
平成22年12月18日(土) 決勝記録一覧表

陸協名　三重陸上競技協会 コード２４ 大会名 第３1回四日市長距離選手権大会 大会コード 10240725 トラック審判長 宮田　藤志次

主催 　 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 競技場コード 242010 記録主任 中村　早由里

男子の部
日付 種目

12/18 竹中太一 (4) 3.26.85 伊藤　　陸 (4) 3.28.21 宇留田竜希 (4) 3.31.48 大久保俊亮 (4) 3.31.54 西村　颯太 (4) 3.31.94 米川　幸来 (4) 3.33.49 寺本　優杜 (4) 3.34.15 内田健太郎 (4) 3.35.09
GR GR

12/18 上村　直也 (6) 4.45.38 秦　　駿介 (6) 4.45.42 和氣　幸城 (6) 4.53.39 高橋　朊希 (6) 4.53.87 出島　典斗 (6) 4.58.03 市川　唯人 (6) 4.58.63 塩澤　稀夕 (6) 4.59.36 岸田　知也 (6) 5.02.04

12/18 渡邉　大賀 (1) 9.55.25 入江　翔大 (1) 10.00.27 塚本　樹也 (1) 10.01.59 河内　利矩 (1) 10.02.93 長野　悠馬 (1) 10.08.89 湯淺　慎也 (1) 10.11.63 宮本　　俊 (1) 10.20.94 伊藤　陵太 (1) 10.22.10

12/18 川戸　拓海 (3) 8.59.83 下　　史典 (2) 9.19.24 山田　侑生 (2) 9.29.19 中西　涼汰 (2) 9.30.58 中西　航軌 (3) 9.35.48 栗本　寛士 (3) 9.35.55 飯田　康平 (2) 9.41.01 吉岡　雅人 (2) 9.47.85
GR

12/18 川口　時英 (2) 9.04.37 宮﨑　航希 (2) 9.13.66 古市　大河 (2) 9.18.97 宮本太志朗 (1) 9.20.34 近藤　祐平 (2) 9.22.80 宮崎　彰顕 (3) 9.28.66 川口　崇史 (3) 9.29.76 梅田　健斗 (1) 9.31.05
岐阜

12/18 谷原　先嘉 (2) 15.01.05 曽我部憲汰 (1) 15.29.41 福岡　　淳 (3) 15.30.05 岸田　裕也 (1) 15.41.39 渡邉　祐二 (2) 15.42.77 岡田　昂大 (2) 15.45.35 道根康登 (3) 15.45.65 宮崎　 翔太 (1) 15.46.16
兵庫 兵庫 岐阜 兵庫

12/18 三谷　泰之 (24) 14.49.52 河合　祐介 (28) 14.51.18 川崎　英哉 (26) 14.51.34 清水　清輝 (3) 14.52.98 西山　雄介 (1) 14.53.03 西山　凌平 (2) 14.53.07 土井久理夫 (3) 14.53.11 廣　　裕介 (3) 14.53.12

12/18 石田　研摩 (3) 21.30.93 松本　和也 (2) 22.53.82 岩橋　裕真 (1) 23.29.60 浅野友祐記 (3) 23.43.94 東　　拓矢 (2) 23.50.18 有吉　　惇 (1) 24.01.29 松原　良太 (1) 24.24.73 渡邉　和義 (31) 24.40.36
兵庫 兵庫 岐阜 兵庫 愛知

女子の部
日付 種目

12/18 寺本　真優 (4) 3.46.14 秦　菜々美 (4) 3.46.47 小寺　涼果 (3) 3.47.55 藤井　あみ (4) 3.47.82 櫻井　美友 (4) 3.49.42 野崎　桜子 (4) 3.50.85 打田　夕真 (4) 3.51.14 伊藤　花宝 (3) 3.51.54

