
　　第１回三泗記録会　

平成１8年４月15日（土）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●一般男子

記録 記録 記録

100ｍ 11.39 山邉　謙一 四日市工 11.50 伊藤　進一郎 スポーツクラブ･ＭＡＸ 11.58 村田　智広 Ise Track Club

23.08 村田　智広 Ise Track Club 23.47 寺本　宗平 四日市四郷 23.48 前田　裕人 四日市工

23.48 清水　翔大 四日市工

４００ｍ 51.25 清水　翔大 四日市工 52.48 渡辺　隼也 四日市工 53.01 石井　大介 海星

８００ｍ 1.59.10 津田　晴慶 米鈴ＡＣ 2.00.73 細井　翔太 鈴鹿高専 2.01.65 加藤　智也 四日市工

１５００ｍ 4.03.26 一尾　恭兵 四日市工 4.05.24 山下　恭介 四日市大 4.07.96 服部　将典 四日市大

５０００ｍ 14.52.92 原　　洋平 八千代工業 15.08.64 村上　裕紀 八千代工業 15.10.20 長田　裕也 鈴鹿高専

１１０ｍＨ 15.91 竹中　航 四日市 16.51 馬場　雄太 鈴鹿高専 17.70 梶野　祥平 鈴鹿高専

４００ｍＨ 58.99 流下　拓也 四日市四郷 61.11 李　　天蛟 津商 61.65 坪井　和輝 津

３０００ｍＳＣ 9.23.80 清水　充人 四日市大 9.23.80 長田　裕也 鈴鹿高専 9.48.32 坂倉　孝俊 四日市工

４×１００ｍＲ 44.03 四日市工 44.37 鈴鹿高専 44.54 四日市

1m80 丹羽　政裕 三重大 1m75 友利　保治 稲生

1m80 衛藤　昴 鈴鹿高専

棒高跳 4m00 中西　千尋 四日市 3m90 秋元　一志 四日市 3m60 水谷　純也 四日市

走幅跳 6m68 山邉　謙一 四日市工 6m55 奥井　久登 Ise Track Club 6m06 内田　努 四日市工

三段跳 12m36 水谷　純也 四日市

高校砲丸投 13.49 鳥羽瀬　貴仁 四日市工 12.92 斉藤　ルイス 菰野 12m53 谷口　修平 四日市工

一般円盤投 48m25 藤原　潤 八千代工業 25m03 田中　重希 鈴鹿高専

高校円盤投 44m29 小野　真弘 津 41m98 岡　　寮磨 稲生 36m54 伊藤　寿逸 稲生

高校ハンマー投 46m44 斉藤　ルイス 菰野 34m09 関口　晴彦 稲生

やり投 57m32 奥田　洋平 ASSA 49m56 中島　健 四日市南 49m51 木村　雄一 川越

　　●一般女子

記録 記録 記録

100ｍ 13.69 齋藤　実可子 四日市西 14.00 三浦　いぶき 川越 14.27 京谷　怜 鈴鹿高専

２００ｍ 27.71 伊藤　亜佐美 津 28.63 山本　麻友美 暁 28.71 京谷　怜 鈴鹿高専

４００ｍ 62.46 伊藤　亜佐美 津 67.31 山本　薫子 川越 67.68 渡辺　里絵 四日市商

８００ｍ 2.20.64 小坂　奈央 津商 2.21.91 服部　真紀子 愛知教育大 2.33.99 渡辺　みき 四日市商

１５００ｍ 5.16.28 松江　志穂 四日市商 5.16.53 西脇　安那 四日市 5.20.93 林　恵利佳 四日市商

３０００ｍ 10.28.67 山下　亜津沙 津商 10.28.70 田渕　ひとみ 津商 10.31.19 諸岡　里菜 四日市商

100ｍＨ 16.03 齋藤　実可子 四日市西 19.73 石丸　梨沙 川越

４００ｍＨ 73.07 服部　江里加 津商 77.68 植松　紀帆 津商 78.32 笠井　友恵 川越

３０００ｎＷ 18.07.85 中尾　優希 津商 18.09.30 北口　和佳菜 津西

４×１００ｍＲ 56.37 四日市

走高跳 1m45 山本　麻友美 暁 1m35 中川　奈津美 津商 1m30 山本　裕子 川越

走幅跳 4m84 別所　明日美 津商 4m68 牧野　沙織 川越 4m13 城田　幸穂 川越

砲丸投 11m45 水野　莉奈 津商 10m30 中村　文香 稲生 10m01 和田　絵里香 津商

円盤投 31m42 前山　朋香 津商 30m31 中村　文香 稲生 27m43 中西　麻実 津商

やり投 40m02 棚瀬　由貴 四日市四郷 37m90 坂　　瞳 稲生 34m75 荒木　麻那 津商
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　　●中学男子

記録 記録 記録

１００ｍ 11.93 内山　翔太 尾鷲 12.43 伊藤　拓一郎 菰野 12.53 川口　航希 橋北

２００ｍ 24.31 内山　翔太 尾鷲 25.06 伊藤　拓一郎 菰野 25.22 川口　航希 橋北

４００ｍ 55.41 後藤　啓吾 三雲 57.24 植村　誉 羽津 58.65 松本　賢太 橋南

８００ｍ 2.10.82 内藤　健太 楠 2.13.26 藤田　宗平 尾鷲 2.14.23 藤田　京平 尾鷲

１５００ｍ 4.23.19 吉川　雄登 菰野 4.31.65 片山　貴大 内部 4.34.68 内藤　健太 楠

３０００ｍ 9.23.86 松本　賢太 橋南 9.31.86 吉川　雄登 菰野 9.47.43 前川　俊祐 三雲

１１０ｍＨ 17.67 村上　将梧 三雲 18.24 角田　洋介 赤目 18.33 城山　智希 尾鷲

４×１００ｍＲ 47.66 尾鷲 48.78 楠 48.81 内部

走高跳 1m60 上村　直生 赤目 1m60 河合　勇祐 三雲 1m40 福井　悠也 赤目

棒高跳 3m40 杉森　史智 赤目 2m60 石村　裕二 赤目

走幅跳 5m34 村上　将梧 三雲 5m31 渡辺　直哉 赤目 5m22 清水　章吾 内部

砲丸投 10m75 亀田　浩平 三雲 9m47 村田　仁志 三雲 8m26 内村　洋平 赤目

円盤投 32m18 亀田　浩平 三雲 29m40 杉森　史智 赤目 25m43 村田　仁志 三雲

　　●中学女子

記録 記録 記録

１００ｍ 13.78 杉田　真実 西橋内 14.25 阿部　祥子 西笹川 14.30 宮田　早矢香 橋南

２００ｍ 27.50 杉田　真実 西橋内 28.78 宮田　早矢香 橋南 28.99 前田　真里奈 南郊

８００ｍ 2.27.88 三好　麻里 桃青 2.31.02 田木　亜梨沙 朝日 2.32.07 多田　江里 内部

１５００ｍ 5.05.29 三好　麻里 桃青 5.09.97 田木　亜梨沙 朝日 5.15.62 多田　江里 内部

１００ｍＨ 17.66 金澤　茜 南郊 17.96 舛岡　一穂 赤目 18.92 山本　幸歩 南郊

４×１００ｍＲ 54.33 南郊 54.84 尾鷲 55.60 赤目

走高跳 1m35 岡本　真菜 赤目 1m30 阿部　仁美 四日市南 1m30 中川　瑞季 内部

走幅跳 4m49 阿部　祥子 西笹川 4m48 中廣　真友 尾鷲 4m45 田中　千晶 暁

砲丸投 9m44 西村　友希 橋北 8m78 位田　彩 桜 8m25 稲葉　菜恵 一身田

円盤投 23m53 西村　友希 橋北 23m46 山口　詩織 赤目 21m85 野中　彩未 南郊

　　●小学校男子

記録 記録 記録

６０ｍ 9.86 駒田　紳太郎 川越町陸上少 10.04 南部　幸裕 保々ＲＣ 10.06 松岡　修平 保々ＲＣ

１００ｍ 14.33 安藤　拓海 三浜複合 14.36 諏訪　達郎 四日市陸上クラブ 14.90 諏訪　裕哉 楠陸上Jr

１０００ｍ 3.30.80 山本　敬一 川越町陸上少 3.33.11 加藤　淳也 楠陸上Jr 3.33.42 廣瀬　一貴 保々ＲＣ

８０ｍＨ 15.91 喜多嶋　勝平 保々ＲＣ 18.14 柏木　祐希 保々ＲＣ 18.54 太田　真人 川越町陸上少

４×１００ｍＲ 57.07 保々ＲＣ 58.08 楠陸上Jr 60.99 三浜複合

走高跳 1m20 尾田　洋平 保々ＲＣ 1m15 谷　　　悠平 保々ＲＣ

走幅跳 3m69 今村　　燿 保々ＲＣ 3m66 城田　隼佑 楠陸上Jr 3m60 喜多嶋　勝平 保々ＲＣ

ボール投 48m02 山下　秀斗 三浜複合 43m77 木村　集 川越町陸上少 40m69 松本　圭祐 保々ＲＣ
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　　●小学校女子

