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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

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

中学中学中学中学　　　　男子男子男子男子のののの部部部部
日付 種目

7/26 １年１００ｍ 乾　　颯人 (1) 12.87 山路　　尊 (1) 13.03 朝井　貴司 (1) 13.10 石橋　耐志 (1) 13.24 松下　祐也 (1) 13.63 河合　倫佑 (1) 13.77 奥村　　廉 (1) 13.79 瀬古　陽平 (1) 13.84

風+0.1 明　和 松阪中部 橋　北 松阪西 嬉　野 三　雲 南　勢 南　勢

7/26 １００ｍ 牛田　匡哉 (3) 11.96 田端　朔也 (3) 12.23 増井　秀平 (3) 12.28 中山　大之 (2) 12.31 金子　玄樹 (3) 12.34 濱本　悠司 (2) 12.49 島岡　大貴 (2) 12.49 李　　帥克 (3) 12.65

風-1.4 三　雲 久　保 久　保 一　志 橋　北 松阪中部 嬉　野 三重大附属

7/26 ４００ｍ 田端　朔也 (3) 55.76 濱口　裕汰 (3) 56.83 太田　真登 (3) 56.89 田村　隆斗 (3) 57.06 松永　　徹 (3) 58.00 川口　翔平 (3) 58.57 小野　真伸 (3) 59.02 黒田　　卓 (2) 59.25

久　保 久　保 嬉　野 三　雲 松阪西 城　田 多　気 橋　南

7/26 ８００ｍ 川口　翔平 (3) 2.08.85 松永　　徹 (3) 2.09.23 廣瀬　泰輔 (2) 2.09.79 喜多　健斗 (2) 2.11.44 茂山　蓮太 (1) 2.14.00 向出　京平 (3) 2.14.09 佐々木祐介 (3) 2.16.23 林　　憲秀 (3) 2.16.73

城　田 松阪西 松阪中部 南　勢 一　志 一　志 豊　浜 嬉　野

7/26 ３０００ｍ 岸田　裕也 (3) 9.37.98 逵　　雅基 (2) 9.53.05 前川功志郎 (2) 9.58.65 磯田　大地 (2) 10.01.19 畑　　直弥 (3) 10.12.91 小島　永路 (2) 10.24.66 大畑　敦彦 (2) 10.24.96 中西　航軌 (2) 10.26.54

橋　北 多　気 一　志 一　志 橋　北 一　志 南　勢 一　志

7/26 １１０ｍＹＨ(0.914) 森中　剛樹 (3) 15.87 武田　雄斗 (3) 16.40 西岡　征哉 (3) 16.53 増井　秀平 (3) 16.76 濱本　悠司 (2) 17.07 山本　晋輔 (3) 17.45 森岡　達哉 (3) 17.62 山本　友揮 (2) 17.93

風-2.5 松阪西 美　杉 城　田 久　保 松阪中部 三　雲 三　雲 一　志

7/26 ４×１００ｍＲ 三雲 47.32 三重大附属－Ａ 47.43 嬉野 47.45 松阪中部 48.11 橋北 48.38 城田 49.47 橋南 51.16 久保－Ａ 51.99

  桂山　房明 (3)   永田　一鷹 (2)   太田　真登 (3)   斎藤　諒太 (3)   金子　玄樹 (3)   吉髙　風汰 (3)   黒田　　卓 (2)   富山　新司 (2)

  森岡　達哉 (3)   李　　帥克 (3)   島岡　大貴 (2)   濱本　悠司 (2)   松島　立樹 (3)   堀井　健人 (3)   深尾　治輝 (2)   田端　朔也 (3)

  田村　隆斗 (3)   藤木　智巳 (3)   山本　琢人 (3)   廣瀬　泰輔 (2)   真弓洋平太 (3)   西岡　征哉 (3)   豊田健士郎 (2)   表　亜樹徳 (2)

  牛田　匡哉 (3)   小宮圭一朗 (3)   辻　　周平 (3)   白塚　裕太 (3)   中井　圭太 (3)   山口慎太朗 (3)   小嶋　大輝 (2)   増井　秀平 (3)

7/26 低学年　 一志 48.95 南勢 50.58 明和 50.85 松阪中部 51.38 松阪西 52.01 三雲 52.87 西郊 54.32

４×１００ｍＲ   安井　　拓 (2)   城　　利貴 (2)   山中　大伍 (2)   大嶋　悠斗 (2)   北村　雅仁 (2)   高橋　春陽 (2)   栗木慎乃丞 (2)

  茂山　蓮太 (1)   奥村　　廉 (1)   乾　　颯人 (1)   山路　　尊 (1)   林　　里綺 (1)   河合　倫佑 (1)   池田　将貴 (1)

  川北竜之輔 (1)   瀬古　陽平 (1)   村田　詩月 (1)   松田　朋之 (1)   春日井一輝 (1)   田中　圭一 (1)   森岡　龍平 (1)

  中山　大之 (2)   喜多　健斗 (2)   北川　　晃 (2)   上廣　　匠 (2)   園部　　航 (2)   五嶋　優詞 (2)   太田　悠貴 (2)

7/26 走高跳 森岡　達哉 (3) 1m75 李　　帥克 (3) 1m65 藤川　成秋 (3) 1m65 濵田　健志 (3) 1m60 岡本　空大 (2) 1m50 塩崎　一成 (3) 1m50 辻　　健太 (3) 1m50 太田　悠貴 (2) 1m45

三　雲 EGR 三重大附属 三　雲 南　勢 明　和 嬉　野 同順 三　雲 同順 西　郊

7/26 棒高跳 田中　昌平 (3) 3m80 南谷　宗嗣 (3) 3m30 中西　正人 (3) 3m10 城　　利貴 (2) 2m80 泉　　秀平 (2) 2m60 岡本　空大 (2) 2m50 川口　啓学 (2) 2m40 角谷　侑亮 (3) 2m30

南　勢 城　田 城　田 南　勢 五十鈴 明　和 南　勢 城　田

7/26 走幅跳 舌古　一誠 (2) 6m19 0.0 藤木　智巳 (3) 6m16 -0.8 岡山　　真 (3) 6m09 -0.7 山本　琢人 (3) 5m87 +0.5 島岡　大貴 (2) 5m81 +2.4 辻　　周平 (3) 5m70 +3.6 宮本　敬太 (3) 5m59 +0.6 表　亜樹徳 (2) 5m16 -1.5

南　勢 GR 三重大附属 GR 明　和 GR 嬉　野 嬉　野 *F6 嬉　野 *F3 松阪西 久　保

7/26 三段跳 森中　剛樹 (3) 12m99 +1.8 藤木　智巳 (3) 12m78 +3.3 山本　晋輔 (3) 12m57 +0.7 植松　直紀 (3) 12m26 +0.4 辻　　周平 (3) 11m59 +0.8 塩崎　一成 (3) 11m39 +1.8 森川　大輝 (2) 10m90 +1.3 斎藤　諒太 (3) 10m66 +2.0

松阪西 GR 三重大附属 GR,*F2 三　雲 GR 一　志 嬉　野 嬉　野 一　志 松阪中部

7/26 砲丸投 坂本　大樹 (3) 12m20 谷口　隼也 (3) 11m95 山口慎太朗 (3) 11m71 間宮　　新 (3) 9m84 坪井　優幸 (3) 9m81 石城　勇紀 (3) 9m70 森本　杏汰 (2) 9m36 和田　隆瑞 (2) 9m02

(5.0kg) 一　志 一　志 城　田 明　和 嬉　野 三　雲 三　雲 一　志

7/26 円盤投 坂本　大樹 (3) 37m55 山口慎太朗 (3) 34m91 谷口　隼也 (3) 33m65 高橋　春陽 (2) 28m43 太田　皓介 (2) 27m65 石城　勇紀 (3) 26m46 花川　　純 (3) 26m09 濵田　雄太 (2) 26m05

(1.5kg) 一　志 城　田 一　志 三　雲 嬉　野 三　雲 南　勢 三　雲

凡例　GR大会新　EGR大会タイ

1位 6位2位 3位 4位 5位 7位 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

中学中学中学中学　　　　女子女子女子女子のののの部部部部
日付 種目

7/26 １年１００ｍ 田中　杏沙 (1) 13.86 太田　美穗 (1) 14.01 堀江　早貴 (1) 14.18 森中　若菜 (1) 14.18 栗田　琴音 (1) 14.57 佐藤　彩花 (1) 14.58 舌古　優花 (1) 14.59 斎藤　真帆 (1) 14.78

風-0.5 三　雲 一　志 久　保 松阪西 橋　南 南　勢 南　勢 嬉　野

7/26 １００ｍ 野谷　公美 (3) 13.89 松島沙理亜 (2) 13.99 中西　春香 (2) 13.99 田中　里奈 (3) 14.13 大西　夕湖 (3) 14.22 大西　莉沙 (2) 14.24 岡本　梨奈 (2) 14.63

風-0.9 久　保 三　雲 多　気 南　勢 松阪中部 三　雲 一　志

7/26 ８００ｍ 田中　愛乃 (3) 2.29.37 庄山　実佑 (1) 2.30.12 前田安友美 (2) 2.31.69 寺山　明香里 (2) 2.32.01 西井　彩香 (1) 2.32.05 坂口　　茅 (2) 2.32.71 伊藤　　望 (1) 2.38.54 金谷　華奈 (1) 2.38.63

橋　南 一　志 城　田 一　志 松阪西 城　田 西　郊 三　雲

7/26 ２０００ｍ 飯尾　美友 (3) 6.33.77 岩出　玲亜 (3) 6.34.48 寺山　明香里 (2) 6.53.86 庄山　実佑 (1) 7.06.12 若浪　有希 (3) 7.10.83 坂口　　茅 (2) 7.12.09 前田安友美 (2) 7.15.52 伊藤　　望 (1) 7.26.43

津一　志 GR 一　志 GR 一　志 GR 一　志 橋　北 城　田 城　田 西　郊

7/26 １００ｍＨ(0.762) 福地真梨奈 (3) 16.36 平松　愛由 (3) 16.80 舌古　優花 (1) 16.86 野間　愛加 (2) 16.95 宮園真悠子 (3) 16.97 池川　咲良 (3) 17.93 平野優希香 (2) 18.68

風-1.4 一　志 三　雲 南　勢 城　田 松阪西 嬉　野 三　雲

7/26 ４×１００ｍＲ 久保 53.69 三雲 54.33 城田－Ｂ 56.01 城田－Ａ 56.99 三重大附属 58.03 松阪西 58.10 嬉野 58.14

  伊藤　　愛 (3)   山田　　静 (3)   中森　麻菜 (2)   向井　　望 (3)   中出未来之 (2)   石井　千聖 (3)   池川　咲良 (3)

  森川　玲菜 (3)   平松　愛由 (3)   野間　愛加 (2)   清水　彩加 (3)   山中　　桜 (2)   須藤あいみ (3)   伊藤　　弥 (3)

  立橋　優香 (3)   駒田　茉由 (2)   中川　碧依 (2)   網野　水紀 (3)   森本　麻海 (3)   下村　咲妃 (3)   北野　朱音 (3)

  野谷　公美 (3)   奥川　秀香 (2)   山本　由依 (2)   福井　彩貴 (3)   藪岸　翔子 (3)   宮園真悠子 (3)   奥村　芽生 (2)

7/26 低学年　 三雲 53.69 一志 55.54 明和 55.64 多気 55.68 城田－Ａ 56.29 南勢 56.53 嬉野 58.05 城田－Ｂ 59.07

４×１００ｍＲ   松島沙理亜 (2)   三浦　文奈 (2)   寺家　瑞稀 (2)   油谷　文月 (2)   石井　小春 (2)   岡　　朝子 (2)   中村　早希 (2)   前田　夏穂 (2)

  田中　杏沙 (1)   太田　美穗 (1)   西尾美早紀 (1)   中林　麻奈 (1)   原　　朋伽 (1)   佐藤　彩花 (1)   斎藤　真帆 (1)   東浦　那月 (1)

  牛田　早耶 (1)   村上　映里 (1)   山田真由華 (1)   山本　凪沙 (1)   中西はるか (1)   舌古　優花 (1)   前川　星奈 (1)   倉井　　冴 (1)

  大西　莉沙 (2)   岡本　梨奈 (2)   浅沼　尚子 (2)   中西　春香 (2)   角谷　風歌 (2)   奥村　悠由 (2)   冨永真喜子 (2)   藤井　華衣 (2)

7/26 走高跳 野田奈津実 (3) 1m42 福井　彩貴 (3) 1m39 髙松ゆりあ (3) 1m39 石井　千聖 (3) 1m30 北野　朱音 (3) 1m30 奥川　秀香 (2) 1m30 後藤　麻帆 (2) 1m30 中出未来之 (2) 1m30

明　和 城　田 南　勢 松阪西 嬉　野 三　雲 三重大附属 三重大附属

7/26 走幅跳 鈴木可奈子 (3) 4m78 +3.5 大西　夕湖 (3) 4m71 +2.6 平松　愛由 (3) 4m68 +2.7 清水　彩加 (3) 4m62 +2.5 池川　咲良 (3) 4m62 +4.3 磯田　佳奈 (2) 4m52 +1.2 中林　麻奈 (1) 4m49 +0.9 角谷　風歌 (2) 4m45 +1.1

美　杉 *F1 松阪中部 *F6 三　雲 *F5 城　田 *F3 嬉　野 *F2 一　志 多　気 城　田

7/26 砲丸投 田岡　那央 (2) 10m30 鈴木りさ子 (2) 10m07 長澤　樹乃 (2) 9m63 今西　士乃 (3) 9m43 中尾由佳里 (3) 9m13 山路　夏希 (2) 9m12 北村　ふく (2) 8m92 太田　美穗 (1) 8m48

(2.721kg) 南　勢 一　志 城　田 久　保 城　田 南　勢 三　雲 一　志

7/26 円盤投 鈴木りさ子 (2) 25m74 田岡　那央 (2) 23m28 籔内わかな (2) 22m77 長澤　樹乃 (2) 22m56 田中　里奈 (3) 21m61 舌古穂乃香 (2) 20m05 中尾由佳里 (3) 19m05 田中　　笑 (2) 18m51

(1.0kg) 一　志 南　勢 一　志 城　田 南　勢 城　田 城　田 一　志
凡例　GR大会新　EGR大会タイ

同順 同順 同順 同順

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位



中学中学中学中学１１１１年男子年男子年男子年男子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         10.77     岡部　和憲 (名張北・名張)                                   1996        

　大会記録 (GR)         12.32     舌古　一誠 (南　勢)                                         2008(第3回) 

予選  予選  予選  予選  9999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

ｾｺ ﾖｳﾍｲ ﾔﾏｼﾞ ﾀｹﾙ

1 4 911 瀬古　陽平 (1) 南　勢 13.87 q 1 5 3826 山路　　尊 (1) 松阪中部 13.39 q

ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾝ ﾅｶﾆｼ ｾｲﾏ

2 3 2591 宮崎　　蓮 (1) 三重大附属 14.44 2 4 3869 中西　聖磨 (1) 松阪東部 13.97

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ

3 5 3587 池田　将貴 (1) 西　郊 15.05 3 1 3878 中村　友哉 (1) 多　気 14.14

ｵｶﾔﾏ ﾓﾄｷ ｶｽｶﾞｲ ｶｽﾞｷ

4 6 2823 岡山　　幹 (1) 久　保 15.06 4 6 2916 春日井一輝 (1) 松阪西 14.23

ﾀｹｳﾁ ｿｳｼｭﾝ ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

5 1 70 竹内　颯駿 (1) 豊　浜 15.20 5 8 3662 枝川　大輝 (1) 三　雲 15.22

ﾌｸｼﾏ ﾐｽﾞｷ ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ

6 8 3541 福島　瑞生 (1) 橋　南 15.97 6 3 2589 瀧川　優葵 (1) 三重大附属 15.76

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ ｵｵｼﾛ  ﾋｶﾙ

7 7 3817 高橋　俊樹 (1) 松阪中部 16.22 7 2 2345 大城　　光 (1) 橋　北 17.37

ﾀｹｻｺ ﾃﾂｵ ﾅｶﾆｼ ﾁｱｷ

2 3653 竹迫テツオ (1) 三　雲 DNS 7 718 中西　千暁 (1) 一　志 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

ｶﾒﾔﾏ ｿｳﾏ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ

1 4 3537 亀山　滝馬 (1) 橋　南 14.49 1 6 3867 中山　侑哉 (1) 松阪東部 14.04

ﾀｶﾞﾜ ﾐﾅﾘ ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

2 3 3822 田川　実成 (1) 松阪中部 14.78 2 5 3819 松田　朋之 (1) 松阪中部 14.22

ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ

3 5 2761 樫谷　　大 (1) 美　杉 14.99 3 2 904 山本　航輔 (1) 南　勢 14.43

ﾓﾘｵｶ ﾘｭｳﾍｲ ｷﾀﾞ ｼｭｳ

4 2 3591 森岡　龍平 (1) 西　郊 15.06 4 3 57 木田　　周 (1) 豊　浜 14.64

ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾏ ｱｻｶﾜ ﾄﾓｷ

5 6 3651 西川　拓真 (1) 三　雲 15.12 5 4 3659 浅川　友紀 (1) 三　雲 14.91

ｶﾏｸﾗ ｼｮｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ

6 1 3876 鎌倉　昇大 (1) 多　気 16.31 6 1 120 山本　竜馬 (1) 城　田 15.64

ｽｷﾞｳﾗ  ｼｭｳｺﾞ ｶﾂﾗ  ﾘｭｳﾍｲ

7 8 3535 杉浦　修伍 (1) 橋　北 18.60 7 8 2349 桂　　龍平 (1) 橋　北 15.97

ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

7 2915 寺田　和真 (1) 松阪西 DNS 7 3880 長谷川大智 (1) 多　気 DSQ,*T2

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

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ

1 3 3682 松下　祐也 (1) 嬉　野 13.72 q 1 3 3726 村林　靖弘 (1) 玉　城 14.59

ｶﾜｲ ﾘﾕｳ ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝ

2 4 3661 河合　倫佑 (1) 三　雲 13.85 q 2 4 63 大西　　潤 (1) 豊　浜 14.96

ｵｸﾑﾗ ﾚﾝ ﾐﾀﾆ ｹﾞﾝｷ

3 6 920 奥村　　廉 (1) 南　勢 13.96 q 3 6 3543 三谷　元気 (1) 橋　南 15.58

ﾑﾗﾀ ｼﾂﾞｷ ﾂｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

4 2 3710 村田　詩月 (1) 明　和 14.42 4 7 3877 逵　健太郎 (1) 多　気 15.74

ﾔｽﾄﾐ ｱｷﾄ ﾅｶﾀ ｶｽﾞｷ

5 5 3818 安冨　亮人 (1) 松阪中部 14.72 5 2 121 中田　和樹 (1) 城　田 16.63

ｶﾂﾗ  ｼｮｳﾍｲ ﾀﾆｼﾀ ｺｳﾍｲ

6 7 2348 桂　　礁平 (1) 橋　北 15.45 6 8 3821 谷下　昴平 (1) 松阪中部 16.97

ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳｽｹ ﾏｽﾓﾄ ﾘｭｳﾄ

7 1 115 中西　亮輔 (1) 城　田 16.92 1 3872 増本　隆人 (1) 松阪東部 DNS

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀ ｱｻﾊﾗ ｺｳﾀ

8 2830 横山　勇太 (1) 久　保 DNS 5 3586 浅原　功多 (1) 西　郊 DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -2.1 風:  -3.0

風:  -2.6 風:  -3.5

風:  -1.7 風:  -2.7

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  DSQ：失格  *T2：レーン侵害



中学中学中学中学１１１１年男子年男子年男子年男子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         10.77     岡部　和憲 (名張北・名張)                                   1996        

　大会記録 (GR)         12.32     舌古　一誠 (南　勢)                                         2008(第3回) 

