
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。

競技会名

期　　　日

☆大会記録☆

予・決 記録 風速

1 小学 女子 100m 予　選 14.32 +0.4 田中　佑來(6) 松阪走塾(三重)

2 小学 女子 100m 決　勝 14.44 -0.1 田中　佑來(6) 松阪走塾(三重)

3 一般高校 男子 100m 決　勝 10.68 -0.6 小池　龍緯 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(三重)

4 中学 男子 800m 決　勝 2.03.28 中村祐太郎(3) 多気中(三重)

5 中学 男子 800m 決　勝 2.04.04 田中　海吏(3) 松阪中部中(三重)

6 中学 男子 800m 決　勝 2.05.08 籾木　敬多(3) 一志中(三重)

橋口　義美(1)

奥林　　凜(1)

中野　　藍(2)

三杉　七美(2)

永森　大貴(3)

渡邉虎太郎(3)

山田　真大(2)

奥野　礼人(3)

辻井　啓太(2)

中西　一冴(2)

中東　大輔(3)

北村　勝音(3)

多田　悠人(3)

大川　雷生(3)

三鬼　翔哉(3)

泉屋　秀人(3)

多田　悠人(3)

大川　雷生(3)

三鬼　翔哉(3)

泉屋　秀人(3)

12 一般 男子 砲丸投(7.260kg) 決　勝 12m34 松村　知哉(3) 皇學館大(三重)

13 高校 男子 ハンマー投げ 決　勝 57m48 川合　隆誠(2) 三重高(三重)

☆大会タイ記録☆

予・決 記録 風速

1 一般高校 男子 三段跳 決　勝 14m56 +0.3 濱口　隆翔 Ise TC(三重)

9 中学 男子 4×200mR 決　勝 1.33.79

8 中学 男子 4×200mR 決　勝 1.33.18

10 中学 男子 4×200mR 決　勝 1.34.00

男子 4×200mR 予　選 1.35.0611 中学

№ 種別 種　　目
記録

氏名 所属 備考

7
一般
高校

女子 4×100mR 決　勝 48.87
四日市商高-A

(三重)

新記録一覧表

兼第8回松阪市体育協会長杯小学生リレー大会

№
記録

種　　目 備考種別 所属

    兼　第74回国民体育大会第三次選考競技会

２０１７年７月３０日（日）

第12回松阪陸上競技選手権大会

氏名

尾鷲中
(三重)

尾鷲中
(三重)

三雲中-A
(三重)

玉城中-A
(三重)



2017年7月30日(日) 大会名 大会コード　 17230737

(一財)三重陸上競技協会　 コード２３ ト ラ ッ ク 審 判 長 松田　伸彦

松阪地区陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 松田　伸彦

松阪市体育協会 競技場名 競技場コード　 233100 投 て き 審 判 長 松田　伸彦
記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

小池　龍緯 10.68 阪口　凱海(4) 11.18 島田健太郎(1) 11.20 松月　柊来(2) 11.23 恩田　健人 11.23 磯田　拓海(3) 11.30 松葉　　光(2) 11.46 濱口　隆翔 12.03

ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ GR 皇學館大 皇學館高 皇學館高 ULTIMATE 三重高 高田高 Ise TC

五島　快晴(2) 49.97 永井　伸哉 51.19 上尾田武蔵(1) 51.39 長谷川　健 51.42 谷口　大魁(2) 53.27

皇學館高 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 高田高 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 亀山高

垣野　　仁(2) 1:58.64 山田　侑矢 1:59.94 金山　航大(2) 2:03.62 西浦　　巧(2) 2:04.06 武藤　和樹(1) 2:04.44 伊藤　　潤(2) 2:04.91 小林　　巧 2:05.89 堀口　雄樹(2) 2:06.40

久居高 県庁ＡＣ 津東高 高田高 津東高 高田高 eA三重 尾鷲高

山田　侑矢 8:47.29 松岡　直希 8:50.66 西浦　　巧(2) 9:08.95 柴田　龍一(2) 9:25.21 宮村　英志(1) 9:25.70 松原　隼斗(3) 9:27.69 谷口　大樹 9:36.59 武藤　和樹(1) 9:38.81

県庁ＡＣ 三重陸協 高田高 三重高 高田高 三重高 三重陸協 津東高

乾　　颯人(3) 14.94 服部　佑哉(2) 16.43 片岡　　薫(2) 16.96 大井　　悠(1) 17.40 那須　柾斗(2) 18.25 中西　孝太(2) 18.64 倭　秀太朗(2) 20.49

皇學館大 神戸高 久居高 皇學館高 高田高 皇學館高 亀山高

皇學館高-A 42.10 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 42.28 高田高-A 43.52 皇學館高-B 44.12 久居高 44.47 神戸高 44.70 高田高-B 45.49 久居農林高 46.56

藤本　大輝(1) 前田　峰尚 中島　稜太(2) 五島　快晴(2) 角谷　　一(2) 武　　航平(2) 小西　健太(2) 小坂　竜司(2)

島田健太郎(1) 西山　竜二 松葉　　光(2) 北村　暢章(3) 小倉　航弥(3) 沢井　泰士(1) 那須　柾斗(2) 平尾　拓馬(2)

村井　奎斗(1) 小池　龍緯 丸山　正靖(2) 中西　孝太(2) 宮﨑　康央(1) 服部　佑哉(2) 前田　彩斗(2) 服部　日向(2)

松月　柊来(2) 押田　友厚 浅尾倫太朗(2) 村井　駿太(3) 島田　聖也(1) 湯浅　光弘(2) 長谷川亮太(2) 田口　裕惟(2)

衛藤　　将(3) 2m00 矢野　壮馬(M2) 1m85 小林　勇輝(2) 1m85 小倉　航弥(3) 1m80 村井　駿太(3) 1m80 本弘　健汰(2) 1m80 大井　　悠(1) 1m70 石垣　朋暉(2) 1m70

皇學館大 皇學館大 皇學館高 久居高 皇學館高 津東高 皇學館高 神戸高

白井　颯斗(1) 4m50 田中　悠貴(2) 4m50 上谷　　空(2) 3m80

皇學館高 皇學館高 相可高

大久保航平(1) 3m80

皇學館高

稲垣　勇人(2) 6m84(+0.1) 藤本　大輝(1) 6m62(+0.2) 五島　快晴(2) 6m44(+1.0) 村井　奎斗(1) 6m22(+0.3) 宮崎　将弥(2) 6m17(+0.6) 島岡　一輝(2) 6m07(+0.5) 伊藤　諒ニ(1) 6m00(+0.3) 東　　拓未(2) 5m99(+2.4)

久居高 皇學館高 皇學館高 皇學館高 久居農林高 久居高 亀山高 松阪高 *F1
公認5m83(+1.0)

濱口　隆翔 15m17(+2.1) 西澤　　団 14m42(+2.5) 吉澤　亮我(3) 13m78(+1.6) 稲垣　勇人(2) 13m16(+1.3) 小倉　航弥(3) 13m05(+0.8) 前田　彩斗(2) 12m75(+1.5) 田村　竜紀(1) 12m73(+3.1) 島岡　一輝(2) 12m46(+3.3)

Ise TC =GR,*F1 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ *F1 皇學館大 久居高 久居高 高田高 皇學館高 *F3 久居高 公認記録なし

公認14m56(+0.3) 公認14m10(+0.6) 公認12m43(0.0)

松村　知哉(3) 12m34 中村　友昭 11m01

皇學館大 GR 県庁ＡＣ

齊藤　永真(1) 11m33 前川　羅唯(1) 9m89 樋口　真弘(1) 9m12 松石　直樹(1) 10:06.26

神戸高 尾鷲高 四日市農芸高 中部大

稲垣　太一 40m19 宮崎　　翔(1) 35m10 荊木　佑介(3) 35m00 中村　友昭 32m53

ＶＯＬＫ 皇學館大 皇學館大 県庁ＡＣ

齊藤　永真(1) 36m88 川合　隆誠(2) 36m44 北山　拓弥(2) 31m04 田中健太郎(1) 28m13 長井　瑞規(1) 26m48

神戸高 三重高 神戸高 松阪高 尾鷲高

谷口　隼也 46m05 青木　　謙 31m77

三重陸協 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ

川合　隆誠(2) 57m48 倉田　恭平(3) 53m59 前川　広晴(2) 52m13 小野　愛斗(2) 50m91 平山　竜慎(2) 48m86 北山　拓弥(2) 45m62 倉田　圭祐(1) 37m92 小瀧　陽平(2) 37m47

三重高 GR 久居高 久居高 久居高 久居高 神戸高 久居高 三重高

濱崎　優紀(2) 59m81 三村　憲史(1) 55m60 藤盛　賢汰 54m98 小田　千喜(2) 53m06 乾　　颯人(3) 52m12 辻井　優斗(3) 49m23 成瀬　正峰 49m22 田中　大稀(3) 48m28