記録 記録 記録

６０ｍ 10.33 畑中　理良 川越町陸上少 10.70 伊藤　美穂 四日市陸上クラブ 10.94 栗田　沙季 朝日陸少

１００ｍ 14.53 藤原　恵里佳 保々ＲＣ 15.18 宇佐美　晴菜 四日市陸上クラブ 15.50 伊藤　友里 南郊クラブ

１０００ｍ 3.26.17 南部　友花 保々ＲＣ 3.27.90 今村　宥美 川越町陸上少 3.30.79 天野　妃奈子 四日市陸上クラブ

８０ｍＨ 16.96 岡田　愛 川越町陸上少 17.15 山川　愛加 保々ＲＣ 17.30 和田　明莉 楠陸上Jr

４×１００ｍＲ 59.29 保々ＲＣ 61.36 楠陸上Jr 61.40 川越町陸上少

走高跳 1m10 柴田　成美 保々ＲＣ 1m05 飯田　紗矢 三浜複合

走幅跳 4m19 藤原　恵里佳 保々ＲＣ 3m52 今井　　茜 保々ＲＣ 3m30 杉中　香月 楠陸上Jr

ボール投 39m11 広田　絵梨香 保々ＲＣ 34m00 和田　麻友子 三浜複合 27m41 山川　愛加 保々ＲＣ

　　●小学校混成

記録 記録 記録

４×１００ｍＲ 62.61 川越町陸上少 63.28 楠陸上Jr 65.64 楠陸上Jr

　　第２回三泗記録会　

平成１８年５月１４日（日）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●中学男子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 13.55 五名　昇祐 橋南 13.65 山田　卓弥 川越 13.85 位田　裕麻 菰野

共通１００ｍ 11.99 伊藤　拓一郎 菰野 12.16 清水　章吾 内部 12.26 石本　郁也 楠

共通２００ｍ 24.09 伊藤　拓一郎 菰野 24.75 清水　章吾 内部 25.09 石本　郁也 楠

共通４００ｍ 55.60 後藤　啓吾 三雲 55.68 金森　大翔 富田 59.08 伊藤　慎 桜

共通８００ｍ 2.08.24 榎木　恭平 大木 2.09.22 内藤　健太 楠 2.19.92 海江元　則保 川越

１年１５００ｍ 5.06.45 樋口　琢磨 菰野 5.08.10 位田　裕麻 菰野 5.08.36 中峯　奨歩 菰野

共通１５００ｍ 4.22.26 榎木　恭平 大木 4.22.83 松本　賢太 橋南 4.28.12 竹野　涼平 菰野

共通３０００ｍ 9.30.46 松本　賢太 橋南 9.59.96 小林　魁斗 橋南 10.06.05 川村　英之 川越

１１０ｍＨ 17.33 角田　洋介 赤目 17.36 村上　将梧 三雲 19.09 山田　卓弥 川越

４×１００ｍＲ 47.46 三雲Ａ 47.58 神戸Ａ 47.60 内部Ａ

走高跳 1m65 河合　勇祐 三雲 1m60 上村　直生 赤目 1m55 渡辺　健人 赤目

棒高跳 3m50 杉森　史智 赤目 3m00 石村　祐二 赤目 2m80 斧出　真弥 赤目

走幅跳 5m51 岡田　道知 神戸 5m47 中島　慎之助 神戸 5m36 渡辺　直哉 赤目

砲丸投 11m21 亀田　浩平 三雲 9m80 中川　靖仁 神戸 9m30 村田　仁志 三雲

円盤投 34m90 亀田　浩平 三雲 28m11 村田　仁志 三雲 27m75 杉森　史智 赤目
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　　●中学女子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 14.10 岡村　祐歩 川越 14.42 田中　愛 楠 14.58 杉本　雅子 大木

