
平成29年10月20日（金） 大会名 大会コード　１7233707

コード２４ 競技場名 競技場コード　２３２０１０ ト ラ ッ ク 審 判 長 後藤　二三夫

中学校体育連盟三泗支部 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 加藤　　俊哉

日付 種目

今村　則斗(1) 12.63 水谷　伊吹(1) 13.04 古川　　直(1) 13.05 中溝　裕貴(1) 13.19 山下　哲誠(1) 13.23 太田　伊織(1) 13.38 打田　快生(1) 13.39 長田　怜士(1) 13.70
西陵中 菰野中 四日市南中 山手中 川越中 四日市南中 菰野中 三滝中
西　　功暉(2) 11.75 下岡　隼也(2) 11.80 山口　凌央(2) 12.02 山本　拓実(2) 12.16 中瀬　陽斗(2) 12.44 佐伯　拓海(2) 12.62 桂山　　剛(2) 12.64 野村　侑永(2) 12.66
内部中 山手中 菰野中 菰野中 菰野中 内部中 八風中 楠中
西　　功暉(2) 23.76 下岡　隼也(2) 24.26 川村　隆成(2) 24.52 山口　凌央(2) 24.85 舘　　琉生(2) 24.93 堀田　滉生(2) 25.11 中瀬　陽斗(2) 25.92 釋迦堂友也(2) 26.28
内部中 山手中 常磐中 菰野中 川越中 内部中 菰野中 朝日中
中村　秋火(2) 55.07 川村　隆成(2) 55.49 堀田　滉生(2) 58.19 水谷　建心(2) 59.40 長谷川峻大(2) 59.78 川高慎之輔(2) 59.92 橋本　太一(2) 1:00.29 中井慎太朗(2) 1:01.09
菰野中 常磐中 内部中 朝日中 楠中 菰野中 内部中 四日市南中
前田　ゆう作(2) 2:11.37 金森　湧大(2) 2:14.27 横山　雄也(2) 2:14.30 川高慎之輔(2) 2:18.24 上根　大翔(2) 2:18.98 長谷川峻大(2) 2:19.20 瀬古　大介(2) 2:19.31 濱田　大輔(2) 2:19.68
菰野中 内部中 四日市南中 菰野中 川越中 楠中 朝日中 暁中
伊藤　　諒(1) 4:35.83 植村　壮馬(1) 4:37.83 辻　　一帆(1) 4:47.36 木村　　翼(1) 4:48.06 鈴木　颯太(1) 4:49.38 溝口　銀二(1) 4:49.48 中谷　拓海(1) 4:53.76 戸谷　蓮樹(1) 4:57.82
内部中 羽津中 菰野中 菰野中 大池中 菰野中 川越中 四日市南中
加世堂　懸(1) 9:40.05 横山　雄也(2) 9:43.32 雨澤　優太(1) 9:43.47 伊藤　友大(2) 9:44.00 田畑　音藍(2) 9:44.03 清水　楓真(2) 9:47.52 金森　湧大(2) 9:47.93 前田　ゆう作(2) 9:51.69
川越中 四日市南中 西朝明中 塩浜中 菰野中 菰野中 内部中 菰野中
榊原　駿太(2) 15.56 伊坂　　蓮(2) 19.77 長谷川真大(2) 20.02 鈴木健太郎(2) 20.17 山本　浩貴(2) 21.38 打田　快生(1) 23.53 森　　一真(1) 27.03
朝日中 GR 山手中 楠中 山手中 菰野中 菰野中 塩浜中
菰野中 47.44 内部中 48.03 朝日中 49.15 山手中 49.21 常磐中 49.59 楠中 49.76 四日市南中 49.96 保々中 50.02
