
大会名 大会コード　 １8２３０７２３

１8２３０７０８
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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 中村早由里

日付 種目

菅原　雅晴(1) 13.44(-0.4) 清水 皇誠(1) 13.60(+0.4) 髙島　　響(1) 13.75(+0.4) 三﨑日飛斗(1) 14.00(+0.5) 林　　士恩(1) 14.08(+0.2) 杉山修太郎(1) 14.13(+0.2) 来馬　光希(1) 14.24(+0.2) 前橋　一樹(1) 14.40(-0.1)
楠中 藤原中 霊峰中 大安中 富田中 光風中 楠中 陽和中
下岡　隼也(3) 11.44(+0.7) 松岡　大夢(2) 11.52(+0.7) 大野　雅生(3) 11.54(+0.7) 山本　拓実(3) 11.57(+0.7) 清田　偉斗(3) 11.65(+0.7) 小林　亮太(3) 11.87(+1.4) 谷田部智貴(3) 11.89(+0.7) 東田　大聖(3) 11.96(+0.7)
山手中 緑ヶ丘中 港中 菰野中 陽和中 楠中 陵成中 多度中
大野　雅生(3) 23.43(+1.6) 石川　　陸(3) 23.52(+1.6) 下岡　隼也(3) 23.54(+1.6) 松岡　大夢(2) 23.92(+1.9) 榊原　駿太(3) 23.99(+1.6) 東田　大聖(3) 24.13(+1.6) 黒栁　日向(3) 24.48(+3.2) 谷田部智貴(3) 24.51(+1.6)
港中 陵成中 山手中 緑ヶ丘中 朝日中 多度中 陵成中 陵成中
大江　優月(3) 52.98 清田　偉斗(3) 55.24 稲垣　郁哉(3) 55.94 中村　秋火(3) 56.04 古川　　昇(3) 56.83 尾﨑　惠太(3) 56.88 服部　康樹(3) 57.84 松田　瑞樹(3) 58.39
陵成中 陽和中 朝日中 菰野中 平田野中 皇學館中 朝日中 正和中
三輪凌太郎(3) 2:10.67 加世堂　懸(2) 2:11.34 田畑　音藍(3) 2:11.40 坂本　滉斗(3) 2:11.51 西川　勇誠(3) 2:13.32 溝口　銀二(2) 2:14.80 長谷川峻大(3) 2:15.00 田中　靖晃(3) 2:16.32
陵成中 川越中 菰野中 ＹウェルネスＣ 緑ヶ丘中 菰野中 楠中 楠中
加藤　大暉(1) 5:00.59 山口　陽士(1) 5:04.21 伊藤　翔大(1) 5:06.07 小川　　心(1) 5:11.84 松尾　航大(1) 5:21.57 阿部　泰樹(1) 5:25.91 岡田　麟斗(1) 5:26.25 中川　千秋(1) 5:26.72
暁中 楠中 塩浜中 大安中 塩浜中 平田野中 PBASE 平田野中
三輪凌太郎(3) 4:22.83 坂本　滉斗(3) 4:24.60 横山　雄也(3) 4:26.61 雨澤　優太(2) 4:26.69 西川　勇誠(3) 4:28.33 渡邉　羽留(3) 4:29.60 松田　紘宜(2) 4:32.18 伊藤　友大(3) 4:34.93
陵成中 ＹウェルネスＣ 四日市南中 ＹウェルネスＣ 緑ヶ丘中 川越中 川越中 塩浜中
藤田　晃輝(3) 15.18(-0.3) 榊原　駿太(3) 15.32(-0.3) 川添　蒼慎(3) 16.19(-0.3) 森　　一真(2) 18.17(-0.3) 長田　怜士(2) 18.78(+0.8) 三林　航大(3) 18.90(-0.3) 水谷　壮希(3) 19.48(-0.3) 大川　蒼司(3) 20.56(+0.8)
皇學館中 朝日中 緑ヶ丘中 アスリートY アスリートY 陵成中 明正中 陵成中
陵成中 47.01 多気中－A 48.36 山手中 48.41 楠中 48.41 正和中－A 49.47 暁中 50.10 正和中－B 50.33 陽和中－A 50.75
大和　　宰(3) 中野　翔琉(3) 伊坂　　蓮(3) 新井　航平(3) 鈴木凜太朗(3) 清水　栄汰(3) 藤澤　祥悟(2) 清田　偉斗(3)