13.02 鎌倉　まどか 鼓ヶ浦 13.28 北川　里奈 菰野 13.57 阿部　祥子 西笹川

共通２００ｍ 28.17 宮田　早矢香 橋南 28.52 鴨田　心 神戸 29.43 鈴木　舞 川越

１年８００ｍ 2.40.60 谷口　あきの 川越 2.40.61 岡副　楓 西郊 2.43.52 仲　遙加 楠

共通８００ｍ 2.31.47 田木　亜梨沙 朝日 2.32.63 打田　里紗 大木 2.32.66 多田　江里 内部

共通１５００ｍ 5.02.06 田木　亜梨沙 朝日 5.05.53 多田　江里 内部 5.09.26 大山　知春 赤目

１００ｍＨ 16.25 鎌倉　まどか 鼓ヶ浦 17.14 舛岡　一穂 赤目 17.89 田堀　まりえ 鼓ヶ浦

４×１００ｍＲ 53.03 鼓ヶ浦 53.90 平田野 54.62 神戸

走高跳 1m40 平子　良枝 平田野 1m40 岡本　真菜 赤目 1m30 田中　千晶 暁

走幅跳 4m57 田中　千晶 暁 4m39 長谷川　仁美 桜 4m38 古結　亜衣 鼓ヶ浦

砲丸投 11m04 木村　有里 神戸 11m00 梅田　遥香 平田野 9m68 金津　未来 神戸

円盤投 24m94 山口　詩織 赤目 22m79 齋藤　志帆 保々 20m20 福田　実乃里 赤目

　　●小学校男子

記録 記録 記録

６０ｍ 9.61 山田　侑生 川越町陸上少 9.63 駒田　紳太郎 川越町陸上少 9.65 前田　智将 楠陸上Ｊｒ

１００ｍ 13.71 諏訪　達郎 四日市陸上クラブ 13.92 安藤　拓海 三浜複合 14.01 尾田　洋平 保々ＲＣ

１０００ｍ 3.28.64 多田　康太郎 内部陸上少 3.29.25 大井　勇秀 川越町陸上少 3.29.28 廣瀬　一貴 保々ＲＣ

８０ｍＨ 14.59 喜多嶋　勝平 保々ＲＣ 14.69 今村　燿 保々ＲＣ 15.51 谷　悠平 保々ＲＣ

４×１００ｍＲ 56.93 保々ＲＣA 58.51 四日市陸上クラブ 59.77 三浜複合Ａ

走高跳 1m15 荒木　大輔 川越町陸上少 1m05 丁　悠瑪 楠陸上Ｊｒ

走幅跳 3m92 谷　悠平 保々ＲＣ 3m84 今村　燿 保々ＲＣ 3m81 黒田　聖也 保々ＲＣ

ボール投 45m23 山崎　隼多 内部陸上少 44m29 山口　大輔 楠陸上Ｊｒ 43m08 安藤　拓海 三浜複合

　　●小学校女子

記録 記録 記録

６０ｍ 9.96 伊藤　美穂 四日市陸上クラブ 10.07 畑中　理良 川越町陸上少 10.50 垣内　詩帆 朝日陸少

１００ｍ 14.24 藤原　恵里佳 保々RC 14.77 宇佐美　晴菜 四日市陸上クラブ 14.98 今井　茜 保々RC

１０００ｍ 3.24.18 今村　宥美 川越町陸上少 3.29.41 南部　友花 保々RC 3.30.80 舘　　智子 川越町陸上少

８０ｍＨ 16.46 和田　明莉 楠陸上Ｊｒ 17.11 岡田　愛 川越町陸上少 17.75 山川　愛加 保々RC

４×１００ｍＲ 58.25 保々RCA 61.39 楠陸上Ｊｒ 62.22 川越町陸上少A

走高跳 1m10 柴田　成美 保々RC 1m10 和田　麻友子 三浜複合 1m10 飯田　紗矢 三浜複合

走幅跳 4m10 藤原　恵里佳 保々ＲＣ 3m67 今井　茜 保々RC 3m47 杉中　香月 楠陸上Ｊｒ

ボール投 33m64 酒巻　美優 楠陸上Ｊｒ 33m39 広田　絵梨香 保々RC 24m56 葛山　朋香 朝日陸少

　　●小学校混成

記録 記録 記録

４×１００ｍＲ 62.81 川越町陸上少A 64.33 楠陸上ＪｒA 64.33 川越町陸上少B

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ２　　位

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

所属 氏名 所属

３　　　位

氏名 所属

３　　　位

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

共通１００ｍ

種　　目
１　　　位 ２　　　位

２　　　位

氏名
種　　目

１　　　位



　　第２２回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会　

平成１８年６月３日（土）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　◇四日市市の部◇

　　●男子

記録 記録 記録

３年６０ｍ 10.50 山口　恭平 楠陸上Ｊｒ 10.59 服部　圭佑 楠陸上Ｊｒ 10.93 鷲田　淳矢 内部陸上少

４年６０ｍ 9.38 竹野　成太郎 楠陸上Ｊｒ 9.56 南部　幸裕 保々ＲＣ 9.62 松岡　修平 保々ＲＣ

５年１００ｍ 14.72 清水　省吾 保々ＲＣ 14.98 柳川　龍一 楠陸上Ｊｒ 15.42 中村　晋也 内部陸上少

６年１００ｍ ☆13.92 安藤　拓海 三浜複合 *14.09 諏訪　達郎 四日市陸上クラブ 14.15 尾田　洋平 保々ＲＣ

１０００ｍ 3.24.05 多田　康太郎 内部陸上少 3.24.79 廣瀬　一貴 保々ＲＣ 3.28.42 栗本　寛士 内部陸上少

８０ｍＨ 14.26 谷　　悠平 保々ＲＣ 15.20 今村　燿 保々ＲＣ 15.48 濱本　歩 楠陸上Ｊｒ

４×１００ｍＲ 56.32 保々ＲＣ　A 57.31 四日市陸上クラブ 57.62 三浜複合　A

走高跳 1m05 丁　　悠瑪 楠陸上Ｊｒ

走幅跳 4m02 城田　隼佑 楠陸上Ｊｒ 3m92 黒田　聖也 保々ＲＣ 3m66 坂　　一真 内部陸上少

ボール投 45m35 山口　大輔 楠陸上Ｊｒ 44m47 松本　圭祐 保々ＲＣ 44m24 山崎　隼多 内部陸上少

☆　大会新

　　●女子

記録 記録 記録

３年６０ｍ 10.05 伊藤　美穂 四日市陸上クラブ 11.03 寺田　早織 四日市陸上クラブ 11.07 坂倉　菜摘 楠陸上Ｊｒ

４年６０ｍ 10.10 坂倉　央子 楠陸上Ｊｒ 10.30 石田　真央 楠陸上Ｊｒ 10.52 杉野　利恵 楠陸上Ｊｒ

５年１００ｍ 15.88 樋口　万由子 三浜複合 15.89 勝山　里菜 四日市陸上クラブ 16.84 小泉　友佳 内部陸上少

６年１００ｍ ☆14.53 藤原　恵里佳 保々ＲＣ 14.83 宇佐美晴菜　 四日市陸上クラブ 15.22 和田　麻友子 三浜複合

１０００ｍ ☆3.18.10 南部　友花 保々ＲＣ ☆3.26.46 天野　妃奈子 四日市陸上クラブ ☆3.26.82 斉藤　真優 保々ＲＣ

８０ｍＨ 15.38 和田　明莉 楠陸上Ｊｒ 15.67 田中　和 楠陸上Ｊｒ 16.98 山川　愛加 保々ＲＣ

４×１００ｍＲ 57.89 保々ＲＣA 58.19 四日市陸上クラブA 61.88 三浜複合A

走高跳 1m10 飯田　紗矢 三浜複合

走幅跳 3m83 田中　真綾 楠陸上Ｊｒ 3m66 柴田　成美 保々ＲＣ 3m61 杉中　香月 楠陸上Ｊｒ

ボール投 35m19 広田　絵梨香 保々ＲＣ 32m14 酒巻　美優 楠陸上Ｊｒ 21m78 伊藤　さやか 三浜複合

☆　大会新

　　●混成

記録 記録 記録

４×１００ｍＲ 62.21 楠陸上ＪｒA 65.93 楠陸上ＪｒB 66.40 楠陸上ＪｒC

☆　大会新 *  大会タイ

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

所属氏名所属氏名所属氏名

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

所属氏名所属氏名所属氏名

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

所属氏名所属氏名所属氏名



　　◇三重郡の部◇

　　●男子

記録 記録 記録

３年６０ｍ 10.85 伊藤　隼人 川越町陸上少 11.15 水谷　貴一 朝日陸少 11.35 垣内　利矩 川越町陸上少

４年６０ｍ 9.65 駒田　紳太郎 川越町陸上少 9.86 山田　侑生 川越町陸上少 10.05 中田　将稀 川越町陸上少

５年１００ｍ 15.98 田島　祐太 川越町陸上少 16.00 片山　康二朗 川越町陸上少 17.27 稲塚　祐介 川越町陸上少

６年１００ｍ 16.11 飯田　亮太 川越町陸上少

１０００ｍ 3.29.28 大井　勇秀 川越町陸上少 3.45.17 荒木　大輔 川越町陸上少 3.53.77 服部　明良 朝日陸少

８０ｍＨ 19.52 太田　真人 川越町陸上少 19.97 木下　尭 川越町陸上少

４×１００ｍＲ 63.03 川越町陸上少Ａ 69.24 川越町陸上少Ｂ 70.44 川越町陸上少C

走高跳 1m05 松田　一晟 川越町陸上少

走幅跳 3m70 伊藤　周平 川越町陸上少 2m91 吉野　有紀 川越町陸上少

ボール投 39m00 木村　集 川越町陸上少 28m37 伊藤　崇光 川越町陸上少

　　●女子

記録 記録 記録

３年６０ｍ 10.72 北村　汐音 川越町陸上少 10.97 高原　汐里 川越町陸上少 11.78 大井　恵里亜 川越町陸上少

４年６０ｍ 9.82 渡辺　莉世 朝日陸少 9.90 畑中　理良 川越町陸上少 10.05 栗田　沙季 朝日陸少

５年１００ｍ 15.16 山田　梨央 川越町陸上少 15.95 矢野　里沙 朝日陸少 16.00 陣田　愛紗美 川越町陸上少

６年１００ｍ 16.16 柳川　あさひ 川越町陸上少 16.61 斉藤　英里 川越町陸上少

１０００ｍ ☆3.17.35 今村　宥美 川越町陸上少 3.29.99 前田　明花 川越町陸上少 3.32.98 舘　　智子 川越町陸上少

８０ｍＨ 16.85 岡田　愛 川越町陸上少 18.39 下向　明日香 川越町陸上少 18.62 駒田　梨乃 川越町陸上少

４×１００ｍＲ 61.50 川越町陸上少Ａ 64.53 川越町陸上少B 65.66 川越町陸上少C

走高跳 1m10 生川　千晶 川越町陸上少 1m05 河内　萌子 川越町陸上少

走幅跳 3m12 中村　愛美 川越町陸上少 2m80 森　　紀子 川越町陸上少

ボール投 19m88 吉野　有紀 川越町陸上少

☆　大会新

　　●混成

記録 記録 記録

４×１００ｍＲ 62.22 川越町陸上少Ｂ 65.49 川越町陸上少Ｂ 66.73 川越町陸上少Ｃ

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

所属氏名所属氏名所属氏名

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