皇學館大 皇學館大 ＶＯＬＫ 三重大 皇學館大 南伊勢高 成瀬鍼灸院 久居高
凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *TK:着差あり *F1:1回目が公認最高 *F2:2回目が公認最高 *F3:3回目が公認最高

7月30日 一般高校男子800m

7月30日 一般高校男子走幅跳

7月30日
高校男子円盤投

(1.750kg)

7月30日
一般男子円盤投

(2.000kg)

7月30日
一般高校男子

110mH(1.067m) 
風：-0.9

7月30日 一般高校男子走高跳

7月30日 一般高校男子棒高跳

7月30日 一般高校男子三段跳

7月30日
一般男子ハンマー投

(7.260kg)

7月30日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

7月30日
一般高校男子100m 

風：-0.6

7月30日 一般高校男子400m

7月30日 一般高校男子3000m

7月30日
一般高校男子4×

100mR

7月30日
一般男子砲丸投

(7.260kg)

7月30日
高校男子砲丸投

(6.000kg)

7月30日
一般高校男子やり投

(800g)

決　勝　一　覧　表　

兼第8回松阪市体育協会長杯小学生リレー大会

国 体 第 三 次 選 考 競 技 会

第 12 回 松 阪 陸 上 競 技 選 手 権 大 会

5位 6位

三重交通Ｇスポーツの杜 伊勢・補助陸上競技場

主催団体名

期　日

陸協名

7位 8位1位 2位 3位 4位



2017年7月30日(日) 大会名 大会コード　 17230737

(一財)三重陸上競技協会　 コード２３ ト ラ ッ ク 審 判 長 松田　伸彦

松阪地区陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 松田　伸彦

松阪市体育協会 競技場名 競技場コード　 233100 投 て き 審 判 長 松田　伸彦
記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

決　勝　一　覧　表　

兼第8回松阪市体育協会長杯小学生リレー大会

国 体 第 三 次 選 考 競 技 会

第 12 回 松 阪 陸 上 競 技 選 手 権 大 会

5位 6位

三重交通Ｇスポーツの杜 伊勢・補助陸上競技場

主催団体名

期　日

陸協名

7位 8位1位 2位 3位 4位

中野　　藍(2) 12.71 三杉　七美(2) 12.83 橋口　義美(1) 12.88 原田　優蘭(3) 12.95 栢　　愛莉(1) 13.06 川村　海月(1) 13.15 吉岡　瑞希(1) 13.62

四日市商高 四日市商高 四日市商高 四日市商高 皇學館大 四日市商高 四日市商高

柴原　茜音(2) 1:01.14 早田　梨紗(2) 1:03.60 百武　柚香(1) 1:04.95 口山　佳澄(2) 1:05.05 伊藤　聖良(2) 1:06.86 荒川　千奈(2) 1:06.97 山添結希乃(1) 1:08.21

四日市商高 皇學館高 相可高 皇學館高 高田高 三重高 神戸高

伊藤　聖良(2) 2:26.68 田中　瑳紀(2) 2:28.84 平瀬　由乃(1) 2:30.26 七島　愛華(2) 2:30.97 門　　和奏(2) 2:32.57 村田　妃優(1) 2:40.82 北井　志和(2) 2:42.59 明石　佳奈(1) 2:49.55

高田高 津東高 松阪高 亀山高 津東高 松阪高 津東高 津東高

田中　瑳紀(2) 11:04.71 門　　和奏(2) 11:11.96 北井　志和(2) 12:40.18 明石　佳奈(1) 14:20.07

津東高 津東高 津東高 津東高

奥林　　凜(1) 15.18 中野　　藍(2) 15.71 時田　夢実 17.54 山田　凪紗(1) 19.86

四日市商高 四日市商高 熊野ＲＣ 高田高

四日市商高-A 48.87 皇學館高 50.04 四日市商高-B 50.19 神戸高-A 52.22 津東高 57.30 神戸高-B 57.40 高田高 59.54 尾鷲高 1:00.52

橋口　義美(1) GR 永江　瑠藍(1) 川村　海月(1) 澤藤　真華(1) 冨田　咲来(1) 早川　愛菜(1) 高山みなみ(2) 山口　愛海(3)

奥林　　凜(1) 寺本　朱那(1) 原田　優蘭(3) 加藤　麻由(2) 小林奈々夏(1) 打田亜弓加(1) 伊藤　聖良(2) 濱口　蒼生(2)

中野　　藍(2) 辰巳　奈那(2) 羽根のどか(1) 濱口　真波(2) 三島乃里子(1) 植木　愛香(1) 山田　凪紗(1) 中野　未沙(1)

三杉　七美(2) 淺野　百花(1) 柴原　茜音(2) 塩竹　美友(2) 別所　亜美(1) 山添結希乃(1) 堀内　夏美(1) 堀内　菜智(2)

後藤永実奈(1) 1m50

四日市商高

泉　　恵子 2m00

三重ﾏｽﾀｰｽﾞ

辰巳　奈那(2) 5m09(+1.0) 堀内　菜智(2) 4m82(+1.2) 塩竹　美友(2) 4m74(+0.3) 中川　沙希(3) 4m72(+0.1) 西山日奈梨(2) 4m69(+0.8) 荒木　優花(1) 4m54(+1.1) 時田　夢実 4m40(0.0) 磯部　令奈(1) 4m35(+0.6)

皇學館高 尾鷲高 神戸高 三重高 久居高 四日市商高 熊野ＲＣ 久居高

中川　沙希(3) 10m63(+1.3) 野嶋　瑞葉(1) 10m50(+0.4) 塩竹　美友(2) 10m28(+2.6) 樋口　友彩(2) 10m06(+0.8) 出口こころ(2) 9m92(+2.2) 堀内　菜智(2) 9m82(+1.3)

三重高 皇學館高 神戸高 *F2 皇學館高 松阪高 *F1 尾鷲高
公認10m02(+1.0) 公認9m87(+1.6)

喜多嶋良子 10m38 近藤　　夢(2) 10m34 林　　真穂(2) 10m15 伊藤明楓里(2) 7m84 中川　由恵(1) 7m15 稗田　果音 6m86

三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 亀山高 久居農林高 相可高 尾鷲高 熊野ＲＣ

喜多嶋良子 32m73 太田　翔子(2) 26m76 髙橋ひなた(1) 26m49 近藤　　夢(2) 22m78 柴﨑　遥香(1) 21m95 稗田　果音 15m57

三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 神戸高 松阪高 亀山高 四日市商高 熊野ＲＣ

長谷川麻衣(2) 39m74 太田　翔子(2) 36m79 渡邊　夕菜(3) 36m04 増田　結香(1) 21m98

久居高 神戸高 宇治山田高 津東高

立木玖実子(3) 34m29 村井　夢來(1) 30m19 柴﨑　遥香(1) 20m67 河原　　凜(1) 19m98 谷内　希早(1) 16m11 髙橋ひなた(1) 14m15

四日市商高 久居高 四日市商高 久居高 久居高 松阪高
凡例  GR:大会記録  *TK:着差あり *F1:1回目が公認最高 *F2:2回目が公認最高 *F3:3回目が公認最高

7月30日
一般高校女子円盤投

(1.000kg)

7月30日
一般高校女子100m 

風：-1.3

7月30日 一般高校女子棒高跳

7月30日
一般高校女子やり投

(600g)

7月30日
一般高校女子ハン
マー投(4.000kg)

7月30日 一般高校女子三段跳

7月30日
一般高校女子砲丸投

(4.000kg)

7月30日
一般高校女子

100mH(0.838m) 
風：-3.1

7月30日 一般高校女子400m

7月30日 一般高校女子3000m

7月30日
一般高校女子4×

100mR

7月30日 一般高校女子走高跳

7月30日 一般高校女子走幅跳

7月30日 一般高校女子800m



一般高校男子100m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              10.13     田島　宣弘(日本体育大)                2002 7月30日 13:40 予　選

大会記録(GR)            10.81     神田　　壮(皇學館大)                  2013(第8回) 7月30日 16:42 決　勝

予　選　16組0着＋8

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-4.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶｸﾞﾁ ｶﾞｲｱ ｺｲｹ ﾘｭｳｲ

1 4 6416 阪口　凱海(4) 皇學館大 11.41 q 1 3 5240 小池　龍緯 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 11.26 q
ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾙ ｵｵﾊﾗ ﾜﾀﾙ

2 3 1912 松葉　　光(2) 高田高 11.48 q 2 5 789 大原　　航(3) 志摩高 12.09
ﾋﾛｵｶ ｱﾀﾙ ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ

3 2 2076 廣岡　　任(1) 皇學館高 12.60 3 6 1926 鳥尾　英紀(1) 高田高 12.45
ｺｻｶ ﾘｭｳｼﾞ ﾔﾏﾄ ｼｭｳﾀﾛｳ

4 7 1775 小坂　竜司(2) 久居農林高 12.66 4 7 1441 倭　秀太朗(2) 亀山高 12.82
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ ﾓﾘ ｶｲﾄ