石川　　陸(3) 山岡　遥人(3) 中溝　裕貴(2) 小林　亮太(3) 松田　瑞樹(3) 松田良玖斗(3) 大畑　竣也(2) 青井　悠眞(3)
谷田部智貴(3) 橋爪　蒼葉(3) 須藤　　陸(3) 長谷川真大(3) 竹内　　悠(3) 濱田　大輔(3) 江上　貴紀(2) 清水　勇登(3)
大江　優月(3) 筒井　優太(3) 下岡　隼也(3) 野村　侑永(3) 井出　祐矢(3) 鈴木　啓之(3) 矢野恭太郎(2) 田崎　智大(3)
筒井　優太(3) 3m80 橋爪　蒼葉(3) 3m60 大東　伊澄(2) 2m60 近藤　晴矢(3) 2m60 石上　友翔(2) 2m40 田崎　智大(3) 2m30 池上　　遥(2) 2m10
多気中 多気中 多気中 明正中 多気中 陽和中 多気中
黒栁　日向(3) 5m55(+0.2) 山岡　遥人(3) 5m18(+1.0) 長谷川真大(3) 5m13(+0.6) 中野　翔琉(3) 5m12(+1.0) 小林　亮太(3) 5m11(-1.0) 新井　航平(3) 5m03(+0.5) 吉澤　伸彦(3) 5m01(+0.3) 福嶋　丈人(3) 4m95(+1.7)
陵成中 多気中 楠中 多気中 楠中 楠中 朝日中 久保中
山岡　遥人(3) 11m35(+1.6) 澤村　輝志(3) 10m94(+1.4) 中野　翔琉(3) 10m93(+0.4) 福嶋　丈人(3) 10m40(+1.3) 倉下　義也(3) 9m74(+1.5) 宮原　佑輔(3) 9m49(+1.6)
多気中 久保中 多気中 久保中 柘植中 久保中
萩原　碧海(3) 10m83 望月　将史(3) 10m46 加藤　怜我(3) 9m41 森本貫多良(3) 9m12 服部　　廉(3) 7m91 川井　裕太(3) 7m33 中嶋　友聡(3) 7m00 藤澤　祥悟(2) 6m99
アスリートY 朝日中 明正中 久保中 朝日中 正和中 楠中 正和中
城山　睦珠(1) 13.80(+0.1) 平野　里歩(1) 13.95(+0.1) 斉藤瀬莉奈(1) 14.52(+0.1) 石田　　怜(1) 14.54(0.0) 村田　茉音(1) 14.83(+0.1) 黒田　侑花(1) 14.86(+0.1) 村田　実音(1) 15.11(+0.1) 渡辺悠莉香(1) 15.13(+1.8)
霊峰中 多度中 東員第一中 多気中 久保中 東員第一中 久保中 富田中
前田　紗希(2) 12.94(+2.0) 藤本　彩那(3) 12.99(+2.0) 神谷　桜子(3) 13.00(+2.0) 植村　美咲(3) 13.01(+2.0) 若林　芽愛(3) 13.18(+1.9) 浅井　那未(3) 13.20(+2.0) 伊藤　優希(3) 13.25(+1.9) 粟飯原早希(2) 13.27(+2.0)
陵成中 多気中 正和中 平田野中 菰野中 陽和中 富田中 八風中
前田　紗希(2) 26.34(+1.8) 浅井　那未(3) 26.96(+1.8) 植村　美咲(3) 26.97(+1.8) 粟飯原早希(2) 27.56(+1.8) 神谷　桜子(3) 27.58(+1.8) 川　ひま里(3) 27.90(+1.8) 水越　心愛(3) 28.23(+1.8) 伊藤　優希(3) 28.32(+1.8)
陵成中 陽和中 平田野中 八風中 正和中 PBASE 正和中 富田中
高橋　未空(1) 2:31.36 平野　里歩(1) 2:37.68 伊藤　実桜(1) 2:57.34 鈴木　華花(1) 2:59.49 平尾　香乃(1) 3:00.01 平畑　凜和(1) 3:04.87 津田　夏実(1) 3:09.05 伊藤向日葵(1) 3:35.68
平田野中 多度中 大安中 平田野中 多気中 平田野中 平田野中 大安中
森田日世莉(3) 2:23.08 渡邉　心音(2) 2:26.49 平野　生歩(3) 2:31.25 近藤　瑞季(2) 2:31.60 桜木　萌笑(2) 2:34.84 髙山　能愛(2) 2:35.32 小畑　文乃(2) 2:35.83 渡邉　　耀(2) 2:36.98
正和中 陵成中 多度中 菰野中 菰野中 多気中 川越中 川越中
田辺　結菜(2) 5:00.64 渡邉　心音(2) 5:02.18 平野　生歩(3) 5:08.25 小畑　文乃(2) 5:09.06 高橋　穂香(3) 5:10.55 山内　柚依(2) 5:11.46 渡邉　　耀(2) 5:12.08 賀川　想菜(2) 5:15.92