所属氏名所属氏名所属氏名

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

所属氏名所属氏名所属氏名



　　第３回三泗記録会　

平成１８年６月３日（土）　　　　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●一般男子

記録 記録 記録

100ｍ 11.16 伊藤　進一郎 M.C.MAX 11.36 笠井　桂 名城大 11.41 林　　拓也 中京大

４００ｍ 51.14 笠井　桂 名城大 51.26 河合　義仁 中京大 51.86 出口　友也 四日市工

１５００ｍ 3.57.34 高道　淳也 八千代工業 3.57.47 市之瀬　進 八千代工業 4.02.14 森　　和治 八千代工業

３０００ｍ 8.25.90 James Ndungu 八千代工業 8.27.96 市之瀬　進 八千代工業 8.30.46 高道　淳也 高道　淳也

５０００ｍＷ 24.45.94 加藤　龍一郎 津

走高跳 1m90 小林　徹哉 筑波大 1m90 丹羽　政裕 三重大 1m85 友利　保治 稲生

走幅跳 6m54 高山　龍一 三重大 6m42 高村　領 三重大 6m36 近藤　朋大 四日市TFC

三段跳 12m71 杉本　雄祐 稲生 11m88 友利　保治 稲生 11m53

一般砲丸投 11m54 中村　友昭 県庁AC 8m85 佐藤　翼 三重中京大

高校砲丸投 12m79 岡　　寮磨 稲生 12m53 北川　大雄 四日市工 12m21 伊藤　寿逸 稲生

一般円盤投 33m55 斉藤　輝 三重大 32m79 中村　友昭 県庁AC 32m29 西田　貴一 皇學館大

高校円盤投 48m50 小野　真弘 津 48m25 大山　祐史 伊勢工業 45m40 岡　　寮磨 稲生

やり投 56m30 奥村　洋介 三重大 54m84 奥田　洋平 ASSA-TC 52m17 橋爪　勇人 三重大

　　●一般女子

記録 記録 記録

100ｍ 12.49 中村　花子 ASSA-TC 13.15 一村　玲伽 稲生 13.15 笹野　麗伽 稲生

４００ｍ 58.34 中村　花子 ASSA-TC 60.59 一村　玲伽 稲生 62.76 濱口　真帆 津商

８００ｍ 2.31.14 水谷　有里 津商 2.35.06 生川　翔子 津商 2.36.07 岡田　玲奈 津商

３０００ｍ 10.48.16 伊藤　ふき 津商 10.55.96 稲垣　友理 四日市四郷 10.58.74 院南　有里子 四日市商

走高跳 1m35 中川　奈津美 津商 1m35 辻　　真由美 四日市商 1m35 吉田　好美 稲生

走幅跳 4m89 別所　明日美 津商 4m63 内藤　奈都美 三重大 4m37 柳沢　唯 津商

三段跳 9m24 丸谷　怜 稲生

砲丸投 11m87 伊川　綾子 稲生 10m73 中村　文香 稲生 9m53 鈴木　奈津子 津商

円盤投 38m05 永尾　真衣 中京女子大 32m44 篠田　侑季 津商 31m65 青木　沙織 中京女子大

やり投 38m02 大野　美華 稲生 37m39 坂　　　瞳 稲生 34m38 小林　美緒 四日市南

種　　目
１　　　位 ２　　　位

氏名所属氏名

３　　　位

所属氏名所属

種　　目
１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

所属氏名所属氏名所属氏名



　　第２９回四日市中学校カーニバル　

平成１８年６月１０日（土）・１１日（日）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●男子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 12.59 福積　昌人 大山田 12.64 伊藤　祐人 高田 12.67 松島　諒弥 桜

２年１００ｍ 12.37 桑山　幸之介 山手 12.49 櫛田　享佑 白子 12.49 國府　俊介 豊里

１００ｍ 11.69 南川　由信 正和 11.75 内山　翔太 尾鷲 11.77 浦井　駿吾 度会

２００ｍ ☆22.89 浦井　駿吾 度会 22.97 内山　翔太 尾鷲 23.23 日置　雄斗 一志

４００ｍ 54.56 後藤　啓吾 三雲 55.24 林　　雅生 白子 56.16 奥見　彰太　 嬉野

８００ｍ 2.05.39 岡部　航大 菰野 2.06.11 榎木　恭平 大木 2.08.53 中西　翔 一志

１年１５００ｍ 4.39.94 久米　秀和 高田 4.46.94 田中　由樹 桜 4.51.62 林　　遼太 楠

２年１５００ｍ 4.28.43 海江元則保　 川越 4.28.81 中村　匠吾 内部 4.29.77 小林　魁斗 橋南

１５００ｍ 4.18.07 春園　功太 亀山中部 4.19.08 吉川　雄登 菰野 4.19.97 松本　賢太 橋南

３０００ｍ 9.10.64 春園　功太 亀山中部 9.10.97 松本　賢太 橋南 9.17.72 吉川　雄登 菰野

１１０ｍＨ 15.51 日置　雄斗 一志 16.50 野田　尚 嬉野 16.66 村上　将梧 三雲

低４×１００ｍＲ 50.03 四日市南 50.10 度会 51.26 高田

４×１００ｍＲ 45.54 度会 45.98 東員第二 46.49 小俣

走高跳 1m73 河合　勇祐 三雲 1m60 上村　直生 赤目 1m55 水野　裕斗 橋北

棒高跳 3m40 杉森　史智 赤目 3m30 石村　裕二 赤目 3m10 横井　謙 小俣

走幅跳 6m10 立野　真人 青山 6m03 岡田　道知 神戸 5m99 大塚　寛之 楠

砲丸投 13m68 三村　幸輝 千代崎 13m33 稲垣　太一 一志 12m76 岡南　遼 久居

円盤投 39m48 稲垣　太一 一志 36m82 岡南　遼 久居 36m09 藤盛　賢汰 嬉野

☆　大会新

　　●女子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 13.41 山岡　千洋 南郊 13.83 岡村　祐歩 川越 14.10 中村　彩希 東員第二

２年１００ｍ 13.18 小泉　愛 小俣 13.36 杉田　真実 西橋内 13.55 二宮　奈美 神戸

１００ｍ 13.39 鎌倉　まどか 鼓ヶ浦 13.73 三島　安友奈 三重大附属 13.86 前田　真里奈 南郊

２００ｍ 27.28 杉田　真実 西橋内 27.51 二宮　奈美 神戸 27.72 高山　名積 尾鷲

１年８００ｍ 2.33.77 岩瀬　梨沙子 桃青 2.34.11 藤田　真理子 白鳥 2.35.61 落合　美咲 亀山

２年８００ｍ 2.25.74 北野　亜紗実 高田 2.29.１0 田木　亜梨沙 朝日 2.29.67 小林　紗依 高田

８００ｍ 2.21.24 市川　由麻 白鳥 2.22.81 三好　麻里 桃青 2.24.76 有松　冴 亀山中部

１５００ｍ 4.52.48 有松　冴 亀山中部 4.56.80 田木　亜梨沙 朝日 4.57.08 北野　亜紗実 高田

１００ｍＨ 15.62 中村　祐子 一志 15.99 野呂　知菜美 小俣 16.17 牧　　美佳 度会

低４×１００ｍＲ 54.28 尾鷲 54.72 神戸 55.38 楠

４×１００ｍＲ 52.94 鼓ヶ浦 53.76 平田野 53.99 嬉野

走高跳 1m50 坂本　真理奈 名張北 1m45 平子　良枝 平田野 1m40 喜田　詩織 鼓ヶ浦

走幅跳 4m93 金澤　茜 南郊 4m73 中村　祐子 一志 4m54 高藤　優佐 名張北

砲丸投 11m87 山本　妃紗 度会 11m72 木村　有里 神戸 10m93 梅田　遙香 平田野

円盤投 27m19 藤岡　里奈 一志 26m21 西村　友希 橋北 26m09 梅田　遙香 平田野

☆　大会新

所属氏名
種　　目

種　　目
１　　　位

所属

氏名

３　　　位

所属氏名所属

２　　　位

氏名 氏名

１　　　位

所属

２　　　位 ３　　　位

所属氏名



　　第１４回三泗ジュニア選手権大会　

平成１８年７月３１日（月）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●男子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 12.67 松島　諒弥 桜 13.08 山田　卓弥 川越 13.39 松尾　聡純 四日市南

２年１００ｍ 12.17 諸岡　利樹 八風 12.25 黒田　祐基 四日市南 12.37 蛭波　翔太 四日市南

１００ｍ 11.89 伊藤　拓一郎 菰野 12.24 石本　郁也 楠 12.26 清水　章吾 内部

２００ｍ 24.04 伊藤　拓一郎 菰野 24.79 黒田　祐基 四日市南 24.81 石本　郁也 楠

４００ｍ 56.67 金森　大翔 富田 56.87 植村　誉 羽津 56.96 寺本　光貴 川越

８００ｍ 2.04.15 岡部　航大 菰野 2.10.46 井垣　隼弥 桜 2.10.70 海江元　則保 川越

１年１５００ｍ 4.46.68 田中　由樹 桜 4.47.73 林　　遼太 楠 4.49.81 橋本　航平 四日市南

２年１５００ｍ 4.32.83 寺本　卓弘 川越 4.35.83 石原　隆太郎 楠 4.40.03 井垣　隼弥 桜

３０００ｍ 9.36.12 吉川　雄登 菰野 9.38.24 竹野　涼平 菰野 9.52.34 服部　悠馬 楠

１１０ｍＨ 17.31 金堂　孔輔 内部 18.95 山田　卓弥 川越 19.06 相原　一太 菰野

低４×１００ｍＲ 49.65 四日市南 51.03 川越 51.80 山手

４×２００ｍＲ 1.39.48 楠 1.41.83 内部 1.45.74 四日市南

走高跳 1ｍ45 小久保　元貴 常磐 1ｍ45 陣田　智也 川越 1ｍ45 松森　勇人 内部

１年走幅跳 4ｍ76 大岩　俊介 内部 4ｍ69 田谷野　義季 内部 4ｍ51 浅野　祐輝 山手

走幅跳 6ｍ17 大塚　寛之 楠 5ｍ76 矢田　雄大 楠 5ｍ71 石倉　直 菰野

１年砲丸投 7ｍ40 榊原　虎優 桜

砲丸投 9ｍ38 網島　佑斗 山手 8ｍ87 岡田　光司 常磐 8ｍ66 下向　範明 川越

円盤投 27ｍ48 網島　佑斗 山手 23ｍ74 鈴木　健一 川越 17ｍ36 森　　裕晃 川越

　　●女子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 14.13 岡村　祐歩 川越 14.27 田中　愛 楠 14.46 辻　　彩美 山手