山本　拓実(2) 橋本　太一(2) 岩田　愛翔(2) 伊坂　　蓮(2) 冨永　隆汰(2) 新井　航平(2) 中井慎太朗(2) 大塚　斗偉(2)
中瀬　陽斗(2) 堀田　滉生(2) 榊原　駿太(2) 下岡　隼也(2) 川村　隆成(2) 長谷川峻大(2) 萩　　貴哉(2) 齋藤　伶也(2)
中村　秋火(2) 西　　功暉(2) 釋迦堂友也(2) 原岡　一郎(2) 石野　竜彗(2) 長谷川真大(2) 吉山　幸汰(2) 山野　裕大(1)
山口　凌央(2) 佐伯　拓海(2) 吉澤　伸彦(2) 銘苅　祥一(2) 山本　柊慈(2) 野村　侑永(2) 堀江　伶哉(2) 山川　響大(2)
四日市南中 51.78 菰野中 51.97 山手中 52.88 内部中 53.97 常磐中 54.60 塩浜中 55.68 朝日中 56.74 八風中 57.14
小林　赳翔(1) 久保寺祐斗(1) 伊藤　空吾(1) 久保　夏稀(1) 稲垣　　翔(1) 城戸　晴喜(1) 森下　開登(1) 伊藤　匡佑(1)
古川　　直(1) 水谷　伊吹(1) 中溝　裕貴(1) 植田　有澄(1) 伊達　風斗(1) 奥山　奏佑(1) 伊藤　万葉(1) 西岡　　楓(1)
戸谷　蓮樹(1) 山田　泰聖(1) 金丸　優希(1) 服部　哉音(1) 石塚　大成(1) 青木　春馬(1) 橋本　　蓮(1) 森　　優太(1)
太田　伊織(1) 打田　快生(1) 駒田　眞士(1) 稲垣　敬太(1) 鈴木　成夢(1) 森　　一真(1) 小田原聖弥(1) 増田　　虹(1)
吉澤　伸彦(2) 1m53 銘苅　祥一(2) 1m50 小崎　敬太(2) 1m40 蜂須賀瑞貴(2) 1m40 山川　丈斗(2) 1m35 西岡　　楓(1) 1m35 伊藤　匡佑(1) 1m35 中嶋　泰佑(2) 1m30
朝日中 山手中 菰野中 保々中 保々中 八風中 八風中 楠中
榊原　駿太(2) 5m75(+0.1) 舘　　琉生(2) 5m58(-0.3) 山本　拓実(2) 5m42(+0.8) 石野　竜彗(2) 5m13(-0.2) 吉澤　伸彦(2) 5m01(+0.3) 長谷川真大(2) 4m97(+0.5) 銘苅　祥一(2) 4m96(+0.7) 角谷　友弥(2) 4m79(-0.4)
朝日中 川越中 菰野中 常磐中 朝日中 楠中 山手中 常磐中
長田　怜士(1) 4m82(+0.7) 古川　　直(1) 4m74(+1.0) 伊藤　空吾(1) 4m62(+0.7) 森井　　耀(1) 4m46(+0.8) 伊藤　匡佑(1) 4m46(+1.1) 城戸　晴喜(1) 4m23(+0.7) 水谷　伊吹(1) 4m23(+0.8) 河原崎湧太(1) 4m07(+0.9)
三滝中 四日市南中 山手中 富田中 八風中 塩浜中 菰野中 楠中
望月　将史(2) 9m45 萩原　碧海(2) 8m50 藤田　大翔(2) 8m24 服部　　廉(2) 8m04 中嶋　友聡(2) 7m66 金丸　優希(1) 6m88 相馬　大樹(2) 6m79 若島　　颯(2) 6m72
朝日中 羽津中 常磐中 朝日中 楠中 山手中 菰野中 四日市南中
萩原　碧海(2) 26m80 望月　将史(2) 24m57 相馬　大樹(2) 23m75 服部　　廉(2) 23m01 山川　響大(2) 22m76 中嶋　友聡(2) 22m49 吉田　奏大(2) 19m74 桂山　　剛(2) 19m07
羽津中 朝日中 菰野中 朝日中 保々中 楠中 楠中 八風中

