
2014年9月6日 大会名 大会コード　 14240009 ト ラ ッ ク 審 判 長 和田     靖

小池  弘文

(一財)三重陸上競技協会　 コード２４ 跳 躍 審 判 長 梅田　元紀

(一財)三重陸上競技協会　　三重県・三重県教育員会 投 て き 審 判 長 山本　浩武

（財）三重県体育協会　　伊勢市・伊勢市教育委員会 競技場名 競技場コード　 ２４１０１０ 招 集 所 審 判 長 向井　俊哉
三重マスターズ陸上競技連盟 ス タ ー ト 審 判 長 村島　正敏

記 録 主 任 山本　勇人
日付 種目

熊野　卓弥 11.07 永井　伸哉 11.11 笠木　辰也 11.17 西山　竜二 11.22 伊藤　亮河(1) 11.36 古川慎一郎 11.59 西村　直也 11.67

ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ IseTC ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 愛知学大 橋南スポク 三重陸協

藤本　峻介(2) 10.91 直江　航平(2) 10.91 野村　智也(3) 10.97 矢谷　克己(3) 11.00 西塚　脩真(2) 11.07 三輪　亮介(2) 11.18 薗部　保希(3) 11.20 小津　有詩(1) 11.30

伊勢工高 宇治山田商高 *TK 宇治山田商高 いなべ総合高 伊勢工高 相可高 相可高 伊勢高

水谷　駿介(6) 4:44.73 高橋　陸斗(6) 4:51.45 田中　励弥(6) 4:53.93 小山　拳志(6) 4:53.94 藤田　湧斗(6) 4:59.14 小林　丈留(6) 4:59.60 森島　　徹(6) 5:04.39 橋本　淳希(5) 5:12.23

川越陸上少 北浜陸上ク 川越陸上少 ﾁｰﾑG松陸 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 ﾁｰﾑG松陸

角出　龍哉(3) 8:24.69 近藤　聖志(3) 8:25.98 塩澤　稀夕(1) 8:26.80 市川　唯人(1) 8:27.13 外岡　拓磨(3) 8:31.00 中井　大貴(3) 8:33.52 北村　　祥(3) 8:36.35 小森　稜太(2) 8:36.89

伊賀白鳳高 GR 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 四日市工高 伊賀白鳳高 いなべ総合高

立花　寛之 16:12.34 安立　　俊 16:42.80 水谷　　太 17:41.31 中川　浩昭 18:15.20 田中　豊明 18:27.94 高鶴　光司 19:18.62 加藤　邦彦 20:17.41 森田　弘三 20:44.88

三重陸協 三重陸協 J&E久居 三重県庁ＡＣ 三重陸協 三重陸協 三重県庁ＡＣ 三重陸協

乾　　颯人(3) 14.40 中野　　匠(2) 15.33 原　　佑治(1) 15.54 西川　悠真(1) 16.10 山本　太一(1) 16.46 奥本　浩平(1) 16.69 中村　　敬(2) 16.78 中西　和也(2) 17.06

宇治山田商高 伊勢工高 稲生高 宇治山田商高 桑名工高 松阪高 伊勢高 伊勢高

伊勢高 42.41 宇治山田商高 42.66 伊勢工高 42.74 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 42.88 四日市高 43.66 いなべ総合高 43.79 尾鷲高 44.55

奥田　　碩(2) 藤村　祥太(1) 西塚　脩真(2) 熊野　卓弥 北畠健太郎(2) 山本　有人(1) 堀口　直也(1)

小津　有詩(1) 阪口　智也(1) 藤本　峻介(2) 永井　伸哉 小西　玄起(2) 鷲田伸太郎(1) 西山　　凜(1)

齋木　　恭(2) 直江　航平(2) 伊藤　文哉(2) 池山　佑斗 黒川　貴矢(2) 栗木　啓介(2) 森本　雄大(2)