予選  予選  予選  予選  9999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

ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｼ

1 2 3705 乾　　颯斗 (1) 明　和 13.33 q 1 3 2917 石橋　耐志 (1) 松阪西 13.96 q

ｱｻｲ  ﾀｶｼ ｲﾅﾊﾞ ｹｲｼ

2 3 2341 朝井　貴司 (1) 橋　北 13.59 q 2 1 919 稲葉　啓志 (1) 南　勢 14.42

ﾅｶﾆｼ ｹｲﾏ ｼﾏｵｶ ﾖｼｱｷ

3 9 3868 中西　慶磨 (1) 松阪東部 14.26 3 4 2825 嶋岡　嘉章 (1) 久　保 14.51

ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ ｶｷｳﾁ ｼｮｳﾘ

4 6 3658 橋本　将伍 (1) 三　雲 14.57 4 6 3536 垣内　翔吏 (1) 橋　南 15.51

ﾀﾊﾞﾀ ﾚﾝ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ

5 4 2826 田端　　蓮 (1) 久　保 14.67 5 5 161 吉田　祐也 (1) 城　田 15.72

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾀｶｸﾗ ｹｲﾄ

6 1 902 中村　勇輝 (1) 南　勢 14.74 6 7 2593 髙倉　慧人 (1) 三重大附属 16.55

ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾌﾐ

7 5 3820 馬場　諄輔 (1) 松阪中部 15.51 7 8 3652 野口　陽史 (1) 三　雲 17.18

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ

8 7 3824 松田　竜樹 (1) 松阪中部 17.24 8 2 3825 谷口凛太郎 (1) 松阪中部 17.87

ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛ

9 8 3881 福永　比呂 (1) 多　気 17.62

9999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

ﾊﾔｼ ﾘｷ

1 5 2918 林　　里綺 (1) 松阪西 13.98

ﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ

2 7 58 辻　　大和 (1) 豊　浜 14.29

ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ

3 3 3650 田中　圭一 (1) 三　雲 14.79

ﾄﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ

4 4 2590 杼原　和希 (1) 三重大附属 15.36

ﾐﾔｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ

5 6 3827 三宅裕一朗 (1) 松阪中部 15.74

ｼﾝﾔ ﾃﾝｹﾞﾝ

6 1 3708 新谷　天元 (1) 明　和 15.75

ﾆｼｶﾜ ﾌｳｷ

7 2 122 西川　風希 (1) 城　田 16.13

ｷﾉｼﾀ ｺｳｽｹ

8 8 3879 木下　皓介 (1) 多　気 16.19

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

ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ

1 4 3705 乾　　颯人 (1) 明　和 12.87

ﾔﾏｼﾞ ﾀｹﾙ

2 5 3826 山路　　尊 (1) 松阪中部 13.03

ｱｻｲ  ﾀｶｼ

3 6 2341 朝井　貴司 (1) 橋　北 13.10

ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｼ

4 3 2917 石橋　耐志 (1) 松阪西 13.24

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ

5 7 3682 松下　祐也 (1) 嬉　野 13.63

ｶﾜｲ ﾘﾕｳ

6 8 3661 河合　倫佑 (1) 三　雲 13.77

ｵｸﾑﾗ ﾚﾝ

7 2 920 奥村　　廉 (1) 南　勢 13.79

ｾｺ ﾖｳﾍｲ

8 9 911 瀬古　陽平 (1) 南　勢 13.84

風:  +0.1

風:  -2.6 風:  -4.6

風:  -4.7

凡例    DNS：欠場  DSQ：失格  *T2：レーン侵害



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         10.77     岡部　和憲 (名張北・名張)                                   1996        

　大会記録 (GR)         11.50     倉田　泰孝 (一身田)                                         2008(第3回) 

予選  予選  予選  予選  11111111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

ｶﾈｺ  ﾊﾙｷ ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ

1 4 2319 金子　玄樹 (3) 橋　北 12.48 q 1 4 2815 田端　朔也 (3) 久　保 12.27 q

ﾘ ｽｲｺｸ ｲｿﾀﾞ ﾏｻﾄ

2 5 2585 李　　帥克 (3) 三重大附属 12.58 q 2 6 2722 磯田　柾人 (2) 嬉　野 12.88

ｵﾉ ｹｲｽｹ ﾔｽｲ ﾀｸ

3 2 2781 小野　桂亮 (2) 三　雲 13.24 3 5 382 安井　　拓 (2) 一　志 13.07

ｼｹﾞﾔ ﾕｳﾀﾛｳ ﾅｶﾀ ｹﾝﾀ

4 6 845 茂谷侑太朗 (2) 玉　城 13.56 4 3 44 中田　拳太 (3) 豊　浜 13.28

ｵｵﾀ ﾕｳｷ ﾋﾗｲ ｶﾂﾏ

5 7 2424 太田　悠貴 (2) 西　郊 14.15 5 2 961 平井　克真 (2) 明　和 13.46

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀ

6 9 2718 山田　　舜 (3) 嬉　野 14.56 6 7 2778 藤田　雄太 (3) 三　雲 14.26

ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ ｵｵﾂｼﾞ ﾏｻｼ

7 8 2878 鈴木　陽介 (2) 松阪中部 14.58 7 9 984 大逵　将司 (2) 多　気 14.69

ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｲｺﾏ ﾚｲﾔ

1 381 森川　大輝 (2) 一　志 DNS 8 1 2876 生駒　怜也 (2) 松阪中部 14.98

ﾆｼﾑﾗ ｶｲﾎｳ ｵｵﾂ  ｻﾄｼ

3 946 西村　魁宝 (3) 明　和 DNS 8 2321 大津　智司 (3) 橋　北 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

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ

1 4 385 中山　大之 (2) 一　志 12.66 q 1 4 2818 増井　秀平 (3) 久　保 12.27 q

ｵﾓﾃ ｱｷﾉﾘ ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｼ

2 5 2819 表　亜樹徳 (2) 久　保 13.32 2 6 2874 濱本　悠司 (2) 松阪中部 12.47 q

ｻｶｲ ﾕﾒﾄ ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

3 6 2725 酒井　夢斗 (2) 嬉　野 13.55 3 5 2389 小嶋　大輝 (2) 橋　南 13.04

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｸﾘｷ ｼﾝﾉｼﾞｮｳ

4 3 2866 斎藤　諒太 (3) 松阪中部 13.77 4 3 2425 栗木慎乃丞 (2) 西　郊 13.66

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼ ﾔﾏｷﾞﾜ ﾕｳｽｹ

5 7 2784 五嶋　優詞 (2) 三　雲 13.83 5 8 2757 山際　悠祐 (2) 美　杉 13.69

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

6 8 2890 北村　雅仁 (2) 松阪西 14.55 6 1 113 山本　真司 (2) 城　田 15.08

ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ ｲｼｲ ﾕｳｷ

7 2 956 喜多村　僚 (2) 明　和 14.92 7 2 2721 石井　裕基 (2) 嬉　野 16.67

ｳﾁﾔﾏ  ﾜﾀﾙ ｸｽ ﾋﾛﾄ

8 1 2326 内山　航瑠 (2) 橋　北 15.56 7 2782 楠　　宏澄 (2) 三　雲 DNS

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ

9 9 2397 前田　悠斗 (2) 橋　南 16.00

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

ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ

1 5 2768 牛田　匡哉 (3) 三　雲 12.39 q 1 6 2847 鈴木　啓太 (3) 松阪東部 13.01

ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ ｶﾂﾗﾔﾏ ﾌｻｱｷ

2 4 876 村田　峻佑 (3) 南　勢 13.25 2 3 2769 桂山　房明 (3) 三　雲 13.04

ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳ ﾎﾘｲ ｹﾝﾄ

3 3 954 北川　　晃 (2) 明　和 13.36 3 4 153 堀井　健人 (3) 城　田 13.08

ｻｶｸﾞﾁ ｶﾞｲｱ ｱﾘﾀｷ ﾘｮｳ

4 6 110 阪口　凱海 (2) 城　田 13.84 4 7 2577 有瀧　　良 (3) 三重大附属 13.82

ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ

5 7 2715 橋本　大揮 (3) 嬉　野 14.27 5 9 2873 大野　雅宏 (2) 松阪中部 14.24

ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ ｵｶｲ ｼｭﾝ

6 9 2875 浅井　亮汰 (2) 松阪中部 14.70 6 1 982 岡井　　駿 (2) 多　気 14.33

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ

7 8 847 東山　貴慶 (2) 玉　城 14.83 7 2 48 北河　陽佑 (2) 豊　浜 15.50

ｶﾀﾔﾏ ﾀｸ ｵﾉ ｼｮｳﾀ

8 1 67 片山　　拓 (1) 豊　浜 15.81 8 8 2754 小野　翔太 (2) 美　杉 15.73

ｺﾏｲ ﾕｳﾍｲ ﾆｼｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

9 2 2891 駒井　悠平 (2) 松阪西 16.18 5 2714 西口　航平 (3) 嬉　野 DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -2.4 風:  -0.4

風:  -4.7 風:  0.0

風:  -5.1 風:  -3.5

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         10.77     岡部　和憲 (名張北・名張)                                   1996        

　大会記録 (GR)         11.50     倉田　泰孝 (一身田)                                         2008(第3回) 

予選  予選  予選  予選  11111111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

ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ

1 4 871 柴原　祥摩 (3) 南　勢 12.73 1 3 2579 小宮圭一朗 (3) 三重大附属 13.03

ｵｵﾀ ﾏｻﾄ ｽﾌ ﾕｳﾏ

2 3 2707 太田　真登 (3) 嬉　野 13.39 2 5 2771 周布　侑馬 (3) 三　雲 13.66

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ

3 7 2805 小林　　峻 (2) 三　雲 13.82 3 6 2756 嶋田　拓也 (2) 美　杉 14.03

ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ ﾔﾏﾝｶ ﾀﾞｲｺﾞ

4 9 719 茂山　蓮太 (1) 一　志 13.92 4 2 963 山中　大伍 (2) 明　和 14.06

ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ ｳｴﾋﾛ ﾀｸﾐ

5 5 2755 川岸　侑紀 (2) 美　杉 14.08 5 4 2871 上廣　　匠 (2) 松阪中部 14.32

ｵｶﾓﾄ  ﾀｹﾋﾛ ｽｷﾞﾉ ﾏｻｷ

6 2 2323 岡本　岳大 (3) 橋　北 15.07 6 8 2785 杉野　雅樹 (2) 三　雲 14.94

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ ｻｶｲ ｼｵﾝ

8 983 森山　　遼 (2) 多　気 DNS 7 1 2391 坂井　詩音 (2) 橋　南 15.81

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ

6 2863 田中　凌平 (3) 松阪中部 DNS 8 7 2728 田端　将伍 (2) 嬉　野 16.36

ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝ ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ

1 960 西田　　舜 (2) 明　和 DNS 9 2895 長尾　侑輝 (2) 松阪西 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

ﾉﾛ ﾋﾛｷ ｼﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ

1 5 840 野呂　博基 (3) 玉　城 12.76 1 3 2727 島岡　大貴 (2) 嬉　野 12.51 q

ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ ﾌｼﾞﾀ ｲｯｾｲ

2 3 2887 宮本　敬太 (3) 松阪西 12.99 2 5 2586 藤田　一成 (2) 三重大附属 12.78

ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ﾄﾐﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

3 4 2578 北川　和樹 (3) 三重大附属 13.34 3 4 2821 富山　新司 (2) 久　保 12.98

ﾔﾏｷﾞﾜ ｼｭﾝﾄ ｼﾗﾂｶ ﾕｳﾀ

4 6 2735 山際　駿斗 (2) 嬉　野 13.61 4 6 2865 白塚　裕太 (3) 松阪中部 13.28

ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ ｼﾝﾉ ｼｭｳｼﾞ

5 8 2879 大嶋　悠斗 (2) 松阪中部 14.19 5 8 979 新野　修次 (3) 多　気 13.57

ｸﾛﾐﾔ ｼｮｳｺﾞ ｷﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ

6 2 2783 黒宮　渉吾 (2) 三　雲 14.27 6 1 955 北俣　駿介 (2) 明　和 13.84

ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾀ ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ

7 9 112 前田　耀太 (2) 城　田 14.61 7 7 2395 豊田健士郎 (2) 橋　南 14.20

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ ﾆｼｳﾗ ﾘｮｳﾍｲ

8 7 2390 近藤　僚亮 (2) 橋　南 14.76 8 9 2788 西浦　洋平 (2) 三　雲 14.66

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ ｳｼﾏﾙ ﾕｳﾀ

9 1 985 前田　悠登 (2) 多　気 15.77 9 2 720 牛丸　雄太 (1) 一　志 15.01

11111111組組組組 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 Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｴｷ  ﾋｻﾄ ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

1 6 2327 家城　仁人 (2) 橋　北 12.86 1 6 2768 牛田　匡哉 (3) 三　雲 11.96

ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ

2 4 2772 田村　隆斗 (3) 三　雲 12.99 2 5 2815 田端　朔也 (3) 久　保 12.23

ﾋﾛｾ ﾀｲｽｹ ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ

3 5 2877 廣瀬　泰輔 (2) 松阪中部 13.01 3 7 2818 増井　秀平 (3) 久　保 12.28

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｱｷ ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ

4 1 2786 高橋　春陽 (2) 三　雲 13.43 4 3 385 中山　大之 (2) 一　志 12.31

ﾖｼﾀｶ ﾌｳﾀ ｶﾈｺ  ﾊﾙｷ

5 3 109 吉髙　風汰 (3) 城　田 14.42 5 9 2319 金子　玄樹 (3) 橋　北 12.34

ﾅｶﾃﾞ ｼｭﾝﾔ ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｼ

6 7 987 中出　竣也 (2) 多　気 14.45 6 4 2874 濱本　悠司 (2) 松阪中部 12.49

ｵｷﾞﾀ ﾀｸﾄ ｼﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ

7 9 835 荻田　拓人 (3) 玉　城 14.48 7 8 2727 島岡　大貴 (2) 嬉　野 12.49

ｶﾄﾞﾔ ﾀｸﾔ ﾘ ｽｲｺｸ

8 2 2724 角谷　拓耶 (2) 嬉　野 16.24 8 2 2585 李　　帥克 (3) 三重大附属 12.65

ﾅｶｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

8 49 中口　　剛 (2) 豊　浜 DNS

風:  -1.4風:  -2.6

風:  -4.7 風:  -5.0

風:  -3.4 風:  -3.7

凡例    DNS：欠場



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　４００４００４００４００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         49.73   山口　貴寛 (宮　川・伊勢)                                   1987        

　大会記録 (GR)         52.92   中山　郁哉 (松阪東部)                                       2008(第3回) 

予選  予選  予選  予選  5555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

ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ ｵｵﾀ ﾏｻﾄ

1 6 2815 田端　朔也 (3) 久　保 0.57.08 q 1 7 2707 太田　真登 (3) 嬉　野 0.58.28 q

ｸﾛﾀﾞ ﾀｸ ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾀｶ

2 4 2388 黒田　　卓 (2) 橋　南 0.59.50 q 2 6 2587 永田　一鷹 (2) 三重大附属 1.01.23

ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ ｳｴﾋﾛ ﾀｸﾐ

3 2 2579 小宮圭一朗 (3) 三重大附属 1.00.94 3 5 2871 上廣　　匠 (2) 松阪中部 1.06.95

ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ ｻｶﾆｼ ｺｳｷ

4 7 2755 川岸　侑紀 (2) 美　杉 1.03.17 4 8 980 坂西　康希 (3) 多　気 1.08.77

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ ｶﾜｲ ﾘﾕｳ

5 5 2729 中嶋　健斗 (2) 嬉　野 1.03.61 5 3 3661 河合　倫佑 (1) 三　雲 1.14.40

ﾊﾏ ｹｲｺﾞ ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

6 3 3654 濱　　圭吾 (1) 三　雲 1.17.57 6 2 3658 橋本　将伍 (1) 三　雲 1.17.11

ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾏ ﾂﾂﾐ ﾀｲﾁ

7 8 3651 西川　拓真 (1) 三　雲 1.20.79 4 152 堤　　泰一 (3) 城　田 DNS

ﾀｹｻｺ ﾃﾂｵ

9 3653 竹迫テツオ (1) 三　雲 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

ｲｿﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ

1 6 2722 磯田　柾人 (2) 嬉　野 1.01.90 1 4 2772 田村　隆斗 (3) 三　雲 0.58.91 q

ｱﾘﾀｷ ﾘｮｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ

2 3 2577 有瀧　　良 (3) 三重大附属 1.06.81 2 7 102 川口　翔平 (3) 城　田 0.59.03 q

ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ ｵﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ

3 8 3650 田中　圭一 (1) 三　雲 1.14.40 3 6 978 小野　真伸 (3) 多　気 1.00.60 q

ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾌﾐ ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ

4 2 3652 野口　陽史 (1) 三　雲 1.19.75 4 8 3705 乾　　颯人 (1) 明　和 1.03.88

ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

5 2895 長尾　侑輝 (2) 松阪西 DNS 5 5 2713 中村　一貴 (3) 嬉　野 1.04.12

ｻｻｷ ﾕｳｽｹ ｵｸ ﾕｳﾄ

7 42 佐々木祐介 (3) 豊　浜 DNS 6 3 907 奥　　雄斗 (1) 南　勢 1.13.63

ﾆｼｲ  ｶｲﾄ ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

4 2317 西井　海人 (3) 橋　北 DNS 7 2 3662 枝川　大輝 (1) 三　雲 1.13.66

ｱｻﾊﾗ ｺｳﾀ

9 3586 浅原　功多 (1) 西　郊 DNS

5555組組組組 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 Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ

1 5 2817 濱口　裕汰 (3) 久　保 0.58.25 q 1 6 2815 田端　朔也 (3) 久　保 0.55.76

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

2 7 2886 松永　　徹 (3) 松阪西 1.00.50 q 2 4 2817 濱口　裕汰 (3) 久　保 0.56.83

ｵｶ ﾀｶﾋﾛ ｵｵﾀ ﾏｻﾄ

3 6 977 岡　　尚弘 (3) 多　気 1.02.10 3 5 2707 太田　真登 (3) 嬉　野 0.56.89

ﾔﾏﾓﾄ ｷｺｳ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ

4 8 917 山本　基港 (1) 南　勢 1.09.26 4 7 2772 田村　隆斗 (3) 三　雲 0.57.06

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂ

5 2 3825 谷口凛太郎 (1) 松阪中部 1.20.35 5 2 2886 松永　　徹 (3) 松阪西 0.58.00

ｱｻｶﾜ ﾄﾓｷ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ

6 3 3659 浅川　友紀 (1) 三　雲 1.21.45 6 8 102 川口　翔平 (3) 城　田 0.58.57

ｵｶﾔﾏ ﾏｺﾄ ｵﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ

9 939 岡山　　真 (3) 明　和 DNS 7 3 978 小野　真伸 (3) 多　気 0.59.02

ｸﾘｷ ｼﾝﾉｼﾞｮｳ ｸﾛﾀﾞ ﾀｸ

4 2425 栗木慎乃丞 (2) 西　郊 DNS 8 9 2388 黒田　　卓 (2) 橋　南 0.59.25

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　８００８００８００８００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         1.54.02   田牧　慎也 (青　陵・度会)                                   1990        

　大会記録 (GR)         2.08.75   辻村　貴一 (橋　北)                                         2007(第2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

ｳｼｴ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾔ

1 3 3720 牛江　颯斗 (1) 玉　城 2.31.31 1 2 2813 山口　拳椰 (1) 三　雲 2.30.71

ｳｽｲ ﾀｶｼ ｻｻｷ ﾄﾓﾔ

2 2 2423 臼井　隆司 (2) 西　郊 2.39.20 2 3 69 佐々木友哉 (1) 豊　浜 2.31.95

ｶﾜｲ ｼｭﾝ ｲｸﾀ ｱｷﾗ

3 6 3649 河合　　駿 (1) 三　雲 2.39.30 3 1 3704 幾田　　明 (1) 明　和 2.47.34

ﾅｶﾆｼ ｶｲ ｱｻﾇﾏ ﾕｳﾔ

4 7 59 中西　　快 (1) 豊　浜 2.53.85 4 4 2822 浅沼　憂也 (1) 久　保 2.49.59

ｵｸﾑﾗ ｶｲﾄ ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ

5 5 869 奥村　海音 (3) 南　勢 2.55.40 5 8 2827 西川　貴之 (1) 久　保 2.49.61

ｵｷﾞﾀ ｾｲﾔ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

6 4 2824 荻田　聖也 (1) 久　保 2.57.89 6 7 3730 東山　大樹 (1) 玉　城 2.51.47

ｷﾀﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾙ

7 1 3706 北俣　康介 (1) 明　和 3.00.96 5 60 中西　　健 (1) 豊　浜 DNS

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾕｳ ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