対抗得点 男子総合 菰野中 70点 朝日中 44点 山手中 38点 内部中 37点 四日市南中 25点 常磐中 20点 川越中 17点 羽津中 16点

5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

10月20日 男子円盤投(1.5kg)

10月20日 男子走幅跳

10月20日 1年男子走幅跳

10月20日 男子砲丸投(5.0kg)

10月20日 男子4×100mR

10月20日 1年男子4X100mR

10月20日 男子走高跳

10月20日 男子800m

10月20日 1年男子1500m

10月20日 男子3000m

10月20日
男子110mYH(0.914m)�

風：-1.0

10月20日
1年男子100m�

風：-0.1

10月20日
男子200m�
風：-0.3

10月20日 男子400m

10月20日
男子100m�
風：-0.1

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

決　勝　一　覧　表

期　日 第 ７ ０ 回 三 泗 地 区 陸 上 競 技 新 人 大 会

陸協名 三重陸上競技協会　



平成29年10月20日（金） 大会名 大会コード　１7233707

コード２４ 競技場名 競技場コード　２３２０１０ ト ラ ッ ク 審 判 長 後藤　二三夫

中学校体育連盟三泗支部 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 加藤　　俊哉

日付 種目 5位 6位 7位 8位1位 2位 3位 4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

決　勝　一　覧　表

期　日 第 ７ ０ 回 三 泗 地 区 陸 上 競 技 新 人 大 会

陸協名 三重陸上競技協会　

小池　亜凛(2) 13.20 吉岡　朱莉(2) 13.37 龍田　　彩(2) 13.40 松崎日菜子(2) 13.61 伊藤　優希(2) 13.73 伊波ひかり(2) 14.19 長田　彩愛(2) 14.25 矢野　瑠彗(2) 14.26
常磐中 八風中 暁中 朝日中 富田中 常磐中 菰野中 山手中
太田　風花(1) 13.34 粟飯原早希(1) 13.48 清水　寧々(1) 13.49 石川陽那菜(1) 13.63 栁川　真心(1) 13.97 古川　智未(1) 14.08 木下　萌翔(1) 14.11 山本　夢來(1) 14.14
富田中 八風中 八風中 三滝中 川越中 富田中 朝日中 羽津中
吉岡　朱莉(2) 27.95 若林　芽愛(2) 28.05 太田　風花(1) 28.12 龍田　　彩(2) 28.17 松崎日菜子(2) 28.71 山本　夢來(1) 29.46 栁川　真心(1) 30.02 松崎　来奈(2) 30.47
八風中 菰野中 富田中 暁中 朝日中 羽津中 川越中 朝日中
加世堂　温(2) 2:29.82 高橋　穂香(2) 2:32.26 宮原　之佳(1) 2:38.97 藤井　遥菜(2) 2:40.26 上村　香乃(2) 2:41.76 山元　結雅(2) 2:42.35 稲垣由希奈(2) 2:45.25 川村　咲稀(2) 2:45.58