２年１００ｍ 13.58 北川　里奈 菰野 13.83 山村　咲月 桜 13.94 中山　綾香 四日市南

１００ｍ 13.54 阿部　祥子 西笹川 13.85 鈴木　舞 川越 14.11 山下　まりも 川越

２００ｍ 28.79 山村　咲月 桜 28.83 伊藤　汐里 桜 29.07 伊藤　朱里 菰野

１年８００ｍ 2.33.72 谷口　あきの 川越 2.33.73 仲　　遙加 楠 2.38.61 坂倉　梓 楠

２年８００ｍ 2.30.33 田木　亜梨沙 朝日 2.32.51 川村　理沙 川越 2.35.83 山崎　芽以　 菰野

８００ｍ 2.28.58 栗本　実季 菰野 2.32.71 松岡　未希 八風 2.34.47 岡林　李奈 保々

１５００ｍ 5.06.37 山中　英里 楠 5.17.04 山下　喜子 菰野 5.20.39 相馬　晴香 保々

１００ｍＨ 17.38 長谷川　仁美 桜 18.22 森　　智紗恵 菰野 18.47 佐川　夏実 山手

低４×１００ｍＲ 55.55 四日市南 55.60 楠 56.12 川越

４×１００ｍＲ 54.83 川越 55.70 菰野 56.26 桜

走高跳 1ｍ30 阿部　仁美 四日市南 1ｍ30 谷口　友理絵 暁 1ｍ25 荒木　優奈 川越

１年走幅跳 3ｍ89 青木　萌 西笹川 3ｍ81 川村　恵里奈 八風 3ｍ78 北川　恵里奈 西笹川

走幅跳 4ｍ79 阿部　祥子 西笹川 4ｍ48 田中　千晶 暁 4ｍ33 岡本　真梨子 内部

１年砲丸投 5ｍ42 山本　奈々代 山手

砲丸投 9ｍ52 齋藤　志帆 保々 8ｍ99 小林　成実 笹川 8ｍ52 位田　彩 桜

円盤投 19ｍ93 齋藤　志帆 保々 18ｍ92 小林　佳紀 山手 18ｍ26 大杉　里奈 暁

３　　　位

所属氏名

２　　　位

所属

１　　　位

所属

２　　　位

氏名

種　　目
１　　　位

種　　目

氏名所属氏名

３　　　位

所属氏名所属氏名



　　第５９回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選　

平成１８年８月２４日（木）・２５日（金）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●男子

記録 記録 記録

１００ｍ 11.14 伊藤　拓一郎 菰野 12.57 諸岡　利樹 八風 12.60 黒田　裕基 四日市南

２００ｍ 23.91 伊藤　拓一郎 菰野 24.90 黒田　裕基 四日市南 24.94 石本　郁也 楠

４００ｍ 52.56 岡部　航大 菰野 54.94 中村　一貴 菰野 56.15 内藤　健太 楠

８００ｍ 2.04.63 岡部　航大 菰野 2.06.61 古川　雄登 菰野 2.08.91 内藤　健太 楠

３０００ｍ 9.38.07 中村　匠吾 内部 9.48.44 古川　雄登 菰野 9.48.77 竹野　涼平 菰野

１１０ｍＨ 16.29 金堂　孔輔 内部 17.87 石倉　直 菰野 18.97 相原　一太 菰野

低４×１００ｍＲ 49.37 四日市南 49.92 桜 50.45 川越

４×２００ｍＲ 1.37.09 菰野 1.39.62 楠 1.40.96 内部

走高跳 1m50 菅　　優史 保々 1m50 清水　聖大 内部 1m45 小林　瞭太 内部

走幅跳 5m79 大塚　寛之 楠 5m60 石倉　直 菰野 5m52 亀井　優一 楠

三段跳 11m82 大塚　寛之 楠 11m74 矢田　雄大 楠 11m33 亀井　優一 楠

砲丸投 9m55 下向　範明 川越 9m41 網島　佑斗 山手 8m39 木村　泰志 川越

円盤投 27m03 網島　佑斗 山手 23m73 鈴木　健一 川越 22m62 東川　彰太 内部

　　●女子

記録 記録 記録

１００ｍ 13.62 阿部　祥子 西笹川 13.63 北川　里奈 菰野 13.94 岡村　祐歩 川越

２００ｍ 27.31 北川　里奈 菰野 28.17 中嶋　美咲 楠 28.52 鈴木　舞 川越

８００ｍ 2.28.41 田木　亜梨沙 朝日 2.28.80 多田　江里 内部 2.30.51 山中　英里 楠

２０００ｍ 7.03.37 田木　亜梨沙 朝日 7.04.34 栗本　実季 菰野 7.10.60 多田　江里 内部

１００ｍＨ 17.67 長谷川　仁美 桜 17.84 内田　奈邦 暁 18.14 辻　　彩美 山手

低４×１００ｍＲ 55.66 川越 56.38 西笹川 57.79 八風

４×１００ｍＲ 54.84 川越 56.31 八風 56.34 暁

走高跳 1m30 荒木　優奈 川越 1m30 山下　まりも 川越 1m30 見取　眞奈 内部

走幅跳 4m63 阿部　祥子 西笹川 4m50 田中　千晶 暁 4m44 野呂　文香 山手

砲丸投 9m18 齋藤　志帆 保々 8m96 小林　成実 笹川 8m28 前川　美優 保々

円盤投 18m62 大杉　里奈 暁 18m51 栗山　なつみ 内部 18m18 小林　佳紀 山手

　　●Ｂ種目（１年のみ掲載）

記録 記録 記録

男子１００ｍ 13.40 竹尾　聡純 四日市南 13.50 田中　襲一 暁 13.79 伊藤　宏毅 桜

男子１５００ｍ 4.47.65 橋本　航平 四日市南 4.49.05 林　　遼太 楠 4.49.77 樋口　琢磨 菰野

男子走幅跳 4m69 田中　襲一 暁 4m60 田谷野　義季 内部 4m58 市川　裕貴 内部

女子１００ｍ 14.34 田中　愛 楠 14.68 河合　渚 四日市南 14.72 辻　　彩美 山手

女子８００ｍ 2.38.28 谷口　あきの 川越 2.40.27 鈴木　美歩 菰野 2.41.93 坂倉　梢 楠

女子走幅跳 4m02 川村　恵里奈 八風 3m92 青木　萌 西笹川 3m80 森川　志帆 暁

氏名所属
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２　　　位
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氏名

