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今競技会で樹立された大会記録、タイ記録は以下のとおりです。

☆大会記録☆

予・決 記録

1 一般高校男子棒高跳 決 4ｍ80 岡田　公志 中京大

2 一般高校男子三段跳 決 14ｍ１2 二ノ宮慧介 岐阜経済大 ±0

3 高校男子砲丸投 決 13ｍ34 吉村　昂太 宇治山田商高

押田　友厚

森見　貞治

笠木　辰也

林　　光信

5 一般高校女子走幅跳 決 5ｍ26 安藤　紗英 久居高 +1.1

6 一般高校女子砲丸投 決 11ｍ78 山﨑　美香 宇治山田商高

7 中学男子走幅跳 決 6ｍ19 舌古　一誠 南勢中 ±0

8 中学男子走幅跳 決 6ｍ18 藤木　智巳 三重大附属中 -0.8

9 中学男子走幅跳 決 6ｍ09 岡山　　真 明和中 -0.7

10 中学男子三段跳 決 12ｍ99 森中　剛樹 松阪西中 +1.8

11 中学男子三段跳 決 12ｍ71 藤木　智巳 三重大附属中 +0.7

12 中学男子三段跳 決 12ｍ57 山本　晋輔 三雲中 +0.7

13 中学女子2000ｍ 決 6.33.77 飯尾　美友 一志中

14 中学女子2000ｍ 決 6.34.48 岩出　玲亜 一志中

15 中学女子2000ｍ 決 6.53.86 寺山　明香里 一志中

☆大会タイ記録☆

予・決 記録

1 中学男子走高跳 決 1ｍ75 森岡　達哉 三雲中

氏名
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一般高校男子4×10０mR 決 42.96 IseTC
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2009年7月26日(日) 大会名 第4回松阪陸上競技選手権大会　 大会コード　 ０９２４０７３７ ﾄﾗｯｸ  審判長 坂元　　均

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 東浦　宏幸

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場陸上競技場　　 競技場コード　 ２４１０１０
主催団体名 松阪地区陸上競技協会 記録　主任 藪北　則行

高校一般高校一般高校一般高校一般　　　　男子男子男子男子のののの部部部部
日付 種目

7/26 １００ｍ 西井　聡志 (3) 11.45 滝田　恭平 (3) 11.48 森見　貞治 11.51 古川　　遼 (3) 11.67 林　　光信 11.71 飯田　大智 (2) 11.72 村田　　充 (2) 11.80

風-0.7 三重高 宇治山田商高 IseTC 名城大 IseTC 皇學館大 三重高

7/26 ４００ｍ 西村　夢路 (3) 49.65 小池　亮輔 (2) 51.23 堀口羽矢斗 (1) 51.44 坂野　航平 (1) 52.11 奥村　祐希 (2) 55.00 永野　卓矢 (2) 55.72 村田　　充 (2) 56.56

三重高 皇學館大 松阪高 宇治山田商高 久居高 皇學館大 三重高

7/26 ８００ｍ 髙畑　克馬 (3) 2.01.76 中西　　涼 (3) 2.03.01 岡　長太郎 (2) 2.04.33 岩森　伶央 (1) 2.05.58 中西　　翔 (3) 2.05.82 喜田川智亮 (2) 2.07.98 藤原　　忍 (2) 2.08.26 浜地　　守 2.08.35

久居高 三重高 三重高 三重高 三重高 三重高 松阪高 三重陸協

7/26 ３０００ｍ 中西　　涼 (3) 9.14.99 石坂　健太 (3) 9.20.49 藤本　健太 (1) 9.29.58 山口　直人 9.33.69 中西　　翔 (3) 9.50.54 羽根　正樹 9.53.60 大澤　卓巳 (1) 9.58.77 中川　浩昭 9.59.10

三重高 神戸高 三重高 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重高 三重県庁AC 三重高 三重県庁AC

7/26 １１０ｍＨ(1.067) 間宮　淳士 (3) 16.75 渡辺　尚大 (2) 17.49 松田　直也 (2) 17.84 山田　卓弥 (1) 17.86 佐藤　優斗 (2) 17.99 平尾　　渉 (1) 22.37

風-1.9 相可高 稲生高 相可高 稲生高 津高 松阪工高

7/26 ４×１００ｍＲ IseTC 42.96 稲生高 44.95 松阪高 45.36 津高－Ｂ 45.93 相可高 46.30 志摩高 46.99 津高－Ａ 48.00 松阪工高 50.06

  押田　友厚 GR   柚木　正人 (2)   佐羽　宏太 (2)   青　　秀歩 (2)   今西　恒平 (2)   吉川　純平 (2)   糸魚川　学 (2)   平尾　　渉 (1)

  森見　貞治   ｴｸﾞｴｽﾞﾁｭﾀ (2)   大嶋　康介 (2)   佐藤　優斗 (2)   杉井　勇輝 (1)   松井　　龍 (1)   北川　拓実 (2)   小森　詳太 (1)

  笠木　辰也   山田　卓弥 (1)   堀口羽矢斗 (1)   堀田　知義 (2)   山田　隆平 (1)   小堀　嘉久 (1)   野崎　誠也 (2)   菅野　雄斗 (1)

  林　　光信   下向　範明 (2)   濵田　安重 (2)   中邑信一朗 (2)   間宮　淳士 (3)   齋藤　正直 (1)   松下　和弘 (1)   森田　哲史 (1)

7/26 走高跳 古川　　遼 (3) 1m90 濱口　大輔 (3) 1m90 山添　凌介 (2) 1m80 大森　直輝 (2) 1m70 三宅　翔 (3) 1m70 二ノ宮慧介 (4) 1m70 池上　恭平 (2) 1m70 鈴木　雄也 (1) 1m65

名城大 松阪商高 松阪高 稲生高 同順 宇治山田商高 同順 岐阜経済大 久居高 久居高

7/26 棒高跳 岡田　公志 (3) 4m80

中京大 GR

7/26 走幅跳 奥野　史典 6m56 +3.6 池山　将悟 (1) 6m35 +3.1 湯浅　　優 (2) 5m97 +1.3 北森　祥旦 (1) 5m94 +2.8 菱田　聖也 (1) 5m91 +3.1 樋口　優雅 (2) 5m84 +2.9 山田　隆平 (1) 5m81 +1.2 小林　和樹 (1) 5m81 -0.2

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ *F1 宇治山田商高 *F4 松阪高 稲生高 *F2 稲生高 *F1 稲生高 *F5 相可高 神戸高

7/26 三段跳 二ノ宮慧介 (4) 14m12 0.0 熊田　和也 (4) 13m97 +1.6 森野　有大 (2) 12m76 -0.1 池山　将悟 (1) 12m51 +0.4 森田　哲史 (1) 12m04 +3.1 小堀　嘉久 (1) 11m33 +3.7 坂田　顕一 (1) 11m24 +0.3

岐阜経済大 GR 皇學館大 宇治山田商高 宇治山田商高 松阪工高 *F3 志摩高 *F6 宇治山田商高

7/26 砲丸投 中村　友昭 11m80 南　　干城 10m33 阿部　　享 9m23

　(7.26kg) 三重県庁AC IseTC ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ

7/26 高校砲丸投 吉村　昂太 (2) 13m34 西村　武人 (1) 11m59 樋口　翔平 (1) 11m03 坂本　恭太 (1) 10m77 森田　恭平 (2) 9m81 鈴木龍一郎 (2) 9m62 高橋　　萌 (1) 8m45 小森　詳太 (1) 7m83

　(6.0kg) 宇治山田商高 GR 宇治山田商高 稲生高 稲生高 相可高 稲生高 相可高 松阪工高

7/26 円盤投 中村　友昭 34m31 阿部　　享 24m21

(2.0kg) 三重県庁AC ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ

7/26 高校円盤投 坂本　恭太 (1) 32m88 森本　涼太 (2) 32m40 山口　将吾 (2) 31m48 田中　湧也 (1) 29m39 森田　恭平 (2) 24m94 山路　也貴 (1) 24m10 樋口　翔平 (1) 21m88 小森　詳太 (1) 20m67

(1.75kg) 稲生高 宇治山田商高 三重高 宇治山田商高 相可高 稲生高 稲生高 松阪工高

7/26 ハンマー投 青木　慎一 (3) 49m37 森本　涼太 (2) 48m81 鈴木　雄斗 (2) 40m63 鈴木龍一郎 (2) 39m14 岸本　隼樹 (3) 34m47 奥山　智裕 (2) 33m91 山川　皓生 (2) 32m47 田中　湧也 (1) 28m10

(6.0kg) 久居農林高 宇治山田商高 津高 稲生高 稲生高 稲生高 三重高 宇治山田商高

7/26 やり投 小倉　憲幸 (2) 49m17 南　　干城 43m45 上村祥多朗 (1) 39m21 奥山　智裕 (2) 35m55 長田　雄希 (1) 34m84 西村　舜二 (2) 34m11 山中　大樹 (3) 33m67 辻　　知将 (1) 31m94

三重高 IseTC 宇治山田商高 稲生高 明野高 松阪高 明野高 明野高

凡例　GR大会新　EGR大会タイ

5位 6位 7位1位 2位 3位 4位

期　日

決決決決　　　　勝勝勝勝　　　　一一一一　　　　覧覧覧覧　　　　表表表表

陸協名

8位
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2009年7月26日(日) 大会名 第4回松阪陸上競技選手権大会　 大会コード　 ０９２４０７３７ ﾄﾗｯｸ  審判長 坂元　　均

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 東浦　宏幸

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場陸上競技場　　 競技場コード　 ２４１０１０
主催団体名 松阪地区陸上競技協会 記録　主任 藪北　則行

