
ト ラ ッ ク 審 判 長 和田　   　靖

2021年12月12日（日） 大会名 大会コード　 21230011 記 録 主 任 赤塚　　伸二

三重陸上競技協会　コード２３

(一財)三重陸上競技協会

特別協賛 株式会社　デンソー 競技場名 競技場コード　 ２３１０１０

日付 種目

松山　優太(J3) 4:10.18 原田　侑宜(J3) 4:11.42 稲田　想大(2) 4:25.62 小田垣　茉周(2) 4:28.95 安藤　海哉(2) 4:30.43 庄山　輝(2) 4:31.43 伊藤　秀馬(1) 4:31.56 柴田　昇英(2) 4:33.01
三重・名張Ｊｒ 三重・ＹウェルネスＣ 三重・山手中 三重・白鳥中 三重・亀山中 三重・白山中 三重・富田中 三重・菰野中
加藤　結羽(2) 8:40.57 田中　智稀(3) 8:43.95 三平　弦徳(3) 8:44.42 内山　椋太(J3) 8:56.98 鷲野　遥都(3) 8:58.85 上條　玄太(3) 9:02.34 木内　桜澄(3) 9:03.06 岡村　将英(3) 9:05.84
三重・三雲中 GR 三重・白鳥中 三重・千代崎中 三重・ＹウェルネスＣ 三重・多度中 三重・神戸中 三重・平田野中 三重・三重中
新田　雄大 8:34.92 近藤　啓太 8:38.20 西川　勇誠(3) 8:40.43 秋山　稟央(1) 8:41.20 雨澤　優太(2) 8:42.01 中辻　健斗(1) 8:45.57 山田　侑矢 8:48.78 見置　空(2) 8:50.56
三重・三重陸協 GR 三重・teamF.O.R GR 伊賀白鳳高 GR 三重・伊賀白鳳高 GR 三重・四日市高 GR 三重・相可高 GR 三重・三重県庁ＡＣ 三重・伊勢学園高
新田　雄大 8:34.92 近藤　啓太 8:38.20 西川　勇誠(3) 8:40.43 加藤　結羽(2) 8:40.57 秋山　稟央(1) 8:41.20 雨澤　優太(2) 8:42.01 田中　智稀(3) 8:43.95 三平　弦徳(3) 8:44.42
三重・三重陸協 GR 三重・teamF.O.R GR 三重・伊賀白鳳高 GR 三重・三雲中 GR 三重・伊賀白鳳高 GR 三重・四日市高 GR 三重・白鳥中 GR 三重・千代崎中 GR
松田　元気(3) 15:58.16 小林　勇斗(2) 16:16.68 原田　侑宜(J3) 16:37.76 森田　愛斗(3) 17:05.30 島村　実来(2) 17:44.70 岡田　幸樹(2) 18:39.64 髙宮　琉生(2) 19:21.75 浅野　智生(1) 20:29.79
三重・白鳥中 GR 三重・厚生中 GR 三重・ＹウェルネスＣ 三重・玉城中 三重・文岡中 三重・白鳥中 三重・鼓ヶ浦中 三重・津・橋北中
近藤　啓太 14:50.89 新田　雄大 14:52.23 磯尾　友規 14:58.48 山崎　楓斗(3) 15:03.59 石坂　健太 15:10.96 松石　啓輔 15:20.36 鈴木　宗治(2) 15:28.64 大岩　新汰(2) 15:35.29
三重・teamF.O.R 三重・三重陸協 三重・teamF.O.R 三重・伊賀白鳳高 三重・teamF.O.R 三重・ASSA-TC 三重・伊賀白鳳高 三重・津西高
近藤　啓太 14:50.89 新田　雄大 14:52.23 磯尾　友規 14:58.48 山崎　楓斗(3) 15:03.59 松石　啓輔 15:09.36 石坂　健太 15:10.96 鈴木　宗治(2) 15:28.64 大岩　新汰(2) 15:35.29
三重・teamF.O.R 三重・三重陸協 三重・teamF.O.R 三重・伊賀白鳳高 三重・ASSA-TC 三重・teamF.O.R 三重・伊賀白鳳高 三重・津西高
髙橋　愛々(J1) 4:51.32 山田　和花(3) 4:56.27 嵐　夢乃(2) 5:04.18 長谷川　結都(1) 5:06.10 中川　実來(2) 5:08.67 森　絢理(2) 5:12.61 宮田　莉子(1) 5:16.39 坂口　悠菜(1) 5:17.67
三重・ＹウェルネスＣ GR 三重・神戸中 三重・多気中 三重・三雲中 三重・桜浜中 三重・菰野中 三重・久居中 三重・久居西中
山中　千佳(3) 10:25.26 内田　里恋(2) 10:26.80 林　里音(3) 10:34.26 長谷川　莉都(1) 10:35.93 冨田　幸希(3) 10:46.89 荒木　花梨(2) 10:47.96 舟山　綺良梨(2) 10:50.21 皆川　七奈子(1) 10:53.66
三重・桜浜中 三重・正和中 三重・亀山中 三重・三雲中 三重・白鳥中 三重・厚生中 三重・創徳中 三重・山手中
伊藤　弓 10:08.63 坂　実咲 10:15.17 松本　未空(1) 10:19.12 今村　円香(2) 10:25.92 ムネネ　メリー(3) 10:27.49 稲葉　惠里子 10:35.31 伊藤　千文 10:36.75 宮田　伊織(1) 10:43.38
三重・teamF.O.R 三重・ASSA-TC 三重・鈴鹿高 三重・松阪高 三重・鈴鹿大 三重・三重マスターズ 三重・鹿族 三重・伊賀白鳳高
伊藤　弓 10:08.63 坂　実咲 10:15.17 松本　未空(1) 10:19.12 山中　千佳(3) 10:25.26 今村　円香(2) 10:25.92 内田　里恋(2) 10:26.80 ムネネ　メリー(3) 10:27.49 林　里音(3) 10:34.26
三重・teamF.O.R 三重・ASSA-TC 三重・鈴鹿高 三重・桜浜中 三重・松阪高 三重・正和中 三重・鈴鹿大 三重・亀山中

凡例  GR:大会記録

8位2位 3位 4位 5位 6位 7位

主催団体名

三 重 交 通 Ｇ ス ポ ー ツ の 杜 伊 勢 ・ 陸 上 競 技 場

決　勝　一　覧　表

期　日 第３回デンソーカップ長距離選手権

12月12日 中学男子1500m

12月12日 中学男子5000m

1位

陸協名

12月12日 女子3000m

12月12日 一般高校男子5000m

12月12日 男子5000m

12月12日 中学女子1500m

12月12日 中学女子3000m

12月12日 一般高校女子3000m

12月12日 男子3000m

12月12日 中学男子3000m

12月12日 一般高校男子3000m