ＹウェルネスＣ 陵成中 多度中 川越中 菰野中 菰野中 川越中 多気中
若林　芽愛(3) 15.58(+1.1) 村岡　紗千(3) 16.00(+0.8) 林　　夢花(3) 16.15(+1.1) 平岡　夢萌(1) 16.66(+0.8) 小林　花音(3) 16.77(+1.1) 佐藤菜々美(3) 16.80(+1.1) 黒田　美咲(3) 17.07(+1.1) 大久保寧々(3) 17.20(+1.1)
菰野中 アスリートY 正和中 アスリートY 朝日中 正和中 正和中 多気中
正和中－A 53.68 陽和中－A 53.86 富田中－A 54.28 朝日中 54.74 多気中－A 55.03 正和中－B 55.20 PBASE 55.38 ＹウェルネスＣ 55.55
林　　夢花(3) 菅原　莉彩(2) 伊藤　優希(3) 山中萌百花(2) 川合　小想(3) 佐藤菜々美(3) 豊味　真和(3) 中村　里菜(2)
水越　心愛(3) 佐藤　美幸(3) 佐久間楓子(1) 齋藤　由依(2) 藤本　彩那(3) 西脇　小雪(2) 川　ひま里(3) 上野　叶夢(1)
伊藤　舞香(3) 水谷　　月(3) 山田　莉子(3) 古関菜々穂(2) 岡崎木々音(2) 八木　　萌(3) 町浦　　聖(3) 西　　理那(2)
神谷　桜子(3) 浅井　那未(3) 古川　智未(2) 木下　萌翔(2) 大久保寧々(3) 黒田　美咲(3) 岩井穂乃花(3) 山本　夢來(2)
村岡　紗千(3) 5m16(+1.4) 中村　里菜(2) 4m59(+2.0) 松本　阿実(3) 4m41(+1.7) 太田音々香(2) 4m36(+1.9) 清水　七帆(3) 4m34(+2.0) 川村　徳実(2) 4m30(+1.0) 西　　理那(2) 4m30(+1.1) 北川　芽依(2) 4m29(+1.7)
アスリートY ＹウェルネスＣ 多度中 朝日中 楠中 富田中 ＹウェルネスＣ 大安中
川合　小想(3) 10m74 津田　寧子(3) 9m80 坂山　　成(1) 9m66 水谷　唯花(3) 9m38 山川　美南(3) 8m71 増田　優萌(2) 8m47 古川　陽葵(2) 8m44 山内　七海(3) 8m03
多気中 久居中 多気中 光風中 保々中 緑ヶ丘中 大安中 明正中
陽和中 1:00.01 光風中 1:00.38
星野ちひろ(2) 伊藤　　詩(2)
安田　ゆめ(1) 阿部由来々(1)
増本　心空(1) 田中　万琳(1)
潘　　紗奈(2) 堀田　舞祐(2)

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり

5月13日 中学男子走幅跳

5月13日 中学男子砲丸投(5.0kg)

5月13日 中学男子100m

5月13日 中学男子200m

5月13日 中学男子400m

5月13日 中学男子1500m

5月13日
中学男子

110mYH(0.914m)

5月13日 中学男子4×100mR

5月13日 中学女子200m

5月13日 中学女子1500m

5月13日 中学1年男子100m

5月13日 中学1年男子1500m

5月13日 中学男子棒高跳

5月13日 中学男子800m

5月13日 中学女子800m

5月13日 中学男子三段跳

5月13日 低学年女子4×100mR

5月13日 中学女子砲丸投(2.721kg)

5月13日 中学1年女子100m

5月13日 中学1年女子800m

5月13日 中学女子100mH

5月13日 中学女子4×100mR

5月13日 中学女子走幅跳

5月13日 中学女子100m

6位 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位

決　勝　一　覧　表

三重陸上競技協会　

平成30年5月13日(日) 第３４回全国小学生陸上競技交流大会三泗予選会

　兼　第２回三泗地区記録会
主催団体名

期　日

陸協名

四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場三泗陸上競技協会