川越中 菰野中 四日市港中 菰野中 楠中 朝日中 八風中 常磐中
桜木　萌笑(1) 2:33.33 小畑　文乃(1) 2:33.55 渡邉　　耀(1) 2:35.87 水谷　心虹(1) 2:37.73 近藤しずく(1) 2:37.85 近藤　瑞季(1) 2:37.87 早川　　優(1) 2:37.98 櫻井　美来(1) 2:45.65
菰野中 川越中 川越中 菰野中 四日市南中 菰野中 四日市南中 富田中
加世堂　温(2) 6:50.63 小畑　文乃(1) 6:57.30 高橋　穂香(2) 7:01.55 山内　柚依(1) 7:04.90 渡邉　　耀(1) 7:05.90 中川　冬萌(2) 7:07.53 後藤　那智(2) 7:08.85 田邊　結菜(1) 7:16.08
川越中 川越中 菰野中 菰野中 川越中 山手中 桜中 大池中
若林　芽愛(2) 16.19 清水　寧々(1) 16.65 樋口　愛琉(1) 17.83 小林　花音(2) 18.08 松屋　朋夏(1) 19.06 長田　彩愛(2) 19.26 堤　　梨乃(2) 19.74 森田　一花(2) 20.28
菰野中 八風中 朝日中 朝日中 常磐中 菰野中 山手中 四日市南中
常磐中 54.64 朝日中 55.18 菰野中 55.30 富田中 56.57 四日市南中 56.69 八風中 56.71 山手中 56.96 保々中 57.27
北川　青空(2) 松崎　来奈(2) 長田　彩愛(2) 一蝶　美月(2) 牛江　莉子(2) 内田　佳乃(2) 矢野　瑠彗(2) 市川　莉菜(2)
小池　亜凛(2) 小林　花音(2) 若林　芽愛(2) 山田　莉子(2) 村西　茜音(2) 吉岡　朱莉(2) 篠原　佑芽(2) 相馬　優芽(2)
佐伯　楽菜(2) 古橋　美佑(2) 高橋　穂香(2) 知念　春来(2) 十市ひなの(1) 稲垣由希奈(2) 堤　　梨乃(2) 加藤　杏菜(2)
伊波ひかり(2) 松崎日菜子(2) 藤井　遥菜(2) 伊藤　優希(2) 森田　一花(2) 陣内　美滉(2) 中川　冬萌(2) 山川　美南(2)
八風中 54.75 菰野中 55.54 朝日中 55.88 富田中 56.13 四日市南中 57.15 常磐中 57.79 山手中 58.34 内部中 59.20
境　　文音(1) 宇治田　くるみ(1) 齋藤　由依(1) 櫻井　美来(1) 八鳥　　心(1) 中村　美音(1) 永井柚里奈(1) 渡邉　京夏(1)
清水　寧々(1) 水谷　心虹(1) 木下　萌翔(1) 太田　風花(1) 近藤しずく(1) 松屋　朋夏(1) 橋本　　実(1) 渡部　愛夏(1)
粟飯原早希(1) 山中　琴葉(1) 古関菜々穂(1) 古川　智未(1) 米倉　七菜(1) 西　　理那(1) 渡邉ゆりん(1) 河合　七星(1)
池田　真結(1) 浅井　茉桜(1) 兵頭こころ(1) 川村　徳実(1) 南部　雪奈(1) 松田奈生子(1) 和田ひかり(1) 山田　舞依(1)
渡邉ゆりん(1) 1m30 山田　莉子(2) 1m25 金津　美咲(1) 1m20 坂　　柚奈(2) 1m20 加藤　美春(2) 1m20 中島　　萌(1) 1m15
山手中 富田中 菰野中 楠中 菰野中 山手中

