
2015年9月6日 大会名 大会コード　 15240009

ト ラ ッ ク 審 判 長 和田     靖

(一財)三重陸上競技協会　 コード２４ 跳 躍 審 判 長 船越　一彦

(一財)三重陸上競技協会　　三重県県教育員会 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 岡田　和久
日付 種目

中川　想基 10.72 恩田　健人 11.07 木下　来星(3) 11.11 中谷　僚汰(1) 11.19 才戸　雄貴(1) 11.23 野口　皓平(2) 11.34 原　　啓祐(2) 11.36 濱口　隆翔 11.45

米鈴ＡＣ GR 三重陸協 日体大 皇學館大 皇學館大 愛知学大 皇學館大 IseTC

藤本　峻介(3) 10.85 西川　悠真(2) 11.19 川端　魁人(2) 11.23 藤村　祥太(2) 11.29 下司玲央奈(1) 11.32

伊勢工高 宇治山田商高 宇治山田商高 宇治山田商高 宇治山田商高

山田　大翔(2) 8:34.31 市川　唯人(2) 8:35.87 小森　稜太(3) 8:36.52 田辺　佑典(2) 8:45.68 口　大介(2) 8:45.80 徳平　悠斗(3) 8:47.99 野田　啓太(2) 8:48.97 柳生　渚生(2) 8:51.17

伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 いなべ総合高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高 いなべ総合高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高

山田　侑矢 15:21.96 野口　正人 15:49.75 河村　　侑 16:17.10 黒川　祥吾 16:26.30 立花　寛之 16:29.45 平野　伸幸 16:46.18 三好　淳也 16:59.18 安立　俊 16:59.45

三重県庁ＡＣ GR ｽﾎﾟﾙﾄﾏｯｸｽ GR 米鈴ＡＣ 三重陸協 ｲﾙﾃﾙﾉ ｽﾎﾟﾙﾄﾏｯｸｽ 三重陸協 三重陸協

久保倉佳吾(1) 15.39 橋本　祥利(1) 16.17 奥本　浩平(2) 16.45 奥田　大征(1) 16.55 前川　斉幸(1) 17.83 村林　正規(1) 21.43

宇治山田商高 伊勢工高 松阪高 宇治山田商高 宇治山田商高 宇治山田商高

宇治山田商高 42.03 皇學館大 43.04 米鈴ＡＣ 43.35 愛知学大 43.62 尾鷲高 43.76 伊勢工高 43.89 伊勢高 44.53 ULTIMAT 44.63

下司玲央奈(1) 才戸 雄貴(1) 佐藤 諒真 伊藤 亮河(2) 岸本 裕斗(2) 中西 哉太(1) 南 諒弥(1) 石本 幹也

9月6日 高校男子3000m

6位 7位 8位

三 重 交 通 Ｇ ス ポ ー ツ の 杜 伊 勢 ・ 陸 上 競 技 場

1位 2位 3位 4位 5位

9月6日
一般男子100m

風：0.0

9月6日
高校男子100m

風：+0.1

9月6日 一般男子5000m

9月6日
高校男子110mJH

風：0.0

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 ５

下司玲央奈(1) 才戸　雄貴(1) 佐藤 諒真 伊藤　亮河(2) 岸本 裕斗(2) 中西 哉太(1) 南　　諒弥(1) 石本　幹也

西川　悠真(2) 中谷　僚汰(1) 伊藤拓一郎 野口　皓平(2) 西山　　凜(2) 山本　兼也(2) 小津　有詩(2) 伊藤　慎吾

川端　魁人(2) 中山　真也(3) 喜多嶋勝平 若林　正文(2) 堀口　直也(2) 駒田　拓也(2) 浜口　颯大(1) 管　　大彰

藤村　祥太(2) 原　　啓祐(2) 中川　想基 永森　拓真(2) 山本　翔大(2) 小西　来紀(2) 伊藤　蓮矢(1) 豊田　隆葵

堤　　扶子 13.84 中林　香月(2) 14.08

ULTIMAT 大阪産業大

中村　巴南(3) 12.44 林　　薫乃(3) 12.73 齋藤　紫眞(1) 12.90 北村　夏海(1) 13.04 梶野　　杏(1) 13.19 松井　あみ(2) 13.32 城田　知波(1) 13.37 松尾　有栞(2) 13.45

