
大会名

競技場名
平成30年8月23日(木)24日（金）

日付 種目

大野　雅生(3) 11.55 山口　凌央(3) 11.72 下岡　隼也(3) 11.84

四日市港中 菰野中 山手中

山口　凌央(3) 22.84 下岡　隼也(3) 23.14 川村　隆成(3) 23.33

菰野中 山手中 常磐中

川村　隆成(3) 53.52 前田ユウ作(3) 53.88 中村　秋火(3) 54.92

常磐中 菰野中 菰野中

清水　楓真(3) 2:10.60 前田ユウ作(3) 2:11.37 横山　雄也(3) 2:11.63

菰野中 菰野中 四日市南中

横山　雄也(3) 9:36.91 田畑　音藍(3) 9:39.95 金森　湧大(3) 9:40.51

四日市南中 菰野中 内部中

榊原　駿太(3) 15.15 森　　一真(2) 18.21 伊坂　　蓮(3) 18.95

朝日中 GR 塩浜中 山手中

四日市南中 50.53 川越中 50.97 八風中 51.15

太田　伊織(2) 井本　涼太(2) 西岡　　楓(2)

田中　大馳(1) 杉本　優太(1) 山根　稜平(1)

杉谷　泰成(1) 安達　瑛士(1) 伊藤　　颯(1)

古川　　直(2) 山下　哲誠(2) 森　　優太(2)

菰野中 1:33.72 朝日中 1:36.71 内部中 1:38.41

中村　秋火(3) GR 岩田　愛翔(3) 久保　夏稀(2)

中瀬　陽斗(3) 榊原　駿太(3) 佐伯　拓海(3)

山本　拓実(3) 服部　康樹(3) 西　　功暉(3)

山口　凌央(3) 伊藤　拓哉(3) 堀田　滉生(3)

吉澤　伸彦(3) 1m71 銘苅　祥一(3) 1m63 伊藤　匡佑(2) 1m50

朝日中 山手中 八風中

山本　拓実(3) 5m97(+2.4) 古川　　直(2) 5m72(+1.9) 石野　竜彗(3) 5m51(+2.5)

菰野中 公認5m53(-0.1) 四日市南中 常磐中 公認5m40(+0.4)

山田　泰聖(2) 11m78(+1.9) 山本　拓実(3) 11m37(+1.3) 新井　航平(3) 11m25(+1.4)

菰野中 菰野中 楠中

望月　将史(3) 11m85 萩原　碧海(3) 10m62 服部　　廉(3) 8m92

朝日中 GR 羽津中 朝日中

服部　　廉(3) 27m93 萩原　碧海(3) 27m90 中嶋　友聡(3) 26m97

朝日中 羽津中 楠中

粟飯原早希(2) 13.42 吉岡　朱莉(3) 13.52 太田　風花(2) 13.60

八風中 八風中 富田中

粟飯原早希(2) 26.80 上野　叶夢(1) 26.98 吉岡　朱莉(3) 27.19

八風中 山手中 八風中

高橋　穂香(3) 2:30.48 松野　心春(1) 2:31.24 近藤　瑞季(2) 2:31.92

菰野中 川越中 菰野中

田邊　結菜(2) 6:55.36 加世堂　温(3) 7:01.45 山内　柚依(2) 7:04.36

大池中 川越中 菰野中

若林　芽愛(3) 15.20(+0.9) 村岡　紗千(3) 15.59(+0.9) 清水　寧々(2) 16.00(+0.9)

菰野中 羽津中 八風中

八風中 52.71 菰野中 53.70 富田中 54.28

勝島朱夏里(1) 山中　琴葉(2) 川村　徳実(2)

粟飯原早希(2) 若林　芽愛(3) 太田　風花(2)

吉岡　朱莉(3) 高橋　穂香(3) 古川　智未(2)

池田　真結(2) 浅井　茉桜(2) 佐久間楓子(1)

山手中 54.23 内部中 55.96 常磐中 55.97

永井柚里奈(2) 渡部　愛夏(2) 西　　理那(2)

上野　叶夢(1) 桐島　好香(1) 前川花緒里(1)

佐藤　朱夏(1) 澤田　　華(1) 伊藤　由奈(1)

渡邉ゆりん(2) 山田　舞依(2) 松田奈生子(2)

渡邉ゆりん(2) 1m43 佐伯　楽菜(3) 1m38 三谷　　結(2) 1m38

山手中 常磐中 八風中

村岡　紗千(3) 5m25(+2.2) 樋口　愛琉(2) 4m71(+5.3) 永井柚里奈(2) 4m69(+1.9)

羽津中 GR,*F5 朝日中 公認記録なし 山手中

公認5m20(+2.0)

境　　文音(2) 9m04(+1.0) 森川　沙樹(3) 9m03(+1.8) 三谷　　結(2) 8m87(+1.6)

八風中 楠中 八風中

篠原　佑芽(3) 10m76 山川　美南(3) 9m35 佐藤　妃那(2) 9m17

山手中 保々中 山手中

浅井　茉桜(2) 21m30 野呂　実伶(2) 19m12 佐藤　妃那(2) 18m09

菰野中 八風中 山手中

対抗得点 男子総合 菰野中 77点 朝日中 42点 常磐中 25点

対抗得点 女子総合 八風中 58点 菰野中 46点 山手中 44点

対抗得点 男女総合 菰野中 123点 八風中 69点 山手中 67点

8月23日 女子円盤投(1.0kg)

8月24日 女子走幅跳

8月23日 女子三段跳

8月24日 女子砲丸投(2.721kg)

8月24日 女子4×100mR

8月24日 低学年女子4×100mR

8月23日 女子走高跳

8月23日 女子800m

8月24日 女子2000m

8月23日 女子100mH

8月24日 男子円盤投(1.5kg)

8月24日
女子100m 
風：-3.1

8月23日
女子200m 
風：+0.3

8月23日 男子走幅跳

8月24日 男子三段跳

8月23日 男子砲丸投(5.0kg)

8月24日 低学年男子4×100mR

8月24日 男子4×200mR

8月24日 男子走高跳

8月23日 男子800m

8月24日 男子3000m

8月24日
男子110mYH(0.914m) 

風：-2.6

8月24日
男子100m 
風：-2.3

8月23日
男子200m 
風：-0.4

8月24日 男子400m

四 日 市 市 中 央 緑 地 陸 上 競 技 場

1位 2位 3位

期　日

第 ７ １ 回 三 重 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会
三泗地区予選　兼　学校対抗選手権