5 8 1452 後藤　勇輝(1) 亀山高 12.99 5 8 1984 森　　開飛(3) 皇學館高 13.55
ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾁ ｲﾄｳ ｾﾅ

OP 6 482 橋本　泰知(2) 比叡山高 11.56 OP 2 1120 伊藤　世那(1) 比叡山高 13.54
ｻﾉ ｿﾗ ｶﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ

5 1186 佐野　宇宙(1) 三重高 DNS 4 1173 勝井賢太郎(2) 三重高 DNS

3組 (風:-1.6) 4組 (風:-5.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ ｵﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ

1 6 1368 井上　翔太(2) 久居高 11.50 1 5 5083 恩田　健人 ULTIMATE 11.42 q
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ ﾕｱｻ ﾐﾂﾋﾛ

2 3 1905 中島　稜太(2) 高田高 12.09 2 4 618 湯浅　光弘(2) 神戸高 12.16
ｵｵﾂ ｶｽﾞｷ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ

3 4 1437 大津　和輝(2) 亀山高 12.30 3 8 1994 藤井　大輔(2) 皇學館高 12.30
ﾂｼﾞ ｼｮｳｾｲ ｺｼﾉ ﾕｳﾄ

4 7 2073 辻　　祥世(1) 皇學館高 12.47 4 7 1927 越野　勇斗(1) 高田高 12.77
ﾋｶﾞｼ ｶｹﾙ ﾓﾘｻｷ ｺｳﾍｲ

5 1 1774 東　　　駆(3) 久居農林高 13.08 5 2 1461 森崎　航平(1) 亀山高 12.99
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾔ ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ

6 2 1949 横山　浩也(1) 四日市農芸高 13.10 6 1 795 伊藤　愛斗(1) 志摩高 13.04
ｼﾗｲ ｿｳｲﾁﾛｳ ｼﾊﾞﾀﾆ ﾕｳｷ

OP 5 491 白井宗一郎(2) 比叡山高 11.54 OP 6 730 柴谷　優輝(1) 比叡山高 11.76
ﾓﾄﾋﾛ ｹﾝﾀ ｻﾄｳ ｼｮｳ

8 445 本弘　健汰(2) 津東高 DNS 3 1179 佐藤　　星(1) 三重高 DNS

5組 (風:-3.1) 6組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ

1 3 2068 島田健太郎(1) 皇學館高 11.44 q 1 4 5241 西山　竜二 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 11.57
ｵｼﾀﾞ ﾄﾓｱﾂ ｺｼｶ ｼｭﾝﾀﾛｳ

2 4 5231 押田　友厚 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 11.85 2 7 2067 越賀俊太郎(1) 皇學館高 12.60
ﾃﾗﾆｼ ﾄﾓﾔ ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ

3 6 1439 寺西　智哉(2) 亀山高 12.06 3 1 664 東　　拓未(2) 松阪高 12.71
ﾂｼﾞｲ ﾋﾛｷ ﾊｯﾄﾘ ﾋｭｳｶﾞ

4 1 1765 辻井　宏樹(1) 相可高 12.36 4 2 1777 服部　日向(2) 久居農林高 12.86
ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ ｶﾜﾊﾗ ｼｭｳﾔ

5 5 1911 前田　彩斗(2) 高田高 12.77 OP 5 731 河原　秀弥(1) 比叡山高 11.89
ｸｻﾔﾏ ﾅｵｷ ｱｻｵ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 2 634 草山　尚暉(1) 神戸高 12.77 *TK 3 1900 浅尾倫太朗(2) 高田高 DNS
ﾊｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

7 7 1151 橋川光太郎(3) 三重高 12.89 6 1178 山口　航平(1) 三重高 DNS
ﾂｼﾞｶﾜ ﾅｶﾞﾙ ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｽｹ

OP 8 494 辻川　流立(2) 比叡山高 12.94 8 1458 西谷　太佑(1) 亀山高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 *TK:着差あり



一般高校男子100m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              10.13     田島　宣弘(日本体育大)                2002 7月30日 13:40 予　選

大会記録(GR)            10.81     神田　　壮(皇學館大)                  2013(第8回) 7月30日 16:42 決　勝

予　選　16組0着＋8

7組 (風:-2.6) 8組 (風:-3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾈﾀｶ ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ

1 4 5244 前田　峰尚 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 11.87 1 3 5623 長谷川　健 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.00
ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ ﾓﾘ ﾋｶﾘ

2 5 714 杉山　友治(2) 尾鷲高 12.02 2 5 2080 森　　　輝(1) 皇學館高 12.19
ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾄ ﾏﾙｲ ｿｳﾔ

3 6 1459 服部　郁斗(1) 亀山高 12.04 3 2 671 丸井　奏弥(1) 松阪高 12.76
ﾅｶﾔ ﾚﾝ ｲﾄｳ ｶｹﾙ

4 7 2074 仲谷　　連(1) 皇學館高 12.49 4 1 2087 伊藤　　翔(1) 高田高 13.62
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｽｹ ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳﾏ

5 2 447 新開　涼介(1) 津東高 12.98 OP 4 486 川添　佑真(2) 比叡山高 11.94
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｸﾏﾉ ﾀｸﾔ

6 8 1909 長谷川亮太(2) 高田高 13.13 6 5232 熊野　卓弥 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵﾝ ﾓﾘ ﾐｷﾔ

7 1 2030 渡邉　礼温(2) 桜丘高 14.24 7 1460 森　光輝弥(1) 亀山高 DNS
ｵｵﾊｼ ｼﾝﾉｽｹ ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ

OP 3 481 大橋信之丞(3) 比叡山高 11.35 8 1169 松川　航大(2) 三重高 DNS

9組 (風:-2.6) 10組 (風:-2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳｷ ｽﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ

1 6 1995 松月　柊来(2) 皇學館高 11.29 q 1 5 1374 角谷　　一(2) 久居高 11.95
ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋｺ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ

2 5 5238 北村　明彦 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 11.84 2 7 1440 長谷川　翔(2) 亀山高 12.17
ｴﾄｳ ｹｲﾀ ﾐｼﾏ ﾘｭｳｷ

3 8 1436 江藤　慧太(2) 亀山高 12.09 3 3 616 三島　竜綺(2) 神戸高 12.18
ｵｵｻｶ ｼｭｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

4 2 1757 大阪　脩斗(2) 相可高 12.10 4 8 1988 小林　勇輝(2) 皇學館高 12.51
ﾋﾗｵ ﾀｸﾏ ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞｷ

5 3 1778 平尾　拓馬(2) 久居農林高 12.35 5 2 663 東　　和輝(2) 松阪高 12.84
ﾀｷﾀﾞﾆ ｹﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ

6 1 1930 滝谷健太郎(1) 高田高 12.48 6 1 2162 中田　雄大(1) 相可高 12.84
ﾔﾏﾅｶ ｺｳｷ ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

7 7 1188 山中　皓貴(1) 三重高 12.63 OP 4 737 上村　駿介(1) 比叡山高 11.69
ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

OP 4 490 鈴木　大樹(2) 比叡山高 11.93 6 788 阿部　洋之(3) 志摩高 DNS

11組 (風:-2.7) 12組 (風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ ｶﾐｵﾀ ﾑｻｼ

1 6 5114 濱口　隆翔 Ise TC 10.97 q 1 2 1928 上尾田武蔵(1) 高田高 11.77
ﾅｶﾞｻｷ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ

2 3 433 長崎　颯斗(2) 津東高 11.84 2 5 720 山下　浩輔(2) 尾鷲高 12.23
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ｵｵﾆｼ ﾄｼｷ

3 5 1438 谷口　大魁(2) 亀山高 11.94 3 7 1162 大西　利希(2) 三重高 12.29
ｺﾆｼ ｹﾝﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 8 1904 小西　健太(2) 高田高 11.98 4 1 1453 近藤雄一朗(1) 亀山高 12.31
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ ｶﾀｵｶ ｶｵﾙ

5 7 1993 濱口　祐誠(2) 皇學館高 12.52 5 8 1372 片岡　　薫(2) 久居高 12.33
ｵｸﾑﾗ ｼｵﾝ ﾁｸﾅﾐ ｼｮｳﾀ

6 2 1180 奥村　汐恩(1) 三重高 12.57 OP 3 485 筑波　翔太(2) 比叡山高 11.53
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾄ ｿﾒｲ ﾏﾕｷ

OP 4 474 吉川　涌人(3) 比叡山高 11.11 4 2070 染井真佑希(1) 皇學館高 DNS
ﾉﾘｻﾀﾞ ｼｭｳ

6 734 則貞　　秀(1) 比叡山高 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 *TK:着差あり



一般高校男子100m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              10.13     田島　宣弘(日本体育大)                2002 7月30日 13:40 予　選

大会記録(GR)            10.81     神田　　壮(皇學館大)                  2013(第8回) 7月30日 16:42 決　勝

予　選　16組0着＋8

13組 (風:-1.2) 14組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾔｽ ﾆｼﾂﾞｶ ｼｭｳﾏ