期　日

決決決決　　　　勝勝勝勝　　　　一一一一　　　　覧覧覧覧　　　　表表表表

陸協名

高校一般高校一般高校一般高校一般　　　　女子女子女子女子のののの部部部部
日付 種目

7/26 １００ｍ 杉田　真実 (2) 12.73 堤　　扶子 (2) 12.93 益川　夏実 (3) 13.36 武富可南子 (2) 13.37 小室三奈美 (3) 13.51 山本　英莉 (2) 13.94 中川由梨奈 (2) 14.17 新宅　恭子 (1) 14.19

風-0.2 津高 皇學館大 稲生高 津高 久居高 神戸高 松阪商高 稲生高

7/26 ４００ｍ 中西　　柚 (2) 1.02.44 井口　稚菜 (2) 1.03.11 眞田　詩穂 (1) 1.04.11 市川　　茜 (2) 1.05.12 城山萌菜美 (1) 1.07.36 山本　幸歩 (2) 1.07.89 笠井　　優 (2) 1.12.43

三重高 久居高 慶應大 三重高 志摩高 三重高 津高

7/26 ８００ｍ 大西由里子 (2) 2.35.51 笠井　　優 (2) 2.37.91 中村　祐子 (2) 2.38.82 関戸　由貴 (2) 2.43.77 東川ひかる (2) 2.44.02 堀之内更紗 (2) 2.49.76 堤　　あい (1) 2.55.43 角屋　　瞳 (1) 2.55.57

松阪高 津高 宇治山田商高 神戸高 明野高 神戸高 津高 明野高

7/26 １００ｍＨ(0.840) 城山萌菜美 (1) 18.65 藤田紗矢佳 (2) 19.74

風-1.8 志摩高 志摩高

7/26 ４×１００ｍＲ 久居高 51.61 三重高 51.85 稲生高 53.71

  小室三奈美 (3)   山本　幸歩 (2)   早坂奈津紀 (1)

  安藤　紗英 (2)   野邑　可織 (3)   新宅　恭子 (1)

  井口　稚菜 (2)   市川　　茜 (2)   大西　杏奈 (1)

  杉山　祐子 (2)   中西　　柚 (2)   松島衣梨奈 (2)

7/26 棒高跳 泉　　恵子 2m40 泉　　有華 (3) 2m30

三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 五十鈴

7/26 走高跳 松島衣梨奈 (2) 1m54 阪下　菜摘 (2) 1m54 江尻　　英 (2) 1m51 一色　杏奈 (2) 1m45 寺前　由紀 (1) 1m45

稲生高 *JO 稲生高 *JO 神戸高 松阪商高 神戸高

7/26 走幅跳 安藤　紗英 (2) 5m26 +1.1 神原　萌実 (2) 5m07 +1.0 杉山　祐子 (2) 4m79 0.0 大西　杏奈 (1) 4m68 +2.3

久居高 GR 神戸高 久居高 稲生高

7/26 砲丸投 山﨑　美香 (3) 11m78 小野　歩実 (2) 10m72 下田亜稀子 (2) 10m46 西岡　名月 (1) 10m12 池森　史保 (1) 10m12 濱口　菜緒 (2) 9m38 畑　菜々美 (1) 9m09 横山　苑香 (2) 8m96

(4.0kg) 宇治山田商高 GR 三重高 稲生高 宇治山田商高 宇治山田商高 宇治山田商高 稲生高 稲生高

7/26 円盤投 中村　文香 (3) 36m66 井坂　美来 (1) 32m98 藤盛　　唯 (2) 30m67 永田もみじ (2) 23m79 楠田恵理香 (2) 21m40 稲葉　志穂 (1) 21m22

(1.0kg) 中京女大 宇治山田商高 稲生高 稲生高 稲生高 志摩高

7/26 ハンマー投 中島なつみ (3) 47m71 大川　翔子 (2) 34m92 橋村　怜奈 (2) 30m63 田中　　舞 (1) 29m16 吉田　理乃 (2) 27m27 山﨑　美香 (3) 25m63 鈴木　彩水 (2) 23m31 下田亜稀子 (2) 21m29

(4.0kg) 久居高 久居高 久居高 久居高 三重高 宇治山田商高 稲生高 稲生高

7/26 やり投 大西　珠希 (2) 40m35 森本　佳奈 (2) 39m78 藤盛　　唯 (2) 38m83 畑　菜々美 (1) 34m33 平子　良枝 (3) 33m08 西岡　名月 (1) 31m44 永田もみじ (2) 29m82 北村　綾菜 (3) 27m30

中京女大 宇治山田商高 稲生高 稲生高 稲生高 宇治山田商高 稲生高 相可高

凡例　GR大会新　EGR大会タイ　JO：順位決定試技による記録　　　　　

同順 同順

5位 6位 7位2位 3位 4位 8位1位



男子男子男子男子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

三重県記録 (KR)         10.13     田島　宣弘 (日本体育大)                                     2002        

　大会記録 (GR)         10.90     竹林　正人 (皇學館大)                                       2007(第2回) 

予選  予選  予選  予選  10101010組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶｻｷﾞﾀﾂﾔ ﾓﾘﾐｻﾀﾞﾊﾙ

1 3 4111 笠木　辰也 IseTC 11.80 1 6 4134 森見　貞治 IseTC 11.37 q

ｵｵｼﾏ ｺｳｽｹ ﾀｷﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2 6 1276 大嶋　康介 (2) 松阪高 12.29 2 9 806 滝田　恭平 (3) 宇治山田商高 11.41 q

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ ﾑﾗﾀﾐﾂﾙ

3 5 1618 齋藤　正直 (1) 志摩高 12.43 3 3 1019 村田　　充 (2) 三重高 11.66 q

ｽｷﾞｲ ﾕｳｷ ﾎｯﾀ ﾄﾓﾖｼ

4 8 1436 杉井　勇輝 (1) 相可高 12.44 4 4 606 堀田　知義 (2) 津高 12.07

ｵｵｻｷ ﾀｸﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

5 1 1383 大崎　拓哉 (2) 久居農林高 12.73 5 5 894 山本　祐介 (1) 久居高 12.78

ｸﾛｶﾜ ﾅｵﾔ ｳｻﾞﾜ ﾕｳｷ

6 9 389 黒川　直耶 (2) 稲生高 12.74 6 1 4647 宇沢　湧己 (1) 鳥羽商船 13.49

ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ

7 4 470 川村　真弘 (1) 神戸高 13.40 7 7 1630 荒井　孝弘 (2) 明野高 13.85

ｲﾄｲｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ﾌﾙｶﾜ ｹｲﾀ

8 7 610 糸魚川　学 (2) 津高 13.79 8 441 古川　敬太 (1) 稲生高 DNS

ﾊｷﾞﾀ ｼｭｳ ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ

2 1297 萩田　　周 (2) 飯南高 DNS 2 1902 東　　亮汰 (1) 松阪高 DNS

3333組組組組 4444組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｽﾀﾞﾄﾓｱﾂ ﾊﾔｼﾐﾂﾉﾌﾞ

1 3 4110 押田　友厚 IseTC 12.05 1 3 4126 林　　光信 IseTC 11.50 q

ﾕﾉｷ ﾏｻﾄ ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ

2 7 403 柚木　正人 (2) 稲生高 12.06 2 4 854 坂野　航平 (1) 宇治山田商高 11.87

ｶｼﾞﾉ ﾘｮｳ ﾋﾒﾉ ﾀﾛｳ

3 5 4650 梶野　　凌 (1) 鳥羽商船 12.25 3 7 396 姫野　太朗 (2) 稲生高 12.22

ｼﾗｸﾗ ﾀｹﾋﾛ ｶﾄｳ ﾘｸ

4 6 455 白倉　剛大 (2) 神戸高 12.65 4 6 472 加藤　　陸 (1) 神戸高 12.32

ﾎﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾄ ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

5 8 626 本谷　一隼 (1) 津高 12.96 5 5 1426 島田　大地 (2) 相可高 12.50

ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｽｶ ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ

6 4 1428 出口　飛鳥 (1) 相可高 13.20 6 2 1832 森田　哲史 (1) 松阪工高 12.71

ｵｸﾉ ﾌﾐﾉﾘ ｽｴﾄﾐ ｺｳｽｹ

1 4067 奥野　史典 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ DNF 7 1 1292 末冨　孝輔 (1) 松阪高 12.79

ﾄﾈ ｶｽﾞﾏ ｸｽﾀﾞ ｼｮｳﾔ

2 1281 刀根　一磨 (2) 松阪高 DNS 8 8 1898 楠田　祥也 (1) 津高 12.99

ﾏﾂﾓﾄﾀｹﾉﾘ

9 1018 松本　猛業 (2) 三重高 DNS

5555組組組組 6666組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄ

1 4 607 北川　拓実 (2) 津高 12.54 1 6 4084 竹内　正人 米鈴AC 12.16

ｼﾛﾔﾏ ｷﾖｼ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｷ

2 7 4060 城山　清史 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 12.83 2 1 400 水谷　昌希 (2) 稲生高 12.25

ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾄ ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

3 2 1384 西村　研人 (2) 久居農林高 12.94 3 8 625 松下　和弘 (1) 津高 12.47

ｵｻﾅｲ ｹﾝ ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ

4 3 1277 長内　　賢 (2) 松阪高 13.02 4 2 1289 太田　裕介 (1) 松阪高 12.99

ｵｵｺｳﾁ ｺｳｽｹ ﾏﾂﾐﾔ ｼｭｳﾍｲ

6 5-643 大河内孝輔 (3) 皇學館大 DNS 5 3 458 松宮　周平 (2) 神戸高 13.10

ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

8 428 菱田　聖也 (1) 稲生高 DNS 6 4 1614 吉川　純平 (2) 志摩高 13.11

ｳｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾔ

1 4647 宇沢　湧己 (1) 鳥羽商船 DNS 5 5-660 永野　卓矢 (2) 皇學館大 DNS

ｻｶﾓﾄ ｱｷﾄｼ ﾔﾏﾑﾛ ｹﾝﾄ

5 805 坂本　明俊 (3) 宇治山田商高 DNS 7 431 山室　建人 (1) 稲生高 DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -0.9 風:  -1.1

