
日付 種目

中溝　裕貴(3) 11.90 水谷　伊吹(3) 12.05 原　　柊翔(2) 12.15
山手中 菰野中 山手中
中溝　裕貴(3) 24.27 水谷　伊吹(3) 24.50 久保　夏稀(3) 24.79
山手中 菰野中 内部中
辻　　一帆(3) 54.67 安達　瑛士(2) 55.38 山田　楓芽(3) 56.09
菰野中 川越中 山手中
溝口　銀二(3) 2:09.30 雨澤　優太(3) 2:11.01 中瀬　裕貴(2) 2:12.89
菰野中 西朝明中 菰野中
伊藤　　諒(3) 9:35.00 松田　紘宜(3) 9:37.68 本巣　凌久(2) 9:40.36
内部中 川越中 内部中
森　　一真(3) 15.70 長田　怜士(3) 15.78 安田　俊太(2) 17.78
塩浜中 三滝中 朝明中
八風中 50.58 菰野中 51.12 内部中 52.54
山根　稜平(2) 生川　奏斗(2) 井高　陽斗(2)
郡山　陽翔(1) 藤森　大晴(1) 石田　航士(1)
千田　　啓(1) 小野　透麻(1) 今村　主莉(1)
伊藤　　颯(2) 中田　翔己(2) 赤倉　元心(2)
菰野中 1:39.11 四日市南中 1:40.18 川越中 1:40.39
米村　幸大(3) 田中　晴斗(3) 生川　　将(3)
久保寺祐斗(3) 太田　伊織(3) 井本　涼太(3)
山名　我空(3) 田中　大馳(2) 安達　瑛士(2)
水谷　伊吹(3) 古川　　直(3) 山下　哲誠(3)
西岡　　楓(3) 1m65 山名　我空(3) 1m55 伊藤　匡佑(3) 1m55
八風中 菰野中 八風中
古川　　直(3) 5m40(+0.2) 田中　大馳(2) 5m33(+0.6) 森井　　耀(3) 5m25(+0.6)
四日市南中 四日市南中 富田中
山田　泰聖(3) 12m11(+4.4) 西岡　　楓(3) 11m48(+2.0) 伊藤　匡佑(3) 11m20(+1.5)
菰野中 公認11m96(+1.0) 八風中 八風中
金丸　優希(3) 8m37 福井　脩雅(3) 7m57 伊藤　　颯(2) 7m30
山手中 菰野中 八風中
金丸　優希(3) 20m41 今村　主莉(1) 17m46 中村　空舞(2) 16m85
山手中 内部中 楠中
勝島朱夏里(2) 12.91 上野　叶夢(2) 12.95 粟飯原早希(3) 13.20
八風中 山手中 八風中
上野　叶夢(2) 26.39 粟飯原早希(3) 26.60 勝島朱夏里(2) 27.08
山手中 八風中 八風中
近藤　瑞季(3) 2:29.35 奥村　帆香(2) 2:31.26 池田　真結(3) 2:34.94
菰野中 朝日中 八風中
山内　柚依(3) 6:51.41 石川　　凜(2) 6:59.54 田邊　結菜(3) 7:00.29
菰野中 川越中 大池中
後藤　杏実(1) 15.62 石川陽那菜(3) 16.08 平岡　夢萌(2) 16.16
笹川中 三滝中 四日市港中
八風中 52.14 富田中 52.53 四日市南中 53.80
近藤　愛美(2) 太田　風花(3) 南部　雪奈(3)
粟飯原早希(3) 市川　友絆(1) 十市ひなの(3)
勝島朱夏里(2) 佐久間楓子(2) 八鳥　　心(3)
境　　文音(3) 渡邉悠莉香(2) 米倉　七菜(3)
山手中 53.61 四日市南中 54.41 菰野中 55.80
佐藤　朱夏(2) 吉山　結菜(2) 小林恵里花(2)
西塚　あい(1) 萱苗　佑月(1) 石田　朱里(1)
水谷　双葉(1) 十市　葵衣(1) 舘　　理心(1)
上野　叶夢(2) 青山ひより(2) 若林　新菜(2)
渡邉ゆりん(3) 1m44 前川花緒里(2) 1m41
山手中 常磐中

清水　万帆(2) 1m41
八風中

樋口　愛琉(3) 4m84(+1.9) 境　　文音(3) 4m71(-0.2) 永井柚里奈(3) 4m66(+1.5)
朝日中 八風中 山手中
境　　文音(3) 9m80(+3.0) 永井柚里奈(3) 9m59(+0.9) 三谷　　結(3) 9m14(+1.8)
八風中 *F3 山手中 八風中

公認9m60(-3.4)

佐藤　妃那(3) 9m68 野﨑　夏生(3) 9m62 宇治田　くるみ(3) 9m09
山手中 菰野中 菰野中
浅井　茉桜(3) 24m30 野呂　実伶(3) 21m53 佐藤　妃那(3) 21m34
菰野中 八風中 山手中

対抗得点 男子総合 菰野中 65点 八風中 42.5点 山手中 35点

対抗得点 女子総合 八風中 67.5点 山手中 45点 菰野中 43点

対抗得点 男女総合 八風中 110点 菰野中 108点 山手中 80点

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2000m

8月23日
女子100mH 

風：+1.1

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200m 
風：+2.0

8月23日 女子800m

8月23日 女子走高跳

8月23日 女子円盤投(1.0kg)

8月24日
女子100m 
風：-0.2

8月24日 男子三段跳

8月23日 男子砲丸投(5.0kg)

8月24日 男子円盤投(1.5kg)

8月23日 男子走幅跳

8月24日
男子110mYH(0.914m) 

風：-0.2

8月24日 低学年男子4×100mR

8月24日 男子4×200mR

男子200m 
風：+1.5

8月24日 男子400m

8月23日 男子800m

8月24日 男子走高跳

8月24日
男子100m 
風：-0.9

8月24日 男子3000m

8月23日

第７2回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選   AGF鈴鹿陸上競技場   2019/08/23 ～ 2019/08/24
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