氏名所属
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　　第４１回三泗陸上競技選手権大会　

平成１８年９月９日（土）・１０日（日）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●一般・高校男子

記録 記録 記録

100ｍ 11.22 村田　智宏 Ise Track Club 11.28 山邉　謙一 四日市工 11.41 城戸　一正 岐阜経済大

２００ｍ 22.40 山邉　謙一 四日市工 22.81 伊藤　進一郎 スポーツクラブＭＡＸ 22.85 村田　智宏 Ise Track Club

４００ｍ 49.33 清水　翔大 四日市工 50.51 笠井　桂 名城大 51.42 堀川　秀徳 皇學館大

８００ｍ 1.58.38 市尾　恭兵 四日市工 1.58.40 樋口　健太 四日市工 2.01.32 坂倉　孝俊 四日市工

１５００ｍ 4.04.81 加藤　智也 四日市工 4.04.91 樋口　健太 四日市工 4.05.08 平田　一馬 四日市工

５０００ｍ 15.39.31 磯尾　友規 八千代翔友会 15.45.02 愛敬　高弘 四日市TFC 15.48.14 小原　裕志 三重陸協

１１０ｍＨ 15.13 竹中　航 四日市 16.19 岩田　賢治 四日市 16.21 馬場　雄太 鈴鹿高専

４００ｍＨ 56.57 堀川　秀徳 皇學館大 58.07 林　　宏行 三重陸協 58.54 小川　大次郎 津

３０００ｍＳＣ 9.44.81 山下　研二 四日市工 9.52.76 舘　　祐樹 四日市工 10.04.11 渡邉　賢史 四日市工

５０００ｍＷ 25.37.08 櫻井　勇貴 三重大 25.59.41 位田　武嗣 四日市

４×１００ｍＲ 43.21 Ise Track ClubB 43.28 四日市工 43.84 鈴鹿高専Ａ

４×４００ｍＲ 3.25.47 四日市工Ａ 3.31.11 鈴鹿高専Ａ 3.34.13 津

走高跳 1m85 丹羽　政裕 三重大 1m85 永墓　俊介 四日市工 1m80 菅原　知紘 四日市

棒高跳 4m40 中西　千尋 四日市 4m30 秋元　一志 四日市 3m70 水谷　純也 四日市

走幅跳 7m01 中村　光宏 Ise Track Club 6m97 奥井　久登 Ise Track Club 6m93 八尾　晃二 スポーツクラブＭＡＸ

三段跳 13m86 川上　真 三重TFC 13m65 伊藤　優司 ASSA-TC 13m56 宮本　真輝 三重大

一般砲丸投 11m28 斉藤　輝 三重大 11.17 南　　千城 ASSA-TC 10.78 山崎　智己 三重大

高校砲丸投 14m69 谷　健太朗 宇治山田商 14.53 鳥羽瀬　貴仁 四日市工 12m79 岡　寮磨 稲生

一般円盤投 ☆51m05 藤原　潤 八千代工業 40m48 加藤　弘将 宇治山田商 33m09 中村　友昭 三重県庁AC

高校円盤投 ☆49m72 大山　祐史 伊勢工 44m64 岡　寮磨 稲生 44m59 小野　真弘 津

一般ハンマー投 38m58 長田　龍生 岐阜経済大 38m23 紀平　敬志 三重TFC 37m73 松井　孝徳 Ise Track Club

高校ハンマー投 38m27 関口　春彦 稲生

やり投 55m46 奥田　洋平 ASSA-TC 51m14 小野　真弘 津 51m12 中口　裕紀 岐阜経済大

☆大会記録

　　●一般・高校女子

記録 記録 記録

100ｍ 12.58 中村　花子 ASSA-TC 12.72 中尾　美乃梨 津商 12.94 一村　玲伽 稲生

２００ｍ 25.98 中尾　美乃梨 津商 26.19 中村　花子 ASSA-TC 26.42 一村　玲伽 稲生

４００ｍ 61.48 原田　千恵 津商 61.92 濱口　真帆 津商 62.22 伊藤　亜佐美 津

８００ｍ 2.27.22 榊　　美咲 四日市 2.27.33 笹内　明貴恵 津商 2.27.87 今村　憲子 四日市

１５００ｍ 4.41.58 小坂　奈央 津商 4.49.25 山下　亜津沙 津商 4.51.40 川北　ほなみ 津商

３０００ｍ 10.07.05 小川　記代 津商 10.30.43 諸岡　里菜 四日市商 10.39.85 水谷　有里 津商

１００ｍＨ 16.22 柏木　美紀 津商 16.44 小林　沙季子 鈴鹿高専 16.58 堂嵜　優希 神戸

４００ｍＨ 67.44 東　　翔子 皇學館大 68.19 田中　優里 四日市西 73.15 植松　紀帆 津商

３０００ｍＷ 15.48.28 上野　侑香 皇學館大 17.43.83 水谷　綾乃 津西

４×１００ｍＲ 49.01 津商Ａ 51.02 津商B 51.10 ASSA-TC 神戸

４×４００ｍＲ 4.12.92 津商Ａ 4.18.07 津 4.22.81 津商B

1ｍ40 中川　奈津実 津商 1ｍ40 小山　菜都子 津商

1ｍ40 山本　裕子 川越

氏名

所属氏名所属氏名

所属氏名所属
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走幅跳 5ｍ10 別所　明日美 津商 4ｍ88 竹内　彩帆 四日市 4ｍ75 喜田　彩加 津商

砲丸投 ☆12ｍ20 伊川　綾子 稲生 ☆12ｍ06 水野　莉奈 津商 10ｍ01 和田　絵里香 津商

円盤投 33ｍ47 前山　朋香 津商 30ｍ77 粉川　由梨 宇治山田商 30ｍ41 伊川　綾子 稲生

やり投 40ｍ29 大野　美華 稲生 37ｍ42 棚瀬　由貴 四日市四郷 37ｍ21 坂　　瞳 稲生

☆　大会新

　　●中学男子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 13.64 市川　裕貴 内部 13.77 田谷野　義季 内部 13.97 大岩　俊介 内部

１００ｍ 11.95 清水　省吾 内部 11.97 諸岡　利樹 八風 12.09 石本　郁也 楠

１年１５００ｍ 4.54.39 林　遼太 楠 5.05.69 山下　祐輝 川越 5.06.57 松岡　省吾 楠

１５００ｍ 4.31.69 溝口　貴大 四日市中部 4.32.04 笹内　健史 楠 4.33.06 海江元　則保 川越

低４×１００ｍＲ 52.50 内部 52.72 楠A 58.39 楠B

４×２００ｍＲ 1.41.27 楠A 1.43.22 川越 1.45.83 八風

１年走幅跳 4m90 市川　裕貴 内部 4m77 田谷野　義季 内部 4m62 大岩　俊介 内部

走幅跳 ☆6m00 大塚　寛之 楠 5m70 矢田　雄大 楠 5m50 亀井　優一 楠

砲丸投 9m08 網島　佑斗 山手 7m84 山本　浩平 暁 7m55 近藤　玄理 山手

☆　大会新

　　●中学女子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 13.94 岡村　祐歩 川越 14.27 田中　愛 楠 14.29 辻　　彩美 山手

１００ｍ 13.81 阿部　祥子 西笹川 13.94 鈴木　舞 川越 14.30 中嶋　美咲 楠

１年８００ｍ 2.32.51 谷口　あきの 川越 2.32.55 仲　　遙加 楠 2.38.18 坂倉　梓 楠

１５００ｍ 5.18.11 田木　亜梨沙 朝日 5.25.14 川村　理沙 川越 5.26.61 山下　かすみ 川越

低４×１００ｍＲ 56.25 楠 57.64 西笹川 58.43 八風B

４×１００ｍＲ 55.34 川越 57.04 暁 57.73 山手B

１年走幅跳 4m05 川村　恵里奈 八風 4m02 岡村　祐歩 川越 3m99 森川　志帆 暁

走幅跳 4m78 阿部　祥子 西笹川 4m76 中嶋　美咲 楠 4m54 田中　千晶 暁

砲丸投 9m36 齊藤　志帆 保々 8m36 前川　美優 保々 8m17 田中　千晶 暁

　　●小学校男子

記録 記録 記録

３年６０ｍ 10.48 山口　恭平 楠陸上Jr 10.68 須藤　弘太郎 四日市陸上クラブ 10.85 服部　圭佑 楠陸上Jr

４年６０ｍ 9.95 竹野　成太郎 楠陸上Jr 10.15 山田　侑生 川越町陸上少 10.18 駒田　紳太郎 川越町陸上少

５年１００ｍ 14.89 清水　省吾 保々ＲＣ 15.29 柳川　龍一 楠陸上Jr 16.02 泉　　大和 保々ＲＣ

６年１００ｍ 13.76 安藤　拓海 三浜複合 13.96 諏訪　達郎 四日市陸上クラブ 14.09 尾田　洋平 保々ＲＣ

１０００ｍ 3.19.14 荒木　大輔 川越町陸上少 3.21.18 大井　勇秀 川越町陸上少 3.26.27 多田　康太郎 内部陸上少

８０ｍＨ 14.62 今村　燿 保々ＲＣ 15.31 喜多嶋　勝平 保々ＲＣ 15.69 濱本　歩 楠陸上Jr

４×１００ｍＲ 56.14 保々ＲＣA 57.61 楠陸上Jr 58.43 三浜複合A

走高跳 ☆1ｍ35 黒田　聖也 保々ＲＣ 1m20 丁　　悠瑪 楠陸上Jr 1m10 松田　一晟 川越町陸上少

走幅跳 4m22 城田　隼佑 楠陸上Jr 3m70 生田　侑助 三浜複合 3m69 坂　　一真 内部陸上少

ボール投 49.51 清水　康祐 楠陸上Jr 47m32 山口　大輔 楠陸上Jr 45m57 辻　　佑太 保々ＲＣ

☆　大会新
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　　●小学校女子

記録 記録 記録

３年６０ｍ 10.57 伊藤　美穂 四日市陸上クラブ 11.66 北村　汐音 川越町陸上少 11.71 坂倉　菜摘 楠陸上Jr

４年６０ｍ 10.32 渡辺　莉世 朝日陸上少 10.80 畑中　理良 川越町陸上少 10.84 栗田　紗季 朝日陸上少

５年１００ｍ 15.45 山田　梨央 川越町陸上少 15.67 勝山　里菜 四日市陸上 15.90 樋口　万由子 三浜複合

６年１００ｍ 14.70 宇佐美　晴菜 四日市陸上 14.88 今井　茜 保々ＲＣ 15.10 和田　麻友子 三浜複合

１０００ｍ ☆3.20.57 今村　宥美 川越町陸上少 3.27.06 南部　友花 保々ＲＣ 3.27.33 前田　明花 川越町陸上少

８０ｍＨ 15.33 和田　明莉 楠陸上Jr 15.82 田中　和 楠陸上Jr 15.85 山川　愛加 保々ＲＣ

４×１００ｍＲ 56.95 保々ＲＣA 58.63 四日市陸上クラブＡ 60.38 楠陸上Jr

走高跳 1ｍ15 生川　千晶 川越町陸上少 1ｍ00 河内　萌子 川越町陸上少

走幅跳 4ｍ51 藤原　恵里佳 保々ＲＣ 3ｍ9４ 柴田　成美 保々ＲＣ 3ｍ75 杉中　香月 楠陸上Jr

ボール投 38ｍ84 広田　絵梨香 保々ＲＣ 33ｍ09 酒巻　美優 楠陸上Jr 32ｍ93 奥村　奈央 内部陸上少

☆　大会新

　　●小学校混成

記録 記録 記録

４×１００ｍＲ 61.10 川越町陸上少A 62.09 楠陸JrＡ 63.04 川越町陸上少B

　　第５９回三泗地区陸上競技新人大会　　学校対抗選手権　

平成１８年１０月２０日（金）・２１日（土）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●男子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 12.25 松島　諒弥 桜 12.59 谷口　遼平 四日市南 12.71 田中　襲一 暁