佐伯　楽菜(2) 1m25 境　　文音(1) 1m15
常磐中 八風中

村岡　紗千(2) 4m90(+1.3) 小池　亜凛(2) 4m59(-0.8) 相馬　優芽(2) 4m33(+0.6) 堤　　梨乃(2) 4m33(-0.6) 清水　七帆(2) 4m24(+0.5) 陣内　美滉(2) 4m19(+0.3) 中川　冬萌(2) 4m06(-0.1) 加藤　杏菜(2) 3m94(+0.7)
羽津中 常磐中 保々中 山手中 楠中 八風中 山手中 保々中
樋口　愛琉(1) 4m46(-1.0) 永井柚里奈(1) 4m45(-0.1) 太田音々香(1) 4m29(-0.1) 川村　徳実(1) 4m18(-0.4) 水谷　玲瑛(1) 4m13(-1.0) 西　　理那(1) 4m07(-0.2) 橋本　　実(1) 3m96(-0.3) 市川　みこ(1) 3m75(-0.3)
朝日中 山手中 朝日中 富田中 暁中 常磐中 山手中 保々中
篠原　佑芽(2) 9m33 山川　美南(2) 8m78 野﨑　夏生(1) 7m61 亀田　幸乃(1) 7m37 佐藤　姫那(1) 7m29 宇治田　くるみ(1) 7m05 吉本　　遥(1) 6m99 村上　美月(1) 6m62
山手中 保々中 菰野中 楠中 山手中 菰野中 八風中 八風中
浅井　茉桜(1) 19m82 吉本　　遥(1) 16m39 亀田　幸乃(1) 16m38 野呂　実伶(1) 15m89 永井　愛海(1) 15m44 木中　梨七(2) 14m61 川村　有美(1) 14m02 坂本　美咲(2) 12m94
菰野中 八風中 楠中 八風中 山手中 内部中 菰野中 内部中

対抗得点 女子総合 菰野中 61点 八風中 41点 朝日中 32点 川越中 30点 常磐中 26.5点 富田中 26.5点 山手中 25点 楠中 13点
対抗得点 男女総合 菰野中 138点 朝日中 75点 山手中 68点 常磐中 46.5点 八風中 44点 川越中 41点 内部中 38点 四日市南中 31点

凡例  GR:大会記録

大塚　斗偉(2) 12.37 増元　智己(2) 12.60 山中　　樹(2) 12.88 中井慎太朗(2) 12.97 吉山　幸汰(2) 13.08 北村　宏樹(2) 13.23 久保寺祐斗(1) 13.40 森嶋　奏斗(2) 13.49
保々中 朝日中 四日市南中 四日市南中 四日市南中 朝日中 菰野中 朝日中
坂本　滉斗(2) 4:34.67 濱田　　諒(1) 4:47.97 昭本　大貴(2) 4:49.81 萩本　亮太(2) 4:55.09 草深　奏太(2) 4:55.54 駒田　　樹(1) 5:00.46 横山　偉士(2) 5:02.21 伊藤　颯登(2) 5:03.34
羽津中 四日市南中 暁中 朝日中 朝日中 川越中 塩浜中 内部中
山中萌百花(1) 14.58 兵頭こころ(1) 14.67 稲山　天音(2) 14.73 八鳥　　心(1) 15.07 南山　瑠杏(1) 15.17 平野　真生(1) 15.19 川村　徳実(1) 15.23 森本　果怜(1) 15.30
朝日中 朝日中 朝日中 四日市南中 内部中 富田中 富田中 富田中
川﨑　菜奈(1) 2:46.33 石川　萌葉(1) 2:49.80 松原　風花(1) 2:58.43 平野　愛果(1) 3:05.91 酒向　　萌(1) 3:07.96
菰野中 菰野中 菰野中 山手中 山手中

10月20日
男子B-100m�

風：-0.1

10月20日 女子円盤投(1.0kg)

10月20日 女子走幅跳

10月20日 1年女子走幅跳

10月20日 女子砲丸投(2.721kg)

10月20日 女子4×100mR

10月20日 1年女子4X100mR

10月20日 女子走高跳

10月20日 女子800m

10月20日 女子B-800m

10月20日 1年女子800m

10月20日 女子2000m

10月20日
女子100mH�

風：-0.1

10月20日
女子100m�
風：+0.1

10月20日
女子B-100m�

風：+0.7

10月20日
1年女子100m�

風：-0.2

10月20日
女子200m�
風：-0.3

10月20日 男子B-1500m



第７０回三泗地区陸上競技新人大会学校対抗選手権大会 【17233707】 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 2017/10/20 16:06
2017/10/20 ～ 2017/10/20

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 10月20日 大会記録 男 中学 110mYH(0.914m) 決　勝 1 1 15.56 -1.0m/s 榊原　駿太(2) 朝日中(三重)


