
2017年6月18日(日) 大会名 大会コード　 17500174 ト ラ ッ ク 審 判 長 和田　　靖

三重陸上競技協会　 コード23 跳 躍 審 判 長 舩越　一彦

(公財)日本陸上競技連盟・三重陸上競技協会 投 て き 審 判 長 山本　浩武

(公財)日本中学校体育連盟・三重県中学校体育連盟 競技場名 競技場コード　 233100 混 成 審 判 長 松葉　清高
招 集 所 審 判 長 向井　俊哉
記 録 主 任 岡田　和久

日付 種目

斎藤　海貴(3) 2256点 山田　真大(2) 2221点 榎本　侑哉(3) 2046点 中東　大輔(3) 2031点 塩谷　陸人(3) 2008点 内山　直紀(3) 1938点 山田　修大(3) 1912点 満仲　陸斗(3) 1910点
久保中 三雲中 小俣中 玉城中 正和中 北浜中 西郊中 多度中

瀬々奈璃乃(3) 2366点 　　皐耶(2) 2326点 森尾　真帆(2) 2209点 山内　美優(3) 2197点 東　穂乃果(2) 2093点 前村　侑音(3) 2080点 森　　玲乃(3) 2013点 山羽　紗由(3) 2006点
一志中 北浜中 南が丘中 南が丘中 小俣中 御薗中 伊勢宮川中 伊勢港中

冨山　瑛斗(3) 11.37(+1.6) 岡本　　宰(3) 11.38(+1.6) 泉屋　秀人(3) 11.55(+0.7) 齋藤　紫豊(3) 11.59(+3.1) 可児　悠杏(3) 11.66(+0.7) 泉　　佑弥(2) 11.69(+2.2) 鈴木　滉生(3) 11.73(+0.7) 中西　一冴(2) 11.76(+0.5)
富田中 南が丘中 尾鷲中 五十鈴中 北浜中 五十鈴中 鼓ヶ浦中 玉城中
田中　秀太(3) 4:17.97 鵜野　大貴(3) 4:19.44 山路　湧暉(3) 4:19.59 竹野　　連(2) 4:22.70 水野　雄太(2) 4:22.91 伊藤　瑠威(2) 4:22.92 髙橋　陸斗(3) 4:24.13 岡山安須都(3) 4:26.79
大木中 成徳中 高田中 大木中 神戸中 白鳥中 北浜中 文岡中
小山　拳志(3) 9:27.42 服部　聖真(3) 9:28.18 後藤　　開(3) 9:31.84 岸野　壮汰(2) 9:40.68 小川　海里(3) 9:42.16 見置　蓮音(3) 9:45.15 森下　　楓(2) 9:48.63 濱口　登馬(3) 9:52.36
三雲中 亀山中 神戸中 一志中 橋南中 厚生中 伊勢宮川中 松阪西中
野呂　仁人(3) 4m40 池上　陽向(3) 4m30 上田　光一(3) 4m00 西川　昇吾(3) 3m40 山口　穂高(3) 3m40 筒井　優太(2) 3m10 井上　雅琴(3) 2m80 出口　大成(2) 2m60
玉城中 多気中 多気中 小俣中 城田中 多気中 伊勢宮川中 城田中
西村　　愛(3) 12.36(+1.0) 横山　結香(3) 12.66(+1.0) 大畑　晴香(3) 12.66(+1.0) 植村　美咲(2) 12.72(+1.0) 村瀬ひまり(3) 12.91(+1.0) 世古　綾葉(1) 12.99(0.0) 杉本　　琴(3) 13.05(+1.0) 西田　真梨(3) 13.08(0.0)
伊勢宮川中 三雲中 志摩中 *TK 平田野中 玉城中 伊勢港中 千代崎中 豊浜中
山﨑そよか(3) 2:18.27 井山　一佳(2) 2:18.78 森田日世莉(2) 2:24.61 大西　優衣(2) 2:27.30 碓井　彩香(3) 2:27.47 西口　陽菜(3) 2:27.89 黒古　春奈(3) 2:27.94 加藤　涼葉(3) 2:28.71
菰野中 一志中 正和中 厚生中 白鳥中 明和中 西郊中 正和中
森田日世莉(2) 4:50.51 畑　まどか(2) 4:54.38 甲斐　礼乃(3) 4:54.69 黒古　春奈(3) 4:57.28 西口　陽菜(3) 4:57.68 上平川　愛(3) 4:58.00 伊藤すずな(3) 4:58.55 伊藤　百花(3) 4:58.93
正和中 度会中 神戸中 西郊中 明和中 正和中 神戸中 三雲中
高山　華梨(2) 2m70 安保　采音(3) 2m40 檮原　萌絵(2) 2m40 藤本　彩那(2) 2m30 田中悠美子(3) 2m20 堤　　樹理(2) 2m20 井　和音(3) 2m10 西野　希空(3) 2m00
小俣中 玉城中 小俣中 多気中 多気中 城田中 北浜中 多気中

凡例  *TK:着差あり

第63回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大
会

陸協名

主催団体名

三 重 交 通 Ｇ ス ポ ー ツ の 杜 伊 瀬 ・ 補 助 競 技 場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

決 勝 一 覧 表

期　日

8位

6月18日 記録会　男子100m

6月18日 記録会　男子1500m

6月18日 記録会　男子3000m

17.11(0.0)-8m85-1m74-1:03.38 16.76(-0.8)-8m15-1m50-57.66

6月18日 記録会　男子棒高跳

15.41(0.0)-9m98-1m50-55.41

6月18日 四種競技(男子)

15.22(+0.3)-7m50-1m71-57.31

6月18日 記録会　女子1500m

16.34(-0.7)-9m48-1m60-59.42 16.01(0.0)-8m60-1m55-58.35 17.42(-0.4)-8m44-1m60-55.69 15.86(-0.8)-6m23-1m40-54.73

6月18日 記録会　女子棒高跳

14.75(+1.4)-1m35-7m24-27.38(-1.0)

6月18日 四種競技(女子)

15.84(+1.4)-1m25-10m04-27.13(-1.0)

6月18日 記録会　女子100m

6月18日 記録会　女子800m

15.74(+1.4)-1m38-7m28-28.15(-1.0) 15.60(+0.5)-1m25-8m14-27.56(-1.0) 15.50(+1.1)-1m25-6m78-27.93(-1.0) 17.43(+0.5)-1m47-8m94-29.99(-1.0) 16.31(+0.5)-1m25-7m22-28.03(-0.9) 18.12(+0.8)-1m35-10m15-29.31(-1.0)