１００ｍ 11.91 諸岡　利樹 八風 12.30 伊藤　崇希 八風 12.38 西田　貴洋 西笹川

２００ｍ 24.24 諸岡　利樹 八風 24.60 黒田　祐基 四日市南 25.18 岡山　純也 楠

４００ｍ 55.01 黒田　祐基 四日市南 55.52 伊藤　慎 桜 56.16 中嶋　良輔 山手

８００ｍ 2.10.92 海江元　則保 川越 2.12.44 井垣　隼弥 桜 2.13.26 寺本　卓弘 川越

１年１５００ｍ 4.36.67 橋本　航平 四日市南 4.45.21 田中　良樹 桜 4.45.50 宮崎　晃輔 菰野

３０００ｍ 9.34.10 中村　匠吾 内部 9.48.94 土井　久理夫 菰野 9.52.51 寺本　卓弘 川越

１１０ｍＨ 16.86 亀井　優一 楠 18.93 渡辺　健人 桜 19.26 中西　健夫 桜

１年４×１００ｍＲ 51.41 四日市南 53.15 山手 53.67 菰野

４×１００ｍＲ ☆48.71 四日市南 ☆49.16 八風 49.27 桜

走高跳 1m61 川村　明弘 楠 1m50 小久保　元貴 常磐 1m45 小林　瞭太 内部

１年走幅跳 5m25 田谷野　義季 川越 5m00 松島　諒弥 桜 4m85 舘　　勇樹 暁

走幅跳 5m71 亀井　優一 楠 5m33 伊藤　崇希 八風 5m21 西田　貴洋 西笹川

砲丸投 10m10 下向　範明 川越 8m96 岡田　光司 常磐 7m68 平野　貴大 山手

円盤投 23m89 平野　貴大 山手 22m34 前岨　稔己 内部 21m62 森　　裕晃 川越

☆　大会新
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　　●女子

記録 記録 記録

１年１００ｍ 13.59 岡村　祐歩 川越 13.59 川村　恵里奈 八風 13.94 田中　愛 楠

１００ｍ 13.18 北川　里奈 菰野 13.70 阿部　祥子 西笹川 13.85 伊藤　汐里 桜

２００ｍ 27.38 北川　里奈 菰野 28.61 中嶋　美咲 楠 28.71 伊藤　汐里 桜

１年８００ｍ 2.33.16 仲　　遥香 楠 2.37.34 坂倉　梓 楠 2.38.84 谷口　あきの 川越

８００ｍ 2.35.68 山崎　芽以 菰野 2.37.93 池畑　早紀 保々 2.39.05 川村　理沙 川越

２０００ｍ 6.59.04 田木　亜梨沙 朝日 7.15.96 仲　　遥香 楠 7.20.46 山崎　芽以 菰野

１００ｍＨ 16.98 長谷川　仁美 桜 17.27 中嶋　美咲 楠 18.24 岡村　祐歩 川越

１年４×１００ｍＲ 56.24 四日市南 57.30 山手 60.67 内部

４×１００ｍＲ 55.19 桜 55.43 川越 55.53 楠

走高跳 1ｍ30 見取　眞奈 内部 1m30 荒木　優奈 川越 1ｍ25 藤井　温子 内部

１年走幅跳 4ｍ23 川村　恵里奈 八風 4m16 田中　愛 楠 3ｍ94 森川　志帆 暁

走幅跳 4ｍ65 阿部　祥子 西笹川 4m58 長谷川　仁美 桜 4m20 樋口　貴子 内部

砲丸投 9ｍ52 齋藤　志帆 保々 8m73 大野　星 川越 8m49 前川　美優 保々

円盤投 24ｍ30 齋藤　志帆 保々 22m06 大野　星 川越 19m21 位田　彩 桜

　　第４回三泗記録会　

平成１８年１０月２８日（土）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●一般男子

記録 記録 記録

100ｍ 11.15 城戸　一正 岐阜経済大 11.26 加藤　倫英 三重大 11.29 木本　祥仁 南伊勢

２００ｍ 22.57 城戸　一正 岐阜経済大 22.75 笠井　桂 名城大 22.79 加藤　倫英 三重大

４００ｍ 50.25 笠井　桂 名城大 50.50 石井　大介 海星 52.12 堂嵜　隆太郎 海星

８００ｍ 1.59.76 細井　翔太 鈴鹿高専 2.01.40 二宮　明紀 四日市工 2.01.56 安藤　邦男 三重大

１５００ｍ 4.10.25 樋口　健太 四日市工 4.11.11 小﨑　真 四日市工 4.11.54 伊藤　幸洋 四日市工

５０００ｍ 15.12.84 福島　慎也 稲生 15.28.79 長谷川　真一 四日市大 15.29.15 柘植　健宏 稲生

１１０ｍＨ 15.04 古木　大介 中京大・富山 15.20 竹中　航 四日市 16.63 神藤　崇宏 三重大

４００ｍＨ 57.81 小川　大次郎 津 58.20 李　　天蛟 津商業 59.79 佐々木　有治 四日市四郷

４×１００ｍＲ 43.05 岐阜経済大 43.71 四日市 43.76 稲生

走高跳 1m80 衛藤　昴 鈴鹿高専 1m75 菅原　知紘 四日市 1m60 久保　敬史 海星

棒高跳 4m40 岡田　公志 伊勢工 4m20 中西　千尋 四日市 4m00 秋元　一志 四日市

走幅跳 6m78 木本　祥仁 南伊勢 6m68 伊藤　優司 ASSA-TC 6m33 川口　貴広 鈴鹿高専

三段跳 13m34 森　　崇 三重TFC 12m83 水谷　純也 四日市

一般砲丸投 13m27 仲　　徹也 ＢＥＡＳＴ 11m00 南　　千城 ASSA-TC

高校砲丸投 15m26 谷　　健太朗 宇治山田商 15m08 大山　祐史 伊勢工 8m95 川﨑　元太 津

一般円盤投 38m46 加藤　弘将 宇治山田商 30m63 南　　千城 ASSA-TC 30m45 仲　　徹也 ＢＥＡＳＴ

高校円盤投 50m99 小野　真弘 津 48m85 大山　祐史 伊勢工 31m76 山田　訓也 四日市

やり投 57m05 奥田　洋平 ASSA-TC 47m05 小野　真弘 津 44m91 上田　大地 海星
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　　●一般女子