8 2792 吉田　謙友 (2) 三　雲 DNS 6 3590 林　　亮太 (1) 西　郊 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 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾁ ﾅｵｷ ｸﾎﾞ ﾀｸﾄ

1 5 3657 舘　　直希 (1) 三　雲 2.38.06 1 3 2820 久保　拓斗 (2) 久　保 2.31.94

ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｽｹ ｶﾜｲ ﾕｳｼﾞ

2 6 2848 高畑　侑祐 (3) 松阪東部 2.40.03 2 7 3655 河合　祐二 (1) 三　雲 2.33.33

ﾊﾏ ｹｲｺﾞ ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝﾔ

3 1 3654 濱　　圭吾 (1) 三　雲 2.47.30 3 4 909 坂口　健也 (1) 南　勢 2.38.30

ｿｶﾞ ﾀﾔｱｷ ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀｶﾋﾛ

4 4 2393 曽我太也章 (2) 橋　南 2.48.52 4 6 2340 山口　峻弘 (1) 橋　北 2.38.81

ﾄﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾄﾘﾃﾞ  ﾖｳｽｹ

5 3 2590 杼原　和希 (1) 三重大附属 2.53.13 5 8 2339 取出　洋介 (1) 橋　北 2.38.86

ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾔ ﾔﾏｼﾀ  ｱｷﾗ

6 8 3589 内藤　貴也 (1) 西　郊 2.58.96 6 2 2342 山下　　晃 (1) 橋　北 2.44.39

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ

7 2 3588 田中　友貴 (1) 西　郊 3.13.58 7 1 2589 瀧川　優葵 (1) 三重大附属 2.54.45

ｶﾝﾀﾞ  ｺｳﾔ ｾｷﾔ ﾀｶｷ

8 7 2343 神田　航也 (1) 橋　北 3.30.79 5 981 関谷　崇希 (3) 多　気 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 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

1 8 3656 川口　大弥 (1) 三　雲 2.28.27 1 7 2816 中村　知紘 (3) 久　保 2.25.45

ｲﾄｳ ﾄｵﾙ ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ

2 4 3660 伊藤　　亨 (1) 三　雲 2.29.43 2 2 2879 大嶋　悠斗 (2) 松阪中部 2.31.98

ｲﾄｳ ﾂﾖｼ ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛﾔ

3 6 2767 伊藤　　健 (3) 三　雲 2.30.36 3 4 2394 寺本　浩哉 (2) 橋　南 2.32.96

ﾅｶﾆｼ ｽﾊﾞﾙ ﾆｲ ﾀｸﾔ

4 1 2787 中西　　昴 (2) 三　雲 2.31.25 4 3 2731 新居　卓也 (2) 嬉　野 2.34.02

ｲｲﾀﾞ ﾋｻﾐﾁ ｴﾉﾓﾄ ﾀｶﾏｻ

5 2 2588 飯田　久路 (1) 三重大附属 2.36.87 5 1 2386 榎本　孝将 (2) 橋　南 2.35.89

ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾅｶﾓﾘ ﾀﾂﾄ

6 3 915 村田幸二朗 (1) 南　勢 2.39.10 6 5 2730 中森　龍人 (2) 嬉　野 2.37.53

ｼﾞｮｳ ﾀｶﾄ ﾔｽﾀﾞ  ﾘｮｳ

7 7 910 城　　貴斗 (1) 南　勢 2.41.47 7 6 2329 安田　　凌 (2) 橋　北 2.38.10

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾄ ﾋﾗﾀ ﾀｸﾔ

8 5 2385 瀧澤　雅人 (3) 橋　南 2.42.97 8 8 2732 平田　拓也 (2) 嬉　野 2.43.72

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　８００８００８００８００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         1.54.02   田牧　慎也 (青　陵・度会)                                   1990        

　大会記録 (GR)         2.08.75   辻村　貴一 (橋　北)                                         2007(第2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

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)

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 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛｾ ﾀｲｽｹ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ

1 3 2877 廣瀬　泰輔 (2) 松阪中部 2.09.79 1 7 102 川口　翔平 (3) 城　田 2.08.85

ｻｻｷ ﾀｸﾔ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂ

2 4 41 佐々木拓哉 (3) 豊　浜 2.18.31 2 9 2886 松永　　徹 (3) 松阪西 2.09.23

ｻﾝﾄｽ ﾀﾓﾉ ｷﾀ ｹﾝﾄ

3 8 2392 ｻﾝﾄｽ  ﾀﾓﾉ (2) 橋　南 2.18.40 3 4 883 喜多　健斗 (2) 南　勢 2.11.44

ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｼ ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ

4 1 2917 石橋　耐志 (1) 松阪西 2.20.46 4 6 719 茂山　蓮太 (1) 一　志 2.14.00

ｷﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾑｶｲﾃﾞ ｷｮｳﾍｲ

5 2 955 北俣　駿介 (2) 明　和 2.21.44 5 3 376 向出　京平 (3) 一　志 2.14.09

ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

6 7 2873 大野　雅宏 (2) 松阪中部 2.22.27 6 1 42 佐々木祐介 (3) 豊　浜 2.16.23

ﾏｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ﾊﾔｼ ｹﾝｼｭｳ

7 5 2422 牧本　和大 (3) 西　郊 2.23.15 7 8 2716 林　　憲秀 (3) 嬉　野 2.16.73

ﾌｸｼﾏ ｿｳﾀ ﾆｲｼ ﾀｸﾔ

8 6 2717 福島　颯太 (3) 嬉　野 2.30.30 8 2 2774 西井　拓哉 (3) 三　雲 2.21.12

ﾂﾂﾐ ﾀｲﾁ

5 152 堤　　泰一 (3) 城　田 DNS

凡例    DNS：欠場



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　３０００３０００３０００３０００ｍｍｍｍ

7月26日 14:25 決勝  

県中学記録 (KJ)         8.36.97   池上　誠悟 (光　風・桑名)                                   1995        

　大会記録 (GR)         9.35.58   松本　賢太 (橋　南)                                         2006(第1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 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｼﾀﾞ  ﾕｳﾔ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｷ

1 15 2314 岸田　裕也 (3) 橋　北 9.37.98 31 27 3824 松田　竜樹 (1) 松阪中部 12.06.11

ﾂｼﾞ ﾏｻｷ ｻｻｷ ﾄﾓﾔ

2 6 986 逵　　雅基 (2) 多　気 9.53.05 32 41 69 佐々木友哉 (1) 豊　浜 12.11.42

ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳｼﾛｳ ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ

3 8 380 前川功志郎 (2) 一　志 9.58.65 33 29 958 辻　　雄汰 (2) 明　和 12.23.15

ｲｿﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾄ

4 14 377 磯田　大地 (2) 一　志 10.01.19 34 32 65 奥田　健斗 (1) 豊　浜 12.37.40

ﾊﾀ  ﾅｵﾔ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾕｳ

5 11 2315 畑　　直弥 (3) 橋　北 10.12.91 35 28 2792 吉田　謙友 (2) 三　雲 12.41.05

ｺｼﾞﾏ ｴｲｼﾞ ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞﾋﾄ

6 16 378 小島　永路 (2) 一　志 10.24.66 36 30 71 中西　信仁 (1) 豊　浜 12.49.02

ｵｵﾊﾀ ｱﾂﾋｺ ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾔ

7 9 880 大畑　敦彦 (2) 南　勢 10.24.96 37 36 3589 内藤　貴也 (1) 西　郊 13.56.71

ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

8 10 379 中西　航軌 (2) 一　志 10.26.54 38 37 3588 田中　友貴 (1) 西　郊 14.12.61

ﾀｷﾉ  ｺｳﾍｲ ﾆｲｼ ﾀｸﾔ

9 17 2316 瀧野　航平 (3) 橋　北 10.31.72 13 2774 西井　拓哉 (3) 三　雲 DNS

ｱﾗｶﾜ ｱﾔﾄ ﾆｼｲ ﾖｳﾍｲ

10 4 2753 荒川　文斗 (2) 美　杉 10.34.80 1 873 西井　洋平 (3) 南　勢 DNS

ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ｵｸﾑﾗ ｶｲﾖｳ

11 12 375 前川　雄太 (3) 一　志 10.42.98 3 881 奥村　海洋 (2) 南　勢 DNS

ﾐﾅﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ ｷﾀﾔﾏ ｼｭﾝﾀ

12 2 2897 南　皓二朗 (2) 松阪西 10.43.97 43 957 北山　春太 (2) 明　和 DNS

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾔ ｳｽｲ ﾀｶｼ

13 44 3656 川口　大弥 (1) 三　雲 10.47.95 40 2423 臼井　隆司 (2) 西　郊 DNS

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

14 7 2708 北川　太基 (3) 嬉　野 10.49.07 35 3590 林　　亮太 (1) 西　郊 DNS

ﾅｶﾆｼ ｽﾊﾞﾙ

15 18 2787 中西　　昴 (2) 三　雲 10.55.40

ｻｻｷ ﾀｸﾔ

16 5 41 佐々木拓哉 (3) 豊　浜 10.58.94

ﾉｸﾞﾁ ﾐﾂﾅﾘ

17 19 107 野口　満成 (3) 城　田 11.06.60

ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

18 33 3660 伊藤　　亨 (1) 三　雲 11.07.84

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾔ

19 31 2813 山口　拳椰 (1) 三　雲 11.09.09

ｶﾜｲ ﾕｳｼﾞ

20 42 3655 河合　祐二 (1) 三　雲 11.10.07

ﾏｴｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

21 23 2734 前川　　光 (2) 嬉　野 11.16.10

ｶﾜｲ ｼｭﾝ

22 38 3649 河合　　駿 (1) 三　雲 11.16.22

ﾐﾔｻﾜ  ｹﾝｺﾞ

23 20 2328 宮澤　謙吾 (2) 橋　北 11.29.35

ﾏｽﾀﾞ  ﾘｮｳ

24 24 2330 増田　　涼 (2) 橋　北 11.29.57

ﾀﾁ ﾅｵｷ

25 39 3657 舘　　直希 (1) 三　雲 11.40.32

ｲﾄｳ ﾂﾖｼ

26 25 2767 伊藤　　健 (3) 三　雲 11.40.70

ﾏｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

27 21 2422 牧本　和大 (3) 西　郊 11.45.22

ｶﾜｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ

28 22 870 川口　　卓 (3) 南　勢 11.46.02

ｵｵﾅｶ ﾕｳｼ

29 34 62 大仲　雄詞 (1) 豊　浜 11.47.34

ｻﾄｳ ﾃﾙﾏｻ

30 26 900 佐藤　晃優 (1) 南　勢 11.52.84

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　１１０１１０１１０１１０ｍＹＨｍＹＨｍＹＨｍＹＨ((((0000....914914914914mmmm))))

県中学記録 (KJ)         14.49     日置　雄斗 (一　志・津)                                     2006        

　大会記録 (GR)         14.83     日置　雄斗 (一　志)                                         2006(第1回) 

予選  予選  予選  予選  3333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

ﾆｼｵｶ ﾏｻﾔ ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ

1 7 106 西岡　征哉 (3) 城　田 16.82 q 1 6 2818 増井　秀平 (3) 久　保 16.82 q

ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｼ

2 5 2779 森岡　達哉 (3) 三　雲 17.82 q 2 4 2874 濱本　悠司 (2) 松阪中部 16.83 q

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾘｱｷ

3 6 383 山本　友揮 (2) 一　志 18.27 q 3 7 2777 藤川　成秋 (3) 三　雲 19.00

ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀ

4 4 2578 北川　和樹 (3) 三重大附属 18.28 4 3 2778 藤田　雄太 (3) 三　雲 20.21

ﾂｼﾞ ｹﾝﾀ ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾀ

5 3 2773 辻　　健太 (3) 三　雲 19.82 5 2 112 前田　耀太 (2) 城　田 20.82

ｻｶｲ ﾕﾒﾄ ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

6 2 2725 酒井　夢斗 (2) 嬉　野 21.52 5 371 岩田　大輝 (3) 一　志 DNS

ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

8 2768 牛田　匡哉 (3) 三　雲 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 Q

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ

1 6 2888 森中　剛樹 (3) 松阪西 16.34 q

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

2 5 2752 武田　雄斗 (3) 美　杉 16.91 q

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ

3 7 2780 山本　晋輔 (3) 三　雲 17.63 q

ﾅｶﾀ ｹﾝﾀ

4 8 44 中田　拳太 (3) 豊　浜 19.71

ｷﾀﾑﾗ ｹｲﾀ

5 3 2814 北村　奎太 (3) 久　保 20.48

ｸｽ ﾋﾛﾄ

2 2782 楠　　宏澄 (2) 三　雲 DNS

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ

4 948 藤原　宏展 (3) 明　和 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

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ

1 4 2888 森中　剛樹 (3) 松阪西 15.87

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

2 8 2752 武田　雄斗 (3) 美　杉 16.40

ﾆｼｵｶ ﾏｻﾔ

3 6 106 西岡　征哉 (3) 城　田 16.53

ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ

4 5 2818 増井　秀平 (3) 久　保 16.76

ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｼ

5 7 2874 濱本　悠司 (2) 松阪中部 17.07

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ

6 9 2780 山本　晋輔 (3) 三　雲 17.45

ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ

7 2 2779 森岡　達哉 (3) 三　雲 17.62

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

8 3 383 山本　友揮 (2) 一　志 17.93

風:  -2.5

風:  -1.0

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -2.0 風:  -2.9

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

県中学記録 (KJ)         44.01     東員第二・員弁 (坂本・高見・中川・中島)                     1989        
　大会記録 (GR)         46.46     神戸 (中川・岡田・中島・中川)                               2006(第1回) 
　大会記録 (GR)         46.46     久保 (田端・山田・堀口・原田)                               2008(第3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
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ q
三重大附属－Ａ 46.64 三雲 47.03 久保－Ａ 47.05
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

ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾀｶ ｶﾂﾗﾔﾏ ﾌｻｱｷ ﾄﾐﾔﾏ ｼﾝｼﾞ
1 2587 永田　一鷹 (2) 三重大附属 1 2769 桂山　房明 (3) 三　雲 1 2821 富山　新司 (2) 久　保

ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ
2 2576 藤木　智巳 (3) 三重大附属 2 2779 森岡　達哉 (3) 三　雲 2 2815 田端　朔也 (3) 久　保

ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ ｵﾓﾃ ｱｷﾉﾘ
3 2579 小宮圭一朗 (3) 三重大附属 3 2772 田村　隆斗 (3) 三　雲 3 2819 表　亜樹徳 (2) 久　保

ﾘ ｽｲｺｸ ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ
4 2585 李　　帥克 (3) 三重大附属 4 2768 牛田　匡哉 (3) 三　雲 4 2818 増井　秀平 (3) 久　保

4着 7ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
橋南 51.02 美杉 52.19 松阪東部－Ａ 52.68
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

ｸﾛﾀﾞ ﾀｸ ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ
1 2388 黒田　　卓 (2) 橋　南 1 2761 樫谷　　大 (1) 美　杉 1 2847 鈴木　啓太 (3) 松阪東部

ﾌｶｵ ﾊﾙｷ ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｽｹ
2 2396 深尾　治輝 (2) 橋　南 2 2755 川岸　侑紀 (2) 美　杉 2 2848 高畑　侑祐 (3) 松阪東部

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ ﾔﾏｷﾞﾜ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾆｼ ｾｲﾏ
3 2395 豊田健士郎 (2) 橋　南 3 2757 山際　悠祐 (2) 美　杉 3 3869 中西　聖磨 (1) 松阪東部

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ
4 2389 小嶋　大輝 (2) 橋　南 4 2756 嶋田　拓也 (2) 美　杉 4 3867 中山　侑哉 (1) 松阪東部

DNS 3ﾚｰﾝ DNS 2ﾚｰﾝ
一志 DNS 明和 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

2222組組組組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 3ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
嬉野 47.09 松阪中部 48.12 橋北 48.26
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

ｵｵﾀ ﾏｻﾄ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｶﾈｺ  ﾊﾙｷ
1 2707 太田　真登 (3) 嬉　野 1 2866 斎藤　諒太 (3) 松阪中部 1 2319 金子　玄樹 (3) 橋　北

ｼﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｼ ﾏﾂｼﾏ  ﾀﾂｷ
2 2727 島岡　大貴 (2) 嬉　野 2 2874 濱本　悠司 (2) 松阪中部 2 2320 松島　立樹 (3) 橋　北

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾄ ﾋﾛｾ ﾀｲｽｹ ﾏﾕﾐ  ﾖｳﾍｲﾀ
3 2719 山本　琢人 (3) 嬉　野 3 2877 廣瀬　泰輔 (2) 松阪中部 3 2322 真弓洋平太 (3) 橋　北

ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ ｼﾗﾂｶ ﾕｳﾀ ﾅｶｲ  ｹｲﾀ
4 2710 辻　　周平 (3) 嬉　野 4 2865 白塚　裕太 (3) 松阪中部 4 2324 中井　圭太 (3) 橋　北

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 9ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
城田 48.69 久保－Ｂ 53.15 三重大附属－Ｂ DSQ,*R1
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

ﾖｼﾀｶ ﾌｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ｱﾘﾀｷ ﾘｮｳ
1 109 吉髙　風汰 (3) 城　田 1 2816 中村　知紘 (3) 久　保 1 2577 有瀧　　良 (3) 三重大附属

ﾎﾘｲ ｹﾝﾄ ｷﾀﾑﾗ ｹｲﾀ ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾝ
2 153 堀井　健人 (3) 城　田 2 2814 北村　奎太 (3) 久　保 2 2591 宮崎　　蓮 (1) 三重大附属

ﾆｼｵｶ ﾏｻﾔ ｸﾎﾞ ﾀｸﾄ ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
3 106 西岡　征哉 (3) 城　田 3 2820 久保　拓斗 (2) 久　保 3 2578 北川　和樹 (3) 三重大附属

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾀ ｲｯｾｲ
4 108 山口慎太朗 (3) 城　田 4 2817 濱口　裕汰 (3) 久　保 4 2586 藤田　一成 (2) 三重大附属

DNS 6ﾚｰﾝ DNS 8ﾚｰﾝ DNS 1ﾚｰﾝ
松阪西 DNS 豊浜 DNS 松阪東部－Ｂ 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

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

7月26日 09:45 予選  
県中学記録 (KJ)         44.01     東員第二・員弁 (坂本・高見・中川・中島)                     1989        7月26日 16:35 決勝  
　大会記録 (GR)         46.46     神戸 (中川・岡田・中島・中川)                               2006(第1回) 
　大会記録 (GR)         46.46     久保 (田端・山田・堀口・原田)                               2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

1着 7ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
三雲 47.32 三重大附属－Ａ 47.43 嬉野 47.45
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

ｶﾂﾗﾔﾏ ﾌｻｱｷ ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾀｶ ｵｵﾀ ﾏｻﾄ
1 2769 桂山　房明 (3) 三　雲 1 2587 永田　一鷹 (2) 三重大附属 1 2707 太田　真登 (3) 嬉　野

ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ ﾘ ｽｲｺｸ ｼﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ
2 2779 森岡　達哉 (3) 三　雲 2 2585 李　　帥克 (3) 三重大附属 2 2727 島岡　大貴 (2) 嬉　野

ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾄ
3 2772 田村　隆斗 (3) 三　雲 3 2576 藤木　智巳 (3) 三重大附属 3 2719 山本　琢人 (3) 嬉　野

ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ
4 2768 牛田　匡哉 (3) 三　雲 4 2579 小宮圭一朗 (3) 三重大附属 4 2710 辻　　周平 (3) 嬉　野

4着 9ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
松阪中部 48.11 橋北 48.38 城田 49.47
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

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｶﾈｺ  ﾊﾙｷ ﾖｼﾀｶ ﾌｳﾀ
1 2866 斎藤　諒太 (3) 松阪中部 1 2319 金子　玄樹 (3) 橋　北 1 109 吉髙　風汰 (3) 城　田

ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｼ ﾏﾂｼﾏ  ﾀﾂｷ ﾎﾘｲ ｹﾝﾄ
2 2874 濱本　悠司 (2) 松阪中部 2 2320 松島　立樹 (3) 橋　北 2 153 堀井　健人 (3) 城　田

ﾋﾛｾ ﾀｲｽｹ ﾏﾕﾐ  ﾖｳﾍｲﾀ ﾆｼｵｶ ﾏｻﾔ
3 2877 廣瀬　泰輔 (2) 松阪中部 3 2322 真弓洋平太 (3) 橋　北 3 106 西岡　征哉 (3) 城　田

ｼﾗﾂｶ ﾕｳﾀ ﾅｶｲ  ｹｲﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
4 2865 白塚　裕太 (3) 松阪中部 4 2324 中井　圭太 (3) 橋　北 4 108 山口慎太朗 (3) 城　田

7着 2ﾚｰﾝ 8着 5ﾚｰﾝ
橋南 51.16 久保－Ａ 51.99
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

ｸﾛﾀﾞ ﾀｸ ﾄﾐﾔﾏ ｼﾝｼﾞ
1 2388 黒田　　卓 (2) 橋　南 1 2821 富山　新司 (2) 久　保

ﾌｶｵ ﾊﾙｷ ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ
2 2396 深尾　治輝 (2) 橋　南 2 2815 田端　朔也 (3) 久　保

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ ｵﾓﾃ ｱｷﾉﾘ
3 2395 豊田健士郎 (2) 橋　南 3 2819 表　亜樹徳 (2) 久　保

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ
4 2389 小嶋　大輝 (2) 橋　南 4 2818 増井　秀平 (3) 久　保

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  



男子低学年男子低学年男子低学年男子低学年　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

県中学記録 (KJ)         45.99     三雲・松阪 (村田・東出・森本・沼田)                         1989        
　大会記録 (GR)         47.89     松阪中部 (増田・濱本・廣瀬・田中)                           2008(第3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
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 2ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ q
一志 48.62 南勢 49.36 三雲 52.35
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

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ ｼﾞｮｳ ﾄｼｷ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｱｷ
1 385 中山　大之 (2) 一　志 1 884 城　　利貴 (2) 南　勢 1 2786 高橋　春陽 (2) 三　雲

ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ ｵｸﾑﾗ ﾚﾝ ｶﾜｲ ﾘﾕｳ
2 719 茂山　蓮太 (1) 一　志 2 920 奥村　　廉 (1) 南　勢 2 3661 河合　倫佑 (1) 三　雲

ｶﾜｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ｾｺ ﾖｳﾍｲ ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
3 721 川北竜之輔 (1) 一　志 3 911 瀬古　陽平 (1) 南　勢 3 3658 橋本　将伍 (1) 三　雲

ﾔｽｲ ﾀｸ ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼ
4 382 安井　　拓 (2) 一　志 4 885 舌古　一誠 (2) 南　勢 4 2784 五嶋　優詞 (2) 三　雲

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 7ﾚｰﾝ q DNS 6ﾚｰﾝ
松阪西 52.38 西郊 53.61 豊浜 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

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ ｸﾘｷ ｼﾝﾉｼﾞｮｳ
1 2890 北村　雅仁 (2) 松阪西 1 2425 栗木慎乃丞 (2) 西　郊

ﾊﾔｼ ﾘｷ ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ
2 2918 林　　里綺 (1) 松阪西 2 3587 池田　将貴 (1) 西　郊

ｶｽｶﾞｲ ｶｽﾞｷ ﾓﾘｵｶ ﾘｭｳﾍｲ
3 2916 春日井一輝 (1) 松阪西 3 3591 森岡　龍平 (1) 西　郊

ｿﾉﾍﾞ ﾜﾀﾙ ｵｵﾀ ﾕｳｷ
4 2893 園部　　航 (2) 松阪西 4 2424 太田　悠貴 (2) 西　郊

2222組組組組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
松阪中部 51.23 明和 52.32 橋北 52.58
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

ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ ﾔﾏﾝｶ ﾀﾞｲｺﾞ ｳﾁﾔﾏ  ﾜﾀﾙ
1 2879 大嶋　悠斗 (2) 松阪中部 1 963 山中　大伍 (2) 明　和 1 2326 内山　航瑠 (2) 橋　北

ﾔﾏｼﾞ ﾀｹﾙ ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ ｱｻｲ  ﾀｶｼ
2 3826 山路　　尊 (1) 松阪中部 2 3705 乾　　颯斗 (1) 明　和 2 2341 朝井　貴司 (1) 橋　北

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ｼﾝﾔ ﾃﾝｹﾞﾝ ﾏﾕﾐ  ｺｳｽｹ
3 3819 松田　朋之 (1) 松阪中部 3 3708 新谷　天元 (1) 明　和 3 2346 真弓　航輔 (1) 橋　北

ｳｴﾋﾛ ﾀｸﾐ ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳ ｲｴｷ  ﾋｻﾄ
4 2871 上廣　　匠 (2) 松阪中部 4 954 北川　　晃 (2) 明　和 4 2327 家城　仁人 (2) 橋　北

4着 4ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ
嬉野 53.71 城田 55.96
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

ｲｿﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ
1 2722 磯田　柾人 (2) 嬉　野 1 113 山本　真司 (2) 城　田

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ
2 3682 松下　祐也 (1) 嬉　野 2 161 吉田　祐也 (1) 城　田

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ
3 3678 中村　俊太 (1) 嬉　野 3 120 山本　竜馬 (1) 城　田

ﾔﾏｷﾞﾜ ｼｭﾝﾄ ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾀ
4 2735 山際　駿斗 (2) 嬉　野 4 112 前田　耀太 (2) 城　田

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



男子低学年男子低学年男子低学年男子低学年　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

7月26日 09:35 予選  
県中学記録 (KJ)         45.99     三雲・松阪 (村田・東出・森本・沼田)                         1989        7月26日 16:25 決勝  
　大会記録 (GR)         47.89     松阪中部 (増田・濱本・廣瀬・田中)                           2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

1着 7ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
一志 48.95 南勢 50.58 明和 50.85
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

ﾔｽｲ ﾀｸ ｼﾞｮｳ ﾄｼｷ ﾔﾏﾝｶ ﾀﾞｲｺﾞ
1 382 安井　　拓 (2) 一　志 1 884 城　　利貴 (2) 南　勢 1 963 山中　大伍 (2) 明　和

ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ ｵｸﾑﾗ ﾚﾝ ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ
2 719 茂山　蓮太 (1) 一　志 2 920 奥村　　廉 (1) 南　勢 2 3705 乾　　颯人 (1) 明　和

ｶﾜｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ｾｺ ﾖｳﾍｲ ﾑﾗﾀ ｼﾂﾞｷ
3 721 川北竜之輔 (1) 一　志 3 911 瀬古　陽平 (1) 南　勢 3 3710 村田　詩月 (1) 明　和

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ ｷﾀ ｹﾝﾄ ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳ
4 385 中山　大之 (2) 一　志 4 883 喜多　健斗 (2) 南　勢 4 954 北川　　晃 (2) 明　和

4着 6ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
松阪中部 51.38 松阪西 52.01 三雲 52.87
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

ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｱｷ
1 2879 大嶋　悠斗 (2) 松阪中部 1 2890 北村　雅仁 (2) 松阪西 1 2786 高橋　春陽 (2) 三　雲

ﾔﾏｼﾞ ﾀｹﾙ ﾊﾔｼ ﾘｷ ｶﾜｲ ﾘﾕｳ
2 3826 山路　　尊 (1) 松阪中部 2 2918 林　　里綺 (1) 松阪西 2 3661 河合　倫佑 (1) 三　雲

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ｶｽｶﾞｲ ｶｽﾞｷ ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ
3 3819 松田　朋之 (1) 松阪中部 3 2916 春日井一輝 (1) 松阪西 3 3650 田中　圭一 (1) 三　雲

ｳｴﾋﾛ ﾀｸﾐ ｿﾉﾍﾞ ﾜﾀﾙ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼ
4 2871 上廣　　匠 (2) 松阪中部 4 2893 園部　　航 (2) 松阪西 4 2784 五嶋　優詞 (2) 三　雲

7着 3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
西郊 54.32 橋北 DSQ,*R3
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

ｸﾘｷ ｼﾝﾉｼﾞｮｳ ｳﾁﾔﾏ  ﾜﾀﾙ
1 2425 栗木慎乃丞 (2) 西　郊 1 2326 内山　航瑠 (2) 橋　北

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ ｱｻｲ  ﾀｶｼ
2 3587 池田　将貴 (1) 西　郊 2 2341 朝井　貴司 (1) 橋　北

ﾓﾘｵｶ ﾘｭｳﾍｲ ﾏﾕﾐ  ｺｳｽｹ
3 3591 森岡　龍平 (1) 西　郊 3 2346 真弓　航輔 (1) 橋　北

ｵｵﾀ ﾕｳｷ ｲｴｷ  ﾋｻﾄ
4 2424 太田　悠貴 (2) 西　郊 4 2327 家城　仁人 (2) 橋　北

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    DSQ：失格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　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  

県中学記録 (KJ)         2m00      高橋　一彦 (白　子・鈴鹿)                                   1997        

　大会記録 (GR)         1m75      河合　勇祐 (三　雲)                                         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

ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 9 2779 森岡　達哉 (3) 三　雲 1m75 EGR

ﾘ ｽｲｺｸ － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 14 2585 李　　帥克 (3) 三重大附属 1m65

ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾘｱｷ － － × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 16 2777 藤川　成秋 (3) 三　雲 1m65

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

4 2 875 濵田　健志 (3) 南　勢 1m60

ｵｶﾓﾄ ｸｳﾀﾞｲ － ○ × ○ ○ × × ×

5 7 953 岡本　空大 (2) 明　和 1m50

ｼｵｻﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ － － × ○ × × ○ × × ×

6 10 2709 塩崎　一成 (3) 嬉　野 1m50

ﾂｼﾞ ｹﾝﾀ － ○ × ○ × × ○ × × ×

6 21 2773 辻　　健太 (3) 三　雲 1m50

ｵｵﾀ ﾕｳｷ ○ ○ ○ × × ×

8 4 2424 太田　悠貴 (2) 西　郊 1m45

ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾉﾘ ○ ○ × ○ × × ×

9 20 2736 山崎　竜徳 (2) 嬉　野 1m45

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ ○ ○ × ○ × × ×

9 5 886 林　　将平 (2) 南　勢 1m45

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾕｳｽｹ ○ × ○ × ○ × × ×

11 18 2757 山際　悠祐 (2) 美　杉 1m45

ｿﾉﾍﾞ ﾜﾀﾙ － × ○ × × ×

12 19 2893 園部　　航 (2) 松阪西 1m40

ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ × × ×

13 2756 嶋田　拓也 (2) 美　杉 NM

ﾅﾜﾃ ｻﾄｼ × × ×

1 3679 縄手　誠士 (1) 嬉　野 NM

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ × × ×

17 3867 中山　侑哉 (1) 松阪東部 NM

ｸﾎﾞ ﾀｸﾄ × × ×

6 2820 久保　拓斗 (2) 久　保 NM

ﾄﾐﾔﾏ ｼﾝｼﾞ － × × ×

3 2821 富山　新司 (2) 久　保 NM

ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ × × ×

8 2827 西川　貴之 (1) 久　保 NM

ﾓﾘｵｶ ﾘｭｳﾍｲ × × ×

15 3591 森岡　龍平 (1) 西　郊 NM

ﾊﾔｼ ﾘｷ

11 2918 林　　里綺 (1) 松阪西 DNS

ﾅｶｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

12 49 中口　　剛 (2) 豊　浜 DNS

1m55 1m60 1m65 1m701m35 1m40 1m45 1m50 1m75 1m77

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    EGR：大会タイ記録  NM：記録なし  DNS：欠場



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　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  

県中学記録 (KJ)         4m50      中井　隆広 (城　田・伊勢)                                   1995        

　大会記録 (GR)         3m90      中川　貴仁 (神　戸)                                         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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ － － － － － － － － － －

1 3 872 田中　昌平 (3) 南　勢 － － － ○ － ○ ○ － × × × 3m80

ﾅﾝﾔ ｼｭｳｼﾞ － － － － － － － － － －

2 2 105 南谷　宗嗣 (3) 城　田 ○ × × ○ × × × 3m30

ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ － － － － － － ○ － × ○ ○

3 7 104 中西　正人 (3) 城　田 × × × 3m10

ｼﾞｮｳ ﾄｼｷ － ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

4 1 884 城　　利貴 (2) 南　勢 2m80

ｲｽﾞﾐｼｭｳﾍｲ － － × × ○ ○ ○ × × ×

5 6 520 泉　　秀平 (2) 五十鈴 2m60

ｵｶﾓﾄ ｸｳﾀﾞｲ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

6 4 953 岡本　空大 (2) 明　和 2m50

ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ ○ ○ ○ × × ×

7 8 882 川口　啓学 (2) 南　勢 2m40

ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｽｹ ○ × ○ × × ×

8 9 101 角谷　侑亮 (3) 城　田 2m30

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ × ○ × × ×

9 5 887 山本　博司 (2) 南　勢 2m20

2m60
3m60

2m70
3m70

2m80
3m80

2m90
3m90

2m20
3m20

2m30
3m30

2m40
3m40

2m50
3m50

3m00
4m00

3m10

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  



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

県中学記録 (KJ)          6m99 　　岡部　道郎 (名張北・名張)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1997 7月26日 09:30 決勝  

　大会記録 (GR)          6m08　　 森中　祐樹 (松阪西) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ 6m19 6m05 5m71 6m19 － － － 6m19
1 9 885 舌古　一誠 (2) 南　勢 0.0 -0.2 +0.3 0.0 0.0 GR

ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ × 5m37 × 5m37 × × 6m16 6m16
2 25 2576 藤木　智巳 (3) 三重大附属 -3.3 -3.3 -0.8 -0.8 GR

ｵｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 5m88 6m09 × 6m09 × 5m82 5m77 6m09
3 7 939 岡山　　真 (3) 明　和 +0.1 -0.7 -0.7 +3.9 +0.9 -0.7 GR

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾄ 5m57 × 5m56 5m57 × 5m87 5m71 5m87
4 15 2719 山本　琢人 (3) 嬉　野 -0.7 -2.2 -0.7 +0.5 +1.9 +0.5

ｼﾏｵｶ ﾀﾞｲｷ 4m57 5m28 × 5m28 5m81 5m64 5m54 5m81
5 13 2727 島岡　大貴 (2) 嬉　野 -4.1 -0.7 -0.7 +2.4 +4.2 +0.7 +2.4 *F6

ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ 5m19 × 5m40 5m40 5m70 × 5m60 5m70
6 20 2710 辻　　周平 (3) 嬉　野 -0.7 -4.6 -4.6 +3.6 +3.2 +3.6 *F3

ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ 5m42 5m35 × 5m42 5m42 5m59 5m50 5m59
7 1 2887 宮本　敬太 (3) 松阪西 -0.2 -1.7 -0.2 +2.9 +0.6 +1.5 +0.6

ｵﾓﾃ ｱｷﾉﾘ × 5m16 × 5m16 5m04 5m12 5m05 5m16
8 3 2819 表　亜樹徳 (2) 久　保 -1.5 -1.5 +2.2 +2.2 +2.6 -1.5

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 5m09 × × 5m09 5m09
9 19 2395 豊田健士郎 (2) 橋　南 +1.4 +1.4 +1.4

ｵﾉ ｹｲｽｹ 4m97 × × 4m97 4m97
10 63 2781 小野　桂亮 (2) 三　雲 +0.7 +0.7 +0.7

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ 4m96 × × 4m96 4m96
11 2 372 植松　直紀 (3) 一　志 0.0 0.0 0.0

ｶﾂﾗﾔﾏ ﾌｻｱｷ 4m95 × × 4m95 4m95
12 18 2769 桂山　房明 (3) 三　雲 -3.1 -3.1 -3.1

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 4m88 × × 4m88 4m88
13 46 2713 中村　一貴 (3) 嬉　野 -0.3 -0.3 -0.3

ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ × 4m73 × 4m73 4m73
14 8 2761 樫谷　　大 (1) 美　杉 -1.2 -1.2 -1.2

ｼﾗﾂｶ ﾕｳﾀ 4m73 × × 4m73 4m73
14 11 2865 白塚　裕太 (3) 松阪中部 +2.6 +2.6 +2.6

ﾌｼﾞﾀ ｲｯｾｲ 4m71 × × 4m71 4m71
16 16 2586 藤田　一成 (2) 三重大附属 -1.0 -1.0 -1.0

ﾏﾕﾐ  ﾖｳﾍｲﾀ 4m60 × × 4m60 4m60
17 24 2322 真弓洋平太 (3) 橋　北 -2.2 -2.2 -2.2

ﾌｶｵ ﾊﾙｷ － 4m56 × 4m56 4m56
18 55 2396 深尾　治輝 (2) 橋　南 -1.7 -1.7 -1.7

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 4m53 × × 4m53 4m53
19 14 383 山本　友揮 (2) 一　志 +0.6 +0.6 +0.6

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 4m51 × × 4m51 4m51
20 32 2805 小林　　峻 (2) 三　雲 +2.0 +2.0 +2.0

ﾔﾏﾝｶ ﾀﾞｲｺﾞ 4m40 × × 4m40 4m40
21 12 963 山中　大伍 (2) 明　和 +1.3 +1.3 +1.3

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 4m35 × × 4m35 4m35
22 58 2390 近藤　僚亮 (2) 橋　南 +0.3 +0.3 +0.3

ｵﾉ ｼｮｳﾀ 4m32 × × 4m32 4m32
23 43 2754 小野　翔太 (2) 美　杉 0.0 0.0 0.0

ﾅｶｲ  ｹｲﾀ 4m30 × × 4m30 4m30
24 4 2324 中井　圭太 (3) 橋　北 -1.2 -1.2 -1.2

ﾋｵｷ ｱﾂｷ × 4m29 × 4m29 4m29
25 44 61 日置　淳希 (1) 豊　浜 -0.3 -0.3 -0.3

ﾀｹｳﾁ ｿｳｼｭﾝ 4m26 × × 4m26 4m26
26 57 70 竹内　颯駿 (1) 豊　浜 0.0 0.0 0.0

ｸﾛﾐﾔ ｼｮｳｺﾞ 4m26 × × 4m26 4m26
26 52 2783 黒宮　渉吾 (2) 三　雲 +0.7 +0.7 +0.7

ｳｼﾏﾙ ﾕｳﾀ 4m24 × × 4m24 4m24
28 37 720 牛丸　雄太 (1) 一　志 +1.9 +1.9 +1.9

ﾖｼﾀｶ ﾌｳﾀ × 4m18 × 4m18 4m18
29 6 109 吉髙　風汰 (3) 城　田 -2.3 -2.3 -2.3

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

県中学記録 (KJ)          6m99 　　岡部　道郎 (名張北・名張)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1997 7月26日 09:30 決勝  

　大会記録 (GR)          6m08　　 森中　祐樹 (松阪西) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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)

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼ × 4m18 × 4m18 4m18
29 35 2784 五嶋　優詞 (2) 三　雲 -1.0 -1.0 -1.0

ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ 4m14 × × 4m14 4m14
31 22 2733 平野　優太 (2) 嬉　野 0.0 0.0 0.0