風:  -5.0 風:  -1.7

風:  -3.4 風:  -1.8

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場  DNF：途中棄権



男子男子男子男子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

三重県記録 (KR)         10.13     田島　宣弘 (日本体育大)                                     2002        

　大会記録 (GR)         10.90     竹林　正人 (皇學館大)                                       2007(第2回) 

予選  予選  予選  予選  10101010組組組組0000着着着着++++8888

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

7777組組組組 8888組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾆｼｲｻﾄｼ

1 6 5-648 飯田　大智 (2) 皇學館大 11.67 q 1 6 1007 西井　聡志 (3) 三重高 11.56 q

ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ ｱｵ ｼｭｳﾎ

2 5 1632 中川　知哉 (2) 明野高 11.93 2 5 608 青　　秀歩 (2) 津高 12.32

ﾉﾑﾗ ｴｲｼﾞ ｻﾊﾞ ｺｳﾀ

3 8 4062 野村　英二 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 12.30 3 2 1279 佐羽　宏太 (2) 松阪高 12.50

ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ ﾐﾉｳ ｼｮｳﾔ

4 7 432 吉田　圭汰 (1) 稲生高 12.43 4 8 473 美濃　翔也 (1) 神戸高 12.81

ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ

5 1 1439 松田　直也 (2) 相可高 12.56 5 3 1624 山中　大樹 (3) 明野高 13.11

ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ

6 2 629 池田　効平 (1) 津高 12.64 6 1 440 吉澤　　剛 (1) 稲生高 13.55

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ｶｼﾞﾉ ﾘｮｳ

7 3 1282 中村　彰吾 (2) 松阪高 12.80 4 4650 梶野　　凌 (1) 鳥羽商船 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｵｸｲﾋｻﾄ

4 459 山口諒太郎 (2) 神戸高 DNS 7 4108 奥井　久登 IseTC DNS

9999組組組組 10101010組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵｺｳﾁ ｹﾞﾝｷ ﾌﾙｶﾜﾘｮｳ

1 3 4603 大河内玄樹 ASSA-TC 11.38 q 1 3 5-309 古川　　遼 (3) 名城大 11.76 q

ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ

2 1 624 和田　将志 (1) 津高 12.08 2 5 800 泉　　亮輔 (3) 宇治山田商高 11.96

ﾋｻﾄﾐ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ

3 4 474 久冨　佑樹 (1) 神戸高 12.27 3 7 471 小林　和樹 (1) 神戸高 12.43

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾏﾂｲ ﾘｮｳ

4 5 878 出口　雄基 (3) 久居高 12.30 4 4 1616 松井　　龍 (1) 志摩高 12.71

ｲﾜﾀ ｼｮｳｼﾞ ｳｴﾅｶ ｼﾝﾔ

5 9 418 岩田　翔爾 (1) 稲生高 12.35 5 1 628 上中　真也 (1) 津高 12.97

ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｼｹﾞ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｷ

6 6 1284 濵田　安重 (2) 松阪高 12.40 6 8 438 林田　勇気 (1) 稲生高 13.38

ｵｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｶﾜｲ ﾕｳ

7 8 1620 岡山　翔悟 (1) 志摩高 12.56 7 2 1290 河合　　優 (1) 松阪高 13.42

ﾌﾅｺｼ ﾖｼﾑﾈ ｷﾀｵｶ ﾀｶﾉﾘ

8 7 398 舩越　義宗 (2) 稲生高 13.06 8 6 5-424 北岡　剛典 (3) 愛知淑徳大 13.74

ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ

9 2 1295 前村　将人 (1) 松阪高 13.22

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｲｻﾄｼ

1 9 1007 西井　聡志 (3) 三重高 11.45

ﾀｷﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2 7 806 滝田　恭平 (3) 宇治山田商高 11.48

ﾓﾘﾐｻﾀﾞﾊﾙ

3 4 4134 森見　貞治 IseTC 11.51

ﾌﾙｶﾜﾘｮｳ

4 3 5-309 古川　　遼 (3) 名城大 11.67

ﾊﾔｼﾐﾂﾉﾌﾞ

5 6 4126 林　　光信 IseTC 11.71

ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

6 2 5-648 飯田　大智 (2) 皇學館大 11.72

ﾑﾗﾀﾐﾂﾙ

7 8 1019 村田　　充 (2) 三重高 11.80

ｵｵｺｳﾁ ｹﾞﾝｷ

5 4603 大河内玄樹 ASSA-TC DNS

風:  -0.7

風:  -0.9 風:  -1.2

風:  -1.6 風:  -1.0

凡例    DNS：欠場  DNF：途中棄権



男子男子男子男子　　　　４００４００４００４００ｍｍｍｍ

三重県記録 (KR)         0.46.12   北岡　慶昭 (東海大)                                         2003        

　大会記録 (GR)         0.49.01   河西　　章 (関西外大)                                       2007(第2回) 

予選  予選  予選  予選  4444組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ

1 6 884 奥村　祐希 (2) 久居高 0.52.41 q 1 5 854 坂野　航平 (1) 宇治山田商高 0.51.95 q

ﾑﾗﾀﾐﾂﾙ ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ

2 9 1019 村田　　充 (2) 三重高 0.52.48 q 2 6 5-654 小池　亮輔 (2) 皇學館大 0.52.59 q

ｴｸﾞｴｽﾞ ｶﾞﾘ ﾁｭﾀ ﾙｲｽ ﾀｶﾊﾀ ｶﾂﾏ

3 8 385 ｴｸﾞｴｽﾞﾁｭﾀ (2) 稲生高 0.54.67 3 7 877 髙畑　克馬 (3) 久居高 0.54.16

ｲﾏﾆｼ ｺｳﾍｲ ﾀｹｵ ｱｷｵﾐ

4 4 1425 今西　恒平 (2) 相可高 0.57.17 4 3 424 竹尾　聡純 (1) 稲生高 0.54.95

ｵｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｶﾜﾑﾗ ｹﾝ

5 2 1620 岡山　翔悟 (1) 志摩高 0.57.89 5 8 451 河村　　憲 (2) 神戸高 0.57.07

ｵｵｺｳﾁ ｺｳｽｹ ﾓｳﾘ ﾕｳｷ

5 5-643 大河内孝輔 (3) 皇學館大 DNS 6 9 402 毛利　勇貴 (2) 稲生高 1.04.13

ﾄﾈ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂｲ ﾘｮｳ

3 1281 刀根　一磨 (2) 松阪高 DNS 2 1616 松井　　龍 (1) 志摩高 DNS

ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ ｽｴﾄﾐ ｺｳｽｹ

7 450 今井　俊輔 (2) 神戸高 DNS 4 1292 末冨　孝輔 (1) 松阪高 DNS

3333組組組組 4444組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼﾑﾗﾕﾒｼﾞ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

1 4 1008 西村　夢路 (3) 三重高 0.51.30 q 1 4 1294 堀口羽矢斗 (1) 松阪高 0.52.09 q

ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾔ

2 5 5-648 飯田　大智 (2) 皇學館大 0.52.44 q 2 5 5-660 永野　卓矢 (2) 皇學館大 0.52.91 q

ｲﾊﾗ ﾅｵﾋﾛ ｵｶﾁｮｳﾀﾛｳ

3 9 416 伊原　尚宏 (1) 稲生高 0.53.82 3 8 1014 岡　長太郎 (2) 三重高 0.54.21

ﾏﾙﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

4 8 4064 丸本　浩史 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 0.53.90 4 6 885 川北　淳也 (2) 久居高 0.55.79

ｼﾓﾑｷ ﾉﾘｱｷ ﾀﾁ ﾊﾔﾄ

5 7 391 下向　範明 (2) 稲生高 0.55.45 5 9 425 舘　　颯斗 (1) 稲生高 0.56.80

ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ ｶｹﾞ ｼｮｳﾀ

6 6 852 北村　直也 (1) 宇治山田商高 0.55.48 6 2 420 鹿毛　翔太 (1) 稲生高 0.58.69

ﾎｼﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ

7 2 399 星野新一郎 (2) 稲生高 0.58.70 3 1618 齋藤　正直 (1) 志摩高 DNS

ｻﾊﾞ ｺｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 1279 佐羽　宏太 (2) 松阪高 DNS 7 459 山口諒太郎 (2) 神戸高 DNS

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗﾕﾒｼﾞ

1 7 1008 西村　夢路 (3) 三重高 0.49.65

ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ

2 3 5-654 小池　亮輔 (2) 皇學館大 0.51.23

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

3 6 1294 堀口羽矢斗 (1) 松阪高 0.51.44

ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ

4 4 854 坂野　航平 (1) 宇治山田商高 0.52.11

ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ

5 5 884 奥村　祐希 (2) 久居高 0.55.00

ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾔ

6 2 5-660 永野　卓矢 (2) 皇學館大 0.55.72

ﾑﾗﾀﾐﾂﾙ

7 8 1019 村田　　充 (2) 三重高 0.56.56

ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

9 5-648 飯田　大智 (2) 皇學館大 DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場



男子男子男子男子　　　　８００８００８００８００ｍｍｍｍ

三重県記録 (KR)         1.49.76   坂　　直哉 (名城大)                                         2005        

　大会記録 (GR)         1.59.47   清水　保行 (久居高)                                         2006(第1回) 