記録 記録 記録

100ｍ 12.82 一村　玲伽 稲生 13.05 古田　桃子 津商 13.23 近藤　知香恵 津商

２００ｍ 25.86 中村　花子 ASSA-TC 25.90 一村　玲伽 稲生 26.68 古田　桃子 津商

４００ｍ 58.98 中村　花子 ASSA-TC 61.41 眞田　詩織 津 64.54 渡辺　知紗 津

８００ｍ 2.31.36 伊藤　亜佐美 津 2.34.52 江上　ゆい 川越 2.38.86 米川　聖子 津商

１５００ｍ 5.21.41 八巻　沙織 暁 5.29.26 藤森　千尋 四日市南 5.30.61 林　　真奈美 津

３０００ｍ 10.02.96 諸岡　里菜 四日市商 10.32.03 加藤　春香 四日市商 10.34.19 院南　有里子 四日市商

100ｍＨ 15.81 佐波　美子 ＢＥＡＳＴ 16.54 別所　明日美 津商 18.07 太田　古都歩 津商

４００ｍＨ 71.56 藤原　優乃 津西 72.07 植松　紀帆 津商 78.53 太田　古都歩 津商

４×１００ｍＲ 50.63 津商 51.28 稲生

1m45 水平　真梨子 ＢＥＡＳＴ 1m40 小林　沙希子 鈴鹿高専

1m40 中川　奈津美 津商

走幅跳 5m03 柏木　美紀 津商 4m99 別所　明日美 津商 4m96 佐波　美子 ＢＥＡＳＴ

三段跳 8m49 丸谷　怜 稲生

砲丸投 10m74 和田　絵里香 津商 10m08 天野　悠理 松阪商 9m13 鈴木　奈津子 津商

円盤投 32m72 粉川　由梨 宇治山田商 31m25 小林　美緒 四日市南 30m82 辻村　梨恵 宇治山田商

やり投 40m48 大野　美華 稲生 38m63 棚瀬　由貴 四日市四郷 37m12 天野　悠理 松阪商

　　●中学男子

記録 記録 記録

11.58 丹羽　弥奈斗 高田 11.70 南川　由信 正和

11.70 伊藤　拓一郎 菰野

２００ｍ 23.69 丹羽　弥奈斗 高田 23.77 櫛田　享佑 白子 23.82 伊藤　拓一郎 菰野

４００ｍ 53.43 林　　雅生 白子 56.15 伊藤　慎 桜 56.49 植村　誉 羽津

８００ｍ 2.19.03 藤田　優太 内部 2.19.32 中村　匠吾 内部 2.21.20 北川　祐也 橋南

１５００ｍ 4.15.48 吉川　雄登 菰野 4.15.68 松本　賢太 橋南 4.25.54 溝口　貴大 中部

３０００ｍ 9.18.89 松本　賢太 橋南 9.33.29 久米　秀和 高田 9.39.70 小林　魁斗 橋南

１１０ｍＨ 17.48 山本　拓弥 高田 18.82 渡辺　健人 桜 20.86 中嶋　良輔 山手

４×１００ｍＲ 47.10 白子 48.06 高田A 48.82 桜

走高跳 1m55 柳　　翔太 白鳥 1ｍ45 小林　瞭太 内部 1ｍ30 中西　健夫 桜

棒高跳 3m70 大井　大石 水口・滋賀 3ｍ50 鵜飼　晃宏 水口・滋賀 2ｍ80 金児　有人 南郊

走幅跳 5m85 石倉　直 菰野 5ｍ82 亀井　優一 楠 5ｍ62 林　　雅生 白子

砲丸投 8ｍ81 森本　拓頌 高田 7ｍ39 谷口　晃基 菰野 7ｍ33 渡辺　隼人 高田

円盤投 24ｍ84 坂本　恭太 一身田 16ｍ48 西村　康平 白子 14ｍ24 樋口　翔平 白子
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　　●中学女子

記録 記録 記録

１００ｍ 13.69 市川　茜 久居 13.76 川村　恵里奈 八風 13.81 浅生　愛弓 西郊

２００ｍ 28.59 浅生　愛弓 西郊 28.60 武富　可南子 久居 28.65 松島　玲佳 南郊

８００ｍ 2.26.02 松島　玲佳 南郊 2.26.33 北野　亜紗実 高田 2.27.92 小林　紗依 高田

２０００ｍ 6.55.11 山中　英里 楠 6.56.28 北野　亜紗実 高田 6.56.57 仲　　遙加 楠

１００ｍＨ 15.45 市川　茜 久居 15.97 神成　理世 久居 16.60 松田　明里 南郊

４×１００ｍＲ 53.83 久居 54.00 南郊 56.48 高田

走高跳 1m45 江尻　英 白鳥 1m35 寺前　由紀 天栄 1m30 水野　菜月 白鳥

走幅跳 4m45 阿部　祥子 西笹川 4m41 鈴木　希望 南郊 4m40 中嶋　美咲 楠

砲丸投 11m27 小野　歩実 久居 9m88 齊藤　志帆 保々 8m96 位田　彩 桜

円盤投 24m20 野中　彩未 南郊 23m08 齊藤　志帆 保々 20m01 小林　愛美 正和

　　●小学校男子

記録 記録 記録

６０ｍ 9.59 赤松　駿 内部陸上少 10.02 須藤　引太郎 四日市陸上クラブ 10.11 クロフォード後藤 朝日陸少

１００ｍ 14.62 木下　尭 川越町陸上少 14.82 多田　康太郎 内部陸上少 15.30 中村　晋也 内部陸上少

１０００ｍ 3.16.97 多田　康太郎 内部陸上少 3.20.06 木下　尭 川越町陸上少 3.20.37 栗本　寛士 内部陸上少

８０ｍＨ 18.77 石田　大貴 三浜複合

４×１００ｍＲ 61.11 内部陸上少 62.66 川越町陸上少 63.10 内部陸上少

走高跳 1ｍ05 中田　将稀 川越町陸上少

走幅跳 3ｍ67 坂　　一真 内部陸上少 3ｍ49 村木　伸伍 内部陸上少 3ｍ48 柳川　龍臣 川越町陸上少

ボール投 46ｍ37 野呂　翔平 内部陸上少 42ｍ45 伊藤　亮太 内部陸上少 41ｍ09 金子　拓衛 三浜複合

　　●小学校女子

記録 記録 記録

６０ｍ 10.45 鈴木　紗弥 四日市陸上クラブ 10.65 寺田　早織 四日市陸上クラブ 10.71 北村　汐音 川越町陸上少

１００ｍ 14.27 金澤　凪 NANKO 14.6 伊藤　友里 NANKO 15.40 山本　佳歩 NANKO

１０００ｍ 3.23.00 森田　梨花子 川越町陸上少 3.31.56 加藤　まい 川越町陸上少 3.35.75 斉藤　英里 川越町陸上少

８０ｍH 22.02 飯田　紗矢 三浜複合

４×１００ｍＲ 60.02 NANKO 64.63 川越町陸上少 66.74 内部陸上少

走高跳 1m05 中村　愛美 川越町陸上少

走幅跳 3m91 山本　佳歩 NANKO 3m63 伊藤　友里 NANKO 3m41 金澤　凪 NANKO

ボール投 29m14 伊藤　さやか 三浜複合 26m17 奥村　奈央 内部陸上少 15m71 吉野　有紀 川越町陸上少

　　●小学校混成

記録 記録 記録

４×１００ｍＲ 64.15 川越町陸上少 69.51 川越町陸上少 72.11 三浜複合
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　　第５２回三泗中学校駅伝競走大会　

平成１８年１１月１０日（金）　　四日市市中央緑地陸上競技場周回コース

　　●男子

☆58.01 59.21 59.38

1.00.07 1.00.14 1.00.31

◇区間賞◇

距離 記録

１区 ３．３６ｋｍ 10.56 岡部　航大 菰野

２区 ２．１１ｋｍ ☆6.40 吉川　雄登 菰野

３区 ３．１６ｋｍ 10.24 片山　貴大 内部

４区 ３．１６ｋｍ 10.53 服部　悠馬 楠

５区 ２．１１ｋｍ ☆7.05 樋口　琢磨 菰野

６区 ３．５７ｋｍ ☆11.29 竹野　涼平 菰野

☆　大会新

　　●女子

42.23 42.49 43.04

43.12 43.25 43.43

◇区間賞◇

距離 記録

１区 ２．９３ｋｍ 10.42 田木　亜梨沙 朝日

6.06 山崎　芽以 菰野

6.06 川村　理沙 川越

３区 ２．１１ｋｍ 7.53 北川　和佳 菰野

４区 ２．１１ｋｍ ☆7.52 江上　さち 菰野

５区 ２．５３ｋｍ 9.12 仲　　遥香 楠

☆　大会新
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　　第２７回四日市長距離選手権大会　

平成１８年１２月９日（土）　　四日市市中央緑地陸上競技場

　　●男子

記録 記録 記録

小学校１０００ｍ 3.21.81 多田　康太郎 内部陸上少 3.23.81 加藤　淳也 楠陸上Jr 3.24.26 竹野　成太郎 楠陸上Jr

中学１年３０００ｍ 9.45.94 久米　秀和 高田 10.02.02 橋本　航平 四日市南 10.19.52 山﨑　悠太 亀山中部

中学３０００ｍ ☆9.03.21 川本　麻人 一志 ☆9.05.68 松本　賢太 橋南 9.19.56 吉川　雄登 菰野

高校３０００ｍ 9.23.54 大田　昌希 津商 9.29.49 細川　翼 四日市南 9.29.52 高井　佑輔 四日市

高校５０００ｍ 15.24.94 舘　　佑樹 四日市工 15.25.96 田中　紀行 稲生 15.29.90 田中　皆人 稲生

一般５０００ｍ 14.21.78 河合　祐介 柳河精機 14.24.33 醍醐　大介 柳河精機 14.36.27 足立　康光 柳河精機

一般５０００ｍＷ 22.49.17 後藤　健宏 津西 22.52.08 曾我部　靖之 県岐商・岐阜 24.40.41 櫻井　勇貴 三重大

☆大会新

　　●女子

記録 記録 記録

小学校１０００ｍ 3.24.80 天野　妃奈子 四日市陸上クラブ 3.26.34 斉藤　真優 保々ＲＣ 3.28.82 鈴木　裕子 四日市陸上クラブ

中学１年３０００ｍ 10.56.55 飯尾　あずみ 一志 10.57.35 落合　美咲 亀山 11.05.64 仲　　遥加 楠

中学３０００ｍ 10.31.48 有松　冴 亀山中部 10.49.11 三田　千文 久居 10.55.03 山中　英里 楠

一般３０００ｍ 10.19.38 諸岡　里菜 四日市商 10.33.06 院南　有里子 四日市商 10.35.19 永田　悠莉 星翔・大阪

一般３０００ｍＷ ☆13.40.78 谷中　美有紀 びわこ成蹊大 ☆14.24.78 宇佐美紗也加 県岐商・岐阜 15.48.38 華岡　みか 星翔・大阪
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