1:08.81 内部陸上少 1:09.90
稲垣　百々(5) 安里　來桃(5) 小林　稜奈(4) 市川　玲海(4) 石井　亜侑(5) 稲垣みなみ(5)
古川　瑠菜(5) 森山　　光(5) 城戸ひより(5) 矢田　柚紀(4) 市瀬　倖菜(5) 小林　　由(5)
稲岡　岳洋(5) 伊藤　碧希(4) 竹林　　睦(4) 馬庭　康輔(4) 加藤　颯琉(4) 今村　朔也(5)
稲田　想大(5) 村岡　遼太(5) 広田　　捷(4) 上野　陽葵(4) 完山　兼晨 (4) 加藤　聖史(5)
朝日陸上少 1:03.80 川越陸上少 1:05.69 菰野ＳＣ 1:06.92
佐々木　南(5) 平　　妃葵(4) 井上　真菜(4)
宮村　心雪(5) 小林　礼奈(4) 落合　樹奈(4)
久村　悠太(5) 眞岩　大我(5) 荒木　優斗(5)
白木　晴也(4) 山下　寛人(5) 山内　康平(4)

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり

5月13日 三重郡女子走幅跳

4月7日
三重郡女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

ﾎﾞｰﾙ投

5月13日
三重郡3年女子60m�

風：+0.9

5月13日
四日市4年女子100m�

風：+0.5

5月13日
四日市5年女子100m�

風：+1.5

5月13日
四日市6年女子100m�

風：+1.9

5月13日

四日市女子4×100mR

5月13日
小学１・2年女子60m

（ｵｰﾌﾟﾝ）

5月13日

5月13日 四日市女子800m

5月13日
四日市女子80mH�

風：0.0

5月13日 四日市女子走高跳

5月13日 三重郡女子4×100mR

5月13日
三重郡女子80mH�

風：0.0

四日市女子走幅跳

4月7日
四日市女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

ﾎﾞｰﾙ投

5月13日 三重郡女子800m

5月13日
三重郡4年女子100m�

風：+0.9

5月13日
三重郡5年女子100m�

風：+0.9

5月13日
三重郡6年女子100m�

風：+1.9

5月13日 三重郡混合4×100mR

5月13日 四日市混合4×100mR

5月13日
四日市3年女子60m�

風：+0.6

三重郡女子走高跳

5月13日



第３４回全国小学生陸上競技交流大会三泗予選会 【18230723】
第２回三泗地区記録会 【18230708】 新・タイ記録一覧表
四日市市中央緑地陸上競技場 【232010】 出力時刻 2018/05/13 15:01
2018/04/07, 2018/05/13

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 4月7日 大会記録 男 四日市 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰﾎﾞｰﾙ投 決　勝 1 1 45m46 萩原　皐陽(6) 保々ＲＣ(三重)
2 4月7日 大会記録 女 四日市 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰﾎﾞｰﾙ投 決　勝 1 1 36m62 堀内　優芽(6) 内部陸上少(三重)


