
第69回三泗地区陸上競技新人大会    決　勝　一　覧　表 平成28年10月14日（金）
男子

冨山　瑛斗(2) 11.77 種村　祐真(2) 11.95 大竹　優哉(2) 11.98
富田中 八風中 菰野中
榊原　駿太(1) 12.41 西　　功暉(1) 12.61 下岡　隼也(1) 12.69
朝日中 内部中 山手中
種村　祐真(2) 23.74 服部大二郎(2) 24.08 今村　俊章(2) 24.17
八風中 富田中 楠中
川口　晃矢(2) 57.09 森下　陽斗(2) 58.24 赤木　柊介(2) 1:00.07
山手中 楠中 菰野中
水谷　駿介(2) 2:12.22 清水　夏樹(2) 2:13.11 藤田　湧斗(2) 2:16.78
川越中 四日市南中 川越中
川高慎之輔(1) 4:42.24 前田　ユウ作(1) 4:42.53 渡邉　羽留(1) 4:42.72
菰野中 菰野中 川越中
田中　励弥(2) 9:13.78 小林　丈留(2) 9:31.77 小原　政孝(2) 9:38.15
川越中 川越中 川越中
伊藤　拓也(2) 19.31 片岡　空也(2) 19.77 森下　晴心(2) 20.40
富田中 山手中 菰野中
富田中 46.33 八風中 48.17 菰野中 48.43
伊藤　拓也(2) 舘　　駿介(2) 山本　晃輝(2)
服部大二郎(2) 種村　祐真(2) 伊藤　　渉(2)
荒木　星光(2) 藤田勘太郎(2) 赤木　柊介(2)
冨山　瑛斗(2) 松本　嶺邑(2) 大竹　優哉(2)
内部中 50.21 楠中 50.64 朝日中 50.90
西　　功暉(1) 新井　航平(1) 伊藤　拓哉(1)
佐伯　拓海(1) 小林　亮太(1) 榊原　駿太(1)
橋本　太一(1) 長谷川真大(1) 服部　康樹(1)
堀田　滉生(1) 大浦　昭吾(1) 釋迦堂友也(1)

菰野中 50.90
山本　拓実(1) *TK
山口　凌央(1)
前田　ユウ作(1)
中村　秋火(1)

片岡　空也(2) 1m50 中嶋　泰佑(1) 1m35 知念　雄大(2) 1m30
山手中 楠中 八風中

井口　琉希(1) 1m30
山手中

伊藤　　渉(2) 5m87(-1.3) 石﨑　陽向(2) 5m45(-1.3) 森下　陽斗(2) 5m23(-1.7)
菰野中 四日市南中 楠中
大野　雅生(1) 5m30(+0.8) 伊藤　拓哉(1) 5m02(+0.2) 山本　拓実(1) 4m99(+0.9)
四日市港中 朝日中 菰野中
佐藤　優成(2) 8m44 松本　嶺邑(2) 7m67 髙栁　紀人(2) 7m54
山手中 八風中 朝日中
佐藤　優成(2) 22m86 望月　将史(1) 19m68 秦　　諒磨(2) 19m14
山手中 朝日中 菰野中
中嶌　　優(2) 13.05 黒田　頼人(2) 13.18 金森　　康(2) 13.19
朝日中 朝日中 朝日中
浜北　遼平(2) 4:43.38 星野　健一(2) 4:53.23 前岨　龍弥(1) 4:59.51
海星中 常磐中 内部中

女子

奥田　涼泉(2) 13.62 原口　未来(2) 13.82 谷口きらら(2) 13.91
塩浜中 山手中 八風中
吉岡　朱莉(1) 14.10 龍田　　彩(1) 14.31 伊藤　優希(1) 14.38
八風中 暁中 富田中
水谷　真苗(2) 26.70 原口　未来(2) 28.00 奥田　涼泉(2) 28.03
富田中 山手中 塩浜中
山﨑そよか(2) 2:23.35 奥平　桃子(2) 2:29.42 水谷　美月(2) 2:32.43
菰野中 GR 菰野中 四日市南中
加世堂　温(1) 2:28.69 稲垣由希奈(1) 2:36.54 高橋　穂香(1) 2:39.35
川越中 八風中 菰野中
石田　　恵(2) 7:16.77 岡田　華穂(2) 7:25.85 高橋　穂香(1) 7:26.42
菰野中 塩浜中 菰野中
若林　芽愛(1) 16.93 藤木　莉子(2) 18.53 谷口きらら(2) 18.85
菰野中 朝明中 八風中
富田中 53.40 常磐中 54.15 八風中 54.31
生川　絵美(2) 松屋　優花(2) 菊本沙阿彌(2)
水谷　真苗(2) 中井　里紗(2) 谷口きらら(2)
杉野　美月(2) 西　　唯伽(2) 藤本　　直(2)
舘　奈々美(2) 安藤　　愛(2) 澤田光咲葵(2)
八風中 58.26 菰野中 58.36 朝日中 58.48
内田　佳乃(1) 谷　美優菜(1) 古橋　美佑(1)
吉岡　朱莉(1) 若林　芽愛(1) 松崎日菜子(1)
稲垣由希奈(1) 高橋　穂香(1) 稲山　天音(1)
陣内　美滉(1) 長田　彩愛(1) 小林　花音(1)
河合　怜亜(2) 1m35 岸田　萌里(2) 1m30 加藤　瑞貴(2) 1m25
楠中 楠中 山手中
太田　風香(2) 4m69(0.0) 西　　唯伽(2) 4m62(-0.1) 田中　梨瑚(2) 4m54(-0.8)
朝日中 常磐中 楠中
村岡　紗千　(1) 4m48(-0.7) 若林　芽愛(1) 4m30(-0.6) 相馬　優芽(1) 4m24(-0.6)
羽津中 菰野中 保々中
吉田　涼奈(2) 8m41 大久保夏帆(2) 8m08 平野　麻衣(2) 7m82
菰野中 山手中 八風中
平野　麻衣(2) 20m41 大久保夏帆(2) 19m17 松永　　萌(2) 16m42
八風中 山手中 八風中
松屋　優花(2) 14.42 鈴木　紀香(2) 14.72 黒川　紗楽(2) 14.93
常磐中 常磐中 常磐中
岡田　華穂(2) 2:40.95 小宮　あみ(2) 2:48.97 梅基　晏朱(2) 3:07.44
塩浜中 塩浜中 菰野中

男子総合 菰野中 55.5点 山手中 46.5点 楠中 35点
女子総合 菰野中 55.5点 八風中 51点 山手中 39点
男女総合 菰野中 111点 山手中 85.5点 八風中 83.5点
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