ﾀｲﾑﾚｰｽﾀｲﾑﾚｰｽﾀｲﾑﾚｰｽﾀｲﾑﾚｰｽ

1111組組組組 2222組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼﾘｮｳ ｵｶﾁｮｳﾀﾛｳ

1 7 1006 中西　　涼 (3) 三重高 2.03.01 1 6 1014 岡　長太郎 (2) 三重高 2.04.33

ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾂｷ ｷﾀｶﾞﾜﾄﾓｱｷ

2 3 1714 前川　夏輝 (2) 松阪工高 2.18.66 2 9 1016 喜田川智亮 (2) 三重高 2.07.98

ｺﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ ﾊﾏﾁ ﾏﾓﾙ

3 2 1278 小西健太郎 (2) 松阪高 2.20.78 3 8 4565 浜地　　守 三重陸協 2.08.35

ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ ｽｸﾞﾘﾀﾞｲｽｹ

4 9 1432 森田　智大 (1) 相可高 2.25.28 4 4 1001 村主　大輔 (3) 三重高 2.11.50

ﾋﾗｶﾞ ｹﾝ ﾋｵｷ ﾀﾞｲｽｹ

5 8 4649 平賀　　賢 (1) 鳥羽商船 2.29.04 5 3 1293 日置　大介 (1) 松阪高 2.18.56

ﾔﾏｷﾞﾜ ｹﾝｽｹ ﾋﾗｶﾞ ｹﾝ

5 1298 山際　健介 (2) 飯南高 DNS 2 4649 平賀　　賢 (1) 鳥羽商船 DNS

ﾅｶﾆｼ ｻﾄｼ ﾀｶﾊﾀ ﾕｳﾏ

4 4648 中西　　敏 (1) 鳥羽商船 DNS 5 1711 高畑　佑馬 (3) 松阪工高 DNS

ﾅｶﾆｼ ｻﾄｼ ﾊﾈﾏｻｷ

6 4648 中西　　敏 (1) 鳥羽商船 DNS 7 4269 羽根　正樹 三重県庁AC DNS

3333組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊﾀ ｶﾂﾏ

1 5 877 髙畑　克馬 (3) 久居高 2.01.76

ｲﾜﾓﾘﾚｵ

2 8 1031 岩森　伶央 (1) 三重高 2.05.58

ﾅｶﾆｼｼｮｳ

3 6 1005 中西　　翔 (3) 三重高 2.05.82

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾉﾌﾞ

4 2 1285 藤原　　忍 (2) 松阪高 2.08.26

ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾋﾛ

5 7 880 山中　章裕 (3) 久居高 2.17.12

ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3 4646 加藤　純平 (2) 鳥羽商船 DNS

ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

9 4646 加藤　純平 (2) 鳥羽商船 DNS

ﾀｸﾞﾁﾘｭｳﾀ

4 1003 田口　隆太 (3) 三重高 DNS

審 判 長：市　　武徳

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場



男子男子男子男子　　　　３０００３０００３０００３０００ｍｍｍｍ

7月26日 15:50 決勝  

三重県記録 (KR)         8.03.90   小林　史和 (NTN)                                            2003        

　大会記録 (GR)         8.57.99   小野　郁文 (高田高)                                         2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼﾘｮｳ

1 5 1006 中西　　涼 (3) 三重高 9.14.99

ｲｼｻﾞｶ ｹﾝﾀ

2 18 442 石坂　健太 (3) 神戸高 9.20.49

ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝﾀ

3 13 1035 藤本　健太 (1) 三重高 9.29.58

ﾔﾏｸﾞﾁﾅｵﾄ

4 26 4406 山口　直人 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 9.33.69

ﾅｶﾆｼｼｮｳ

5 24 1005 中西　　翔 (3) 三重高 9.50.54

ﾊﾈﾏｻｷ

6 15 4269 羽根　正樹 三重県庁AC 9.53.60

ｵｵｻﾞﾜﾀｸﾐ

7 12 1032 大澤　卓巳 (1) 三重高 9.58.77

ﾅｶｶﾞﾜﾋﾛｱｷ

8 17 4266 中川　浩昭 三重県庁AC 9.59.10

ﾀｶﾊﾀ ﾕｳﾏ

9 9 1711 高畑　佑馬 (3) 松阪工高 9.59.31

ｷﾑﾗ ﾋﾛﾋｻ

10 11 4327 木村　浩久 松阪市役所 10.10.55

ｸﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

11 22 480 栗本　嵩大 (1) 神戸高 10.18.35

ｷﾀｶﾞﾜﾄﾓｱｷ

12 19 1016 喜田川智亮 (2) 三重高 10.19.46

ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

13 6 482 市川　悦大 (1) 神戸高 10.25.08

ｻｲﾄﾞｳﾘｮｳ

14 7 1017 西道　　涼 (2) 三重高 10.28.30

ﾏｴｶﾞﾜ ﾅﾂｷ

15 25 1714 前川　夏輝 (2) 松阪工高 10.41.98

ﾆﾜ ｹﾝﾄ

16 20 892 丹羽　拳人 (1) 久居高 10.56.90

ﾊﾏﾁ ﾏﾓﾙ

17 27 4565 浜地　　守 三重陸協 11.06.71

ﾏﾂｲｹ ﾀﾀﾞｼ

18 10 4527 松生　　直 三重陸協 11.28.91

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

19 21 1727 吉田　拓矢 (2) 日生第一高 12.21.76

ｼｮｳｼﾞ ﾀｶﾋﾛ

20 23 1908 小路　剛弘 (2) 日生第一高 12.33.23

ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

14 4035 逵　　一弘 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉｼﾞｰ DNS

ｶﾜﾗﾔ ﾀｸﾔ

8 1427 瓦谷　拓也 (2) 相可高 DNS

ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

4 1429 北川　陽平 (1) 相可高 DNS

ﾔﾏﾅﾐﾖｼﾋﾛ

16 4274 山南　好弘 三重県庁AC DNS

ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ

1 1633 長谷川朋久 (2) 明野高 DNS

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｲ

2 456 髙橋　　基 (2) 神戸高 DNS

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｸﾐ

3 457 藤森　　匠 (2) 神戸高 DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場



男子男子男子男子　　　　１１０１１０１１０１１０ｍＨｍＨｍＨｍＨ((((1111....067067067067mmmm))))

7月26日 15:45 決勝  

三重県記録 (KR)         13.89     隈元　康太 (日本体育大)                                     2005        

　大会記録 (GR)         16.23     矢納　　要 (伊勢高)                                         2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾐﾔ ｱﾂｼ

1 3 1421 間宮　淳士 (3) 相可高 16.75

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ

2 7 404 渡辺　尚大 (2) 稲生高 17.49

ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ

3 5 1439 松田　直也 (2) 相可高 17.84

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ

4 1 430 山田　卓弥 (1) 稲生高 17.86

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

5 4 605 佐藤　優斗 (2) 津高 17.99

ﾋﾗｵ ｼｮｳ

6 8 1836 平尾　　渉 (1) 松阪工高 22.37

ｸﾗﾀ ﾔｽﾀｶ

9 422 倉田　泰孝 (1) 稲生高 DNS

ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｮｳｽｹ

2 1286 山添　凌介 (2) 松阪高 DNS

ﾌﾙﾉﾕｳｼﾞ

6 4127 古野　裕司 IseTC DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -1.9

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場



男子男子男子男子　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

三重県記録 (KR)         39.66     三重県 (岡部・渡辺・水谷・大野)                             1997        
　大会記録 (GR)         43.50     伊勢高 (矢納・笠井・村田・高林)                             2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

1着 6ﾚｰﾝ 2着 2ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
IseTC 42.96 GR 稲生高 44.95 松阪高 45.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｽﾀﾞﾄﾓｱﾂ ﾕﾉｷ ﾏｻﾄ ｻﾊﾞ ｺｳﾀ
1 4110 押田　友厚 IseTC 1 403 柚木　正人 (2) 稲生高 1 1279 佐羽　宏太 (2) 松阪高

ﾓﾘﾐｻﾀﾞﾊﾙ ｴｸﾞｴｽﾞ ｶﾞﾘ ﾁｭﾀ ﾙｲｽ ｵｵｼﾏ ｺｳｽｹ
2 4134 森見　貞治 IseTC 2 385 ｴｸﾞｴｽﾞﾁｭﾀ (2) 稲生高 2 1276 大嶋　康介 (2) 松阪高

ｶｻｷﾞﾀﾂﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ
3 4111 笠木　辰也 IseTC 3 430 山田　卓弥 (1) 稲生高 3 1294 堀口羽矢斗 (1) 松阪高

ﾊﾔｼﾐﾂﾉﾌﾞ ｼﾓﾑｷ ﾉﾘｱｷ ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｼｹﾞ
4 4126 林　　光信 IseTC 4 391 下向　範明 (2) 稲生高 4 1284 濵田　安重 (2) 松阪高

4着 9ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
津高－Ｂ 45.93 相可高 46.30 志摩高 46.99
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｵ ｼｭｳﾎ ｲﾏﾆｼ ｺｳﾍｲ ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
1 608 青　　秀歩 (2) 津高 1 1425 今西　恒平 (2) 相可高 1 1614 吉川　純平 (2) 志摩高

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ｽｷﾞｲ ﾕｳｷ ﾏﾂｲ ﾘｮｳ
2 605 佐藤　優斗 (2) 津高 2 1436 杉井　勇輝 (1) 相可高 2 1616 松井　　龍 (1) 志摩高

ﾎｯﾀ ﾄﾓﾖｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ ｺﾎﾘ ﾖｼﾋｻ
3 606 堀田　知義 (2) 津高 3 1434 山田　隆平 (1) 相可高 3 1617 小堀　嘉久 (1) 志摩高

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾏﾐﾔ ｱﾂｼ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ
4 613 中邑信一朗 (2) 津高 4 1421 間宮　淳士 (3) 相可高 4 1618 齋藤　正直 (1) 志摩高

7着 1ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ DNS 8ﾚｰﾝ
津高－Ａ 48.00 松阪工高 50.06 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｲｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ﾋﾗｵ ｼｮｳ
1 610 糸魚川　学 (2) 津高 1 1836 平尾　　渉 (1) 松阪工高

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ
2 607 北川　拓実 (2) 津高 2 1833 小森　詳太 (1) 松阪工高

ﾉｻﾞｷ ｾｲﾔ ｽｶﾞﾉ ﾕｳﾄ
3 611 野崎　誠也 (2) 津高 3 1834 菅野　雄斗 (1) 松阪工高

ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ
4 625 松下　和弘 (1) 津高 4 1832 森田　哲史 (1) 松阪工高

