
トラック種目・予　選・準決勝・決　勝・記録表　（男・女） 審判長 宮田　藤志次
期日　２０年　７月　２７日（土曜）～　７月　２８日（日曜） 記録主任 中村　早由里

記録員 加藤　俊哉
陸協名　 競技会名三重陸上競技協会　　コード 第４３回三泗陸上競技選手権大会 コード

主催団体　三泗陸上競技協会 競技場名 四日市市中央緑地　陸上競技場 コード

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学3年の部男子 7月26日
60m 飯田 竜平(3) 9"85 丁 悠熙(3) 9"87 伊崎 侑真(3) 10"55 番場 勇翔(3) 10"59 佐藤 慎也(3) 10"62 葛山 圭悟(3) 10"69 山中 翼(3) 10"86 坂東 駿哉(3) 10"89

0 川越陸上少 楠陸上Jr 三浜複合 朝日陸上少 三浜複合 朝日陸上少 四日市陸上ク 内部陸上少

小学4年の部男子 7月26日
60m 八代 貢輝(4) 9"46 佐藤 壮汰(4) 9"53 寺本 拓真(4) 9"60 高橋 朋希(4) 9"69 秦 駿介(4) 9"80 杉本 弦太(4) 9"92 出島 典斗(4) 9"93 今村 裕一(4) 10"06

1.8 川越陸上少 楠陸上Jr 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 楠陸上Jr 川越陸上少 楠陸上Jr

小学5年の部男子 7月26日
100m 桜木 隆伍(5) 14"95 桜木 笙伍(5) 15"44 河内 利矩(5) 15"46 真瀬 友也(5) 15"67 川村 建勝(5) 15"85 岡本 大和(5) 15"89 岡本 守永(5) 16"24 小川 祐輝(5) 16"30

0.7 四日市陸上ク 四日市陸上ク 川越陸上少 内部陸上少 四日市陸上ク 四日市陸上ク 四日市陸上ク 内部陸上少

小学6年の部男子 7月26日
100m 南部 幸裕(6) 13"89 竹野 成大郎(6) 14"19 樋口 周平(6) 14"30 加藤 遼(6) 14"40 前田 智将(6) 14"88 田木 天真(6) 15"57 岡山 真之(6) 15"58 森 雄大(6) 15"63

0 保々RC 楠陸上Jr 川越陸上少 三浜複合 楠陸上Jr 朝日陸上少 楠陸上Jr 保々RC

小学5・6年の男子 7月26日 1000m
山田 侑生(6) 3'10"09 赤松 駿(6) 3'10"53 上村 一真(6) 3'22"74 内藤 貫太(6) 3'23"11 伊藤 隼人(5) 3'25"55 市川 航大(6) 3'26"22 和田 佳之(6) 3'26"87 高野 温(6) 3'26"94

川越陸上少 GR 内部陸上少 GR 楠陸上Jr 保々RC 川越陸上少 保々RC 朝日陸上少 川越陸上少

7月26日 80mH
駒田 紳太郎(6) 13"58 (-2.5) 松岡 桂市(6) 13"75 (-2.5) 飯田 康平(6) 13"79 (-2.5) 坂倉 叶将(6) 14"79 (-2.5) 谷川原 涼(5) 15"95 (-2.5) 安藤 愛斗(5) 16"78 (-2.5) 服部 圭佑(5) 18"66 (-2.5)

川越陸上少 楠陸上Jr 川越陸上少 楠陸上Jr 川越陸上少 川越陸上少 楠陸上Jr

7月26日 4x100mR

保々RC-A 53"91 楠陸上JrーA 55"78 川越陸上少B 57"81 朝日陸上少 58"75 楠陸上Jr-B 58"82 川越陸上少A 1'00"37 三浜複合 1'00"65 楠陸上Jr-C 1'00"98

斉藤 佑樹(6)

GR

前田 智将(6)

GR

舘 優希也(6) 田木 天真(6) 杉村 拓哉(6) 飯田 康平(6) 西原 幸佑(6) 伊藤 陸(6)

松岡 修平(6) 松岡 桂市(6) 吉田 一心(6) 丹賀澤 優心(6) 上村 一真(6) 駒田 紳太郎(6) 加藤 遼(6) 北川 秀弥(6)

