
日付 種目
山路康太郎(3) 11.74 上野　広晃(3) 11.78 高橋　隆晟(3) 11.90
四日市南中 内部中 内部中
山路康太郎(3) 23.06 増田　伊吹(3) 23.77 伊藤　拓哉(3) 24.02
四日市南中 山手中 菰野中
増田　伊吹(3) 53.99 姫野　壮太(3) 55.75 今村　透河(3) 55.92
山手中 桜中 塩浜中
大塚　陸渡(2) 2:03.87 湯淺　幹也(3) 2:04.36 名村　迅人(3) 2:07.08
暁中 四日市南中 四日市南中
大塚　陸渡(2) 9:22.29 池内　啓悟(3) 9:33.61 後藤　大輝(3) 9:38.94
暁中 桜中 川越中
上野　広晃(3) 16.78 島林　拓生(2) 18.57 樋口　　颯(3) 19.30
内部中 菰野中 八風中
八風中・三重 48.71 菰野中・三重 49.77 楠中・三重 50.02
呉羽　嵩之(2) 宇治田圭佑(2) 矢田　　尊(2)
種村　祐真(1) 伊藤　　渉(1) 今村　俊章(1)
藤田勘太郎(1) 平瀬　　凜(1) 森下　陽斗(1)
黒田　　颯(2) 島林　拓生(2) 長谷川新悟(2)
四日市南中・三重 1:37.14 菰野中・三重 1:37.27 内部中・三重 1:37.81
大倉　優輝(3) 石田　　壮(3) 藤田　　成(3)
堀田　良平(3) 伊藤　　陸(3) 坂本　和輝(3)
谷﨑憲太朗(3) 岡本　碧海(3) 高橋　隆晟(3)
山路康太郎(3) 伊藤　拓哉(3) 上野　広晃(3)
石垣　朋暉(3) 1m60 藤田　知和(2) 1m55
桜中 常磐中

土屋　翔大(2) 1m55
常磐中

伊藤　　陸(3) 6m07(+1.0) 齋木　久凜(3) 6m03(+0.5) 待鳥　康平(3) 5m84(+1.0)
菰野中 常磐中 四日市南中
伊藤　　陸(3) 12m15(-3.0) 待鳥　康平(3) 11m73(-1.0) 伊藤　大智(3) 10m87(-2.0)
菰野中 四日市南中 山手中
草塩　莉玖(3) 9m11 長谷　直人(2) 8m98 犬飼　一貴(2) 8m59
塩浜中 常磐中 八風中
片桐　拓海(3) 24m98 毛知　杏介(3) 24m45 犬飼　一貴(2) 24m40
常磐中 八風中 八風中

澤田　凪咲(3) 13.25 石原　菜月(2) 13.30 松田　　藍(3) 13.63
八風中 内部中 八風中
澤田　凪咲(3) 26.56 石原　菜月(2) 27.41 川村　海月(2) 27.87
八風中 内部中 菰野中
北村　　有(3) 2:20.51 野﨑　桜子(3) 2:22.14 山﨑そよか(1) 2:22.83
暁中 菰野中 菰野中
北村　　有(3) 6:31.86 野﨑　桜子(3) 6:51.37 山﨑そよか(1) 6:55.79
暁中 GR 菰野中 菰野中
松田　　藍(3) 14.90 松本　莉奈(3) 16.56 柴原　茜音(3) 17.09
八風中 常磐中 山手中
八風中・三重 52.43 朝日中・三重 53.96 四日市南中・三重 54.04
羽根のどか(2) 柵木　仁美(2) 髙川　静香(3)
松田　　藍(3) 川淵　春陽(2) 中村　未希(3)
澤田　凪咲(3) 石井　莉奈(2) 松尾　佑南(3)
吉岡　雛乃(2) 番場　詩月(2) 松﨑　玲奈(3)
八風中・三重 56.94 菰野中・三重 57.20 内部中・三重 57.94
打田　唯緒(2) 余吾　南美(2) 須藤　理沙(2)
谷口きらら(1) 松岡　美里(1) 山田　結梨(1)
藤本　　直(1) 岡本　柚香(1) 宇坂　美咲(1)
高橋　雪月(2) 伊藤　花宝(2) 森島　暖乃(2)
濱田　晴夏(3) 1m50 山下　海月(3) 1m44 日下　詩織(3) 1m41
菰野中 塩浜中 山手中

伊藤　花宝(2) 4m97(+2.5) 塩竹　美友(3) 4m78(+3.0) 山下　海月(3) 4m75(+1.5)
菰野中 公認4m86(-2.0) 内部中 公認4m73(+2.0) 塩浜中
市川　彩花(3) 10m66 服部　智夏(3) 9m16 増田　千聖(3) 8m00
常磐中 山手中 桜中
坂　　朋香(2) 23m56 松永　莉穂(2) 21m90 服部　智夏(3) 21m51
菰野中 山手中 山手中

男子総合 菰野中 50点 四日市南中 40点 八風中 28点
女子総合 菰野中 56点 八風中 36点 山手中 30.5点
男女総合 菰野中 106点 八風中 64点 山手中 54.5点

8月25日
男子100m
風：+1.6

8月24日
男子200m
風：-0.8

陸上競技（男子）

1位 2位 3位

8月25日 男子400m

8月24日 男子800m

8月25日 男子3000m

8月25日
男子

110mYH(0.914m)

8月25日
低学年男子4×
100mR

8月25日 男子4×200mR

8月25日 男子走高跳

8月24日 男子走幅跳

8月25日 男子三段跳

8月24日
男子砲丸投
(5.0kg)

8月25日
男子円盤投
(1.5kg)

8月25日
女子100m
風：+0.2

陸上競技（女子）

8月24日
女子200m
風：-1.3

8月24日 女子800m

8月25日 女子2000m

8月24日
女子100mH
風：+0.1

8月25日 女子4×100mR

8月25日
低学年女子4×
100mR

8月24日
女子円盤投
(1.0kg)

対抗得点

8月24日 女子走高跳

8月25日 女子走幅跳

8月25日
女子砲丸投
(2.721kg)