ｶﾀﾔﾏ ﾀｸ 4m04 × × 4m04 4m04
32 56 67 片山　　拓 (1) 豊　浜 +0.5 +0.5 +0.5

ﾜｶﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ × 4m00 × 4m00 4m00
33 28 2398 若原　大輔 (2) 橋　南 -0.9 -0.9 -0.9

ﾆｼｳﾗ ﾘｮｳﾍｲ 3m93 × × 3m93 3m93
34 31 2788 西浦　洋平 (2) 三　雲 +1.8 +1.8 +1.8

ﾐﾔｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 3m90 × × 3m90 3m90
35 26 3827 三宅裕一朗 (1) 松阪中部 +0.9 +0.9 +0.9

ｷﾀｵｶ ﾀｽｸ 3m89 × × 3m89 3m89
36 60 836 北岡　　侑 (3) 玉　城 +0.5 +0.5 +0.5

ｽｷﾞﾉ ﾏｻｷ 3m86 × × 3m86 3m86
37 54 2785 杉野　雅樹 (2) 三　雲 0.0 0.0 0.0

ｲｹｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 3m83 × × 3m83 3m83
38 50 2720 池川　昌利 (2) 嬉　野 +0.8 +0.8 +0.8

ｻﾀﾞ ﾀﾂｷ 3m78 × × 3m78 3m78
39 39 2737 佐田　達暉 (2) 嬉　野 +2.3 +2.3 +2.3

ﾔｽﾄﾐ ｱｷﾄ 3m74 × × 3m74 3m74
40 36 3818 安冨　亮人 (1) 松阪中部 +2.4 +2.4 +2.4

ｻﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 3m70 × × 3m70 3m70
41 38 2726 佐波　大輝 (2) 嬉　野 +2.5 +2.5 +2.5

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ × 3m64 × 3m64 3m64
42 33 3587 池田　将貴 (1) 西　郊 -1.4 -1.4 -1.4

ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ × 3m63 × 3m63 3m63
43 42 3820 馬場　諄輔 (1) 松阪中部 -0.9 -0.9 -0.9

ｳｴﾉ ﾐﾂﾋｻ 3m62 × × 3m62 3m62
44 27 906 上野　満央 (1) 南　勢 +1.9 +1.9 +1.9

ｵｶﾔﾏ ﾓﾄｷ 3m43 × × 3m43 3m43
45 40 2823 岡山　　幹 (1) 久　保 +1.6 +1.6 +1.6

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ × × 3m41 3m41 3m41
46 34 3817 高橋　俊樹 (1) 松阪中部 -1.2 -1.2 -1.2

ﾀｶﾞﾜ ﾐﾅﾘ × 3m36 × 3m36 3m36
47 49 3822 田川　実成 (1) 松阪中部 -0.8 -0.8 -0.8

ﾀﾆｼﾀ ｺｳﾍｲ × × 3m29 3m29 3m29
48 41 3821 谷下　昴平 (1) 松阪中部 -1.8 -1.8 -1.8

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳﾑ × × 3m29 3m29 3m29
48 53 905 山本　藤夢 (1) 南　勢 -0.7 -0.7 -0.7

ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾀｶ 3m28 × × 3m28 3m28
50 10 2587 永田　一鷹 (2) 三重大附属 -1.9 -1.9 -1.9

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾐ × × 3m14 3m14 3m14
51 30 922 川口　　誼 (1) 南　勢 -2.7 -2.7 -2.7

ｶﾄｳ ﾚﾝｼﾛｳ × × 3m07 3m07 3m07
52 47 921 加藤廉士朗 (1) 南　勢 -5.2 -5.2 -5.2

ｽﾌ ﾕｳﾏ 2m82 × × 2m82 2m82
53 23 2771 周布　侑馬 (3) 三　雲 +0.6 +0.6 +0.6

ｶﾜｷﾞｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ × × ×
29 2854 川岸慎一朗 (2) 松阪東部 NM

ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛﾔ
51 2394 寺本　浩哉 (2) 橋　南 DNS

ﾔｽｲ ﾀｸ
5 382 安井　　拓 (2) 一　志 DNS

ﾅｶﾆｼ ﾁｱｷ
62 718 中西　千暁 (1) 一　志 DNS

ｲﾑﾗ ﾚｵ
45 164 井村　怜央 (1) 城　田 DNS

ｵｵｻｷ ｺｳﾀ
48 2706 大崎　航汰 (3) 嬉　野 DNS

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

県中学記録 (KJ)          6m99 　　岡部　道郎 (名張北・名張)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1997 7月26日 09:30 決勝  

　大会記録 (GR)          6m08　　 森中　祐樹 (松阪西) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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)

ﾆｼｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ
17 2714 西口　航平 (3) 嬉　野 DNS

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ
21 2863 田中　凌平 (3) 松阪中部 DNS

ﾅｶﾂｼﾞ ﾄｳﾏ
59 2857 中辻　統真 (2) 松阪東部 DNS

ﾆｼｳﾗ ﾖｼﾌﾐ
61 2858 西浦　佳史 (2) 松阪東部 DNS

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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　三段跳三段跳三段跳三段跳

県中学記録 (KJ)         13m90     奥井　久登 (倉田山・伊勢)                                   1991        7月26日 14:30 決勝  

　大会記録 (GR)         12m52     前川　　耀 (一身田)                                         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

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ 12m99 12m76 － 12m99 － － － 12m99
1 5 2888 森中　剛樹 (3) 松阪西 +1.8 +2.0 +1.8 8 +1.8 GR

ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ 12m78 12m71 12m14 12m78 12m51 12m35 － 12m78
2 8 2576 藤木　智巳 (3) 三重大附属 +3.3 +0.7 +0.5 +3.3 7 +2.8 +1.9 +3.3 GR,*F2

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ × 12m57 12m13 12m57 11m40 － 12m23 12m57
3 10 2780 山本　晋輔 (3) 三　雲 +0.7 +1.2 +0.7 6 +1.4 +1.0 +0.7 GR

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ × 12m26 × 12m26 × × × 12m26
4 4 372 植松　直紀 (3) 一　志 +0.4 +0.4 5 +0.4

ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ 11m28 11m46 11m45 11m46 11m59 11m45 11m49 11m59
5 7 2710 辻　　周平 (3) 嬉　野 +2.7 0.0 +2.4 0.0 4 +0.8 +0.6 +3.2 +0.8

ｼｵｻﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ × × 11m39 11m39 × 11m31 11m18 11m39
6 1 2709 塩崎　一成 (3) 嬉　野 +1.8 +1.8 3 +0.1 +3.4 +1.8

ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｷ × 10m31 × 10m31 10m74 10m90 × 10m90
7 11 381 森川　大輝 (2) 一　志 +0.1 +0.1 1 +0.8 +1.3 +1.3

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ × 10m41 10m39 10m41 10m11 10m19 10m66 10m66
8 3 2866 斎藤　諒太 (3) 松阪中部 +1.2 +2.2 +1.2 2 +0.4 +1.0 +2.0 +2.0

ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ
6 371 岩田　大輝 (3) 一　志 DNS

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ
9 385 中山　大之 (2) 一　志 DNS

ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳ
2 954 北川　　晃 (2) 明　和 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    GR：大会記録  *F2：２回目が公認最高  DNS：欠場



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投((((5555....0000kgkgkgkg))))

県中学記録 (KJ)         14m74     田中　良典 (度　会・度会)                                   2007        7月26日 09:30 決勝  

　大会記録 (GR)         13m25     稲垣　太一 (一　志)                                         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

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
1 23 373 坂本　大樹 (3) 一　志 × 11m93 12m18 12m18 8 12m20 － － 12m20

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
2 21 374 谷口　隼也 (3) 一　志 10m48 11m68 × 11m68 7 10m94 11m95 11m74 11m95

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
3 22 108 山口慎太朗 (3) 城　田 × × 10m48 10m48 6 11m40 × 11m71 11m71

ﾏﾐﾔ ｱﾗﾀ
4 17 949 間宮　　新 (3) 明　和 9m58 9m84 × 9m84 5 9m71 × × 9m84

ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾕｷ
5 20 2712 坪井　優幸 (3) 嬉　野 × 9m65 × 9m65 4 9m81 × 9m33 9m81

ｲｼｷ ﾕｳｷ
6 16 2766 石城　勇紀 (3) 三　雲 9m55 × × 9m55 3 × 9m48 9m70 9m70

ﾓﾘﾓﾄ ｷｮｳﾀ
7 12 2790 森本　杏汰 (2) 三　雲 9m10 9m25 × 9m25 2 × 8m62 9m36 9m36

ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｽｲ
8 14 384 和田　隆瑞 (2) 一　志 8m53 9m02 × 9m02 1 8m93 8m96 8m76 9m02

ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
9 19 2705 岩元　太佑 (3) 嬉　野 8m46 × 9m02 9m02 9m02

ｵｵﾀ ｺｳｽｹ
10 13 2723 太田　皓介 (2) 嬉　野 8m54 × × 8m54 8m54

ﾅｶﾆｼ ﾕｳｼﾞ
11 11 111 中西　悠二 (2) 城　田 8m25 × × 8m25 8m25

ｶﾜｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
12 9 721 川北竜之輔 (1) 一　志 7m89 × × 7m89 7m89 NM

ﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ
13 15 58 辻　　大和 (1) 豊　浜 7m78 × × 7m78 7m78

ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
14 4 2789 濵田　雄太 (2) 三　雲 7m46 × × 7m46 7m46

ﾉｾ ﾀｶﾖｼ
15 18 3680 野瀨嵩慶志 (1) 嬉　野 6m52 × × 6m52 6m52

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
16 8 902 中村　勇輝 (1) 南　勢 6m49 × × 6m49 6m49

ｲｼｶﾞｷ ﾕｳ
17 6 2881 石垣　　雄 (3) 松阪西 6m10 × × 6m10 6m10

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾏ
18 3 912 濵口　悠真 (1) 南　勢 5m99 × × 5m99 5m99

ｵﾀﾞ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ
19 1 908 小田丈一郎 (1) 南　勢 5m25 × × 5m25 5m25

ｲｹｶﾞﾜ ﾋｭｳｶﾞ
20 7 3672 池川　陽向 (1) 嬉　野 5m13 × × 5m13 5m13

ﾏﾂﾀﾆ ﾕｳｼ
21 10 914 松谷　優志 (1) 南　勢 4m22 × × 4m22 4m22

ﾕﾐﾊﾞ ｼｮｳﾀ
5 918 弓場　翔太 (1) 南　勢 × × × NM

ｷﾀﾞ ﾘｭｳﾔ
2 47 木田　龍弥 (2) 豊　浜 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



中学男子中学男子中学男子中学男子　　　　円盤投円盤投円盤投円盤投((((1111....5555kgkgkgkg))))

県中学記録 (KJ)         45m65     稲垣　太一 (一　志・津)                                     2007        7月26日 11:30 決勝  

　大会記録 (GR)         38m01     稲垣　太一 (一　志)                                         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

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
1 18 373 坂本　大樹 (3) 一　志 36m13 × × 36m13 8 × × 37m55 37m55

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
2 17 108 山口慎太朗 (3) 城　田 × 33m81 × 33m81 7 34m91 × × 34m91

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
3 16 374 谷口　隼也 (3) 一　志 × × 28m92 28m92 6 33m65 × × 33m65

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｱｷ
4 8 2786 高橋　春陽 (2) 三　雲 × × 28m43 28m43 5 × × × 28m43

ｵｵﾀ ｺｳｽｹ
5 9 2723 太田　皓介 (2) 嬉　野 27m53 × × 27m53 4 × 27m65 × 27m65

ｲｼｷ ﾕｳｷ
6 19 2766 石城　勇紀 (3) 三　雲 × 25m91 × 25m91 1 26m46 × × 26m46

ﾊﾅｶﾜ ｼﾞｭﾝ
7 2 874 花川　　純 (3) 南　勢 × 26m09 × 26m09 3 × × × 26m09

ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
8 11 2789 濵田　雄太 (2) 三　雲 × × 26m05 26m05 2 × × × 26m05

ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
9 15 2705 岩元　太佑 (3) 嬉　野 × × 23m59 23m59 23m59

ﾅｶﾆｼ ﾕｳｼﾞ
10 10 111 中西　悠二 (2) 城　田 × 23m38 × 23m38 23m38

ｳｴﾉ ﾏｻｷ
11 3 868 上野　正喜 (3) 南　勢 × 22m43 － 22m43 22m43

ﾓﾘﾓﾄ ｷｮｳﾀ
12 7 2790 森本　杏汰 (2) 三　雲 × 22m24 × 22m24 22m24

ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｽｲ
13 13 384 和田　隆瑞 (2) 一　志 × 20m71 × 20m71 20m71

ｶﾜｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
14 5 721 川北竜之輔 (1) 一　志 × 20m40 × 20m40 20m40

ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾕｷ
15 14 2712 坪井　優幸 (3) 嬉　野 × 19m48 × 19m48 19m48

ｲｼｶﾞｷ ﾕｳ
16 6 2881 石垣　　雄 (3) 松阪西 × × 16m12 16m12 16m12

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ
17 1 879 山本　友貴 (3) 南　勢 × × 13m72 13m72 13m72

ｷﾀﾞ ﾘｭｳﾔ
12 47 木田　龍弥 (2) 豊　浜 DNS

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼ
4 875 濵田　健志 (3) 南　勢 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    DNS：欠場



中学中学中学中学１１１１年女子年女子年女子年女子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         12.26     水谷　友紀 (陵　成・桑名)                                   2001        

　大会記録 (GR)         13.36     亀井　衿香 (伊勢港)                                         2007(第2回) 

予選  予選  予選  予選  6666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

ｸﾘﾀ ｺﾄﾈ ﾓﾘﾅｶ ﾜｶﾅ

1 6 3546 栗田　琴音 (1) 橋　南 14.62 q 1 3 2922 森中　若菜 (1) 松阪西 14.68 q

ｾﾞｯｺ ﾕｳｶ ﾊﾗ ﾄﾓｶ

2 2 924 舌古　優花 (1) 南　勢 14.64 q 2 4 146 原　　朋伽 (1) 城　田 15.07

ﾏｴｶﾞﾜ ｾｲﾅ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾉﾘ

3 4 3688 前川　星奈 (1) 嬉　野 14.96 3 5 3732 東山　未祈 (1) 玉　城 15.65

ﾅｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｶﾜｷﾞｼ ﾏｲ

4 5 2612 内藤　　望 (1) 三重大附属 15.03 4 6 2763 川岸　真衣 (1) 美　杉 16.28

ｸｻﾉ ｱｲﾘ ﾅｶｲ ﾏﾕｺ

5 3 727 草野　愛梨 (1) 一　志 15.08 5 9 2613 仲井麻友子 (1) 三重大附属 16.47

ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾅﾂｷ ﾆｼﾔﾏ ﾏﾘｺ

6 8 147 東浦　那月 (1) 城　田 15.40 6 2 3871 西山真梨子 (1) 松阪東部 16.67

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｵ ﾀｶｲ ｱｶﾈ

7 9 3830 濱口　真緒 (1) 松阪中部 16.14 7 7 3548 高井　朱音 (1) 橋　南 17.25

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ ﾀﾅｶ　ﾚｲﾅ

8 7 3646 倉林　光莉 (1) 三　雲 16.71 8 1 2840 田中　伶奈 (1) 久　保 18.35

ﾄﾁﾑﾗ　ｱﾔｶ ｶﾅﾀﾆ ﾕｳｶ

9 1 2842 杼村　彩花 (1) 久　保 17.53 8 3833 金谷　優花 (1) 松阪中部 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

ｻﾄｳ ｱﾔｶ ﾎﾘｴ　ｻｷ

1 6 923 佐藤　彩花 (1) 南　勢 14.75 q 1 4 2843 堀江　早貴 (1) 久　保 14.62 q

ｻｲﾄｳ ﾏﾎ ｸﾗｲ ﾐｷ

2 3 3685 斎藤　真帆 (1) 嬉　野 14.88 q 2 1 2920 倉井　美季 (1) 松阪西 15.83

ﾆｼｵ ﾐｻｷ ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ

3 1 3713 西尾美早紀 (1) 明　和 15.10 3 5 74 中西　　悠 (1) 豊　浜 15.90

ｲﾁﾂﾎﾞ ﾐｽﾞｷ ｸﾗｲ ｻｴ

4 4 3592 市坪美寿紀 (1) 西　郊 15.62 4 3 145 倉井　　冴 (1) 城　田 15.94

ｸﾛｲｼ ﾏﾔ ｶﾂﾗﾔﾏ ｴﾘｶ

5 7 3832 黒石　茉耶 (1) 松阪中部 15.84 5 8 3645 桂山恵里花 (1) 三　雲 16.06

ｾｺ ﾁﾋﾛ ﾊﾅｻﾞｷ　ﾏｺ

6 5 149 世古　千尋 (1) 城　田 15.98 6 6 2841 花崎　真子 (1) 久　保 16.07

ｵｸﾀﾞ ﾕｲｶ ｻﾉ　ﾊﾙﾋ

7 8 3647 奥田　結香 (1) 三　雲 16.31 7 9 2839 佐野　春妃 (1) 久　保 16.98

ﾏｴﾀﾞ　ｱｵﾘ ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ

8 9 2845 前田　碧里 (1) 久　保 17.13 8 7 3834 高橋　萌夏 (1) 松阪中部 17.00

ﾀﾅｶ ﾋｲﾅ ｺｲﾃﾞ ﾁｻﾄ

9 2 2617 田中　陽菜 (1) 三重大附属 18.53 9 2 3870 小出　知里 (1) 松阪東部 18.43

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

ｵｵﾀ ﾐﾎ ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ

1 5 724 太田　美穗 (1) 一　志 14.24 q 1 3 3642 田中　杏沙 (1) 三　雲 14.22 q

ｳｼﾀﾞ ｻﾔ ﾀｶﾀﾞ ｻｴ

2 6 3648 牛田　早耶 (1) 三　雲 15.31 2 4 3829 高田　彩永 (1) 松阪中部 15.04

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ

3 4 151 中西はるか (1) 城　田 15.44 3 5 726 村上　映里 (1) 一　志 15.38

ﾅｶｲ ﾐﾂﾞｷ ﾏﾂｲ ﾓｴｶ

4 1 3686 中井　美月 (1) 嬉　野 15.65 4 1 3885 松井　萌華 (1) 多　気 15.66

ｵｵﾀ ﾏｵ ﾏｴｶﾜ　ｻｴﾐ

5 3 2615 大田　眞央 (1) 三重大附属 15.73 5 8 2844 前川　冴未 (1) 久　保 15.88

ﾐﾔｹ ｱｷ ｵｶﾞﾜ ｱﾔｶ

6 8 3831 三宅　亜紀 (1) 松阪中部 16.16 6 6 3828 小川　彩花 (1) 松阪中部 15.99

ｸﾛﾀﾞｶｽﾐ ｶﾀﾋﾗ ﾒｲ

7 9 2838 黒田　佳澄 (1) 久　保 16.31 7 7 73 加田平夢衣 (1) 豊　浜 16.15

ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ

8 2 926 林　　珠里 (1) 南　勢 16.87 9 3550 山本　実紅 (1) 橋　南 DNS

ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ ﾆｼｲ ｶﾅｺ

9 7 3547 下村　真由 (1) 橋　南 17.29 2 925 西井加奈子 (1) 南　勢 DNS

審 判 長：市　　武徳

記録主任：藪北　則行

風:  -2.7 風:  -3.4

風:  -1.5 風:  -2.6

風:  -2.0 風:  -2.9

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



中学中学中学中学１１１１年女子年女子年女子年女子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

7月26日 11:15 予選  

県中学記録 (KJ)         12.26     水谷　友紀 (陵　成・桑名)                                   2001        7月26日 14:45 決勝  

　大会記録 (GR)         13.36     亀井　衿香 (伊勢港)                                         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

ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ

1 7 3642 田中　杏沙 (1) 三　雲 13.86

ｵｵﾀ ﾐﾎ

2 6 724 太田　美穗 (1) 一　志 14.01

ﾎﾘｴ　ｻｷ

3 5 2843 堀江　早貴 (1) 久　保 14.18

ﾓﾘﾅｶ ﾜｶﾅ

4 8 2922 森中　若菜 (1) 松阪西 14.18

ｸﾘﾀ ｺﾄﾈ

5 4 3546 栗田　琴音 (1) 橋　南 14.57

ｻﾄｳ ｱﾔｶ

6 3 923 佐藤　彩花 (1) 南　勢 14.58

ｾﾞｯｺ ﾕｳｶ

7 9 924 舌古　優花 (1) 南　勢 14.59

ｻｲﾄｳ ﾏﾎ

8 2 3685 斎藤　真帆 (1) 嬉　野 14.78

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -0.5

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  



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         12.26     水谷　友紀 (陵　成・桑名)                                   2001        

　大会記録 (GR)         13.13     杉田　真実 (西橋内)                                         2007(第2回) 

予選  予選  予選  予選  9999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

ﾉﾀﾆ ｸﾐ ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ

1 6 2835 野谷　公美 (3) 久　保 14.42 q 1 4 2870 大西　夕湖 (3) 松阪中部 14.14 q

ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｵｵﾆｼ ﾘｻ

2 5 967 野田奈津実 (3) 明　和 15.12 2 5 2799 大西　莉沙 (2) 三　雲 14.36 q

ﾐｳﾗ ﾌﾐﾅ ｲｼｲ ｺﾊﾙ

3 4 400 三浦　文奈 (2) 一　志 15.24 3 6 129 石井　小春 (2) 城　田 14.63

ｵｶ ｱｻｺ ｲﾅﾂｷﾞ ﾕｳﾅ

4 1 894 岡　　朝子 (2) 南　勢 15.28 4 8 2832 稲継　結菜 (3) 久　保 15.12

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾄﾓｴ ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ

5 8 2359 渡辺　智絵 (2) 橋　北 15.90 5 3 2602 森本　麻海 (3) 三重大附属 15.15

ｶﾜｷﾀ ﾏﾘﾝ ｲｻｶ ﾏﾅ

6 9 2594 川北　真鈴 (3) 三重大附属 16.42 6 7 2849 井坂　真菜 (3) 松阪東部 15.40

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾔﾋﾞ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｷｺ

7 851 近藤　　雅 (2) 玉　城 DNS 7 2 2748 冨永真喜子 (2) 嬉　野 15.40

ﾔｶﾞﾀ ｱｽｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ

3 56 矢形あすか (3) 豊　浜 DNS 8 1 3598 山本　菜央 (1) 西　郊 17.05

ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾐ ｲﾁﾉﾀﾆ ﾁﾊﾙ

2 2427 寺田　佳澄 (3) 西　郊 DNS 9 2900 一ノ谷千晴 (3) 松阪西 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

ﾏﾂｼﾏ ｻﾘｱ ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｶ

1 5 2804 松島沙理亜 (2) 三　雲 13.93 q 1 3 2797 山田　　静 (3) 三　雲 14.59

ﾀﾅｶ ﾘﾅ ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ

2 3 890 田中　里奈 (3) 南　勢 14.20 q 2 6 892 西岡　由貴 (3) 南　勢 15.03

ﾔﾏﾓﾄ  ｷｻ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ

3 6 2361 山本　希早 (2) 橋　北 14.60 3 7 144 山本　由依 (2) 城　田 15.11

ｸｻﾌｶ ｱｶﾈ ﾔﾅｾ ﾋﾛｺ

4 8 2430 草深　朱音 (2) 西　郊 15.10 4 4 2867 柳瀬　紘子 (3) 松阪中部 15.25

ｽｽﾞｷ ﾁｻ ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾔ

5 1 3987 鈴木　千沙 (3) 日生付属 15.45 5 1 976 宮本　なや (2) 明　和 15.92

ｲｼｲ ﾁｻﾄ ｲｿﾀﾞ ｶﾅ

6 4 2898 石井　千聖 (3) 松阪西 15.47 6 9 392 磯田　佳奈 (2) 一　志 16.06

ｽﾜ ﾏﾅｴ ｵｶﾉ ﾐｽｽﾞ

7 2 2746 諏訪　愛瑛 (2) 嬉　野 15.65 7 5 2608 岡野　未鈴 (2) 三重大附属 16.15

ﾅｶﾔﾏ ｸﾙﾐ ｻﾉ ｶﾝﾅ

8 9 2853 中山　胡桃 (3) 松阪東部 15.87 8 2 2855 佐野　栞那 (2) 松阪東部 16.97

ﾅｶﾆｼ ﾓｴﾘ ﾀｶﾌｼﾞ ｱｽｶ

7 55 中西　萌理 (3) 豊　浜 DNS 9 8 2747 高藤明日香 (2) 嬉　野 17.00

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

ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ ｼﾞｹ ﾐｽﾞｷ

1 5 393 岡本　梨奈 (2) 一　志 14.09 q 1 2 973 寺家　瑞稀 (2) 明　和 14.89

ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ ﾓﾘｶﾜ ﾚﾅ

2 3 2758 鈴木可奈子 (3) 美　杉 14.38 q 2 4 2837 森川　玲菜 (3) 久　保 15.07

ﾏｷ ｱﾔｶ ﾔｶﾞｾ ｼｽﾞｶ

3 4 2401 槙木　彩香 (2) 橋　南 14.51 3 3 2868 矢ヶ瀬　静 (3) 松阪中部 15.14

ﾋﾗﾉ ﾕｷｶ ﾂｼﾞ  ﾕｳｷ

4 6 2803 平野優希香 (2) 三　雲 14.94 4 8 2350 辻　　優貴 (3) 橋　北 15.20

ｵｵﾅｶ ｻｷｺ ﾋｵｷ ﾏﾎ

5 1 52 大仲　咲子 (3) 豊　浜 15.12 5 6 2760 日置　真渉 (2) 美　杉 15.85

ﾐﾔｼﾞ ﾊﾙｶ ｽﾄﾞｳ ｱｲﾐ

6 7 2751 宮路　春香 (2) 嬉　野 15.35 6 9 2903 須藤あいみ (3) 松阪西 16.19

ﾔﾌﾞｷﾞｼ ｼｮｳｺ ｲﾉｳｴ ﾏｲ

7 9 2599 藪岸　翔子 (3) 三重大附属 15.54 7 1 51 井上　真衣 (3) 豊　浜 16.19

ﾊﾔｼﾓﾄ ﾚｲｶ ｼｮｳﾔﾏ ｱﾕｶ

8 8 2856 林本　麗香 (2) 松阪東部 15.60 8 7 395 庄山亜佑香 (2) 一　志 16.75

ｵｸｶﾞﾜ ﾕﾐｺ ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ

9 2 2911 奥川裕美子 (2) 松阪西 16.90 5 2741 竹村　若奈 (3) 嬉　野 DNS

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -2.5 風:  -1.0

風:  -0.5 風:  -4.8

風:  -0.9 風:  -3.6

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



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　１００１００１００１００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         12.26     水谷　友紀 (陵　成・桑名)                                   2001        

　大会記録 (GR)         13.13     杉田　真実 (西橋内)                                         2007(第2回) 

予選  予選  予選  予選  9999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

ｶﾄｳ ﾘﾅ ｳｴﾑﾗ ｱﾔ

1 4 964 加藤　里菜 (3) 明　和 14.53 1 6 2399 上村　　綾 (3) 橋　南 14.64

ﾀﾃﾊｼ ﾕｳｶ ｺﾞﾄｳ ﾏﾎ

2 8 3406 立橋　優香 (3) 久　保 14.65 2 5 2610 後藤　麻帆 (2) 三重大附属 14.72

ｱｶﾂｶ  ﾏﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ｻｷ

3 3 2351 赤塚真奈美 (3) 橋　北 14.92 3 4 2750 中村　早希 (2) 嬉　野 15.33

ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾅ ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ

4 6 2913 水本　寛菜 (2) 松阪西 14.93 4 8 143 前田　夏穂 (2) 城　田 15.34

ﾅｶｾﾞｺ ﾏﾔ ｶﾜｷﾞｼ ｶｴﾃﾞ

5 5 54 中世古真耶 (3) 豊　浜 15.60 5 1 972 川岸　　楓 (2) 明　和 15.50

ｽｽﾞｷ ﾏﾎ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ

6 7 3595 鈴木　万穂 (1) 西　郊 15.96 6 2 899 山本　有花 (2) 南　勢 16.40

ﾅｶﾆｼ ﾐﾅ ｼﾓﾑﾗ ｻｷ

7 9 2794 中西　未奈 (3) 三　雲 16.23 7 7 2902 下村　咲妃 (3) 松阪西 16.56

ｶﾅｶﾞﾜ ｱｷﾎ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ

8 2 2745 金川　晶穂 (2) 嬉　野 16.30 3 2869 小山　綾香 (3) 松阪中部 DNS

ﾌｸﾀ ﾅﾅﾐ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｳ

9 1 140 福田　七海 (2) 城　田 17.39 9 2432 濱口　美優 (2) 西　郊 DNS

9999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

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ

1 4 990 中西　春香 (2) 多　気 14.18 q

ﾂﾙﾀ ﾐｽﾞｷ

2 3 966 鶴田　瑞季 (3) 明　和 14.47

ﾏﾂｲ ﾄﾓﾐ

3 5 2836 松井　智未 (3) 久　保 14.48

ｺﾏﾀﾞ ﾏﾕ

4 8 2802 駒田　茉由 (2) 三　雲 14.99

ﾌｼﾞｲ ｶｲ

5 6 141 藤井　華衣 (2) 城　田 15.07

ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ

6 2 867 中山　真衣 (2) 日生付属 15.27

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｶﾘ

7 9 2353 小林　　縁 (3) 橋　北 15.97

ﾆｼｶﾜ ﾏｷ

8 7 2851 西川　真妃 (3) 松阪東部 16.23

ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾕﾘｶ

1 854 中東佑里香 (2) 玉　城 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

ﾉﾀﾆ ｸﾐ

1 3 2835 野谷　公美 (3) 久　保 13.89

ﾏﾂｼﾏ ｻﾘｱ

2 4 2804 松島沙理亜 (2) 三　雲 13.99

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ

3 5 990 中西　春香 (2) 多　気 13.99

ﾀﾅｶ ﾘﾅ

4 8 890 田中　里奈 (3) 南　勢 14.13

ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ

5 7 2870 大西　夕湖 (3) 松阪中部 14.22

ｵｵﾆｼ ﾘｻ

6 9 2799 大西　莉沙 (2) 三　雲 14.24

ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ

7 6 393 岡本　梨奈 (2) 一　志 14.63

ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ

2 2758 鈴木可奈子 (3) 美　杉 DNS

風:  -0.9

風:  -3.8 風:  -2.0

風:  -2.2

凡例    DNS：欠場



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　８００８００８００８００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         2.15.30   山崎　朱美 (笹　川・四日市)                                 1986        

　大会記録 (GR)         2.28.39   松生　美樹 (名張北)                                         2008(第3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

ｻｶｲ ﾓﾓｺ ｼｮｳﾔﾏ ﾐﾕ

1 8 394 酒井萌々子 (2) 一　志 2.48.40 1 9 723 庄山　実佑 (1) 一　志 2.30.12

ﾉﾅﾐ ﾕｲ ﾃﾗﾔﾏ ｱｶﾘ

2 9 725 野浪　由衣 (1) 一　志 2.52.34 2 8 398 寺山　明香里 (2 一　志 2.32.01

ｲﾄｳ ﾘｻｺ ｲｹﾀﾞ  ｱｶﾘ

3 5 2606 伊藤理佐子 (2) 三重大附属 2.52.97 3 3 2352 池田　朱里 (3) 橋　北 2.42.40

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ ﾓﾘｼﾀ ｱｲ

4 3 3646 倉林　光莉 (1) 三　雲 2.54.66 4 2 2611 森下　亜衣 (2) 三重大附属 2.43.73

ﾄｳｶｲ ﾏﾘﾅ ﾅｶﾀ ｴﾐ

5 4 3596 東海満里奈 (1) 西　郊 2.54.71 5 5 137 中田　栄美 (2) 城　田 2.44.23

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾎ ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ

6 6 3549 山口　晶穂 (1) 橋　南 3.00.64 6 4 2429 小川　詩織 (2) 西　郊 2.52.32

ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉ

7 2 2850 上田　彩加 (3) 松阪東部 3.03.35 7 6 849 大谷　愛乃 (2) 玉　城 2.55.68

ﾀｸﾞﾁ ﾏﾎ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾔﾖｲ

7 2904 田口　真歩 (3) 松阪西 DNS 8 1 2749 中林　弥生 (2) 嬉　野 3.01.00

ﾀﾅｶ ﾕﾐ ｲﾄｳ ﾐｻｷ

1 2905 田中　佑美 (3) 松阪西 DNS 7 2428 伊藤実咲紀 (2) 西　郊 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 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾆｼｲ ｱﾔｶ

1 6 3593 伊藤　　望 (1) 西　郊 2.38.54 1 7 3441 西井　彩香 (1) 松阪西 2.32.05

ﾅｶﾞｻｷ ﾌﾕｷ ｶﾅﾔ ﾊﾅ

2 8 3687 長﨑ふゆき (1) 嬉　野 2.43.07 2 3 3644 金谷　華奈 (1) 三　雲 2.38.63

ﾊﾏｸﾞﾁ ｴﾘﾅ ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ

3 7 2906 濱口絵梨奈 (3) 松阪西 2.45.77 3 2 2919 西田　奈央 (1) 松阪西 2.41.56

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾎ

4 2 2798 山本　利奈 (3) 三　雲 2.49.66 4 5 2796 山崎友貴穂 (3) 三　雲 2.42.45

ﾅｺﾞｳ ﾕｷ ｸﾗｲ ｱﾕﾐ

5 4 2431 永合　由季 (2) 西　郊 2.56.78 5 6 124 倉井　　歩 (3) 城　田 2.44.86

ｷﾀﾃﾞ ﾐｽﾞﾎ ﾔﾌﾞｷﾞｼ ｼｮｳｺ

1 992 北出　瑞歩 (2) 多　気 DNS 6 1 2599 藪岸　翔子 (3) 三重大附属 2.45.61

ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾈ ｶﾜｷﾀ ﾏﾘﾝ

3 2764 藤田　　茜 (1) 美　杉 DNS 7 4 2594 川北　真鈴 (3) 三重大附属 2.47.21

ﾅｶﾓﾘ ﾏﾅ ﾏｽｶﾜ ﾂｸﾞﾐ

5 138 中森　麻菜 (2) 城　田 DNS 8 8 2614 益川　亜美 (1) 三重大附属 2.47.96

5555組組組組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ

1 4 2400 田中　愛乃 (3) 橋　南 2.29.37

ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ

2 6 142 前田安友美 (2) 城　田 2.31.69

ｻｶｸﾞﾁ ｶﾔ

3 3 132 坂口　　茅 (2) 城　田 2.32.71

ｷﾀﾑﾗ ﾁﾅﾐ

4 2 53 北村　千波 (3) 豊　浜 2.40.80

ｲﾄｳ ﾔﾖｲ

5 8 2739 伊藤　　弥 (3) 嬉　野 2.43.64

ﾋｵｷ ﾏﾎ

6 5 2760 日置　真渉 (2) 美　杉 2.47.08

ﾏｴﾔﾏ ｶﾅ

7 1 2759 前山　可奈 (3) 美　杉 3.09.14

ﾌｸﾁ ﾏﾘﾅ

7 389 福地真梨奈 (3) 一　志 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



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　２０００２０００２０００２０００ｍｍｍｍ

県中学記録 (KJ)         6.19.98   柴田　沙織 (白　鳥・鈴鹿)                                   2003        

　大会記録 (GR)         6.59.65   松生　美樹 (名張北)                                         2008        

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

ｲｲｵ ﾐﾕ

1 29 386 飯尾　美友 (3) 一　志 6.33.77 GR

ｲﾜﾃﾞ ﾚｲｱ

2 28 387 岩出　玲亜 (3) 一　志 6.34.48 GR

ﾃﾗﾔﾏ ｱｶﾘ

3 27 398 寺山　明香里 (2 一　志 6.53.86 GR

ｼｮｳﾔﾏ ﾐﾕ

4 25 723 庄山　実佑 (1) 一　志 7.06.12

ﾜｶﾅﾐ  ﾕｳｷ

5 21 2354 若浪　有希 (3) 橋　北 7.10.83

ｻｶｸﾞﾁ ｶﾔ

6 16 132 坂口　　茅 (2) 城　田 7.12.09

ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ

7 19 142 前田安友美 (2) 城　田 7.15.52

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

8 1 3593 伊藤　　望 (1) 西　郊 7.26.43

ｶﾅﾔ ﾊﾅ

9 14 3644 金谷　華奈 (1) 三　雲 7.26.98

ｲﾏｼﾞ ﾐｷｺ

10 17 2607 今地美紀子 (2) 三重大附属 7.27.81

ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾈ

11 12 2764 藤田　　茜 (1) 美　杉 7.31.01

ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ

12 11 2919 西田　奈央 (1) 松阪西 7.31.07

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾎ

13 9 2796 山崎友貴穂 (3) 三　雲 7.36.42

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻﾄ

14 15 2596 山本　海里 (3) 三重大附属 7.37.37

ﾊﾏｸﾞﾁ ｴﾘﾅ

15 7 2906 濱口絵梨奈 (3) 松阪西 7.54.70

ﾐﾈ  ﾕｲ

16 23 2355 峰　　由衣 (2) 橋　北 7.56.20

ﾅｶﾞｻｷ ﾌﾕｷ

17 24 3687 長﨑ふゆき (1) 嬉　野 7.58.45

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ

18 5 2798 山本　利奈 (3) 三　雲 8.04.91

ﾅｶﾀ ｴﾐ

19 3 137 中田　栄美 (2) 城　田 8.09.37

ﾄｳｶｲ ﾏﾘﾅ

20 2 3596 東海満里奈 (1) 西　郊 8.22.17

ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾈ

21 20 3594 奥山　琴音 (1) 西　郊 8.26.49

ﾅｶﾞｲ ｱﾔﾈ

22 10 2595 長井　絢音 (3) 三重大附属 8.27.65

ﾅｺﾞｳ ﾕｷ

23 6 2431 永合　由季 (2) 西　郊 8.38.00

ｻﾉ ﾋﾄﾐ

24 4 2616 佐野　仁美 (1) 三重大附属 8.42.11

ﾆｼｲ ｱﾔｶ

8 3441 西井　彩香 (1) 松阪西 DNS

ｻｶｲ ﾓﾓｺ

26 394 酒井萌々子 (2) 一　志 DNS

ｸﾗｲ ｱﾕﾐ

18 124 倉井　　歩 (3) 城　田 DNS

ﾅｶﾓﾘ ﾏﾅ

13 138 中森　麻菜 (2) 城　田 DNS

ｲﾄｳ ﾐｻｷ

22 2428 伊藤実咲紀 (2) 西　郊 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    GR：大会記録  DNS：欠場



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　１００１００１００１００ｍＨｍＨｍＨｍＨ((((0000....762762762762))))

県中学記録 (KJ)         14.10     黒木　陽子 (白　子・鈴鹿)                                   1983        

　大会記録 (GR)         15.11     中村　祐子 (一　志)                                         2006(第1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