12/18 山下　紗季 (6) 5.13.64 鈴木　理奈 (6) 5.24.45 伊藤　麻有 (6) 5.25.77 佐伯穂乃香 (6) 5.26.36 成松万里菜 (6) 5.28.25 小寺　彩花 (5) 5.28.49 森　　美波 (6) 5.28.57 関　　彩花 (6) 5.30.18

12/18 鈴木　　輝 (1) 10.57.32 大井恵里亜 (1) 10.57.52 宮﨑　若菜 (1) 11.08.75 西髙　夕夏 (1) 11.23.45 荒木　　恵 (1) 11.24.48 家崎　沙依 (1) 11.25.19 海江元千尋 (1) 11.31.74 加藤　愛理 (1) 11.31.78

12/18 森　　紀子 (3) 10.26.15 藤田　愛子 (2) 10.34.84 梅谷　沙代 (2) 10.40.72 伊藤　朱里 (2) 10.41.45 森　　愛子 (2) 10.53.15 畑中　理良 (2) 10.55.92 田中　里歩 (2) 11.00.76 伊藤　里奈 (2) 11.02.28

12/18 坂本　喜子 (31) 9.53.35 鍋本　　杏 (3) 9.57.10 川上　紗幸 (2) 10.20.09 松生　美樹 (2) 10.24.73 岩瀬梨沙子 (2) 10.28.72 三好　　忍 (2) 10.29.23 岩瀬　翔子 10.29.67 多田　江里 (18) 10.33.42
大阪

12/18 松浦真里奈 (3) 13.40.10 斧　　沙織 (2) 14.07.86 長谷川　睦 (4) 14.14.26 山中　真琴 (2) 14.48.36 上野　侑香 (23) 14.58.04 金床　優美 (2) 15.45.20 玉城　美菜 (2) 15.55.71 了源ゆきの (2) 16.25.74
兵庫 大阪 愛知 大阪 大阪 愛知 兵庫

女子　一般・高校
3000m

小学生男子3・4年
１０００ｍ

市尼崎高至学館大

上野工高 上野工高 崇広 日本陸送三重陸協

日本陸送 星翔高

一般男子　５００
０ｍ

小学生男子5・6年
1500m

市尼崎高 星翔高

中学女子
３０００ｍ 川越 菰野

中学１年女子
３０００ｍ 南郊 富洲原

至学館大 星翔高

上野工高 星翔高 上野工高

富洲原

正和

川越 川越 富洲原 明正 正和

川越

ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

川越陸上少 川越陸上少

大木 大木 楠 神戸

川越陸上少 羽津北 楠陸上Jｒ ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ

にっとＴＦＣ

川越陸上少 楠陸上Jｒ こものＳＣ 川越陸上少 こものＳＣ

大垣工高 桑名工高 市尼崎高

上野工高

皇學館大
男子　一般・高校

5000mW 市尼崎高 市尼崎高 鳥羽商船

市尼崎高 近大高専 四日市高

柳河精機 柳河精機 柳河精機 上野工高 上野工高 上野工高 上野工高

桑名工高 四日市工高 津工高 大垣工高

高校男子　５００
０ｍ 市尼崎高 市尼崎高 鈴鹿高 津西高 大垣工高

一志 内部

神戸

川越 久居

高校男子
３０００ｍ 四日市工高 四日市工高 四日市工高 津西高

中学１年男子
３０００ｍ 菰野 ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ 亀山中部 海星

中学男子
３０００ｍ 久居 亀山中部 川越 川越

大山田ＡＣ 楠陸上Jｒ

こものＳＣ

川越 明正 四日市南

上野ＡＣ こものＳＣ 一志Beast 保々ＲＣ

楠陸上Jｒ 川越陸上少 保々ＲＣ 川越陸上少 川越陸上少 小山田

6位 7位 8位

川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少

8位1位 2位 3位 4位

1位 2位 3位 4位 5位

女子　一般・高校
3000mW

5位 6位 7位

小学生女子3・4年
１０００ｍ 川越陸上少 川越陸上少

小学生女子5・6年
1500m 川越陸上少 川越陸上少


