
大会名 大会コード　１6２４０７43

コード２４ 競技場名 競技場コード　２４２０１０
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

由川　晃大(2) 1:59.75 三谷　大河(3) 1:59.79 太田　大晴(1) 2:01.66 西田健一郎 2:02.51 諸岡　将人 2:06.26 木下　琉嘉(3) 2:07.89 野村　大輝(3) 2:09.28 安松　　亮(2) 2:09.41
三重大 海星高 海星高 ULTIMAT 三重陸協 内部中 保々中 四日市西高
上畑　　陸(5) 2:30.72 林　　侑汰(6) 2:36.06 刀根　大和(4) 2:39.30 瀬古　雄大(4) 2:49.66 小西世希翔(4) 2:56.06 塩崎　俊希(4) 3:03.11 齊田　悠希(5) 3:19.45 木村　光風(4) 3:40.14
UAC ﾁｰﾑG松陸 ﾁｰﾑG松陸 ﾁｰﾑG松陸 ﾁｰﾑG松陸 ﾁｰﾑG松陸 Y.W.C Y.W.C
廣瀬　史明(4) 4:06.88 佐藤　榛紀(2) 4:11.91 中田　大貴(M1) 4:12.73 西井　將人(4) 4:13.80 浅井　大登(3) 4:14.09 斎藤　　駿(2) 4:14.74 森　　俊博(2) 4:26.17 樋口　泰虎(2) 4:29.61
南山大 正和中 三重大 皇學館大 祖父江中 三重大 海星高 四日市西高
植村　壮馬(6) 5:19.57
Y.W.C
山田　侑矢 8:46.53 大塚　陸渡(3) 8:49.22 佐伯　陽生(3) 8:49.92 田岡　享真(1) 8:59.36 山中　秀真(3) 9:07.86 中村　　優(3) 9:10.37 中久保遥星(2) 9:11.08 筒井　太賀(3) 9:11.19
三重県庁AC 暁中 Y.W.C 伊賀白鳳高 鼓ヶ浦中 四日市工高 伊賀白鳳高 桑名工高
上村　一真(2) 15:12.10 中田　剛司 15:17.99 松岡　直希 15:22.15 前中　伸悟(3) 15:24.60 磯尾　友規 15:25.31 伊藤　駿介 15:32.92 鯖戸　康太(2) 15:33.19 河合　祐介 15:38.27
皇學館大 三重陸協 三重陸協 伊賀白鳳高 八千代翔友会 三重陸協 伊賀白鳳高 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ
川添　康平 23:14.49 和田　卓也 23:37.88 福田　　俊(2) 23:40.43 宇佐美　柊(1) 29:51.59 佐々　順一 32:15.16
三重陸協 至学館大 桑名西高 桑名西高 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ
佐藤なつみ(2) 2:29.31 岡野　敬加(2) 2:31.09 齋藤　菜月(1) 2:32.69 藤井　紗希(2) 2:34.14 岩間　有咲(2) 2:40.37 市川　紗衣(3) 2:40.55 大屋　　結(2) 2:40.76 大田　菜々(1) 2:41.92
神戸中 内部中 四日市西高 四日市工高 四日市西高 保々中 成徳中 四日市西高
上畑　真由(6) 2:24.12 小濱　亜依(4) 2:57.29 山下佳菜子(4) 3:09.00
UAC ﾁｰﾑG松陸 ﾁｰﾑG松陸
村田　妃優(3) 5:22.10 久保田愛衣(1) 5:26.60 浅野　結衣(2) 5:29.35 村上　彩菜(3) 5:33.78 三井　杏華(2) 5:34.15 若山　風音(1) 5:41.85 野嵜　未来(2) 5:43.92 清水　菜由(1) 5:47.20
嬉野中 鼓ヶ浦中 成徳中 内部中 川越中 四日市西高 四日市西高 千代崎中
加藤　遙夏(4) 6:50.24
Y.W.C
五藤　怜奈(3) 10:19.75 山﨑　そよか(2) 10:36.47 永井　愛留(1) 10:39.05 西　　杏珠(2) 10:40.11 甲斐　礼乃(2) 10:40.22 玉木　さら(1) 10:40.63 伊奈　佑真(4) 10:43.43 加世堂　温(1) 10:44.60
中部学院大 菰野中 済美高 宇治山田商高 神戸中 宇治山田商高 中部学院大 川越中

凡例 

3位 4位 5位 6位

10月1日 一般男子3000m

7位 8位

10月1日 一般男子800m

10月1日 小学男子800m

1位 2位

10月1日 一般女子3000m

10月1日 一般男子5000mW

10月1日 一般女子800m

10月1日 小学女子800m

三重陸上競技協会　

10月1日 一般女子1500m

10月1日 小学女子1500m

10月1日 一般男子1500m

10月1日 小学男子1500m

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

10月1日 一般男子5000m
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