1 6 1913 丸山　正靖(2) 高田高 11.65 1 4 5237 西塚　脩真 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 11.75
ﾄﾘﾄﾞｳ ﾄｼｷ ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ

2 7 1181 鳥堂　寿木(1) 三重高 12.04 2 7 1391 宮﨑　康央(1) 久居高 11.77
ｺｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾔ

3 2 2066 小﨑　慎平(1) 皇學館高 12.12 3 2 1780 宮崎　将弥(2) 久居農林高 11.90
ﾏｽﾀﾞ ｲﾂｷ ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾝ

OP 3 493 増田　　樹(2) 比叡山高 11.92 4 5 615 古田　光真(2) 神戸高 12.27
ｶﾜｷﾀ ｼｭｳﾄ ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾏ

OP 8 1109 川北　脩斗(1) 比叡山高 13.24 5 8 446 及川　一真(1) 津東高 12.33
ｵｸﾉ ｶﾅﾀ ｵｵﾀｶﾞｷ ｼｭｳ

1 2161 奥野　哉汰(1) 志摩高 DNS OP 6 488 太田垣朱佑(2) 比叡山高 12.41
ｴｸﾞﾁ ｱｷﾖ ｼﾗｲ ｿｳﾄ

4 6423 江口　観世(3) 皇學館大 DNS 1 2069 白井　颯斗(1) 皇學館高 DNS
ｱﾍﾞ ｽｽﾑ ｶｻﾊﾗ ﾏｱﾔ

5 1755 阿部　　進(2) 相可高 DNS 3 1148 笠原　真綾(3) 三重高 DNS

15組 (風:-2.2) 16組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾐ ｶﾄﾞﾔ ｼｮｳﾏ

1 6 1147 磯田　拓海(3) 三重高 11.46 q 1 2 1150 角谷　昌真(3) 三重高 11.68
ｻﾜｲ ﾔｽｼ ｵｸﾉ ﾕｳｷ

2 7 643 沢井　泰士(1) 神戸高 11.70 2 3 5805 奥野　優樹 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 11.75
ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞﾕｷ ｸﾗﾂｼﾞ ｹﾝ

3 3 1992 西城　秀幸(2) 皇學館高 12.14 3 5 1981 藏辻　　賢(3) 皇學館高 11.93
ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ ﾑﾗﾆｼ ｶｽﾞﾏ

4 5 1776 田口　裕惟(2) 久居農林高 12.37 4 8 632 村西　一真(1) 神戸高 12.40
ﾉｳﾄﾐ ｶｽﾞｷ ﾏﾝﾉｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

5 2 2174 納富　一綺(1) 志摩高 13.77 5 1 665 萬濃龍之介(2) 松阪高 12.43
ｵｶ ｶﾝﾀ ﾕｱｻ ｱｷﾄ

OP 4 492 岡　　貫大(2) 比叡山高 11.68 6 7 1462 湯淺　陽斗(1) 亀山高 12.93
ﾀﾆ ﾀｸﾐ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ

1 1121 谷　　拓海(1) 比叡山高 DNS OP 6 473 中村　菖希(3) 比叡山高 11.27
ｼﾝﾀﾆ ｹﾝﾄ ﾃﾗｻｷ ﾀｶﾖｼ

8 713 新谷　健人(2) 尾鷲高 DNS OP 4 736 寺﨑　崇悦(1) 比叡山高 11.52

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｲｹ ﾘｭｳｲ

1 5 5240 小池　龍緯 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 10.68 GR
ｻｶｸﾞﾁ ｶﾞｲｱ

2 3 6416 阪口　凱海(4) 皇學館大 11.18
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

3 7 2068 島田健太郎(1) 皇學館高 11.20
ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳｷ

4 4 1995 松月　柊来(2) 皇學館高 11.23
ｵﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ

5 8 5083 恩田　健人 ULTIMATE 11.23
ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾐ

6 1 1147 磯田　拓海(3) 三重高 11.30
ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾙ

7 2 1912 松葉　　光(2) 高田高 11.46
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ

8 6 5114 濱口　隆翔 Ise TC 12.03

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 *TK:着差あり



一般高校男子400m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              46.12     北岡　慶昭(東海大)                    2003 7月30日 14:50 予　選

大会記録(GR)            49.01     河西　　章(関西外大)                  2007(第2回) 7月30日 16:55 決　勝

予　選　9組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾔｽ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

1 3 1913 丸山　正靖(2) 高田高 49.84 q 1 7 1438 谷口　大魁(2) 亀山高 53.09 q
ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾙ ｵｸﾉ ﾕｳｷ

2 7 1912 松葉　　光(2) 高田高 50.74 q 2 2 5805 奥野　優樹 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 55.04
ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ

3 4 1147 磯田　拓海(3) 三重高 54.01 3 3 1905 中島　稜太(2) 高田高 56.97
ﾏｽﾀﾞ ｲﾂｷ ｵｵﾊｼ ｼﾝﾉｽｹ

OP 5 493 増田　　樹(2) 比叡山高 53.40 OP 8 481 大橋信之丞(3) 比叡山高 51.19
ﾁｸﾅﾐ ｼｮｳﾀ ｶﾜﾊﾗ ｼｭｳﾔ

OP 1 485 筑波　翔太(2) 比叡山高 54.27 OP 4 731 河原　秀弥(1) 比叡山高 52.60
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾁ

2 448 田口　雄暉(1) 津東高 DNS OP 6 482 橋本　泰知(2) 比叡山高 53.39
ｺｲｹ ﾘｭｳｲ ｱｻｵ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 5240 小池　龍緯 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ DNS 1 1900 浅尾倫太朗(2) 高田高 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ ｶﾄﾞﾔ ｼｮｳﾏ

8 473 中村　菖希(3) 比叡山高 DNS 5 1150 角谷　昌真(3) 三重高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ ﾃﾗﾆｼ ﾄﾓﾔ

1 8 1991 中西　孝太(2) 皇學館高 53.36 q 1 7 1439 寺西　智哉(2) 亀山高 54.10
ﾅｽ ﾏｻﾄ ｴﾄｳ ｹｲﾀ

2 6 1906 那須　柾斗(2) 高田高 53.81 2 5 1436 江藤　慧太(2) 亀山高 56.22
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾀ

3 1 1994 藤井　大輔(2) 皇學館高 54.21 3 1 1454 坂元　颯大(1) 亀山高 56.33
ﾐｼﾏ ﾘｭｳｷ ｲﾉｳｴ ｼﾝﾔ

4 4 616 三島　竜綺(2) 神戸高 54.54 4 8 5385 井上　慎弥 県教員ＡＣ 56.45
ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀﾛｳ ｵｵﾂ ｶｽﾞｷ

5 5 608 川島雄太郎(2) 神戸高 54.74 5 3 1437 大津　和輝(2) 亀山高 56.97
ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾐ ﾊｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ

6 7 1156 山川　拓海(3) 三重高 55.06 6 2 1151 橋川光太郎(3) 三重高 58.43
ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

7 2 1153 杉本　　響(3) 三重高 56.08 4 5411 吉崎　将大 県庁ＡＣ DNS
ﾉﾘｻﾀﾞ ｼｭｳ ｻﾉ ｿﾗ

3 734 則貞　　秀(1) 比叡山高 DNS 6 1186 佐野　宇宙(1) 三重高 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｺﾞｼﾏ ｶｲｾｲ ﾄﾘﾄﾞｳ ﾄｼｷ

1 7 1987 五島　快晴(2) 皇學館高 50.66 q 1 8 1181 鳥堂　寿木(1) 三重高 54.00
ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾔ ﾂｼﾞｲ ﾋﾛｷ

2 2 5236 永井　伸哉 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 52.13 q 2 2 1765 辻井　宏樹(1) 相可高 55.68
ﾔﾏﾅｶ ｺｳｷ ﾋｶﾞｼ ｶｹﾙ

3 4 1188 山中　皓貴(1) 三重高 55.56 3 5 1774 東　　　駆(3) 久居農林高 59.24
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ ﾀｹｼﾀ ｱﾂｼ

4 3 1440 長谷川　翔(2) 亀山高 55.70 4 7 1457 竹下　　諄(1) 亀山高 59.26
ﾃﾗｻｷ ﾀｶﾖｼ ﾏﾙｲ ｿｳﾔ

OP 1 736 寺﨑　崇悦(1) 比叡山高 55.32 5 3 671 丸井　奏弥(1) 松阪高 1:00.56
ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ

OP 8 737 上村　駿介(1) 比叡山高 56.37 OP 6 490 鈴木　大樹(2) 比叡山高 54.86
ｶﾜｷﾀ ｼｭｳﾄ ﾂｼﾞｶﾜ ﾅｶﾞﾙ

OP 6 1109 川北　脩斗(1) 比叡山高 1:03.64 OP 4 494 辻川　流立(2) 比叡山高 1:00.10
ｱﾍﾞ ｽｽﾑ ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳﾏ

5 1755 阿部　　進(2) 相可高 DNS 1 486 川添　佑真(2) 比叡山高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校男子400m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              46.12     北岡　慶昭(東海大)                    2003 7月30日 14:50 予　選

大会記録(GR)            49.01     河西　　章(関西外大)                  2007(第2回) 7月30日 16:55 決　勝

予　選　9組0着＋8

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵｻｶ ｼｭｳﾄ ｸﾗﾂｼﾞ ｹﾝ

1 4 1757 大阪　脩斗(2) 相可高 54.84 1 1 1981 藏辻　　賢(3) 皇學館高 54.83
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾉﾏ ｼｮｳｺﾞ

2 1 1453 近藤雄一朗(1) 亀山高 55.77 2 5 672 野間　奨五(1) 松阪高 55.23
ﾏﾝﾉｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺｼﾉ ﾕｳﾄ

3 2 665 萬濃龍之介(2) 松阪高 55.91 3 4 1927 越野　勇斗(1) 高田高 57.10
ｲｼｲ ﾋﾛｷ ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾄ

4 7 1435 石井　裕貴(2) 亀山高 56.99 4 2 1459 服部　郁斗(1) 亀山高 57.61
ﾓﾘｻｷ ｺｳﾍｲ ﾓﾘ ｶｲﾄ

5 5 1461 森崎　航平(1) 亀山高 57.56 5 7 1984 森　　開飛(3) 皇學館高 1:05.05
ﾊﾏｵｶ ﾏﾅﾔ ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ

6 8 2159 濱岡　愛弥(1) 皇學館高 59.51 3 1169 松川　航大(2) 三重高 DNS
ｲﾄｳ ｾﾅ ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｽｹ

OP 3 1120 伊藤　世那(1) 比叡山高 1:04.36 6 1458 西谷　太佑(1) 亀山高 DNS
ﾀﾆ ﾀｸﾐ ｵｶ ｶﾝﾀ

6 1121 谷　　拓海(1) 比叡山高 DNS 8 492 岡　　貫大(2) 比叡山高 DNS

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ

1 7 5623 長谷川　健 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 51.55 q
ｶﾐｵﾀ ﾑｻｼ

2 8 1928 上尾田武蔵(1) 高田高 51.98 q
ｶﾅﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ

3 3 432 金山　航大(2) 津東高 54.10
ｺﾆｼ ｹﾝﾀ

4 4 1904 小西　健太(2) 高田高 54.94
ｼﾊﾞﾀﾆ ﾕｳｷ

OP 2 730 柴谷　優輝(1) 比叡山高 53.58
ｼﾗｲ ｿｳｲﾁﾛｳ

OP 6 491 白井宗一郎(2) 比叡山高 55.11
ﾓﾘ ﾐｷﾔ

5 1460 森　光輝弥(1) 亀山高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾞｼﾏ ｶｲｾｲ

1 4 1987 五島　快晴(2) 皇學館高 49.97
ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾔ

2 8 5236 永井　伸哉 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 51.19
ｶﾐｵﾀ ﾑｻｼ

3 7 1928 上尾田武蔵(1) 高田高 51.39
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ

4 6 5623 長谷川　健 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 51.42
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

5 2 1438 谷口　大魁(2) 亀山高 53.27
ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ

1 1991 中西　孝太(2) 皇學館高 DNS
ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾙ

3 1912 松葉　　光(2) 高田高 DNS
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾔｽ

5 1913 丸山　正靖(2) 高田高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校男子800m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              1:49.76   坂　　直哉(名城大)                    2005

大会記録(GR)            1:53.34   山岡　卓弥(皇學館大)                  2011(第6回) 7月30日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2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

ｶｷﾉ ｼﾞﾝ ｲｼｲ ﾋﾛｷ

1 4 1371 垣野　　仁(2) 久居高 1:58.64 1 6 1435 石井　裕貴(2) 亀山高 2:06.42
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ

2 5 5399 山田　侑矢 県庁ＡＣ 1:59.94 2 4 1456 佐藤　祥真(1) 亀山高 2:06.88
ｶﾅﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾔﾑﾗ ｴｲｼ

3 6 432 金山　航大(2) 津東高 2:03.62 3 9 1924 宮村　英志(1) 高田高 2:08.16
ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

4 9 450 武藤　和樹(1) 津東高 2:04.44 4 5 2075 濱口　大河(1) 皇學館高 2:10.19
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾐﾀﾆ ｿｳｷ

5 8 5854 小林　　巧 eA三重 2:05.89 5 3 434 三谷　蒼輝(2) 津東高 2:10.72
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｾｷﾓﾘ ﾖｳｼﾞ

6 1 718 堀口　雄樹(2) 尾鷲高 2:06.40 6 8 5556 関守　陽治 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2:14.18
ｶﾒｲ ｶﾅﾀ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｭｳ

7 2 1986 亀井　叶汰(2) 皇學館高 2:07.59 7 1 719 水口　　柊(2) 尾鷲高 2:16.56
ﾊﾏｸﾞﾁ ｴｲﾀ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅｵﾄ

3 1910 濱口　英太(2) 高田高 DNS 2 1923 橋爪　直斗(1) 高田高 DNS
ｱｻﾉ ﾀｲｼﾝ ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

7 1922 浅野　太心(1) 高田高 DNS 7 5415 岡田　和磨 県庁ＡＣ DNS

3組 4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

ﾌｸﾀ ﾊﾔﾃ ﾆｼｳﾗ ｺｳ

1 2 662 福田　　颯(2) 松阪高 2:11.64 1 7 1907 西浦　　巧(2) 高田高 2:04.06
ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾀ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

2 4 1454 坂元　颯大(1) 亀山高 2:14.71 2 2 1901 伊藤　　潤(2) 高田高 2:04.91
ｱﾗｶﾜ ｺｳｷ ﾉﾏ ｼｮｳｺﾞ

3 1 1925 荒川　幸輝(1) 高田高 2:15.15 3 4 672 野間　奨五(1) 松阪高 2:07.41
ﾀｹｼﾀ ｱﾂｼ ﾔﾏﾅﾐ ﾖｼﾋﾛ

4 9 1457 竹下　　諄(1) 亀山高 2:19.53 4 8 5398 山南　好弘 県庁ＡＣ 2:15.01
ｵｸﾉ ﾀｶｼ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ

5 5 1903 奥野　喬士(2) 高田高 2:20.55 5 3 1766 藤本　祐磨(1) 相可高 2:16.00
ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾋｺ ｲﾉｼﾏ ｹﾝｺﾞ

6 6 451 村田　晴彦(1) 津東高 2:22.29 6 6 660 猪嶋　健悟(2) 松阪高 2:19.70
ﾍﾔ ﾕｳﾄ ｻｸﾗｲ ｾｲﾘｭｳ

7 7 1779 部谷　優斗(2) 久居農林高 2:24.80 7 1 1455 櫻井　晴琉(1) 亀山高 2:24.01
ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳﾔ ﾏｼﾞﾏ ﾀｲﾑ

8 8 717 橋本　慶哉(2) 尾鷲高 2:30.33 8 5 673 眞嶋　大夢(1) 松阪高 2:27.80
ﾎﾘｲ ﾊﾙﾄ ﾓﾘｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

3 1785 堀井　陽翔(1) 久居農林高 DNS 9 2029 森澤　正行(2) 桜丘高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｷﾉ ｼﾞﾝ

1 1371 垣野　　仁(2) 久居高 1:58.64
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

2 5399 山田　侑矢 県庁ＡＣ 1:59.94
ｶﾅﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ

3 432 金山　航大(2) 津東高 2:03.62
ﾆｼｳﾗ ｺｳ

4 1907 西浦　　巧(2) 高田高 2:04.06
ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ

5 450 武藤　和樹(1) 津東高 2:04.44
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

6 1901 伊藤　　潤(2) 高田高 2:04.91
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

7 5854 小林　　巧 eA三重 2:05.89
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｷ

8 718 堀口　雄樹(2) 尾鷲高 2:06.40

凡例  DNS:欠場



一般高校男子3000m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              8:02.90   梅枝　裕吉(NTN)                       2010

大会記録(GR)            8:37.12   若菜　純一(皇學館大)                  2014(第9回) 7月30日 17:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

1 16 5399 山田　侑矢 県庁ＡＣ 8:47.29
ﾏﾂｵｶﾅｵｷ

2 15 4901 松岡　直希 三重陸協 8:50.66
ﾆｼｳﾗ ｺｳ

3 6 1907 西浦　　巧(2) 高田高 9:08.95
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ

4 28 1165 柴田　龍一(2) 三重高 9:25.21
ﾐﾔﾑﾗ ｴｲｼ

5 11 1924 宮村　英志(1) 高田高 9:25.70
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾄ

6 26 1155 松原　隼斗(3) 三重高 9:27.69
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

7 29 4995 谷口　大樹 三重陸協 9:36.59
ﾑﾄｳ ｶｽﾞｷ

8 8 450 武藤　和樹(1) 津東高 9:38.81
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

9 22 1901 伊藤　　潤(2) 高田高 9:44.18
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅｵﾄ

10 14 1923 橋爪　直斗(1) 高田高 9:50.90
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾄ

11 10 1989 下村　悠斗(2) 皇學館高 9:51.09
ｱﾗｶﾜ ｺｳｷ

12 3 1925 荒川　幸輝(1) 高田高 9:51.14
ｲｽﾞ ｷｮｳﾔ

13 7 2063 伊豆　恭弥(1) 皇學館高 9:52.99
ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ

14 9 1456 佐藤　祥真(1) 亀山高 9:56.93
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ

15 27 1166 本城　遼大(2) 三重高 10:04.50
ﾂﾂｲ ﾕｳﾘ

16 24 1376 筒井　侑里(2) 久居高 10:04.93
ｻｸﾗｲ ｾｲﾘｭｳ

17 4 1455 櫻井　晴琉(1) 亀山高 10:05.18
ﾔﾏｻｷ ｼｮｳ

18 30 1167 山﨑　　将(2) 三重高 10:10.16
ﾐﾀﾆ ｿｳｷ

19 19 434 三谷　蒼輝(2) 津東高 10:10.55
ﾔﾏｻｷ ﾕｳ

20 31 1168 山﨑　　裕(2) 三重高 10:10.77
ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾋｺ

21 32 451 村田　晴彦(1) 津東高 10:12.18
ﾌｸﾀ ﾊﾔﾃ

22 23 662 福田　　颯(2) 松阪高 10:12.95
ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

23 25 5598 岡田　佳剛 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 10:15.59
ｵｸﾉ ﾀｶｼ

24 33 1903 奥野　喬士(2) 高田高 10:19.45
ﾅﾝﾌﾞ ｼｵﾝ

25 5 715 南部　紫苑(2) 尾鷲高 10:37.16
ｾｷﾓﾘ ﾖｳｼﾞ

26 1 5556 関守　陽治 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 10:43.06
ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

27 2 731 濱田　大輔(1) 尾鷲高 11:13.99
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ

28 20 1386 小林　和希(1) 久居高 12:00.56
ﾓﾘ ｲﾂｷ

12 2079 森　いつき(1) 皇學館高 DNS
ｱｻﾉ ﾀｲｼﾝ

13 1922 浅野　太心(1) 高田高 DNS
ﾊﾏｸﾞﾁ ｴｲﾀ

17 1910 濱口　英太(2) 高田高 DNS
ﾍﾔ ﾕｳﾄ

18 1779 部谷　優斗(2) 久居農林高 DNS
ｱｶｼ ﾘｭｳﾄ

21 712 明石　龍斗(2) 尾鷲高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              13.89     隈元　康太(日本体育大)                2005 7月30日 16:20 予　選

大会記録(GR)            14.88     武田　健太(日本陸送)                  2012(第7回) 7月30日 17:20 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ ｶﾀｵｶ ｶｵﾙ

2 613 服部　佑哉(2) 神戸高 q 3 1372 片岡　　薫(2) 久居高 q
ﾅｽ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾄ ｼｭｳﾀﾛｳ

3 1906 那須　柾斗(2) 高田高 q 4 1441 倭　秀太朗(2) 亀山高 q
ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ ｵｵｲ ﾊﾙｶ

4 6421 乾　　颯人(3) 皇學館大 q 5 2064 大井　　悠(1) 皇學館高 q
ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ

6 1991 中西　孝太(2) 皇學館高 q 6 6431 吉澤　亮我(3) 皇學館大 DNS
ｼﾏﾀﾞ ｾｲﾔ

5 1388 島田　聖也(1) 久居高 DNS

決　勝　

(風:-0.9)

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 7 6421 乾　　颯人(3) 皇學館大 14.94
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ

2 6 613 服部　佑哉(2) 神戸高 16.43
ｶﾀｵｶ ｶｵﾙ

3 8 1372 片岡　　薫(2) 久居高 16.96
ｵｵｲ ﾊﾙｶ

4 2 2064 大井　　悠(1) 皇學館高 17.40
ﾅｽ ﾏｻﾄ

5 3 1906 那須　柾斗(2) 高田高 18.25
ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ

6 4 1991 中西　孝太(2) 皇學館高 18.64
ﾔﾏﾄ ｼｭｳﾀﾛｳ

7 5 1441 倭　秀太朗(2) 亀山高 20.49

凡例  DNS:欠場



一般高校男子4×100mR
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              39.58     梨本・九鬼・小林・松尾(ＮＴＮ)        2016 7月30日 09:00 予　選

大会記録(GR)            42.07     宇治山田商高(西口・木下・小池・上田)  2011(第6回) 7月30日 18:15 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 皇學館高-A 2077 藤本　大輝(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 42.54 1 6 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 5244 前田　峰尚 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾈﾀｶ 43.75
2068 島田健太郎(1) ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ q 5241 西山　竜二 ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ q
2078 村井　奎斗(1) ﾑﾗｲ ｹｲﾄ 5238 北村　明彦 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋｺ
1995 松月　柊来(2) ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳｷ 5231 押田　友厚 ｵｼﾀﾞ ﾄﾓｱﾂ

2 8 皇學館高-B 1987 五島　快晴(2) ｺﾞｼﾏ ｶｲｾｲ 43.19 2 3 久居高 1374 角谷　　一(2) ｽﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ 45.00
1980 北村　暢章(3) ｷﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ q 1357 小倉　航弥(3) ｵｸﾞﾗ ｺｳﾔ q
1991 中西　孝太(2) ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ 1391 宮﨑　康央(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ
1983 村井　駿太(3) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾀ 1388 島田　聖也(1) ｼﾏﾀﾞ ｾｲﾔ

3 3 高田高-A 1905 中島　稜太(2) ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 44.14 3 7 高田高-B 1904 小西　健太(2) ｺﾆｼ ｹﾝﾀ 45.55
1912 松葉　　光(2) ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾙ q 1906 那須　柾斗(2) ﾅｽ ﾏｻﾄ q
1913 丸山　正靖(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾔｽ 1911 前田　彩斗(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ
1900 浅尾倫太朗(2) ｱｻｵ ﾘﾝﾀﾛｳ 1909 長谷川亮太(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

4 2 神戸高 611 武　　航平(2) ﾀｹ ｺｳﾍｲ 44.91 4 4 津東高 445 本弘　健汰(2) ﾓﾄﾋﾛ ｹﾝﾀ 47.46
643 沢井　泰士(1) ｻﾜｲ ﾔｽｼ q 433 長崎　颯斗(2) ﾅｶﾞｻｷ ﾊﾔﾄ
613 服部　佑哉(2) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ 446 及川　一真(1) ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾏ
618 湯浅　光弘(2) ﾕｱｻ ﾐﾂﾋﾛ 447 新開　涼介(1) ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｽｹ

5 1 久居農林高 1775 小坂　竜司(2) ｺｻｶ ﾘｭｳｼﾞ 47.31 5 1 高田高-C 1927 越野　勇斗(1) ｺｼﾉ ﾕｳﾄ 48.73
1778 平尾　拓馬(2) ﾋﾗｵ ﾀｸﾏ q 1930 滝谷健太郎(1) ﾀｷﾀﾞﾆ ｹﾝﾀﾛｳ
1777 服部　日向(2) ﾊｯﾄﾘ ﾋｭｳｶﾞ 1928 上尾田武蔵(1) ｶﾐｵﾀ ﾑｻｼ
1776 田口　裕惟(2) ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ 2087 伊藤　　翔(1) ｲﾄｳ ｶｹﾙ

4 三重高-B DNS 2 松阪高 674 亀井隆太郎(1) ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ DQ,R1

671 丸井　奏弥(1) ﾏﾙｲ ｿｳﾔ
664 東　　拓未(2) ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ
663 東　　和輝(2) ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞｷ

6 志摩高 DNS 5 三重高-A DNS

7 相可高 DNS 8 皇學館高-C DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 皇學館高-A 2077 藤本　大輝(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 42.10
2068 島田健太郎(1) ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ
2078 村井　奎斗(1) ﾑﾗｲ ｹｲﾄ
1995 松月　柊来(2) ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳｷ

2 4 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 5244 前田　峰尚 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾈﾀｶ 42.28
5241 西山　竜二 ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
5240 小池　龍緯 ｺｲｹ ﾘｭｳｲ
5231 押田　友厚 ｵｼﾀﾞ ﾄﾓｱﾂ

3 6 高田高-A 1905 中島　稜太(2) ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 43.52
1912 松葉　　光(2) ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾙ
1913 丸山　正靖(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾔｽ
1900 浅尾倫太朗(2) ｱｻｵ ﾘﾝﾀﾛｳ

4 3 皇學館高-B 1987 五島　快晴(2) ｺﾞｼﾏ ｶｲｾｲ 44.12
1980 北村　暢章(3) ｷﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ
1991 中西　孝太(2) ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ
1983 村井　駿太(3) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾀ

5 7 久居高 1374 角谷　　一(2) ｽﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ 44.47
1357 小倉　航弥(3) ｵｸﾞﾗ ｺｳﾔ
1391 宮﨑　康央(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ
1388 島田　聖也(1) ｼﾏﾀﾞ ｾｲﾔ

6 8 神戸高 611 武　　航平(2) ﾀｹ ｺｳﾍｲ 44.70
643 沢井　泰士(1) ｻﾜｲ ﾔｽｼ
613 服部　佑哉(2) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ
618 湯浅　光弘(2) ﾕｱｻ ﾐﾂﾋﾛ

7 2 高田高-B 1904 小西　健太(2) ｺﾆｼ ｹﾝﾀ 45.49
1906 那須　柾斗(2) ﾅｽ ﾏｻﾄ
1911 前田　彩斗(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ
1909 長谷川亮太(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

8 1 久居農林高 1775 小坂　竜司(2) ｺｻｶ ﾘｭｳｼﾞ 46.56
1778 平尾　拓馬(2) ﾋﾗｵ ﾀｸﾏ
1777 服部　日向(2) ﾊｯﾄﾘ ﾋｭｳｶﾞ
1776 田口　裕惟(2) ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 1→2



一般高校男子走高跳
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              2m29      衛藤　　昂(味の素ＡＧＦ)              2016

大会記録(GR)            2m05      古野　裕司(ＩｓｅＴＣ)                2010(第5回) 7月30日 12:00 決　勝

決　勝　

ｴﾄｳ ｼｮｳ － － － － － － － －

1 12 6424 衛藤　　将(3) 皇學館大 － － － × ○ × ○ × × × 2m00
ﾔﾉ ｿｳﾏ － － － － － － － －

2 10 6415 矢野　壮馬(M2) 皇學館大 ○ ○ × × × 1m85
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ － － － － － － － ○

3 4 1988 小林　勇輝(2) 皇學館高 ○ × ○ × × × 1m85
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾔ － － － － － － × ○ ○

4 7 1357 小倉　航弥(3) 久居高 × ○ × × × 1m80
ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾀ － － － － － － － －

5 9 1983 村井　駿太(3) 皇學館高 × × ○ × × × 1m80
ﾓﾄﾋﾛ ｹﾝﾀ － － － － － ○ ○ × ○

6 8 445 本弘　健汰(2) 津東高 × × ○ × × × 1m80
ｵｵｲ ﾊﾙｶ － － － － ○ ○ ○ × × ×

7 6 2064 大井　　悠(1) 皇學館高 1m70
ｲｼｶﾞｷ ﾄﾓｷ － － － － － ○ × ○ × × ×

8 5 606 石垣　朋暉(2) 神戸高 1m70
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ － － － ○ × ○ × × ○ × × ×

9 2 637 中川　拓己(1) 神戸高 1m65
ﾕｱｻ ｱｷﾄ － － － － × ○ × × ×

10 3 1462 湯淺　陽斗(1) 亀山高 1m60
ｻﾉ ﾌﾐﾔ × × ○ × × ×

11 1 661 佐野　文哉(2) 松阪高 1m40
ｵｶﾞﾜ ｴﾝﾘｹ

11 1450 小川エンリケ(1) 亀山高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40

1m80

1m45

1m85

1m50

1m90

1m55

1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m60

2m00

1m65

2m05

1m70 1m75

凡例  DNS:欠場



一般高校男子棒高跳
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

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

大会記録(GR)            4m80      岡田　公志(中京大)                    2009(第4回) 7月30日 09:30 決　勝

決　勝　

ｼﾗｲ ｿｳﾄ － － － － － × × ○ × × ○ ○

1 4 2069 白井　颯斗(1) 皇學館高 － × × × 4m50
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ － － － － － × × ○ × × ○ ○

2 5 1990 田中　悠貴(2) 皇學館高 － × × × 4m50
ｳｴﾀﾆ ｿﾗ ○ － × × ×

3 1 1756 上谷　　空(2) 相可高 3m80
ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ ○ － × × ×

3 2 2065 大久保航平(1) 皇學館高 3m80
ｷﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ

3 1980 北村　暢章(3) 皇學館高 DNS

1位決定戦

ｼﾗｲ ｿｳﾄ × ×

2069 白井　颯斗(1) 皇學館高
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ × r

1990 田中　悠貴(2) 皇學館高

3m80

4m60 4m70

4m00 4m10 4m20 4m30
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4m40 4m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
4m70 4m65

3m90

凡例  DNS:欠場



一般高校男子走幅跳
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              7m86      野村　智也(東海大)                    2016

大会記録(GR)            7m46      出口　義人(IseTC)                     2007(第2回) 7月30日 09:00 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ × 6m84 6m57 6m84
1 18 1367 稲垣　勇人(2) 久居高 +0.1 +0.8 +0.1

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 6m56 6m62 × 6m62
2 15 2077 藤本　大輝(1) 皇學館高 +0.1 +0.2 +0.2

ｺﾞｼﾏ ｶｲｾｲ 6m44 6m33 6m22 6m44
3 16 1987 五島　快晴(2) 皇學館高 +1.0 +0.1 +0.4 +1.0

ﾑﾗｲ ｹｲﾄ × 6m22 6m21 6m22
4 19 2078 村井　奎斗(1) 皇學館高 +0.3 +0.8 +0.3

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾔ 6m16 6m08 6m17 6m17
5 21 1780 宮崎　将弥(2) 久居農林高 +1.8 +1.3 +0.6 +0.6

ｼﾏｵｶ ｶｽﾞｷ × 6m07 5m83 6m07
6 13 1373 島岡　一輝(2) 久居高 +0.5 +0.9 +0.5

ｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 5m75 6m00 5m96 6m00
7 20 1449 伊藤　諒ニ(1) 亀山高 +1.2 +0.3 0.0 +0.3

ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ 5m83 5m99 5m78 5m99
8 1 664 東　　拓未(2) 松阪高 +1.0 +2.4 +0.2 +2.4 *F1

ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 5m50 × 5m90 5m90
9 6 1992 西城　秀幸(2) 皇學館高 +0.5 0.0 0.0

ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ 5m32 5m66 × 5m66
10 22 613 服部　佑哉(2) 神戸高 +0.8 +1.1 +1.1

ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 5m34 × 5m56 5m56
11 5 1384 岡本　佑太(1) 久居高 +0.2 +0.2 +0.2

ﾀｷﾀﾞﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 5m56 × × 5m56
12 12 1930 滝谷健太郎(1) 高田高 +1.4 +1.4

ﾅｶﾔ ﾚﾝ × × 5m54 5m54
13 24 2074 仲谷　　連(1) 皇學館高 -0.1 -0.1

ﾀｹ ｺｳﾍｲ 5m51 × × 5m51
14 14 611 武　　航平(2) 神戸高 +0.9 +0.9

ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ 5m26 × × 5m26
15 3 674 亀井隆太郎(1) 松阪高 +2.1 +2.1

ﾑﾗﾆｼ ｶｽﾞﾏ × 5m19 × 5m19
16 23 632 村西　一真(1) 神戸高 +0.8 +0.8

ｸｻﾔﾏ ﾅｵｷ 5m09 × × 5m09
17 9 634 草山　尚暉(1) 神戸高 +1.1 +1.1

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ × × 5m03 5m03
18 8 1993 濱口　祐誠(2) 皇學館高 -0.8 -0.8

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 4m87 × × 4m87
19 11 637 中川　拓己(1) 神戸高 +1.9 +1.9

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 4m61 × × 4m61
20 4 1452 後藤　勇輝(1) 亀山高 +0.7 +0.7

ｵｶﾞﾜ ｴﾝﾘｹ

2 1450 小川エンリケ(1) 亀山高 DNS
ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｽｹ

7 447 新開　涼介(1) 津東高 DNS
ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾏ

10 446 及川　一真(1) 津東高 DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾈﾀｶ

17 5244 前田　峰尚 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ DNS

凡例  DNS:欠場 *F1:1回目が公認最高



一般高校男子三段跳
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

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

大会記録(GR)            14m56     濱口　隆翔(IseTC)                     2016(第11回) 7月30日 16:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ 14m56 － 15m17 15m17
1 16 5114 濱口　隆翔 Ise TC +0.3 +2.1 +2.1 =GR,*F1

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ 14m10 14m42 × 14m42
2 15 5239 西澤　　団 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ +0.6 +2.5 +2.5 *F1

ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ 13m19 13m55 13m78 13m78
3 2 6431 吉澤　亮我(3) 皇學館大 +0.2 +1.5 +1.6 +1.6

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 13m16 12m86 12m36 13m16
4 13 1367 稲垣　勇人(2) 久居高 +1.3 +3.9 +2.1 +1.3

ｵｸﾞﾗ ｺｳﾔ 13m05 × 12m93 13m05
5 9 1357 小倉　航弥(3) 久居高 +0.8 +1.2 +0.8

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ 12m75 × 12m67 12m75
6 11 1911 前田　彩斗(2) 高田高 +1.5 +0.2 +1.5

ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｷ 12m15 12m73 12m43 12m73
7 12 2072 田村　竜紀(1) 皇學館高 +0.5 +3.1 0.0 +3.1 *F3

