
ト ラ ッ ク 審 判 長 野呂　圭一

ス タ ー ト 審 判 長 野呂　圭一

記 録 主 任 中村早由里

日付 種目

長尾　　翼(6) 2:18.71 武内　渓人(6) 2:28.19 弦嶋　悠太朗(6) 2:29.91 田中　咲太朗(6) 2:30.38 服部　倖大(5) 2:32.74 戸村　　悠聖(6) 2:33.42 福田　誉(5) 2:33.61 渡邉　　結多(6) 2:34.33
朝日陸上少 富田小 ＹウェルネスＣ 内部陸上少 川越陸上少 朝日陸上少 川越陸上少 朝日陸上少
落合　慶樹(1) 2:03.22 前川　侑哉(2) 2:04.63 松浦　広希 2:04.89 西中　大空 2:05.79 石崎　陽斗(2) 2:07.82 中嶋　良輔 2:09.80 生川　将(3) 2:10.11 相馬　央都(1) 2:29.02
四日市工高 名張青峰高 team F.O.R ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 四日市工高 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 鈴鹿高専 三雲中
杉山　陽太 3:54.98 八手幡　大輔 4:10.92 河村　侑 4:16.15 稲垣　瑛心(3) 4:16.19 安藤　和真(J1) 4:22.09 松岡　将誠(J1) 4:28.44 加藤　大地 4:29.79 玉井　悠斗(1) 4:32.28
米鈴AC omg 米鈴AC 千代崎中 ＹウェルネスＣ ＹウェルネスＣ team F.O.R 四日市南中
近藤　啓太 8:25.99 マイナ　サミ 8:40.28 上條　玄太(1) 8:43.71 柴田　憲志 8:46.24 加藤　結羽(3) 8:46.99 谷口　大樹 8:47.43 竹中　泰知 8:48.71 小林　大斗(2) 9:03.13
team F.O.R 三重陸協 四日市工高 三重陸協 三雲中 三重陸協 team F.O.R 四日市南中
別府　健太朗(3) 14:54.52 篠﨑　大地(3) 14:59.08 吉田　陽翔(2) 15:14.91 福田　直瑛(3) 15:17.74 伊藤　諒(3) 15:18.21 ヤマニハ　レオナルド(2) 15:31.87 平田　凛太朗(2) 15:35.19 一色　遼大(3) 15:35.84
四日市工高 四日市工高 四日市工高 鈴鹿高 四日市工高 四日市工高 四日市工高 いなべ総合高
岩田　淳 22:52.43 川添　康平 22:55.88 川合　龍之介(3) 23:31.64 佐々　順一 30:37.72
四日市TFC 三重陸協 津商高 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ
川森　ひなの(5) 2:32.10 細川　陽菜(6) 2:32.34 稲玉　琴葉(6) 2:39.21 吉岡　　里桜(6) 2:40.78 森谷　　梨世(6) 2:44.98 辻　　杏奈(6) 2:45.15 山下　日花里(5) 2:46.10 服部　杏美(5) 2:46.60
ＹウェルネスＣ 川越陸上少 ＹウェルネスＣ 朝日陸上少 朝日陸上少 朝日陸上少 保々ＲＣ 川越陸上少
谷﨑　仁美 2:22.07 森山　光(3) 2:23.38 岩田　春華(1) 2:27.53 渡邉　彩楓(1) 2:42.42 出口　香莉奈(2) 2:49.44 永井　りょう(1) 2:51.02 片山　心寧(J2) 2:52.03 大久保　百華(1) 2:54.13
omg 山手中 鈴鹿高専 海星高 四日市南中 四日市南中 川越陸少ＪＨ 亀山中部中
波多野　心音(1) 4:44.98 研屋　杏虹(J1) 4:52.71 小畑　文乃(3) 4:57.32 田中　萌菜実 5:06.80 前田　絢希 5:12.98 神田　夢佳(J2) 5:15.34 水野　花音(J1) 5:20.76 平　妃葵(J2) 5:23.30
三雲中 川越陸少ＪＨ 四日市農芸高 四日市四郷高 四日市四郷高 ＹウェルネスＣ 川越陸少ＪＨ 川越陸少ＪＨ
水谷　心虹(3) 10:27.39 新開　月渚(2) 10:33.06 伊藤　実桜(2) 10:33.91 髙橋　愛々(J2) 10:42.19 渡邉　亜由(J2) 11:08.13 東　千桜(2) 11:11.42 出岡　美柚(2) 11:12.28 西山　知佐(2) 11:14.97
四日市工高 津商高 桑名高 ＹウェルネスＣ 川越陸少ＪＨ 千代崎中 津商高 四日市高
山吉　絢(1) 19:00.81
四日市高
大平　菜月(2) 30:56.46 松田　萌加(1) 34:44.92 澤野　優依(2) 36:03.71
四日市高 四日市高 名張青峰高

凡例 

第２回三泗地区長距離記録会 【22230725】
四日市市中央陸上競技場 【232020】
2022/10/22 ～ 2022/10/22

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月22日 一般男子800m

10月22日 小学5･6年男子800m

10月22日 一般男子1500m

10月22日 一般男子3000m

10月22日 一般男子5000m

10月22日 一般男子5000mW

10月22日 一般女子800m

10月22日 小学5･6年女子800m

10月22日 一般女子1500m

10月22日 一般女子3000m

10月22日 一般女子5000m

10月22日 一般女子5000mW