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    GR：大会記録  DNS：欠場



男子男子男子男子　　　　走高跳走高跳走高跳走高跳
審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

7月26日 12:00 決勝  

三重県記録 (KR)         2m16      上林　真介 (国際武道大)                                     1999        

　大会記録 (GR)         1m95      濱口　大輔 (松阪商高)                                       2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙｶﾜﾘｮｳ － － － － － － － － － × × ○

1 2 5-309 古川　　遼 (3) 名城大 ○ × × × 1m90

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ － － － － － － － － ○ ○

2 6 679 濱口　大輔 (3) 松阪商高 × × ○ × × × 1m90

ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｮｳｽｹ － － － － － ○ × ○ ○ ○ × × ×

3 4 1286 山添　凌介 (2) 松阪高 1m80

ｵｵﾓﾘ ﾅｵｷ － － － － － ○ ○ × × ×

4 7 386 大森　直輝 (2) 稲生高 1m70

ﾐﾔｹ ｼｮｳ － － － － － － ○ × × ×

4 15 812 三宅　翔 (3) 宇治山田商高 1m70

ﾆﾉﾐﾔｹｲｽｹ － － － － － ○ × × ○ × × ×

6 10 5-484 二ノ宮慧介 (4) 岐阜経済大 1m70

ｲｹｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ － － － － × ○ ○ × × ○ × × ×

7 11 1910 池上　恭平 (2) 久居高 1m70

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ － － ○ ○ × × ○ ○ × × ×

8 9 891 鈴木　雄也 (1) 久居高 1m65

ﾔﾉ ｿｳﾏ － － ○ ○ ○ × × ×

9 1 893 矢野　壮馬 (1) 久居高 1m60

ﾉｻﾞｷ ｾｲﾔ － － × × ○ × ○ × × ○ × × ×

10 8 611 野崎　誠也 (2) 津高 1m60

ﾌﾙﾊｼ ﾀｸﾔ － ○ × × ○ × × ×

11 5 1433 古橋　卓弥 (1) 相可高 1m50

ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀ － ○ × × ×

12 14 1435 小倉　雄大 (1) 相可高 1m45

ﾆｼﾑﾗ ﾄｼｷ ○ × × ○ × × ×

13 13 4652 西村　俊毅 (1) 鳥羽商船 1m45

ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ － － － － － － － － × × ×

12 800 泉　　亮輔 (3) 宇治山田商高 NM

ﾆｼﾑﾗ ﾄｼｷ

16 4652 西村　俊毅 (1) 鳥羽商船 DNS

ﾏﾂﾓﾄﾀｹﾉﾘ

3 1018 松本　猛業 (2) 三重高 DNS

男子男子男子男子　　　　棒高跳棒高跳棒高跳棒高跳
審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

7月26日 09:30 決勝  

三重県記録 (KR)         5m62      小林　史明 (ミキハウス)                                     1999        

　大会記録 (GR)         4m70      岡田　公志 (伊勢工高)                                       2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾀﾞ ｺｳｼ × ○ － × × ×

1 1 5-70 岡田　公志 (3) 中京大 4m80 GR

4m80 4m90 5m00

1m60 1m65 1m70 1m751m40
1m90

1m45
1m95

1m50 1m55 1m80 1m85

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子男子男子男子　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

三重県記録 (KR)         7m75      出口　義人 (IseTC)                                          2006        7月26日 09:30 決勝  

　大会記録 (GR)         7m46      出口　義人 (IseTC)                                          2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾉ ﾌﾐﾉﾘ 6m38 － － 6m38 8 － × 6m56 6m56
1 9 4067 奥野　史典 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ +0.8 +0.8 +3.6 +3.6 *F1

ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ × 5m95 5m78 5m95 7 6m32 6m14 6m35 6m35
2 15 849 池山　将悟 (1) 宇治山田商高 +0.1 -2.1 +0.1 +1.6 +2.6 +3.1 +3.1 *F4

ﾕｱｻ ﾕｳ 5m76 × × 5m76 5 5m97 × × 5m97
3 10 1287 湯浅　　優 (2) 松阪高 +0.3 +0.3 +1.3 +1.3

ｷﾀﾓﾘ ﾖｼｱｷ × 5m82 × 5m82 6 × × 5m94 5m94
4 18 421 北森　祥旦 (1) 稲生高 +0.7 +0.7 +2.8 +2.8 *F2

ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ 5m70 × 5m30 5m70 2 × 5m91 5m85 5m91
5 20 428 菱田　聖也 (1) 稲生高 -1.8 -2.1 -1.8 +3.1 +3.6 +3.1 *F1

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 5m60 5m72 5m43 5m72 3 5m84 5m81 5m73 5m84
6 23 395 樋口　優雅 (2) 稲生高 -0.1 -1.4 +0.2 -1.4 +2.9 +1.8 +2.1 +2.9 *F5

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 5m50 5m64 5m75 5m75 4 4m09 5m46 5m81 5m81
7 14 1434 山田　隆平 (1) 相可高 +0.6 -0.5 -3.2 -3.2 +1.9 +4.6 +1.2 +1.2

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 5m31 5m43 5m51 5m51 1 5m46 5m60 5m81 5m81
8 1 471 小林　和樹 (1) 神戸高 +2.6 -0.9 -1.2 -1.2 +2.0 +1.2 -0.2 -0.2

ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｼｹﾞ × 5m42 5m50 5m50 5m50
9 2 1284 濵田　安重 (2) 松阪高 -2.5 -1.6 -1.6 -1.6

ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 4m21 × 5m48 5m48 5m48
10 5 401 宮本　大資 (2) 稲生高 0.0 -2.8 -2.8 -2.8

ｺﾎﾘ ﾖｼﾋｻ 5m28 × × 5m28 5m28
11 12 1617 小堀　嘉久 (1) 志摩高 +0.4 +0.4 +0.4

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 5m23 × × 5m23 5m23
12 4 613 中邑信一朗 (2) 津高 +0.5 +0.5 +0.5

ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ 5m18 × × 5m18 5m18
13 8 1295 前村　将人 (1) 松阪高 0.0 0.0 0.0

ﾅｶﾆｼ ｹｲｽｹ 4m93 × × 4m93 4m93
14 3 1431 中西　啓介 (1) 相可高 +1.4 +1.4 +1.4

ﾑﾄｳ ｼﾝｺﾞ 4m82 × × 4m82 4m82
15 22 1296 無藤　慎吾 (1) 松阪高 +0.1 +0.1 +0.1

ｲﾄｲｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 4m69 × × 4m69 4m69
16 19 610 糸魚川　学 (2) 津高 +1.5 +1.5 +1.5

ｶﾜｲ ﾕｳ × 4m58 × 4m58 4m58
17 24 1290 河合　　優 (1) 松阪高 -0.6 -0.6 -0.6

ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ × 4m45 × 4m45 4m45
18 17 629 池田　効平 (1) 津高 -0.4 -0.4 -0.4

ﾋﾗｵ ｼｮｳ 4m37 × × 4m37 4m37
19 7 1836 平尾　　渉 (1) 松阪工高 -0.5 -0.5 -0.5

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻｶﾂ × × ×
13 4059 出口　昌且 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ NM

ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ × × ×
6 1630 荒井　孝弘 (2) 明野高 NM

ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ
16 1420 福田　大地 (3) 相可高 DNS

ｵｸｲﾋｻﾄ
21 4108 奥井　久登 IseTC DNS

ｻｶﾓﾄ ｱｷﾄｼ
11 805 坂本　明俊 (3) 宇治山田商高 DNS

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    *F1：１回目が公認最高  *F4：４回目が公認最高  *F2：２回目が公認最高  *F5：５回目が公認最高  NM：記録なし  DNS：欠場



男子男子男子男子　　　　三段跳三段跳三段跳三段跳

三重県記録 (KR)         16m92     山下　訓史 (筑波大)                                         1985        

　大会記録 (GR)         14m02     二ノ宮慧介 (岐阜経済大)                                     2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆﾉﾐﾔｹｲｽｹ 13m39 13m12 13m12 13m39 × 13m52 14m12 14m12
1 6 5-484 二ノ宮慧介 (4) 岐阜経済大 +4.0 -0.3 +1.7 +4.0 6 +1.6 0.0 0.0 GR

ｸﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 13m48 13m73 13m54 13m73 13m50 13m39 13m97 13m97
2 3 5-639 熊田　和也 (4) 皇學館大 +1.4 +0.4 +1.9 +0.4 7 +3.4 +3.2 +1.6 +1.6

ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀﾞｲ × 12m12 12m53 12m53 × 12m76 × 12m76
3 9 832 森野　有大 (2) 宇治山田商高 -0.3 +1.2 +1.2 5 -0.1 -0.1

ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 12m51 × × 12m51 × × × 12m51
4 4 849 池山　将悟 (1) 宇治山田商高 +0.4 +0.4 4 +0.4

ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ × 10m35 11m63 11m63 × × 12m04 12m04
5 5 1832 森田　哲史 (1) 松阪工高 +2.8 +0.6 +0.6 3 +3.1 +3.1 *F3

ｺﾎﾘ ﾖｼﾋｻ × × 10m85 10m85 10m95 11m33 11m17 11m33
6 8 1617 小堀　嘉久 (1) 志摩高 +1.3 +1.3 1 +2.5 +3.7 0.0 +3.7 *F6

ｻｶﾀ ｹﾝｲﾁ 10m86 11m06 11m24 11m24 10m97 11m00 11m20 11m24
7 7 853 坂田　顕一 (1) 宇治山田商高 +3.0 +2.4 +0.3 +0.3 2 -0.2 +3.0 +2.6 +0.3

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ × ／
1 1434 山田　隆平 (1) 相可高 NM

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ × ／
2 860 西澤　　団 (1) 宇治山田商高 NM