矢谷 克己(6) 城田 悠佑(6) 生川 雄太郎(6) 和田 佳之(6) 坂倉 叶将(6) 山田 侑生(6) 原田 怜(6) 岡山 真之(6)

南部 幸裕(6) 竹野 成大郎(6) 谷 俊太朗(6) クロフォート゛後藤 理樹(6) 山下 雄也(6) 樋口 周平(6) 別所 健司(5) 栗本 康平(6)

7月26日 走高跳

松岡 修平(6) 1m51 矢谷 克己(6) 1m30 佐藤 航希(5) 1m10

保々RC GR 保々RC 川越陸上少

山下 雄也(6) 1m10

楠陸上Jr

7月26日 走幅跳
城田 悠佑(6) 4m32 (+0.5) 斉藤 佑樹(6) 4m18 (+0.2) 杉村 拓哉(6) 4m08 (0.0) 武藤 泰之(6) 4m06 (0.0) クロフォート゛後藤 理樹(6) 3m89 (-0.3) 生川 雄太郎(6) 3m86 (-0.3) 山口 恭平(5) 3m83 (-0.1) 伊藤 陸(6) 3m74 (+0.3)

楠陸上Jr 保々RC 楠陸上Jr 川越陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 楠陸上Jr 楠陸上Jr

7月26日 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投
原 尚吾(6) 59m25 別所 健司(5) 48m83 高橋 俊介(6) 43m13 山川 翔暉(6) 42m86 川添 達也(6) 42m55 池端 紳(5) 42m26 吉田 一心(6) 41m22 星 裕二郎(5) 38m93

川越陸上少 三浜複合 朝日陸上少 保々RC 保々RC 保々RC 川越陸上少 内部陸上少

小学混成の部男子 7月26日 4x100mR

川越陸上少 1'02"56 保々RC 1'03"19 四日市陸上ク 1'04"63 楠陸上Jr-B 1'04"98 三浜複合A 1'05"85 三浜複合B 1'05"97 楠陸上Jr-C 1'08"05

大井 恵里亜(5) 加藤 優依(4) 斎藤 優雅(4) 成松 万里菜(4) 加藤 唯(4) 吉川 綾美(5) 林 万葉(4)

高原 汐里(5) 小寺 今日香(5) 関 彩花(4) 早川 凛香(4) 小菅 里奈(4) 馬場 晴菜(5) 中村 文乃(4)

谷川原 涼(5) 松岡 大喜(5) 青木 綾一(4) 今村 裕一(4) 伊藤 瑠(4) 佐藤 匠(4) 上村 直也(4)

河内 利矩(5) 池端 紳(5) 雲井 崚太(4) 佐藤 壮汰(4) 金子 侑樹(4) 佐々木 陸斗(4) 荒木 勇人(4)

2 4

2 4 2 0 1 0

0 8 2 4 0 7 1 7



トラック種目・予　選・準決勝・決　勝・記録表　（男・女） 審判長 宮田　藤志次
期日　２０年　７月　２７日（土曜）～　７月　２８日（日曜） 記録主任 中村　早由里

記録員 加藤　俊哉
陸協名　 競技会名三重陸上競技協会　　コード 第４３回三泗陸上競技選手権大会 コード

主催団体　三泗陸上競技協会 競技場名 四日市市中央緑地　陸上競技場 コード

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学3年の部女子 7月26日
60m 小寺 彩花(3) 10"08 若林 里実(3) 10"10 伊藤 霞(3) 10"49 佐藤 史奈(3) 10"67 浦 寿々美(3) 10"90 藤井 紗希(3) 11"04 水谷 静那(3) 11"20 山本 愛美(3) 11"36

0.6 保々RC 四日市陸上ク 朝日陸上少 ウェルネスクラブ 朝日陸上少 ウェルネスクラブ 川越陸上少 三浜複合

小学4年の部女子 7月26日
60m 関 彩花(4) 9"80 加藤 優依(4) 9"96 山下 紗希(4) 10"40 中村 文乃(4) 10"51 石田 遥香(4) 10"55 成松 万里菜(4) 10"64 棚橋 真友子(4) 10"66 小菅 里奈(4) 10"76

