
2015年9月11日 大会名 大会コード　 16240009

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・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　 ２４３１００ 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 10.47 千種　紹弘 10.66 稲垣　夏生 10.82 恩田　健人 10.90 野口　皓平(3) 11.01 水谷　拓也 11.12 熊野　卓弥 11.13
デンソー大安 GR T.G.K GR T.G.K 三重陸協 愛知学大 T.G.K ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
上山　紘輝(2) 10.84 下司玲央奈(2) 10.97 久保倉佳吾(2) 11.00 山本　兼也(3) 11.19 西川　悠真(3) 11.27 前川拳太郎(2) 11.30 新谷　颯太(2) 11.37 小見山泰周(1) 11.38
宇治山田商高 宇治山田商高 宇治山田商高 伊勢工高 宇治山田商高 宇治山田商高 尾鷲高 宇治山田商高
桑山　楓矢(3) 8:37.32 川瀬　翔矢(3) 8:43.00 秦　　駿介(3) 8:43.09 坂口　登河(3) 8:44.07 松永　拓真(2) 8:46.78 上村　直也(3) 8:47.76 前中　伸悟(3) 8:47.78 中西　優汰(2) 8:50.47
いなべ総合高 近大高専 四日市工高 伊賀白鳳高 いなべ総合高 四日市工高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高
山田　侑矢 15:32.31 松岡　直希 15:36.35 野口　正人 15:55.60 立花　寛之 16:26.90 谷口　大樹 16:32.31 水谷　　太 16:40.20 平野　伸幸 16:46.24 三好　淳也 16:51.14
三重県庁ＡＣ 三重陸協 ｽﾎﾟﾙﾄﾏｯｸｽ ｲﾙﾃﾙﾉ 三重陸協 三重陸協 ｽﾎﾟﾙﾄﾏｯｸｽ ｲﾙﾃﾙﾉ
古谷　新太(1) 15.09 浜口　颯大(2) 15.15 前川　斉幸(2) 15.57 山口銀次郎(1) 15.83 橋本　祥利(2) 15.99 黒田　智矢(1) 16.19 中西　晴彦(2) 16.52 西久保海斗(1) 18.33
宇治山田商高 伊勢高 宇治山田商高 伊勢工高 伊勢工高 伊勢工高 伊勢高 伊勢高
宇治山田商高 41.49 愛知学大 43.17 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 43.28 伊勢工高 43.37 伊勢高 43.63 亀山高 44.05 尾鷲高 44.43
前川拳太郎(2) GR 伊藤　亮河(3) 熊野　卓弥 中西　哉太(2) 南　　諒弥(2) 村山　　城(2) 大谷　拓実(2)
上山　紘輝(2) 永森　拓真(3) 北村　明彦 杉田　龍矢(1) 神谷　純輝(2) 橋本　将吾(2) 庄司　吉輝(2)
下司玲央奈(2) 野口　皓平(3) 前田　峰尚 山本　壱成(1) 長澤　拓輝(1) 住田　　光(2) 新谷　颯太(2)
久保倉佳吾(2) 若林　正文(3) 永井　伸哉 加藤　　烈(1) 浜口　颯大(2) 福島　汰知(2) 西　航太郎(2)
水谷　麻希(3) 12.44 長岡　里奈(1) 12.64 梶野　　杏(2) 12.72 江平　春花(3) 12.73 吉田二千翔(1) 12.78 山本　亜美(2) 13.06 城田　知波(2) 13.07 堀　　静流(2) 13.08
いなべ総合高 伊勢高 宇治山田商高 四日市商高 伊勢高 相可高 いなべ総合高 宇治山田商高
奥野　伶奈(1) 10:22.28 久保田志歩(1) 10:26.42 服部　　稚(2) 10:28.35 玉木　さら(1) 10:44.76 渡邉　美奈(1) 10:57.10 中西　七海(3) 11:02.32 西　　杏珠(2) 11:07.36 山本　奈津(1) 11:13.43
宇治山田商高 津西高 伊賀白鳳高 宇治山田商高 いなべ総合高 伊賀白鳳高 宇治山田商高 津西高
西村悠里奈(1) 16.91 田邉　蓮華(1) 17.40
伊勢高 いなべ総合高
宇治山田商高 48.91 いなべ総合高 50.49 伊勢高 50.56 伊賀白鳳高 51.49 尾鷲高 53.49 相可高 53.61 桑名西高 56.98
西田 舞衣(2) 平野 咲里(2) 西井裕美香(1) 加藤 珠奈(1) 北澤百江子(2) 池野みさき(2) 岡田 彩佳(2)

9月11日 一般高校女子3000m

9月11日
高校女子100mYH

風：0.0

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

9月11日 高校男子3000m

6位 7位

9月11日
高校男子110mJH

風：+0.1

9月11日
高校女子100m

風：+0.2

9月11日
一般高校男子

4×100mR

9月11日 一般男子5000m

5位

9月11日
一般男子100m

風：+0.5

9月11日
高校男子100m

風：-0.5

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 ６

西田　舞衣(2) 平野　咲里(2) 西井裕美香(1) 加藤 珠奈(1) 北澤百江子(2) 池野みさき(2) 岡田 彩佳(2)
堀　　静流(2) 城田　知波(2) 吉田二千翔(1) 吉川理香子(1) 山口　愛海(2) 山本　亜美(2) 川北　佳奈(2)
齋藤　紫眞(2) 服部　彩音(1) 長岡　里奈(1) 松田　七泉(1) 堀内　菜智(1) 伊藤明楓里(1) 中西菜々子(1)
梶野　　杏(2) 平野　有紀(1) 中村　美里(2) 北川　美緒(1) 小川　愛永(2) 北村　舞華(2) 福井さつき(2)
加世堂　懸(6) 4:43.56 中谷　拓海(6) 4:54.03 松田　紘宜(6) 5:02.62 井上　　駆(6) 5:05.76 生川　　将(6) 5:05.84 浦﨑　倖碧(6) 5:11.74 大森　滉土(6) 5:13.83 小林周太郎(6) 5:14.42
川越陸上少 =GR 川越陸上少 川越陸上少 一志Beast 川越陸上少 ﾁｰﾑG松陸 ＵＲＣ ClubEggs
澤井　風月(6) 5:03.65 検梗谷美優(6) 5:11.24 須山　沙奈(5) 5:14.90 松野　心春(5) 5:20.39 渡邉　　耀(6) 5:28.41 小畑　文乃(6) 5:29.64 濱口　凛桜(6) 5:32.06 角田りい沙(5) 5:35.90
ＵＲＣ GR ＵＲＣ ﾁｰﾑG松陸 川越陸上少 川越陸上少 川越陸上少 ＵＲＣ 北浜陸上ク

凡例   GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 

9月11日 小学生女子1500m

9月11日 小学生男子1500m

9月11日
一般高校女子

4×100mR