男子男子男子男子　　　　砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投((((7777....26262626kgkgkgkg))))

三重県記録 (KR)         16m84     和田　　智 (ﾌﾞﾙｯｸｽ&ﾄﾞｸﾀｰK)                                  1998        7月26日 09:30 決勝  

　大会記録 (GR)         11m82     中村　友昭 (県庁AC)                                         2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗﾄﾓｱｷ
1 1 4267 中村　友昭 三重県庁AC 10m19 11m80 × 11m80 3 11m52 × × 11m80

ﾐﾅﾐﾀﾃｷ
2 3 4131 南　　干城 IseTC × 10m16 10m33 10m33 2 × × 10m15 10m33

ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ
3 2 4061 阿部　　享 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 9m05 9m05 × 9m05 1 9m11 9m23 9m12 9m23

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    GR：大会記録  *F3：３回目が公認最高  *F6：６回目が公認最高  NM：記録なし



高校男子高校男子高校男子高校男子　　　　砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投((((6666....0000kgkgkgkg))))

県高校記録 (KH)         17m24     南　　幸裕 (宇治山田商高)                                   2005        7月26日 09:30 決勝  

　大会記録 (GR)         12m74     岡　　寮磨 (稲生高)                                         2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾀ
1 12 834 吉村　昂太 (2) 宇治山田商高 12m23 13m34 × 13m34 8 11m42 13m03 × 13m34 GR

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
2 10 861 西村　武人 (1) 宇治山田商高 10m40 11m59 × 11m59 7 11m04 × × 11m59

ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ
3 9 427 樋口　翔平 (1) 稲生高 9m83 × 10m85 10m85 6 10m85 9m99 11m03 11m03

ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾀ
4 3 423 坂本　恭太 (1) 稲生高 10m31 × 10m55 10m55 5 10m77 × × 10m77

ﾓﾘﾀ ｷｮｳﾍｲ
5 11 1422 森田　恭平 (2) 相可高 9m16 9m81 × 9m81 4 × 9m00 9m32 9m81

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
6 1 392 鈴木龍一郎 (2) 稲生高 × 9m62 × 9m62 3 × × × 9m62

ﾀｶﾊｼ ﾓｴ
7 4 1430 高橋　　萌 (1) 相可高 7m67 7m79 7m89 7m89 2 8m45 8m10 7m93 8m45

ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ
8 2 1833 小森　詳太 (1) 松阪工高 7m83 × × 7m83 1 5m45 7m40 7m31 7m83

ﾔﾏｼﾞ ﾅﾘﾀｶ
9 7 429 山路　也貴 (1) 稲生高 7m15 × × 7m15 7m15

ｽｶﾞﾉ ﾕｳﾄ
10 6 1834 菅野　雄斗 (1) 松阪工高 × 6m33 × 6m33 6m33

ｷｼﾓﾄ ﾊﾔｷ
5 373 岸本　隼樹 (3) 稲生高 × × × NM

ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
8 1423 須崎　大輝 (2) 相可高 － － － NM

男子男子男子男子　　　　円盤投円盤投円盤投円盤投((((2222....0000kgkgkgkg))))

三重県記録 (KR)         55m69     藤原　　潤 (八千代工業)                                     2007        7月26日 11:30 決勝  

　大会記録 (GR)         35m33     中村　友昭 (三重県庁ＡＣ)                                   2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗﾄﾓｱｷ
1 2 4267 中村　友昭 三重県庁AC 32m19 × × 32m19 2 × × 34m31 34m31

ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ
2 1 4061 阿部　　享 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 23m78 × × 23m78 1 24m21 × × 24m21

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    GR：大会記録  NM：記録なし 2009/7/26 21:29



高校男子高校男子高校男子高校男子　　　　円盤投円盤投円盤投円盤投((((1111....75757575kgkgkgkg))))

県高校記録 (KH)         47m54     稲垣　太一 (宇治山田商高)                                   2008        7月26日 11:30 決勝  

　大会記録 (GR)         36m97     松下　凌太 (三重高)                                         2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾀ
1 7 423 坂本　恭太 (1) 稲生高 × 32m56 × 32m56 8 × 32m88 × 32m88

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
2 10 833 森本　涼太 (2) 宇治山田商高 × × 30m02 30m02 7 32m40 × × 32m40

ﾔﾏｸﾞﾁｼｮｳｺﾞ
3 12 1021 山口　将吾 (2) 三重高 × × 30m58 30m58 6 × × 31m48 31m48

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ
4 11 857 田中　湧也 (1) 宇治山田商高 28m11 × × 28m11 5 × 29m39 × 29m39

ﾓﾘﾀ ｷｮｳﾍｲ
5 9 1422 森田　恭平 (2) 相可高 × × 24m87 24m87 4 24m94 × × 24m94

ﾔﾏｼﾞ ﾅﾘﾀｶ
6 5 429 山路　也貴 (1) 稲生高 × × 19m92 19m92 3 × 24m10 × 24m10

ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ
7 2 427 樋口　翔平 (1) 稲生高 × × 21m88 21m88 2 × × × 21m88

ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ
8 8 1833 小森　詳太 (1) 松阪工高 × 20m67 × 20m67 1 × × × 20m67

ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾔ
9 4 1299 上山　正弥 (1) 飯南高 18m68 × × 18m68 18m68

ﾊｷﾞﾀ ｼｭｳ
10 1 1297 萩田　　周 (2) 飯南高 × × 18m44 18m44 18m44

ｽｶﾞﾉ ﾕｳﾄ
11 6 1834 菅野　雄斗 (1) 松阪工高 17m75 × × 17m75 17m75

ｲｹﾔﾏ ﾖｳﾀ
12 3 1385 池山　陽太 (2) 久居農林高 × 16m46 × 16m46 16m46

高校男子高校男子高校男子高校男子　　　　ハンマーハンマーハンマーハンマー投投投投((((6666....0000kgkgkgkg))))

県高校記録 (KH)         59m32     三浦　　康 (伊勢工高)                                       2007        7月26日 16:00 決勝  

　大会記録 (GR)         51m20     中林　浩基 (三重高)                                         2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ ｼﾝｲﾁ
1 10 1381 青木　慎一 (3) 久居農林高 49m37 × × 49m37 × × × 49m37

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
2 11 833 森本　涼太 (2) 宇治山田商高 × × 45m41 45m41 48m81 × × 48m81

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
3 9 618 鈴木　雄斗 (2) 津高 39m47 × × 39m47 × 40m63 × 40m63

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
4 6 392 鈴木龍一郎 (2) 稲生高 × 39m14 × 39m14 × × × 39m14

ｷｼﾓﾄ ﾊﾔｷ
5 2 373 岸本　隼樹 (3) 稲生高 32m21 × × 32m21 × 34m47 × 34m47

ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ
6 4 387 奥山　智裕 (2) 稲生高 33m30 × × 33m30 33m91 × × 33m91

ﾔﾏｶﾜｺｳｾｲ
7 8 1020 山川　皓生 (2) 三重高 32m47 × × 32m47 × × × 32m47

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ
8 7 857 田中　湧也 (1) 宇治山田商高 × 28m10 × 28m10 × × × 28m10

ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾔ
9 1 1299 上山　正弥 (1) 飯南高 × × 21m96 21m96 21m96

ｵｵｶﾜ ﾕｳﾔ
3 1300 大川　湧也 (1) 飯南高 × × × NM

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
5 861 西村　武人 (1) 宇治山田商高 × × × NM

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし



男子男子男子男子　　　　やりやりやりやり投投投投

三重県記録 (KR)         74m04     藤原　康喬 (大阪体育大)                                     2003        

　大会記録 (GR)         58m28     奥村　洋介 (三重大)                                         2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾗﾉﾘﾕｷ
1 17 1015 小倉　憲幸 (2) 三重高 46m53 × × 46m53 × × 49m17 49m17

ﾐﾅﾐﾀﾃｷ
2 12 4131 南　　干城 IseTC 42m03 × × 42m03 43m45 × × 43m45

ｳｴﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ
3 13 850 上村祥多朗 (1) 宇治山田商高 × 39m21 × 39m21 × × × 39m21

ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ
4 8 387 奥山　智裕 (2) 稲生高 × 35m55 × 35m55 × × × 35m55

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ
5 10 1639 長田　雄希 (1) 明野高 × × 34m84 34m84 × × × 34m84

ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ
6 4 1283 西村　舜二 (2) 松阪高 × 32m95 × 32m95 × × 34m11 34m11

ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ
7 14 1624 山中　大樹 (3) 明野高 33m34 × × 33m34 × 33m67 × 33m67

ﾂｼﾞ ﾄﾓﾏｻ
8 2 1637 辻　　知将 (1) 明野高 × × 31m53 31m53 × 31m94 × 31m94

ｶﾜﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ
9 7 1638 川本　響紀 (1) 明野高 × × 31m52 31m52 31m52

ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ
6 1291 川口　　豪 (1) 松阪高 × × × NM

ﾎｿﾌﾞﾁ ﾋﾄｼ
5 682 細渕　仁志 (2) 松阪商高 DNS

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ
15 4645 竹内裕太郎 (2) 鳥羽商船 DNS

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ
16 4645 竹内裕太郎 (2) 鳥羽商船 DNS

ﾀｶﾊｼ ﾓｴ
1 1430 高橋　　萌 (1) 相可高 DNS

ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
11 1423 須崎　大輝 (2) 相可高 DNS

ｵﾊﾞﾗ ﾕｷﾔ
3 1914 小原有輝也 (2) 日生第一高 DNS

ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
9 470 川村　真弘 (1) 神戸高 DNS

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子女子女子女子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

三重県記録 (KR)         11.79     伊藤佳奈恵 (ﾌﾞﾙｯｸｽ&ﾄﾞｸﾀｰK)                                  1998        

　大会記録 (GR)         12.49     中尾美乃梨 (津商高)                                         2006(第1回) 

予選  予選  予選  予選  2222組組組組0000着着着着++++8888

1111組組組組 2222組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾂﾂﾐ ﾓﾄｺ ｽｷﾞﾀ ﾏﾐ