ﾌｸﾁ ﾏﾘﾅ ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ

1 4 389 福地真梨奈 (3) 一　志 17.04 q 1 5 2795 平松　愛由 (3) 三　雲 17.45 q

ﾉﾏ ｱｲｶ ﾐﾔｿﾞﾉ ﾏﾕｺ

2 5 139 野間　愛加 (2) 城　田 18.41 q 2 7 2908 宮園真悠子 (3) 松阪西 17.93 q

ｺﾏﾀﾞ ﾏﾕ ﾐﾔｼﾞ ﾊﾙｶ

3 6 2802 駒田　茉由 (2) 三　雲 20.24 3 3 2751 宮路　春香 (2) 嬉　野 20.15

ｵｶﾞﾜ ﾕﾒﾅ ｱﾐﾉ ﾐｽﾞｷ

4 2 130 小川　夢苗 (2) 城　田 20.62 4 2 123 網野　水紀 (3) 城　田 21.08

ｸﾘﾊﾗ ﾐﾅ ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾕ

5 3 896 栗原　見奈 (2) 南　勢 22.17 4 895 奥村　悠由 (2) 南　勢 DSQ,*T8

ﾓﾘﾅｶ ﾜｶﾅ ｼｮｳﾔﾏ ｱﾕｶ

8 2922 森中　若菜 (1) 松阪西 DNS 6 395 庄山亜佑香 (2) 一　志 DNS

ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ

7 2741 竹村　若奈 (3) 嬉　野 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

ｲﾅﾂｷﾞ ﾕｳﾅ ｾﾞｯｺ ﾕｳｶ

1 5 2832 稲継　結菜 (3) 久　保 18.52 q 1 5 924 舌古　優花 (1) 南　勢 17.11 q

ﾋﾗﾉ ﾕｷｶ ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ

2 7 2803 平野優希香 (2) 三　雲 18.62 q 2 3 2738 池川　咲良 (3) 嬉　野 18.22 q

ﾔﾏｼﾞ ﾐｻｷ ﾉﾀﾆ ｸﾐ

3 2 968 山路　実咲 (3) 明　和 19.65 3 6 2835 野谷　公美 (3) 久　保 19.15

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｷｺ ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶ

4 8 2748 冨永真喜子 (2) 嬉　野 20.88 4 7 2800 奥川　秀香 (2) 三　雲 19.48

ﾑｶｲ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｲ

5 3 128 向井　　望 (3) 城　田 21.96 5 2 135 中川　碧依 (2) 城　田 19.67

ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ ﾐｳﾗ ﾌﾐﾅ

6 393 岡本　梨奈 (2) 一　志 DNS 4 400 三浦　文奈 (2) 一　志 DNS

ｸｻﾉ ｱｲﾘ

4 727 草野　愛梨 (1) 一　志 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

ﾌｸﾁ ﾏﾘﾅ

1 7 389 福地真梨奈 (3) 一　志 16.36

ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ

2 6 2795 平松　愛由 (3) 三　雲 16.80

ｾﾞｯｺ ﾕｳｶ

3 5 924 舌古　優花 (1) 南　勢 16.86

ﾉﾏ ｱｲｶ

4 9 139 野間　愛加 (2) 城　田 16.95

ﾐﾔｿﾞﾉ ﾏﾕｺ

5 4 2908 宮園真悠子 (3) 松阪西 16.97

ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ

6 8 2738 池川　咲良 (3) 嬉　野 17.93

ﾋﾗﾉ ﾕｷｶ

7 3 2803 平野優希香 (2) 三　雲 18.68

ｲﾅﾂｷﾞ ﾕｳﾅ

2 2832 稲継　結菜 (3) 久　保 DSQ,*T9

風:  -1.4

風:  0.0 風:  -0.2

審 判 長：坂元　　均

記録主任：藪北　則行

風:  -1.3 風:  -2.2

凡例    DNS：欠場  DSQ：失格  *T8：故意にハードルを倒した



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

県中学記録 (KJ)         49.02     成徳・桑名 (西田亜・愛敬・西田佳・加藤)                     2006        
　大会記録 (GR)         52.33     神戸 (伊藤・鴨田・宮崎・神原)                               2007(第2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
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 3ﾚｰﾝ q 3着 7ﾚｰﾝ q
久保 54.35 城田－Ａ 56.56 松阪西 57.30
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

ｲﾄｳ ｱｲ ﾑｶｲ ﾉｿﾞﾐ ｲｼｲ ﾁｻﾄ
1 2831 伊藤　　愛 (3) 久　保 1 128 向井　　望 (3) 城　田 1 2898 石井　千聖 (3) 松阪西

ﾓﾘｶﾜ ﾚﾅ ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ ｽﾄﾞｳ ｱｲﾐ
2 2837 森川　玲菜 (3) 久　保 2 125 清水　彩加 (3) 城　田 2 2903 須藤あいみ (3) 松阪西

ﾀﾃﾊｼ ﾕｳｶ ｱﾐﾉ ﾐｽﾞｷ ｼﾓﾑﾗ ｻｷ
3 3406 立橋　優香 (3) 久　保 3 123 網野　水紀 (3) 城　田 3 2902 下村　咲妃 (3) 松阪西

ﾉﾀﾆ ｸﾐ ﾌｸｲ ｻｷ ﾐﾔｿﾞﾉ ﾏﾕｺ
4 2835 野谷　公美 (3) 久　保 4 127 福井　彩貴 (3) 城　田 4 2908 宮園真悠子 (3) 松阪西

4着 4ﾚｰﾝ q DNS 2ﾚｰﾝ DNS 6ﾚｰﾝ
三重大附属 57.51 橋北－Ｂ DNS 豊浜 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

ﾅｶﾃﾞ ﾐﾗﾉ
1 2604 中出未来之 (2) 三重大附属

ﾔﾏﾅｶ ｻｸﾗ
2 2605 山中　　桜 (2) 三重大附属

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ
3 2602 森本　麻海 (3) 三重大附属

ﾔﾌﾞｷﾞｼ ｼｮｳｺ
4 2599 藪岸　翔子 (3) 三重大附属

2222組組組組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 8ﾚｰﾝ q
三雲 54.50 城田－Ｂ 55.82 橋北－Ａ 57.31
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

ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｶ ﾅｶﾓﾘ ﾏﾅ ﾂｼﾞ  ﾕｳｷ
1 2797 山田　　静 (3) 三　雲 1 138 中森　麻菜 (2) 城　田 1 2350 辻　　優貴 (3) 橋　北

ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ ﾉﾏ ｱｲｶ ｱｶﾂｶ  ﾏﾅﾐ
2 2795 平松　愛由 (3) 三　雲 2 139 野間　愛加 (2) 城　田 2 2351 赤塚真奈美 (3) 橋　北

ｺﾏﾀﾞ ﾏﾕ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｲ ｲｹﾀﾞ  ｱｶﾘ
3 2802 駒田　茉由 (2) 三　雲 3 135 中川　碧依 (2) 城　田 3 2352 池田　朱里 (3) 橋　北

ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｶﾘ
4 2800 奥川　秀香 (2) 三　雲 4 144 山本　由依 (2) 城　田 4 2353 小林　　縁 (3) 橋　北

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 3ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
嬉野 57.76 美杉 58.62 松阪東部 60.04
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

ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ ｶﾜｷﾞｼ ﾏｲ ﾅｶﾔﾏ ｸﾙﾐ
1 2738 池川　咲良 (3) 嬉　野 1 2763 川岸　真衣 (1) 美　杉 1 2853 中山　胡桃 (3) 松阪東部

ｲﾄｳ ﾔﾖｲ ﾋｵｷ ﾏﾎ ﾆｼｶﾜ ﾏｷ
2 2739 伊藤　　弥 (3) 嬉　野 2 2760 日置　真渉 (2) 美　杉 2 2851 西川　真妃 (3) 松阪東部

ｷﾀﾉ ｱｶﾈ ｲﾏｲ ﾒｲ ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ
3 2740 北野　朱音 (3) 嬉　野 3 2762 今井　芽衣 (1) 美　杉 3 2850 上田　彩加 (3) 松阪東部

ｵｸﾑﾗ ﾒｲ ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ ｲｻｶ ﾏﾅ
4 2743 奥村　芽生 (2) 嬉　野 4 2758 鈴木可奈子 (3) 美　杉 4 2849 井坂　真菜 (3) 松阪東部

DNS 6ﾚｰﾝ
松阪中部 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

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



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

7月26日 09:40 予選  
県中学記録 (KJ)         49.02     成徳・桑名 (西田亜・愛敬・西田佳・加藤)                     2006        7月26日 16:30 決勝  
　大会記録 (GR)         52.33     神戸 (伊藤・鴨田・宮崎・神原)                               2007(第2回) 

決勝決勝決勝決勝

1着 5ﾚｰﾝ 2着 7ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
久保 53.69 三雲 54.33 城田－Ｂ 56.01
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

ｲﾄｳ ｱｲ ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｶ ﾅｶﾓﾘ ﾏﾅ
1 2831 伊藤　　愛 (3) 久　保 1 2797 山田　　静 (3) 三　雲 1 138 中森　麻菜 (2) 城　田

ﾓﾘｶﾜ ﾚﾅ ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ ﾉﾏ ｱｲｶ
2 2837 森川　玲菜 (3) 久　保 2 2795 平松　愛由 (3) 三　雲 2 139 野間　愛加 (2) 城　田

ﾀﾃﾊｼ ﾕｳｶ ｺﾏﾀﾞ ﾏﾕ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｲ
3 3406 立橋　優香 (3) 久　保 3 2802 駒田　茉由 (2) 三　雲 3 135 中川　碧依 (2) 城　田

ﾉﾀﾆ ｸﾐ ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ
4 2835 野谷　公美 (3) 久　保 4 2800 奥川　秀香 (2) 三　雲 4 144 山本　由依 (2) 城　田

4着 6ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
城田－Ａ 56.99 三重大附属 58.03 松阪西 58.10
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

ﾑｶｲ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾃﾞ ﾐﾗﾉ ｲｼｲ ﾁｻﾄ
1 128 向井　　望 (3) 城　田 1 2604 中出未来之 (2) 三重大附属 1 2898 石井　千聖 (3) 松阪西

ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ ﾔﾏﾅｶ ｻｸﾗ ｽﾄﾞｳ ｱｲﾐ
2 125 清水　彩加 (3) 城　田 2 2605 山中　　桜 (2) 三重大附属 2 2903 須藤あいみ (3) 松阪西

ｱﾐﾉ ﾐｽﾞｷ ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ ｼﾓﾑﾗ ｻｷ
3 123 網野　水紀 (3) 城　田 3 2602 森本　麻海 (3) 三重大附属 3 2902 下村　咲妃 (3) 松阪西

ﾌｸｲ ｻｷ ﾔﾌﾞｷﾞｼ ｼｮｳｺ ﾐﾔｿﾞﾉ ﾏﾕｺ
4 127 福井　彩貴 (3) 城　田 4 2599 藪岸　翔子 (3) 三重大附属 4 2908 宮園真悠子 (3) 松阪西

7着 2ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
嬉野 58.14 橋北－Ａ DSQ,*R2
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

ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ ｱｶﾂｶ  ﾏﾅﾐ
1 2738 池川　咲良 (3) 嬉　野 1 2351 赤塚真奈美 (3) 橋　北

ｲﾄｳ ﾔﾖｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｶﾘ
2 2739 伊藤　　弥 (3) 嬉　野 2 2353 小林　　縁 (3) 橋　北

ｷﾀﾉ ｱｶﾈ ﾂｼﾞ  ﾕｳｷ
3 2740 北野　朱音 (3) 嬉　野 3 2350 辻　　優貴 (3) 橋　北

ｵｸﾑﾗ ﾒｲ ﾜｶﾅﾐ  ﾕｳｷ
4 2743 奥村　芽生 (2) 嬉　野 4 2354 若浪　有希 (3) 橋　北

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    DSQ：失格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３



女子低学年女子低学年女子低学年女子低学年　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

県中学記録 (KJ)         51.28     陽和・桑名 (日比野・水谷・佐藤・原口)                       1988        
　大会記録 (GR)         53.64     伊勢港 (宮間・伊藤・藤井・亀井)                             2008(第3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
1着 7ﾚｰﾝ q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
多気 55.67 城田－Ａ 55.78 南勢 55.97
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

ｱﾌﾞﾗﾔ ﾌﾂﾞｷ ｲｼｲ ｺﾊﾙ ｵｶ ｱｻｺ
1 991 油谷　文月 (2) 多　気 1 129 石井　小春 (2) 城　田 1 894 岡　　朝子 (2) 南　勢

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ﾊﾗ ﾄﾓｶ ｻﾄｳ ｱﾔｶ
2 3882 中林　麻奈 (1) 多　気 2 146 原　　朋伽 (1) 城　田 2 923 佐藤　彩花 (1) 南　勢

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ ｾﾞｯｺ ﾕｳｶ
3 3883 山本　凪沙 (1) 多　気 3 151 中西はるか (1) 城　田 3 924 舌古　優花 (1) 南　勢

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾕ
4 990 中西　春香 (2) 多　気 4 131 角谷　風歌 (2) 城　田 4 895 奥村　悠由 (2) 南　勢

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 6ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
嬉野 57.25 松阪西 57.84 三重大附属 57.96
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

ﾅｶﾑﾗ ｻｷ ｵｸｶﾞﾜ ﾕﾐｺ ｵｶﾉ ﾐｽｽﾞ
1 2750 中村　早希 (2) 嬉　野 1 2911 奥川裕美子 (2) 松阪西 1 2608 岡野　未鈴 (2) 三重大附属

ｻｲﾄｳ ﾏﾎ ﾓﾘﾅｶ ﾜｶﾅ ﾅｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ
2 3685 斎藤　真帆 (1) 嬉　野 2 2922 森中　若菜 (1) 松阪西 2 2612 内藤　　望 (1) 三重大附属

ﾏｴｶﾞﾜ ｾｲﾅ ｸﾗｲ ﾐｷ ｵｵﾀ ﾏｵ
3 3688 前川　星奈 (1) 嬉　野 3 2920 倉井　美季 (1) 松阪西 3 2615 大田　眞央 (1) 三重大附属

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｷｺ ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾅ ｺﾞﾄｳ ﾏﾎ
4 2748 冨永真喜子 (2) 嬉　野 4 2913 水本　寛菜 (2) 松阪西 4 2610 後藤　麻帆 (2) 三重大附属

2222組組組組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q
三雲 54.10 一志 55.90 明和 56.07
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

ﾏﾂｼﾏ ｻﾘｱ ﾐｳﾗ ﾌﾐﾅ ｼﾞｹ ﾐｽﾞｷ
1 2804 松島沙理亜 (2) 三　雲 1 400 三浦　文奈 (2) 一　志 1 973 寺家　瑞稀 (2) 明　和

ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ ｵｵﾀ ﾐﾎ ﾆｼｵ ﾐｻｷ
2 3642 田中　杏沙 (1) 三　雲 2 724 太田　美穗 (1) 一　志 2 3713 西尾美早紀 (1) 明　和

ｳｼﾀﾞ ｻﾔ ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ
3 3648 牛田　早耶 (1) 三　雲 3 726 村上　映里 (1) 一　志 3 3714 山田真由華 (1) 明　和

ｵｵﾆｼ ﾘｻ ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ ｱｻﾇﾏ ﾅｵｺ
4 2799 大西　莉沙 (2) 三　雲 4 393 岡本　梨奈 (2) 一　志 4 969 浅沼　尚子 (2) 明　和

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
城田－Ｂ 57.31 西郊 58.74 松阪東部 63.55
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

ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ ｸｻﾌｶ ｱｶﾈ ｻﾉ ｶﾝﾅ
1 143 前田　夏穂 (2) 城　田 1 2430 草深　朱音 (2) 西　郊 1 2855 佐野　栞那 (2) 松阪東部

ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾅﾂｷ ｲﾁﾂﾎﾞ ﾐｽﾞｷ ﾆｼﾔﾏ ﾏﾘｺ
2 147 東浦　那月 (1) 城　田 2 3592 市坪美寿紀 (1) 西　郊 2 3871 西山真梨子 (1) 松阪東部

ｸﾗｲ ｻｴ ｽｽﾞｷ ﾏﾎ ｺｲﾃﾞ ﾁｻﾄ
3 145 倉井　　冴 (1) 城　田 3 3595 鈴木　万穂 (1) 西　郊 3 3870 小出　知里 (1) 松阪東部

ﾌｼﾞｲ ｶｲ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｳ ﾊﾔｼﾓﾄ ﾚｲｶ
4 141 藤井　華衣 (2) 城　田 4 2432 濱口　美優 (2) 西　郊 4 2856 林本　麗香 (2) 松阪東部

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  



女子低学年女子低学年女子低学年女子低学年　　　　４４４４××××１００１００１００１００ｍＲｍＲｍＲｍＲ

7月26日 09:30 予選  
県中学記録 (KJ)         51.28     陽和・桑名 (日比野・水谷・佐藤・原口)                       1988        7月26日 16:20 決勝  
　大会記録 (GR)         53.64     伊勢港 (宮間・伊藤・藤井・亀井)                             2008(第3回) 

決勝決勝決勝決勝

1着 7ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 8ﾚｰﾝ
三雲 53.69 一志 55.54 明和 55.64
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

ﾏﾂｼﾏ ｻﾘｱ ﾐｳﾗ ﾌﾐﾅ ｼﾞｹ ﾐｽﾞｷ
1 2804 松島沙理亜 (2) 三　雲 1 400 三浦　文奈 (2) 一　志 1 973 寺家　瑞稀 (2) 明　和

ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ ｵｵﾀ ﾐﾎ ﾆｼｵ ﾐｻｷ
2 3642 田中　杏沙 (1) 三　雲 2 724 太田　美穗 (1) 一　志 2 3713 西尾美早紀 (1) 明　和

ｳｼﾀﾞ ｻﾔ ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ
3 3648 牛田　早耶 (1) 三　雲 3 726 村上　映里 (1) 一　志 3 3714 山田真由華 (1) 明　和

ｵｵﾆｼ ﾘｻ ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ ｱｻﾇﾏ ﾅｵｺ
4 2799 大西　莉沙 (2) 三　雲 4 393 岡本　梨奈 (2) 一　志 4 969 浅沼　尚子 (2) 明　和

4着 4ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
多気 55.68 城田－Ａ 56.29 南勢 56.53
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

ｱﾌﾞﾗﾔ ﾌﾂﾞｷ ｲｼｲ ｺﾊﾙ ｵｶ ｱｻｺ
1 991 油谷　文月 (2) 多　気 1 129 石井　小春 (2) 城　田 1 894 岡　　朝子 (2) 南　勢

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ﾊﾗ ﾄﾓｶ ｻﾄｳ ｱﾔｶ
2 3882 中林　麻奈 (1) 多　気 2 146 原　　朋伽 (1) 城　田 2 923 佐藤　彩花 (1) 南　勢

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ ｾﾞｯｺ ﾕｳｶ
3 3883 山本　凪沙 (1) 多　気 3 151 中西はるか (1) 城　田 3 924 舌古　優花 (1) 南　勢

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾕ
4 990 中西　春香 (2) 多　気 4 131 角谷　風歌 (2) 城　田 4 895 奥村　悠由 (2) 南　勢

7着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
嬉野 58.05 城田－Ｂ 59.07
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

ﾅｶﾑﾗ ｻｷ ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ
1 2750 中村　早希 (2) 嬉　野 1 143 前田　夏穂 (2) 城　田

ｻｲﾄｳ ﾏﾎ ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾅﾂｷ
2 3685 斎藤　真帆 (1) 嬉　野 2 147 東浦　那月 (1) 城　田

ﾏｴｶﾞﾜ ｾｲﾅ ｸﾗｲ ｻｴ
3 3688 前川　星奈 (1) 嬉　野 3 145 倉井　　冴 (1) 城　田

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｷｺ ﾌｼﾞｲ ｶｲ
4 2748 冨永真喜子 (2) 嬉　野 4 141 藤井　華衣 (2) 城　田

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  



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　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 09:30 決勝  

県中学記録 (KJ)         1m66      小川　誓子 (波　切・志摩)                                   1982        

県中学記録 (KJ)         1m66      山中いづみ (中　部・松阪)                                   1988        

　大会記録 (GR)         1m45      河村恵里那 (南　勢)                                         2007(第2回) 

　大会記録 (GR)         1m45      野田奈津実 (明　和)                                         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

ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ － － － － － － ○ × ○ × × ○ × × ×

