
２０１５三泗地区新人戦決勝一覧表
日付 種目

黒田　　颯(2) 11.82 島林　拓生(2) 11.89 桜木　優斗(2) 12.22
八風中 菰野中 山手中
今村　俊章(1) 12.15 種村　祐真(1) 12.26 大竹　優哉(1) 12.49
楠中 八風中 菰野中

黒田　　颯(2) 24.21 桜木　優斗(2) 24.71 藤田　知和(2) 24.98
八風中 山手中 常磐中
野子　天心(2) 56.29 矢田　　尊(2) 56.94 バビア　光市(2) 57.10
菰野中 楠中 大池中
端野　光将(2) 2:04.37 渡邉　理雄(2) 2:09.42 馬場本祥太(2) 2:10.10
川越中 GR 川越中 菰野中
小林　丈留(1) 4:38.65 森島　　徹(1) 4:41.88 清水　夏樹(1) 4:42.93
川越中 富洲原中 四日市南中
端野　光将(2) 9:10.42 佐伯　陽生(2) 9:20.35 田中　励弥(1) 9:29.27
川越中 GR 羽津中 川越中
今村寿輝也(2) 16.96 島林　拓生(2) 17.32 川村　亮介(2) 18.71
菰野中 菰野中 山手中
菰野中 46.47 八風中 47.09 山手中 48.43
島林　拓生(2) 柄澤拳士朗(2) 堤　　蒼真(2)
宇治田圭佑(2) 黒田　　颯(2) 桜木　優斗(2)
古澤　大和(2) 呉羽　嵩之(2) 倉田　知輝(2)
西山　琉斗(2) 辻　　絢太(2) 川村　亮介(2)
富田中 50.45 菰野中 50.63 楠中 51.75
伊藤　拓也(1) 赤木　柊介(1) 伊藤　　圭(1)
冨山　瑛斗(1) 大竹　優哉(1) 今村　俊章(1)
荒木　星光(1) 平瀬　　凜(1) 伊藤瑠有斗(1)
服部大二郎(1) 山本　晃輝(1) 森下　陽斗(1)
今村寿輝也(2) 1m60 川村　亮介(2) 1m55 土屋　翔大(2) 1m55
菰野中 山手中 常磐中
佐藤　宏樹(2) 5m73(+1.6) 村西　一真(2) 5m48(-0.3) 呉羽　嵩之(2) 5m47(-0.5)
保々中 四日市南中 八風中
石﨑　陽向(1) 5m03(+1.5) 種村　祐真(1) 5m01(+1.3) 大竹　優哉(1) 5m00(+1.5)
四日市南中 八風中 菰野中
長谷　直人(2) 9m84 犬飼　一貴(2) 9m83 中村　歓汰(2) 9m06
常磐中 八風中 菰野中
長谷　直人(2) 29m53 犬飼　一貴(2) 28m29 中村　歓汰(2) 25m13
常磐中 八風中 菰野中
石原　菜月(2) 12.98 吉岡　雛乃(2) 13.36 羽根のどか(2) 13.53
内部中 八風中 八風中
水谷　真苗(1) 13.74 田村　花鈴(1) 13.90 谷口きらら(1) 14.10
富田中 三滝中 八風中
石原　菜月(2) 26.62 川淵　春陽(2) 27.69 森島　暖乃(2) 28.00
内部中 朝日中 内部中
加世堂　遥(2) 2:24.27 加藤　早紀(2) 2:37.63 市川　紗衣(2) 2:38.51
川越中 四日市南中 保々中
藤井　れみ(1) 2:34.26 水谷　美月(1) 2:35.07 岡野　敬加(1) 2:35.23
川越中 四日市南中 内部中
加世堂　遥(2) 6:40.48 藤井　れみ(1) 6:59.51 田村　愛英(1) 7:21.91
川越中 川越中 富洲原中
門脇　彩華(2) 17.73 若林　梨央(2) 18.00 金井　真鈴(2) 19.23
菰野中 朝日中 暁中
朝日中 53.41 内部中 53.92 山手中 54.91
柵木　仁美(2) 須藤　理沙(2) 森岡　柚衣(2)
川淵　春陽(2) 森島　暖乃(2) 合澤　千夏(2)
石井　莉奈(2) 山田　結梨(1) 上野　朱理(2)
番場　詩月(2) 石原　菜月(2) 小柴　柚稀(2)
八風中 55.45 塩浜中 56.07 常磐中 56.17
菊本沙阿彌(1) 伊藤　菜摘(1) 松屋　優花(1)
谷口きらら(1) 奥田　涼泉(1) 中井　里紗(1)
藤本　　直(1) 小宮　あみ(1) 西　　唯伽(1)
澤田光咲葵(1) 小林　沙綾(1) 安藤　　愛(1)
柴﨑　遥香(2) 1m35 牧野　愛加(2) 1m35 横井　愛佳(1) 1m30
菰野中 常磐中 山手中
伊藤　花宝(2) 4m73(+1.5) 小寺　涼果(2) 4m69(-0.6) 佐藤　優樹(2) 4m32(-0.2)
菰野中 富田中 菰野中
太田　風香(1) 4m41(+1.3) 田中　梨瑚(1) 4m21(+0.6) 西　　唯伽(1) 4m11(+0.4)
朝日中 楠中 常磐中
内山　　華(2) 9m20 坂　　朋香(2) 8m70 柴﨑　遥香(2) 8m09
八風中 菰野中 菰野中
坂　　朋香(2) 25m76 内山　　華(2) 19m62 高橋　桜笑(2) 17m88
菰野中 八風中 山手中

男子総合 菰野中 71点 八風中 48点 川越中 33点
女子総合 菰野中 49点 八風中 43点 朝日中 30点
男女総合 菰野中 120点 八風中 91点 山手中 61点

3位

10月24日
男子100m
風：-0.3

10月24日
1年男子100m
風：+0.3

1位 2位

10月23日
男子200m
風：-0.7

10月24日 男子400m

10月23日 男子800m

10月23日 1年男子1500m

10月24日 男子3000m

10月23日
男子110mYH

(0.914m)風：+1.2

10月24日 男子4×100mR

10月24日
1年男子
4X100mR

10月23日 男子走高跳

10月23日
男子円盤投
(1.5kg)

10月24日 男子走幅跳

10月23日 1年男子走幅跳

10月24日
男子砲丸投
(5.0kg)

10月24日
女子100m
風：-0.6

10月23日
1年女子100m
風：-0.9

10月23日
女子200m
風：+0.3

10月23日 女子800m

10月23日 1年女子800m

10月24日 女子2000m

女子走幅跳

10月24日 1年女子走幅跳

10月24日 女子4×100mR

10月24日
1年女子
4X100mR

対抗得点

10月24日
女子100mH
風：-2.9

10月24日 女子走高跳

10月23日
女子砲丸投
(2.721kg)

10月24日
女子円盤投
(1.0kg)

10月23日