1 6 5-2284 堤　　扶子 (2) 皇學館大 13.21 q 1 3 619 杉田　真実 (2) 津高 12.89 q

ﾏｽｶﾜ ﾅﾂﾐ ﾀｹﾄﾞﾐ ｶﾅｺ

2 2 382 益川　夏実 (3) 稲生高 13.61 q 2 5 620 武富可南子 (2) 津高 13.31 q

ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ ｺﾑﾛ ﾐﾅﾐ

3 5 461 山本　英莉 (2) 神戸高 13.99 q 3 6 881 小室三奈美 (3) 久居高 13.54 q

ﾋｶﾞｼ ﾐﾕｺ ｼﾝﾀｸ ｷｮｳｺ

4 4 896 東　美友子 (1) 久居高 14.23 4 2 434 新宅　恭子 (1) 稲生高 14.08 q

ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘﾅ

5 3 1613 藤田紗矢佳 (2) 志摩高 14.27 5 7 685 中川由梨奈 (2) 松阪商高 14.16 q

ﾀｶﾊﾏ ﾘﾎ ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ

6 9 623 高浜　里歩 (2) 津高 15.13 6 8 437 早坂奈津紀 (1) 稲生高 14.23

ﾄﾉﾓﾄ ｷｮｳｺ ｶﾝﾊﾞﾗ ﾓｴﾐ

7 693 殿本　恭子 (1) 松阪商高 DNS 7 4 468 神原　萌実 (2) 神戸高 14.26

ｶﾜｻｷ ﾏｷ ﾂﾂﾐ ﾊﾙﾅ

8 1438 川崎　真希 (1) 相可高 DNS 1 692 堤　　春奈 (1) 松阪商高 DNS

ﾅｶﾆｼﾕｽﾞｷ

1 1026 中西　　柚 (2) 三重高 DNS

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾀ ﾏﾐ

1 6 619 杉田　真実 (2) 津高 12.73

ﾂﾂﾐ ﾓﾄｺ

2 7 5-2284 堤　　扶子 (2) 皇學館大 12.93

ﾏｽｶﾜ ﾅﾂﾐ

3 8 382 益川　夏実 (3) 稲生高 13.36

ﾀｹﾄﾞﾐ ｶﾅｺ

4 4 620 武富可南子 (2) 津高 13.37

ｺﾑﾛ ﾐﾅﾐ

5 5 881 小室三奈美 (3) 久居高 13.51

ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ

6 9 461 山本　英莉 (2) 神戸高 13.94

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘﾅ

7 2 685 中川由梨奈 (2) 松阪商高 14.17

ｼﾝﾀｸ ｷｮｳｺ

8 3 434 新宅　恭子 (1) 稲生高 14.19

風:  -0.2

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -2.4 風:  -0.8

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場



女子女子女子女子　　　　４００４００４００４００ｍｍｍｍ

7月26日 15:10 決勝  

三重県記録 (KR)         0.54.17   笠島　里美 (デンソー)                                       1997        

　大会記録 (GR)         0.57.52   増田　由菜 (中京女大)                                       2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼﾕｽﾞｷ

1 4 1026 中西　　柚 (2) 三重高 1.02.44

ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

2 5 887 井口　稚菜 (2) 久居高 1.03.11

ｻﾅﾀﾞ ｼﾎ

3 3 5-7280 眞田　詩穂 (1) 慶應大 1.04.11

ｲﾁｶﾜｱｶﾈ

4 7 1022 市川　　茜 (2) 三重高 1.05.12

ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ

5 2 1619 城山萌菜美 (1) 志摩高 1.07.36

ﾔﾏﾓﾄﾕｷﾎ

6 6 1028 山本　幸歩 (2) 三重高 1.07.89

ｶｻｲ ﾕｳ

7 8 622 笠井　　優 (2) 津高 1.12.43

ｶﾜｻｷ ﾏｷ

9 1438 川崎　真希 (1) 相可高 DNS

女子女子女子女子　　　　８００８００８００８００ｍｍｍｍ

7月26日 10:45 決勝  

三重県記録 (KR)         2.08.80   鳥居多香子 (ﾌﾞﾙｯｸｽ&ﾄﾞｸﾀｰK)                                  1996        

　大会記録 (GR)         2.28.01   川北ほなみ (津商高)                                         2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾆｼ ﾕﾘｺ

1 5 1288 大西由里子 (2) 松阪高 2.35.51

ｶｻｲ ﾕｳ

2 9 622 笠井　　優 (2) 津高 2.37.91

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ

3 3 841 中村　祐子 (2) 宇治山田商高 2.38.82

ｾｷﾄ ﾕｷ

4 6 467 関戸　由貴 (2) 神戸高 2.43.77

ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾋｶﾙ

5 2 1635 東川ひかる (2) 明野高 2.44.02

ﾎﾘﾉｳﾁ ｻﾗｻ

6 4 469 堀之内更紗 (2) 神戸高 2.49.76

ﾂﾂﾐ ｱｲ

7 1 633 堤　　あい (1) 津高 2.55.43

ｶﾄﾞﾔ ﾋﾄﾐ

8 10 1640 角屋　　瞳 (1) 明野高 2.55.57

ﾎｿｲ ﾐｻｷ

9 8 632 細井美沙季 (1) 津高 3.19.24

ﾀﾅｶ ｻｷ

7 447 田仲　沙伎 (3) 神戸高 DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

審 判 長：市　　武徳

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場



女子女子女子女子　　　　１００１００１００１００ｍＨｍＨｍＨｍＨ((((0000....840840840840mmmm))))

7月26日 15:35 決勝  

三重県記録 (KR)         13.72     中田えみ香 (ﾌﾞﾙｯｸｽ&ﾄﾞｸﾀｰK)                                  1998        

　大会記録 (GR)         14.72     山口　　薫 (伊勢高)                                         2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ

1 4 1619 城山萌菜美 (1) 志摩高 18.65

ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ

2 2 1613 藤田紗矢佳 (2) 志摩高 19.74

ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘ

3 686 中嶋　恵利 (2) 松阪商高 DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -1.8

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場



女子女子女子女子　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

7月26日 16:40 決勝  
三重県記録 (KR)         46.52     三重県 (入山・筒井・中村・水谷)                             2005        
　大会記録 (GR)         49.29     津商高 (坂本・中尾・原田・横山)                             2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

1着 3ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 2ﾚｰﾝ
久居高 51.61 三重高 51.85 稲生高 53.71
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾑﾛ ﾐﾅﾐ ﾔﾏﾓﾄﾕｷﾎ ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ
1 881 小室三奈美 (3) 久居高 1 1028 山本　幸歩 (2) 三重高 1 437 早坂奈津紀 (1) 稲生高

ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ ﾉﾑﾗｶｵﾘ ｼﾝﾀｸ ｷｮｳｺ
2 886 安藤　紗英 (2) 久居高 2 1013 野邑　可織 (3) 三重高 2 434 新宅　恭子 (1) 稲生高

ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ｲﾁｶﾜｱｶﾈ ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ
3 887 井口　稚菜 (2) 久居高 3 1022 市川　　茜 (2) 三重高 3 433 大西　杏奈 (1) 稲生高

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ ﾅｶﾆｼﾕｽﾞｷ ﾏﾂｼﾏ ｴﾘﾅ
4 889 杉山　祐子 (2) 久居高 4 1026 中西　　柚 (2) 三重高 4 412 松島衣梨奈 (2) 稲生高

DNS 4ﾚｰﾝ
松阪商高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場



女子女子女子女子　　　　走高跳走高跳走高跳走高跳
審 判 長：市　　武徳

記録主任：藪北　則行

7月26日 09:30 決勝  

三重県記録 (KR)         1m90      貞廣　千波 (デンソー)                                       1997        

　大会記録 (GR)         1m73      山口　未紗 (中京女子大)                                     2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｼﾏ ｴﾘﾅ － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 3 412 松島衣梨奈 (2) 稲生高 1m54 *JO

ｻｶｼﾀ ﾅﾂﾐ － － － ○ ○ × ○ × × ×

2 5 407 阪下　菜摘 (2) 稲生高 1m54 *JO

ｴｼﾞﾘ ﾌｻ － － × ○ ○ × ○ × ○ × × ×

3 7 462 江尻　　英 (2) 神戸高 1m51

ｲｯｼｷ ｱﾝﾅ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 4 683 一色　杏奈 (2) 松阪商高 1m45

ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ － ○ ○ × × ○ × × ×

4 1 484 寺前　由紀 (1) 神戸高 1m45

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ

2 690 田村はるか (1) 松阪商高 DNS

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾄﾓﾐ

6 1893 柴原　友海 (2) 志摩高 DNS

1111位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂｼﾏ ｴﾘﾅ ○ × × ○

412 松島衣梨奈 (2) 稲生高

ｻｶｼﾀ ﾅﾂﾐ ○ × × ×

407 阪下　菜摘 (2) 稲生高

女子女子女子女子　　　　棒高跳棒高跳棒高跳棒高跳
審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

7月26日 09:30 決勝  

三重県記録 (KR)         3m60      内藤　恵子 (中京大)                                         2001        

　大会記録 (GR)         2m50      泉　　恵子 (三重マスターズ)                                 2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｽﾞﾐ ｹｲｺ － ○ × ○ × × ×

1 1 4365 泉　　恵子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2m40

ｲｽﾞﾐ ﾕｶ × ○ ○ × × ×

2 2 522 泉　　有華 (3) 五十鈴中 2m30

2m20 2m30 2m40 2m50

1m36 1m39 1m42 1m45 1m48 1m51 1m54

1m54 1m56 1m54 1m52

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    *JO：順位決定試技による記録  DNS：欠場



女子女子女子女子　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

三重県記録 (KR)         6m41      藤永美保子 (デンソー)                                       1997        7月26日 12:00 決勝  