-1.7 四日市陸上ク 保々RC 川越陸上少 楠陸上Jr 三浜複合 楠陸上Jr ウェルネスクラブ 三浜複合

小学5年の部女子 7月26日
100m 石黒 陽菜(5) 14"30 伊藤 美穂(5) 14"73 小菅 君佳(5) 15"52 藤井 あかね(5) 16"31 中村 友香理(5) 16"63 石田 千絵(5) 16"67 倉田 梨子(5) 16"83

-3 川越陸上少 GR 保々RC 三浜複合 保々RC ウェルネスクラブ 三浜複合 朝日陸上少

小学6年の部女子 7月26日
100m 渡辺 莉世(6) 14"72 伊東 静香(6) 14"95 栗田 紗季(6) 15"28 山本 真鼓(6) 15"50 杉野 利恵(6) 15"76 鈴木 賀子(6) 15"95 津田 紫乃(6) 16"24 永井 稚子(6) 16"32

-0.2 朝日陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 楠陸上Jr ウェルネスクラブ 四日市陸上ク 内部陸上少

小学5・6年の女子 7月26日 1000m
佐藤 香南(6) 3'40"80 永田 明日香(5) 3'40"99 渡辺 奈々(5) 3'48"22 小林 郁美(6) 3'48"60 鈴木 紗弥(6) 3'49"09 小寺 今日香(5) 3'49"28 森 愛子(6) 3'50"66 伊藤 さくら(6) 3'53"98

楠陸上Jr 三浜複合 三浜複合 保々RC 四日市陸上ク 保々RC 川越陸上少 ウェルネスクラブ

7月26日 80mH
坂倉 菜摘(5) 15"38 (+0.3) 北村 汐音(5) 15"70 (+0.3) 大蔵 紗永(6) 16"01 (+0.3)

楠陸上Jr 川越陸上少 川越陸上少

7月26日 4x100mR

朝日陸上少 58"16 川越陸上少 59"31 楠陸上Jr 1'00"95 四日市陸上ク 1'01"48 保々RC 1'01"77 三浜複合A 1'02"48 ウェルネスクラブ 1'05"26 三浜複合B 1'05"27

栗田 紗季(6)

GR

北村 汐音(5) 杉野 利恵(6) 津田 紫乃(6) 小林 郁美(6) 永田 明日香(5) 喜多嶋 優子(5) 久保　友羽子(5)

山本 真鼓(6) 石黒 陽菜(5) 坂倉 央子(6) 鈴木 紗弥(6) 岩田 阿子(6) 小菅 君佳(5) 寺田 早織(5) 市川　夏海(5)

垣内 詩帆(6) 伊藤 朱里(6) 石田 真央(6) 青木 美彩(6) 谷口 実優(6) 石田 千絵(5) 伊藤 さくら(6) 佐々木 梨那(6)

渡辺 莉世(6) 伊東 静香(6) 佐藤 香南(6) 平石 絵梨奈(6) 伊藤 美穂(5) 和田 有香子(6) 鈴木 賀子(6) 金子　奈津希(6)

7月26日 走高跳
坂倉 央子(6) 1m20 市川　夏海(5) 1m10 谷口 実優(6) 1m05 山本　明日華(5) 1m05

楠陸上Jr EGR 三浜複合 保々RC 三浜複合

7月26日 走幅跳
垣内 詩帆(6) 3m78 (+0.2) 南 りさ子(6) 3m72 (+0.1) 和田 有香子(6) 3m66 (+0.3) 高原 汐里(5) 3m50 (0.0) 喜多嶋 優子(5) 3m39 (-0.1) 寺田 早織(5) 3m22 (+0.4)

朝日陸上少 楠陸上Jr 三浜複合 川越陸上少 ウェルネスクラブ ウェルネスクラブ

7月26日 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投
大野 咲希子(5) 33m55 金子　奈津希(6) 33m03 馬場 晴菜(5) 30m93 市川 愛実(6) 30m25 右田 ひかり(6) 27m75 野崎 玲奈(6) 27m11

川越陸上少 三浜複合 三浜複合 保々RC 楠陸上Jr 楠陸上Jr

2 4

2 4 2 0 1 0

0 8 2 4 0 7 1 7


	決勝(女子）
	
	決勝 (男子)