1 21 967 野田奈津実 (3) 明　和 1m42

ﾌｸｲ ｻｷ － － － ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

2 6 127 福井　彩貴 (3) 城　田 1m39

ﾀｶﾏﾂ ﾕﾘｱ － － － ○ ○ × × ○ ○ × × ○ × × ×

3 15 889 髙松ゆりあ (3) 南　勢 1m39

ｲｼｲ ﾁｻﾄ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 13 2898 石井　千聖 (3) 松阪西 1m30

ｷﾀﾉ ｱｶﾈ － ○ ○ ○ ○ × × ×

4 12 2740 北野　朱音 (3) 嬉　野 1m30

ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶ － － ○ ○ ○ × × ×

4 18 2800 奥川　秀香 (2) 三　雲 1m30

ｺﾞﾄｳ ﾏﾎ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 5 2610 後藤　麻帆 (2) 三重大附属 1m30

ﾅｶﾃﾞ ﾐﾗﾉ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

8 17 2604 中出未来之 (2) 三重大附属 1m30

ﾆｼﾀﾞ ｻｱﾔ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ／

9 10 75 西田　紗彩 (1) 豊　浜 1m30

ﾐﾔｿﾞﾉ ﾏﾕｺ － ○ ○ ○ × × ×

10 25 2908 宮園真悠子 (3) 松阪西 1m25

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ － － － ○ × × ×

10 16 2834 小林　果歩 (3) 久　保 1m25

ﾀﾃﾊｼ ﾕｳｶ － × ○ × ○ ○ × × ×

12 20 3406 立橋　優香 (3) 久　保 1m25

ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ － － ○ × ○ × × ×

13 2 391 山本　　楓 (3) 一　志 1m25

ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ － ○ ○ × × ×

14 7 2429 小川　詩織 (2) 西　郊 1m20

ﾉﾅﾐ ﾕｲ － ○ ○ × × ×

14 27 725 野浪　由衣 (1) 一　志 1m20

ｲﾁﾂﾎﾞ ﾐｽﾞｷ × ○ × ○ ○ × × ×

16 22 3592 市坪美寿紀 (1) 西　郊 1m20

ｼﾓﾑﾗ ｻｷ ○ × ○ × ○ × × ×

17 19 2902 下村　咲妃 (3) 松阪西 1m20

ｵｵﾆｼ ﾉｿﾞﾐ ○ ○ × × ×

18 1 2910 大西　　希 (2) 松阪西 1m15

ｻｲﾄｳ ﾏﾎ ○ ○ × × ×

18 24 3685 斎藤　真帆 (1) 嬉　野 1m15

ﾔｶﾞｾ ｼｽﾞｶ × ○ ○ × × ×

20 8 2868 矢ヶ瀬　静 (3) 松阪中部 1m15

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ ○ × × ○ × × ×

21 23 2602 森本　麻海 (3) 三重大附属 1m15

ｵｸﾑﾗ ﾒｲ × ○ × × ○ × × ×

22 4 2743 奥村　芽生 (2) 嬉　野 1m15

ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅ × × ×

11 2907 川口　奈々 (2) 松阪西 NM

ﾀﾅｶ ｴﾐ － － － × × ×

26 397 田中　　笑 (2) 一　志 NM

1m30 1m33 1m36 1m391m10 1m15 1m20 1m25 1m42 1m45

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



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　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 09:30 決勝  

県中学記録 (KJ)         1m66      小川　誓子 (波　切・志摩)                                   1982        

県中学記録 (KJ)         1m66      山中いづみ (中　部・松阪)                                   1988        

　大会記録 (GR)         1m45      河村恵里那 (南　勢)                                         2007(第2回) 

　大会記録 (GR)         1m45      野田奈津実 (明　和)                                         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
1m30 1m33 1m36 1m391m10 1m15 1m20 1m25 1m42 1m45

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)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｶ

14 2914 宮下　綾夏 (2) 松阪西 DNS

ﾄｳｶｲ ﾘｶ

3 891 東海　里香 (3) 南　勢 DNS

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｳ

9 2432 濱口　美優 (2) 西　郊 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

県中学記録 (KJ)          5m65 　　前田　　睦 (倉田山・伊勢)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1996 7月26日 12:00 決勝  

　大会記録 (GR)          4m87 　　髙松　麻妃 (南　勢) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 4m61 4m67 4m52 4m67 8 × 4m54 4m78 4m78
1 45 2758 鈴木可奈子 (3) 美　杉 0.0 +3.1 +2.1 +3.1 +2.0 +3.5 +3.5 *F1

ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ × 4m71 × 4m71 7 4m63 4m54 4m65 4m71
2 50 2870 大西　夕湖 (3) 松阪中部 +2.6 +2.6 +1.8 +2.8 +1.7 +2.6 *F6

ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ 4m41 4m49 4m36 4m49 6 4m68 4m47 2m75 4m68
3 38 2795 平松　愛由 (3) 三　雲 +3.2 +3.7 +1.4 +3.7 +2.7 +1.2 +2.2 +2.7 *F5

ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ × 4m62 4m41 4m62 5 4m36 4m62 × 4m62
4 51 125 清水　彩加 (3) 城　田 +2.5 +0.7 +2.5 +2.5 +4.1 +2.5 *F3

ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ 4m41 4m41 4m53 4m53 4 4m25 4m36 4m62 4m62
5 48 2738 池川　咲良 (3) 嬉　野 +3.8 +1.9 +2.6 +2.6 +1.7 +4.2 +4.3 +4.3 *F2

ｲｿﾀﾞ ｶﾅ 4m49 × × 4m49 3 4m51 4m52 4m37 4m52
6 40 392 磯田　佳奈 (2) 一　志 +0.2 +0.2 +3.8 +1.2 +3.4 +1.2

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ × 4m44 4m49 4m49 2 × × × 4m49
7 44 3882 中林　麻奈 (1) 多　気 +1.2 +0.9 +0.9 +0.9

ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ × × 4m32 4m32 1 4m45 4m37 4m29 4m45
8 39 131 角谷　風歌 (2) 城　田 +1.6 +1.6 +1.1 +1.2 +3.2 +1.1

ｲﾄｳ ｱｲ 4m14 4m20 × 4m20 4m20
9 53 2831 伊藤　　愛 (3) 久　保 +2.2 +3.7 +3.7 +3.7

ｵｵﾅｶ ｻｷｺ × 4m19 × 4m19 4m19
10 49 52 大仲　咲子 (3) 豊　浜 +2.1 +2.1 +2.1

ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ 4m09 × × 4m09 4m09
11 7 726 村上　映里 (1) 一　志 +1.9 +1.9 +1.9

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 4m09 × × 4m09 4m09
11 54 134 出口　愛実 (2) 城　田 +1.8 +1.8 +1.8

ﾔﾏﾅｶ ｻｸﾗ 4m01 × × 4m01 4m01
13 47 2605 山中　　桜 (2) 三重大附属 +2.3 +2.3 +2.3

ｲﾏｲ ﾒｲ 3m98 × × 3m98 3m98
14 41 2762 今井　芽衣 (1) 美　杉 +0.8 +0.8 +0.8

ﾔﾏｿﾞｴ ﾚｵﾅ 3m83 × × 3m83 3m83
15 12 3888 山添玲央菜 (1) 多　気 +2.2 +2.2 +2.2

ﾓﾘｶﾜ ﾚﾅ 3m82 × × 3m82 3m82
16 2 2837 森川　玲菜 (3) 久　保 +3.9 +3.9 +3.9

ｵﾉｳｴ ｽｽﾞﾅ 3m80 × × 3m80 3m80
17 22 3711 尾上　鈴奈 (1) 明　和 +2.0 +2.0 +2.0

ｲﾉｳｴ ﾏｲ 3m79 × × 3m79 3m79
18 21 51 井上　真衣 (3) 豊　浜 +1.6 +1.6 +1.6

ｽﾄﾞｳ ｱｲﾐ 3m73 × × 3m73 3m73
19 25 2903 須藤あいみ (3) 松阪西 +3.0 +3.0 +3.0

ｶﾜｷﾞｼ ｶｴﾃﾞ 3m65 × × 3m65 3m65
20 24 972 川岸　　楓 (2) 明　和 +1.5 +1.5 +1.5

ﾅｶﾆｼ ﾐﾅ 3m64 × × 3m64 3m64
21 18 2794 中西　未奈 (3) 三　雲 +1.0 +1.0 +1.0

ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾔ 3m62 × × 3m62 3m62
22 19 976 宮本　なや (2) 明　和 +1.1 +1.1 +1.1

ﾆｼｵ ﾐｻｷ 3m60 × × 3m60 3m60
23 33 3713 西尾美早紀 (1) 明　和 +2.3 +2.3 +2.3

ｵｸｶﾞﾜ ﾕﾐｺ × 3m58 × 3m58 3m58
24 15 2911 奥川裕美子 (2) 松阪西 +4.4 +4.4 +4.4

ﾆｼﾀﾞ ｻｱﾔ 3m55 × × 3m55 3m55
25 14 75 西田　紗彩 (1) 豊　浜 +3.0 +3.0 +3.0

ﾀｶﾀﾞ ｻｴ 3m52 × × 3m52 3m52
26 3 3829 高田　彩永 (1) 松阪中部 +6.1 +6.1 +6.1

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ × 3m51 × 3m51 3m51
27 4 3883 山本　凪沙 (1) 多　気 +1.9 +1.9 +1.9

ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｶ × 3m44 × 3m44 3m44
28 5 2797 山田　　静 (3) 三　雲 +1.4 +1.4 +1.4

ｵｶﾞﾜ ｱﾔｶ 3m30 × × 3m30 3m30
29 32 3828 小川　彩花 (1) 松阪中部 +1.8 +1.8 +1.8

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  *F6：６回目が公認最高  *F5：５回目が公認最高  *F3：３回目が公認最高  *F2：２回目が公認最高  DNS：欠場



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳

県中学記録 (KJ)          5m65 　　前田　　睦 (倉田山・伊勢)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1996 7月26日 12:00 決勝  

　大会記録 (GR)          4m87 　　髙松　麻妃 (南　勢) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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)

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 3m30 × × 3m30 3m30
29 16 3830 濱口　真緒 (1) 松阪中部 +2.5 +2.5 +2.5

ｸﾗｲ ﾐｷ 3m29 × × 3m29 3m29
31 13 2920 倉井　美季 (1) 松阪西 +1.5 +1.5 +1.5

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕｶ 3m27 × × 3m27 3m27
32 20 150 中川真由香 (1) 城　田 +3.1 +3.1 +3.1

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾉ 3m26 × × 3m26 3m26
33 34 3887 藤原　佳乃 (1) 多　気 +0.6 +0.6 +0.6

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ 3m24 × × 3m24 3m24
34 36 3714 山田真由華 (1) 明　和 +3.4 +3.4 +3.4

ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾈ × × 3m21 3m21 3m21
35 11 3594 奥山　琴音 (1) 西　郊 +2.9 +2.9 +2.9

ﾐﾔｹ ｱｷ × 3m18 × 3m18 3m18
36 35 3831 三宅　亜紀 (1) 松阪中部 +1.1 +1.1 +1.1

ｸｻﾌｶ ｱｶﾈ × 3m15 × 3m15 3m15
37 30 2430 草深　朱音 (2) 西　郊 +1.7 +1.7 +1.7

ｲﾁﾉﾀﾆ ﾁﾊﾙ 3m09 × × 3m09 3m09
38 6 2900 一ノ谷千晴 (3) 松阪西 +2.2 +2.2 +2.2

ﾓﾘ ﾚｲﾅ 3m05 × × 3m05 3m05
39 29 3689 森　　怜奈 (1) 嬉　野 +2.8 +2.8 +2.8

ｳｼﾀﾞ ｻﾁｶ 2m98 × × 2m98 2m98
40 43 148 丑田沙智花 (1) 城　田 +3.0 +3.0 +3.0

ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 2m82 × × 2m82 2m82
41 1 3834 高橋　萌夏 (1) 松阪中部 +3.9 +3.9 +3.9

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 2m80 × × 2m80 2m80
42 9 3598 山本　菜央 (1) 西　郊 +2.6 +2.6 +2.6

ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾘ 2m74 × × 2m74 2m74
43 26 926 林　　珠里 (1) 南　勢 +2.2 +2.2 +2.2

ｸﾛｲｼ ﾏﾔ 2m52 × × 2m52 2m52
44 10 3832 黒石　茉耶 (1) 松阪中部 +3.3 +3.3 +3.3

ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅ 2m34 × × 2m34 2m34
45 17 2907 川口　奈々 (2) 松阪西 +1.5 +1.5 +1.5

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻ
55 390 丸山　美沙 (3) 一　志

ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ
56 391 山本　楓 (3) 一　志

ｷﾀﾃﾞ ﾐｽﾞﾎ
42 992 北出　瑞歩 (2) 多　気 DNS

ｶﾅﾀﾆ ﾕｳｶ
8 3833 金谷　優花 (1) 松阪中部 DNS

ﾋﾗﾀ ｺﾄﾈ
52 893 平田　琴音 (3) 南　勢 DNS

ﾆｼｲ ｶﾅｺ
23 925 西井加奈子 (1) 南　勢 DNS

ｶﾄｳ ﾘﾅ
46 964 加藤　里菜 (3) 明　和 DNS

ｱｻﾇﾏ ﾅｵｺ
31 969 浅沼　尚子 (2) 明　和 DNS

ｵｵﾅｶ ﾅｷﾞｻ
28 970 大仲　凪紗 (2) 明　和 DNS

ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾐ
27 2427 寺田　佳澄 (3) 西　郊 DNS

ｽｽﾞｷ ﾏﾎ
37 3595 鈴木　万穂 (1) 西　郊 DNS

凡例    *F1：１回目が公認最高  *F6：６回目が公認最高  *F5：５回目が公認最高  *F3：３回目が公認最高  *F2：２回目が公認最高  DNS：欠場



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投((((2222....721721721721kgkgkgkg))))

県中学記録 (KJ)         15m40     中野江里子 (久　居・津)                                     2003        7月26日 11:30 決勝  

　大会記録 (GR)         12m16     池森　史保 (玉　城)                                         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

ﾀｵｶ ﾅｵ
1 18 897 田岡　那央 (2) 南　勢 10m15 10m30 × 10m30 8 10m14 9m90 10m22 10m30

ｽｽﾞｷ ﾘｻｺ
2 17 396 鈴木りさ子 (2) 一　志 9m37 9m59 × 9m59 6 9m55 10m07 9m77 10m07

ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾉ
3 19 136 長澤　樹乃 (2) 城　田 9m63 × × 9m63 7 9m13 8m58 9m50 9m63

ｲﾏﾆｼ ｼﾉ
4 20 2833 今西　士乃 (3) 久　保 9m12 9m43 × 9m43 5 9m24 8m83 9m37 9m43

ﾅｶｵ ﾕｶﾘ
5 16 126 中尾由佳里 (3) 城　田 8m69 8m69 × 8m69 2 9m13 8m86 8m46 9m13

ﾔﾏｼﾞ ﾅﾂｷ
6 13 898 山路　夏希 (2) 南　勢 8m22 9m12 × 9m12 4 8m67 8m68 × 9m12

ｷﾀﾑﾗ ﾌｸ
7 15 2801 北村　ふく (2) 三　雲 × × 8m92 8m92 3 8m65 8m30 8m22 8m92

ｵｵﾀ ﾐﾎ
8 11 724 太田　美穗 (1) 一　志 7m40 × 8m14 8m14 1 7m63 8m48 7m90 8m48

ｲｼｶﾜ ﾏﾘﾅ
9 12 2742 石川真里奈 (2) 嬉　野 7m33 × × 7m33 7m33

ｾﾞｯｺ ﾎﾉｶ
10 8 133 舌古穂乃香 (2) 城　田 7m31 × × 7m31 7m31

ﾀｹﾓﾄ ﾕｷﾉ
11 1 3712 竹本悠季乃 (1) 明　和 7m25 × × 7m25 7m25

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾜｶﾅ
12 9 198 籔内わかな (2) 一　志 7m05 × × 7m05 7m05

ｼﾏﾀﾞ ﾕｲ
13 2 3373 島田　結衣 (3) 久　保 6m96 × × 6m96 6m96

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾔﾖｲ
14 7 2749 中林　弥生 (2) 嬉　野 6m88 × × 6m88 6m88

ｶﾜｷﾞｼ ﾐｻｷ
15 21 388 川岸　美咲 一　志 6m58 × × 6m58 6m58

ﾓﾘｼﾏ　ﾏｲｺ
16 4 2846 森嶋　舞子 (1) 久　保 6m39 × × 6m39 6m39

ｳｼﾀﾞ ｻﾁｶ
17 5 148 丑田沙智花 (1) 城　田 5m36 × × 5m36 5m36

ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾅﾂｷ
3 147 東浦　那月 (1) 城　田 × × × NM

ｽﾜ ﾏﾅｴ
14 2746 諏訪　愛瑛 (2) 嬉　野 － － × NM

ｶﾅｶﾞﾜ ｱｷﾎ
10 2745 金川　晶穂 (2) 嬉　野 DNS

ｵｵｲ ｱﾘｻ
6 2852 大井ありさ (3) 松阪東部 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



中学女子中学女子中学女子中学女子　　　　円盤投円盤投円盤投円盤投((((1111....0000kgkgkgkg))))

県中学記録 (KJ)         38m96     中野江里子 (久　居・津)                                     2003        

　大会記録 (GR)         33m52     藤岡　里奈 (一　志)                                         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

ｽｽﾞｷ ﾘｻｺ
1 17 396 鈴木りさ子 (2) 一　志 23m78 × － 23m78 8 × × 25m74 25m74

ﾀｵｶ ﾅｵ
2 18 897 田岡　那央 (2) 南　勢 23m28 × × 23m28 7 × × × 23m28

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾜｶﾅ
3 5 198 籔内わかな (2) 一　志 × × 21m90 21m90 6 × 22m77 × 22m77

ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾉ
4 19 136 長澤　樹乃 (2) 城　田 × 20m55 × 20m55 4 × × 22m56 22m56

ﾀﾅｶ ﾘﾅ
5 3 890 田中　里奈 (3) 南　勢 × 20m93 × 20m93 5 × 21m61 × 21m61

ｾﾞｯｺ ﾎﾉｶ
6 10 133 舌古穂乃香 (2) 城　田 × 19m95 × 19m95 3 20m05 × × 20m05

ﾅｶｵ ﾕｶﾘ
7 15 126 中尾由佳里 (3) 城　田 × × 19m05 19m05 2 － × × 19m05

ﾀﾅｶ ｴﾐ
8 12 397 田中　　笑 (2) 一　志 18m51 × × 18m51 1 × × － 18m51

ｲﾏﾆｼ ｼﾉ
9 8 2833 今西　士乃 (3) 久　保 × × 18m42 18m42 18m42

ｱﾌﾞﾗﾔ ﾌﾂﾞｷ
10 1 991 油谷　文月 (2) 多　気 × × 18m32 18m32 18m32

ｲｼｶﾜ ﾏﾘﾅ
11 16 2742 石川真里奈 (2) 嬉　野 17m85 × × 17m85 17m85

ﾅｶﾔﾏ ｸﾙﾐ
12 13 2853 中山　胡桃 (3) 松阪東部 16m89 × － 16m89 16m89

ｷﾀﾑﾗ ﾌｸ
13 9 2801 北村　ふく (2) 三　雲 × × 15m82 15m82 15m82

ﾆｼｶﾜ ﾏｷ
14 7 2851 西川　真妃 (3) 松阪東部 × 13m33 13m33 13m33

ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏﾕ
15 14 2601 長浜　真由 (3) 三重大附属 × 9m78 × 9m78 9m78

ｻﾉ ｶﾝﾅ
16 6 2855 佐野　栞那 (2) 松阪東部 × 6m89 × 6m89 6m89

ｵｵｲ ｱﾘｻ
11 2852 大井ありさ (3) 松阪東部 DNS

ﾊﾔｼﾓﾄ ﾚｲｶ
2 2856 林本　麗香 (2) 松阪東部 DNS

ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾎｺ
4 2859 中川里穂子 (3) 松阪東部 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
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