来田　昌親(2) 奥野　圭人(2) 小西　来紀(1) 西山　竜二 影山　優輔(2) 神谷　光輝(2) 山本　翔大(1)

林田珠里那(2) 12.21 松葉みなみ(2) 12.48 林　　薫乃(2) 12.63 谷田部美華(2) 12.67 栂坂つぐみ(2) 12.74 青木　聖奈(2) 12.80 若森　愛可(3) 12.84 樋口　歩音(3) 12.96

宇治山田商高 GR 宇治山田商高 GR 宇治山田商高 相可高 伊勢高 宇治山田商高 四日市商高 四日市商高

竹口　楽々(6) 5:19.37 野村　果鈴(6) 5:31.40 山崎そよか(6) 5:32.27 竹田　高嶺(5) 5:34.68 田村　愛英(6) 5:37.85 三井　杏華(6) 5:41.19 都築　美聡(5) 5:42.80 黒田　波遊(6) 5:44.29

ﾁｰﾑG松陸 ﾁｰﾑG松陸 菰野ＳＣ 石薬師RC 川越陸上少 川越陸上少 ﾁｰﾑG松陸 南勢陸上ク

岩高　莉奈(3) 9:54.63 坂　　実咲(3) 9:57.69 山口　可純(2) 9:59.73 土永　怜那(2) 10:06.34 西山　遥香(3) 10:06.67 内藤　響加(3) 10:06.98 藤田　愛子(3) 10:14.55 古橋　亜巳(2) 10:23.85

四日市商高 四日市商高 四日市商高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 四日市商高 いなべ総合高

桜本　怜奈(1) 14.82 水谷　彩夏(1) 16.08 大西　史織(1) 16.88 関　　彩花(1) 17.39 平野　未来(2) 17.61 山本　美結(1) 18.33

宇治山田商高 GR いなべ総合高 GR 宇治山田商高 GR 宇治山田商高 GR いなべ総合高 伊勢高

宇治山 商高 四 市商高 伊勢高 な 総合高 松阪商高 相可高 川越高

9月6日
高校女子
100mYH
風：+0 6

9月6日
小学生女子

1500m

9月6日 高校女子3000m

9月6日
高校女子100m

風：+1.0

9月6日 一般男子5000m

9月6日
高校男子110mJH

風：0.0

9月6日
一般高校男子

4×100mR

9月6日 高校男子3000m

9月6日
小学生男子

1500m

9月6日
高校男子100m

風：+0.1

9月6日
一般男子100m

風：0.0

6位 7位 8位

三 重 県 営 総 合 競 技 場 ・ 陸 上 競 技 場

1位 2位 3位 4位 5位

主催団体名

期　日

陸協名

決　勝　一　覧　表

み え ス ポ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ ル ２ ０ １ 4

宇治山田商高 48.23 四日市商高 50.38 伊勢高 50.91 いなべ総合高 51.43 松阪商高 51.66 相可高 53.43 川越高 54.27

松葉みなみ(2) GR 若森　愛可(3) 世古口奈々(1) 水谷　佳乃(2) 山口　怜亜(1) 高法田莉子(2) 佐々木沙和(1)

林田珠里那(2) 樋口　歩音(3) 栂坂つぐみ(2) 水谷　麻希(1) 中川　未麗(1) 谷田部美華(2) 川本悠花里(2)

林　　薫乃(2) 山本　真鼓(3) 小山　実佑(2) 石川芽里衣(1) 伊藤　瑞歩(2) 水谷　彩乃(1) 江原　美波(2)

青木　聖奈(2) 牛田　早耶(3) 川端あづさ(2) 水谷　彩夏(1) 伊藤　奈穂(2) 舘　さくら(1) 徳　菜乃子(2)

凡例  KM:県マスターズ記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *TK:着差あり *F2:2回目が公認最高 *F4:4回目が公認最高

9月6日
高校女子
4×100mR