桑名高 宇治山田商高 宇治山田商高 松阪商高 宇治山田商高 宇治山田商高 いなべ総合高 いなべ総合高

小倉　知子(1) 10:25.31 古橋　亜巳(3) 10:30.79 小寺　まり(2) 10:36.85 　　有咲(1) 10:38.08 山下　奈央(2) 10:43.01 中西　七海(2) 10:52.61 伊藤　麻有(2) 10:54.24 土永　怜那(3) 11:00.64

伊賀白鳳高 いなべ総合高 伊賀白鳳高 宇治山田商高 名古屋大 伊賀白鳳高 いなべ総合高 伊賀白鳳高

西垣　朱音(1) 14.67 横山　綾香(1) 15.71 山本　怜奈(2) 15.78 伊藤　瑞歩(3) 16.20 山本　亜美(1) 16.55 東端　日菜(1) 16.82 大西　史織(2) 17.25 前村　絢音(1) 17.53

松阪商高 GR 松阪商高 松阪商高 松阪商高 相可高 伊勢高 宇治山田商高 宇治山田商高

宇治山田商高 49.53 松阪商高 49.57 いなべ総合高 50.38 相可高 51.01 伊勢高 53.27 宇治山田高 53.93 尾鷲高 55.28

西田　舞衣(1) 西垣　朱音(1) 石川芽里衣(2) 谷田部美華(3) 東端　日菜(1) 村　菜都(2) 桑原　占奈(1)

梶野　　杏(1) 北村　夏海(1) 水谷　麻希(2) 山本　亜美(1) 中村　美里(1) 山下　実南(2) 山口　愛海(1)

齋藤　紫眞(1) 横山　綾香(1) 城田　知波(1) 井戸本留実(1) 中村　千咲(2) 玉木　理菜(2) 北澤百江子(1)

松井　あみ(2) 中川　未麗(2) 松尾　有栞(2) 水谷　彩乃(2) 世古口奈々(2) 松井　加帆(2) 小川　愛永(1)

西垣　朱音(1) 14.43 山本　怜奈(2) 15.36 伊藤　瑞歩(3) 15.55 横山　綾香(1) 15.77

松阪商高 松阪商高 松阪商高 松阪商高

加世堂　懸(5) 4:53.64 水谷　柊斗(6) 4:54.80 小山　朋輝(6) 4:55.58 中谷　拓海(5) 5:07.74 瀬古　陸斗(6) 5:07.84 松田　紘宜(5) 5:17.22 小池　優作(6) 5:17.84 渡辺　羽留(6) 5:18.17

川越陸上少 大山田ＡＣ 大山田ＡＣ 川越陸上少 ﾁｰﾑG松陸 川越陸上少 大山田ＡＣ 川越陸上少

澤井 風月(5) 5:16 44 加世堂 温(6) 5:26 96 都築 美聡(6) 5:28 60 井山 一佳(6) 5:35 43 佐々木愛歩(6) 5:36 29 鈴木 聖菜(6) 5:37 00 竹田 高嶺(6) 5:38 16 前田 紗希(5) 5:42 51

9月6日
高校女子100m

風：-0.7

9月6日
一般高校男子

4×100mR

9月6日
一般高校女子

4×100mR

9月6日
一般女子100m

風：0.0

9月6日 小学生男子1500m

9月6日
国体女子100mYH

(76.2㎝/8.5m)
風：-1.3

9月6日
高校女子100mYH

風：-0.2

9月6日 一般高校女子3000m

澤井　風月(5) 5:16.44 加世堂　温(6) 5:26.96 都築 美聡(6) 5:28.60 井山　一佳(6) 5:35.43 佐々木愛歩(6) 5:36.29 鈴木 聖菜(6) 5:37.00 竹田　高嶺(6) 5:38.16 前田　紗希(5) 5:42.51

ＵＲＣ 川越陸上少 ﾁｰﾑG松陸 一志Beast 大山田ＡＣ 一志Beast 石薬師RC 大山田ＡＣ

凡例   GR:大会記録 

9月6日 小学生女子1500m