　大会記録 (GR)         5m17      鈴木乃里香 (ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高)                                      2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ 5m00 4m93 4m96 5m00 4m81 4m93 5m26 5m26
1 2 886 安藤　紗英 (2) 久居高 +4.5 +0.9 +3.0 +4.5 +3.0 +2.5 +1.1 +1.1 GR

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾓｴﾐ 4m20 × 4m89 4m89 4m96 5m07 × 5m07
2 3 468 神原　萌実 (2) 神戸高 +1.1 +1.4 +1.4 +2.6 +1.0 +1.0

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ 4m49 4m63 4m52 4m63 4m51 4m53 4m79 4m79
3 4 889 杉山　祐子 (2) 久居高 +1.7 +6.0 +1.5 +6.0 +4.3 +0.5 0.0 0.0

ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ × 4m63 4m51 4m63 4m55 4m42 4m68 4m68
4 5 433 大西　杏奈 (1) 稲生高 +3.9 +1.3 +3.9 +1.9 +0.7 +2.3 +2.3

ﾌｼﾞﾀ ﾁｱｷ × × ×
1 487 藤田　千晶 (1) 神戸高 NM

ｲﾄｳ ｶﾅｴ
6 4082 伊藤佳奈恵 県教員ｸﾗﾌﾞ DNS

女子女子女子女子　　　　三段跳三段跳三段跳三段跳

三重県記録 (KR)         12m75     向井　小富 (デンソー)                                       1997        

　大会記録 (GR)         11m06     新谷美久帆 (伊勢高)                                         2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ｶﾅｴ
1 4082 伊藤佳奈恵 県教員ｸﾗﾌﾞ DNS

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾄﾓﾐ
2 1893 柴原　友海 (2) 志摩高 DNS

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    GR：大会記録  NM：記録なし  DNS：欠場



女子女子女子女子　　　　砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投((((4444....0000kgkgkgkg))))

三重県記録 (KR)         16m34     市岡　寿実 (国士舘大)                                       2001        7月26日 11:30 決勝  

　大会記録 (GR)         11m69     伊川　綾子 (稲生高)                                         2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶ
1 15 823 山﨑　美香 (3) 宇治山田商高 11m02 × 11m50 11m50 8 11m48 11m48 11m78 11m78 GR

ｵﾉｱﾕﾐ
2 14 1024 小野　歩実 (2) 三重高 10m72 × × 10m72 7 10m51 10m60 10m48 10m72

ｼﾓﾀﾞ ｱｷｺ
3 3 408 下田亜稀子 (2) 稲生高 × 10m46 × 10m46 6 × × × 10m46

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ
4 13 870 西岡　名月 (1) 宇治山田商高 9m09 9m75 9m98 9m98 4 9m93 9m69 10m12 10m12

ｲｹﾓﾘ ｼﾎ
5 12 863 池森　史保 (1) 宇治山田商高 9m28 10m12 × 10m12 5 9m33 8m99 9m39 10m12

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵ
6 11 842 濱口　菜緒 (2) 宇治山田商高 8m78 9m20 9m38 9m38 3 9m10 8m65 8m12 9m38

ﾊﾀ ﾅﾅﾐ
7 10 435 畑　菜々美 (1) 稲生高 × 9m09 × 9m09 2 × × 8m78 9m09

ﾖｺﾔﾏ ｿﾉｶ
8 8 413 横山　苑香 (2) 稲生高 × 8m96 × 8m96 1 × 8m49 8m54 8m96

ﾋﾗｺ ﾖｼｴ
9 6 381 平子　良枝 (3) 稲生高 8m32 × 8m38 8m38 8m38

ﾃﾗｻｶ ﾐｶ
10 7 485 寺坂　美香 (1) 神戸高 7m64 8m19 × 8m19 8m19

ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ
11 1 409 鈴木　彩水 (2) 稲生高 7m95 × 7m99 7m99 7m99

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ
12 2 486 西村　祐香 (1) 神戸高 7m83 × × 7m83 7m83

ﾅｶｶﾞﾜｺﾄﾉ
13 5 1037 中河　琴乃 (1) 三重高 7m28 7m60 × 7m60 7m60

ｸｽﾀﾞ ｴﾘｶ
14 4 406 楠田恵理香 (2) 稲生高 7m31 7m42 × 7m42 7m42

ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｺ
15 9 436 服部　祥子 (1) 稲生高 7m06 7m22 7m30 7m30 7m30

女子女子女子女子　　　　円盤投円盤投円盤投円盤投((((1111....0000kgkgkgkg))))

三重県記録 (KR)         52m21     成瀬美代子 (ミキハウス)                                     2002        

　大会記録 (GR)         39m18     永尾　真衣 (中京女子大)                                     2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗｱﾔｶ
1 7 5-2038 中村　文香 (3) 中京女大 × × 36m66 36m66 6 × × × 36m66

ｲｻｶ ﾐｷ
2 6 864 井坂　美来 (1) 宇治山田商高 × 32m98 × 32m98 5 × × × 32m98

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ
3 4 411 藤盛　　唯 (2) 稲生高 × × 29m70 29m70 4 30m67 × × 30m67

ﾅｶﾞﾀ ﾓﾐｼﾞ
4 3 410 永田もみじ (2) 稲生高 × × 22m14 22m14 3 × 23m79 × 23m79

ｸｽﾀﾞ ｴﾘｶ
5 1 406 楠田恵理香 (2) 稲生高 × × 21m40 21m40 2 × × × 21m40

ｲﾅﾊﾞ ｼﾎ
6 5 1621 稲葉　志穂 (1) 志摩高 × × 20m82 20m82 1 × × 21m22 21m22

ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ
2 691 中山　愛理 (1) 松阪商高 DNS

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

審 判 長：市　　武徳

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    GR：大会記録　　 DNS：欠場



女子女子女子女子　　　　ハンマーハンマーハンマーハンマー投投投投((((4444....0000kgkgkgkg))))

三重県記録 (KR)         46m10     加藤　晴香 (久居高)                                         2007        7月26日 16:00 決勝  

　大会記録 (GR)         47m84     加藤　晴香 (久居高)                                         2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
1 11 883 中島なつみ (3) 久居高 × 41m14 × 41m14 8 × × 47m71 47m71

ｵｵｶﾜ ｼｮｳｺ
2 8 888 大川　翔子 (2) 久居高 × 34m92 × 34m92 7 × × × 34m92

ﾊｼﾑﾗ ﾚﾅ
3 10 890 橋村　怜奈 (2) 久居高 × × 27m14 27m14 6 × × 30m63 30m63

ﾀﾅｶ ﾏｲ
4 9 895 田中　　舞 (1) 久居高 × 29m16 × 29m16 4 × × × 29m16

ﾖｼﾀﾞﾘﾉ
5 7 1030 吉田　理乃 (2) 三重高 × 27m27 × 27m27 5 × × × 27m27

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶ
6 2 823 山﨑　美香 (3) 宇治山田商高 × × 25m63 25m63 3 × × × 25m63

ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ
7 3 409 鈴木　彩水 (2) 稲生高 × × 19m13 19m13 2 × × 23m31 23m31

ｼﾓﾀﾞ ｱｷｺ
8 1 408 下田亜稀子 (2) 稲生高 × × 18m35 18m35 1 × × 21m29 21m29

ﾓﾘﾓﾄ ｶﾅ
9 5 847 森本　佳奈 (2) 宇治山田商高 18m13 × × 18m13 18m13

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵ
10 4 842 濱口　菜緒 (2) 宇治山田商高 × 17m35 × 17m35 17m35

ｲｹﾓﾘ ｼﾎ
11 6 863 池森　史保 (1) 宇治山田商高 × 17m10 × 17m10 17m10

女子女子女子女子　　　　やりやりやりやり投投投投

三重県記録 (KR)         47m29     八島　宏美 (中京大)                                         2003        

　大会記録 (GR)         43m96     大野　美華 (稲生高)                                         2006(第1回) 

決勝決勝決勝決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾄｯﾌﾟ
ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾆｼﾀﾏｷ
1 12 5-2045 大西　珠希 (2) 中京女大 × 40m35 × 40m35 8 × × × 40m35

ﾓﾘﾓﾄ ｶﾅ
2 11 847 森本　佳奈 (2) 宇治山田商高 × 39m57 × 39m57 7 39m78 × × 39m78

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ
3 2 411 藤盛　　唯 (2) 稲生高 × × 37m57 37m57 6 × × 38m83 38m83

ﾊﾀ ﾅﾅﾐ
4 5 435 畑　菜々美 (1) 稲生高 × 34m33 × 34m33 5 × × × 34m33

ﾋﾗｺ ﾖｼｴ
5 4 381 平子　良枝 (3) 稲生高 33m08 × × 33m08 4 × × × 33m08

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ
6 8 870 西岡　名月 (1) 宇治山田商高 × × 29m47 29m47 3 × × 31m44 31m44

ﾅｶﾞﾀ ﾓﾐｼﾞ
7 1 410 永田もみじ (2) 稲生高 × × 28m54 28m54 2 29m82 × × 29m82

ｷﾀﾑﾗ ｱﾔﾅ
8 7 1417 北村　綾菜 (3) 相可高 26m56 × × 26m56 1 × 27m30 × 27m30

ﾀﾅｶﾉｿﾞﾐ
9 9 1025 田中　　希 (2) 三重高 × × 25m43 25m43 25m43

ﾐﾑﾗ ｺﾄﾐ
10 6 1419 三村　琴美 (3) 相可高 × 24m29 × 24m29 24m29

ﾖｺﾔﾏ ｿﾉｶ
11 3 413 横山　苑香 (2) 稲生高 24m17 × × 24m17 24m17

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ
10 841 中村　祐子 (2) 宇治山田商高 DNS

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

審 判 長：東浦　宏幸

記録主任：藪北　則行

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

第4回松阪陸上競技選手権大会(09240737)
主催：松阪地区陸上競技協会
後援：松阪市教育委員会、多気郡教育委員会
　　：中日新聞社
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場
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