ｼﾏｵｶ ｶｽﾞｷ 12m46 × × 12m46
8 4 1373 島岡　一輝(2) 久居高 +3.3 +3.3

ﾀﾆｶﾜﾗ ﾔﾏﾄ 12m20 × 12m27 12m27
9 8 2071 谷川原大和(1) 皇學館高 +1.6 +1.4 +1.4

ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ × × 12m25 12m25
10 6 1926 鳥尾　英紀(1) 高田高 +1.0 +1.0

ﾀｹ ｺｳﾍｲ 12m20 × 12m08 12m20
11 7 611 武　　航平(2) 神戸高 +0.4 +0.1 +0.4

ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ × × ×
1 674 亀井隆太郎(1) 松阪高 NM

ｻﾉ ﾌﾐﾔ × × ×
3 661 佐野　文哉(2) 松阪高 NM

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ

5 448 田口　雄暉(1) 津東高 DNS
ｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ × × ×

10 1449 伊藤　諒ニ(1) 亀山高 NM
ﾓﾄｲ ｺｳｾｲ × × ×

14 1364 元井　光星(3) 久居高 NM

凡例  =GR:大会タイ記録 DNS:欠場 NM:記録なし *F1:1回目が公認最高 *F3:3回目が公認最高



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              16m84     和田　　智(ﾌﾞﾙｯｸｽ&ﾄﾞｸﾀｰK)             1998

県記録(KR)              16m84     村上　　輝(国士舘大)                  2016

大会記録(GR)            12m22     中村　友昭(県庁AC)                    2008(第3回) 7月30日 09:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ

1 2 6432 松村　知哉(3) 皇學館大 × 11m95 12m34 12m34 GR
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｱｷ

2 1 5407 中村　友昭 県庁ＡＣ 10m96 11m01 × 11m01

凡例  GR:大会記録



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県高校記録(KH)          17m24     南　　幸裕(宇治山田商高)              2005

大会記録(GR)            14m33     吉村　昂太(宇治山田商高)              2010(第5回) 7月30日 09:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾄｳﾏ

1 4 641 齊藤　永真(1) 神戸高 11m22 11m33 × 11m33
ﾏｴｶﾜ ﾗｲ

2 2 732 前川　羅唯(1) 尾鷲高 9m51 9m89 9m69 9m89
ﾋｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ

3 1 2114 樋口　真弘(1) 四日市農芸高 8m96 9m12 9m01 9m12
ｶｷ ｹﾝﾀ

3 1451 柿　　絢太(1) 亀山高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              55m69     藤原　　潤(八千代工業)                2007

大会記録(GR)            49m29     大山　裕史(ASSA-TC)                   2011(第6回) 7月30日 11:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾅｶﾞｷ ﾀｲﾁ

1 1 5137 稲垣　太一 ＶＯＬＫ × × 40m19 40m19
ﾐﾔｻﾞｷ ｶｹﾙ

2 4 6445 宮崎　　翔(1) 皇學館大 × 35m10 × 35m10
ｲﾊﾞﾗｷ ﾕｳｽｹ

3 3 6422 荊木　佑介(3) 皇學館大 35m00 × × 35m00
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｱｷ

4 2 5407 中村　友昭 県庁ＡＣ × × 32m53 32m53



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県高校記録(KH)          50m96     村上　　輝(南伊勢高)                  2013

大会記録(GR)            46m01     三村　武司(三重陸協)                  2011(第6回) 7月30日 11:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾄｳﾏ

1 6 641 齊藤　永真(1) 神戸高 × 36m88 × 36m88
ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ

2 7 1171 川合　隆誠(2) 三重高 × 36m44 × 36m44
ｷﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ

3 5 609 北山　拓弥(2) 神戸高 31m04 × × 31m04
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ

4 2 677 田中健太郎(1) 松阪高 × × 28m13 28m13
ﾅｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ

5 3 730 長井　瑞規(1) 尾鷲高 × × 26m48 26m48
ｵｸ ﾏｻﾋﾛ

1 1902 奥　　雅弘(2) 高田高 × × × NM
ｶｷ ｹﾝﾀ

4 1451 柿　　絢太(1) 亀山高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              69m71     植松　直紀(中京大)                    2016

大会記録(GR)            50m94     濱井　佑斗(岐阜経済大)                2012(第7回) 7月30日 15:45 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ

1 1 5751 谷口　隼也 三重陸協 × × 46m05 46m05
ｱｵｷ ｹﾝ

2 2 5640 青木　　謙 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × × 31m77 31m77



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県高校記録(KH)          63m71     村 木 亮 太(久居高)                   2015

大会記録(GR)            55m43     田中　湧也(宇治山田商高)              2011(第6回) 7月30日 15:45 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ

1 10 1171 川合　隆誠(2) 三重高 × × 57m48 57m48 GR
ｸﾗﾀ ｷｮｳﾍｲ

2 9 1359 倉田　恭平(3) 久居高 × 53m59 × 53m59
ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳｾｲ

3 6 1379 前川　広晴(2) 久居高 52m13 × × 52m13
ｵﾉ ﾏﾅﾄ

4 7 1370 小野　愛斗(2) 久居高 × 50m91 × 50m91
ﾋﾗﾔﾏ ﾘｭｳｼﾝ

5 8 1378 平山　竜慎(2) 久居高 × 48m86 × 48m86
ｷﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ

6 5 609 北山　拓弥(2) 神戸高 × × 45m62 45m62
ｸﾗﾀ ｹｲｽｹ

7 4 1385 倉田　圭祐(1) 久居高 × × 37m92 37m92
ｺﾀｷ ﾖｳﾍｲ

8 1 1172 小瀧　陽平(2) 三重高 37m47 × × 37m47
ｲｴｻﾞｷ ﾖｳ

9 3 1383 家﨑　　陽(1) 久居高 × × 31m78 31m78
ﾔﾏｶﾞ ﾘｮｳｶﾞ

2 1782 山鹿　凌河(2) 久居農林高 × × × NM

凡例  GR:大会記録 NM:記録なし



一般高校男子やり投(800g)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              77m64     中西　啄真(大阪体育大)                2016

大会記録(GR)            61m42     荒木　崇裕(ASSA-TC)                   2012(第7回) 7月30日 14:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾏｻｷ ﾕｳｷ

1 15 6437 濱崎　優紀(2) 皇學館大 × × 59m81 59m81
ﾐﾑﾗ ｹﾝｼ

2 14 6433 三村　憲史(1) 皇學館大 × 55m60 × 55m60
ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝﾀ

3 23 5136 藤盛　賢汰 ＶＯＬＫ × 54m98 × 54m98
ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ

4 13 6038 小田　千喜(2) 三重大 × × 53m06 53m06
ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ

5 12 6421 乾　　颯人(3) 皇學館大 52m12 × × 52m12
ﾂｼﾞｲ ﾕｳﾄ

6 11 987 辻井　優斗(3) 南伊勢高 × 49m23 × 49m23
ﾅﾙｾ ﾏｻﾎ

7 7 5336 成瀬　正峰 成瀬鍼灸院 49m22 × × 49m22
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ

8 10 1360 田中　大稀(3) 久居高 × × 48m28 48m28
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝｾｲ

9 9 435 山口　廉生(2) 津東高 × 45m81 × 45m81
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

10 5 1377 中村　一輝(2) 久居高 × 44m04 × 44m04
ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ

11 1 1390 本間　直樹(1) 久居高 × × 42m00 42m00
ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞｷ

12 21 663 東　　和輝(2) 松阪高 × × 39m99 39m99
ｽﾐﾀﾞ ﾀｸﾔ

13 6 6426 角田　卓弥(3) 皇學館大 × × 37m22 37m22
ｵｸ ﾏｻﾋﾛ

14 17 1902 奥　　雅弘(2) 高田高 × × 34m96 34m96
ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

15 4 1369 岡田　匠平(2) 久居高 × 32m06 × 32m06
ﾂｼﾞ ｼｮｳｾｲ

16 22 2073 辻　　祥世(1) 皇學館高 26m56 × × 26m56
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ

17 20 677 田中健太郎(1) 松阪高 × 24m61 × 24m61
ﾎﾞﾝﾉ ﾖｳｲﾁ

18 19 449 盆野　陽一(1) 津東高 × × 23m56 23m56
ｵｵﾀｶﾞｷ ｼｭｳ

OP 3 488 太田垣朱佑(2) 比叡山高 35m00 × × 35m00
ｺﾀｷ ﾖｳﾍｲ

2 1172 小瀧　陽平(2) 三重高 DNS
ﾐﾔﾀ ｼｮｳﾍｲ

8 1380 宮田　翔平(2) 久居高 DNS
ｶﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ

16 1173 勝井賢太郎(2) 三重高 DNS
ｱｵｷ ｹﾝ

18 5640 青木　　謙 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子100m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              11.57     世古　　和(CRANE)                     2016 7月30日 13:30 予　選

大会記録(GR)            12.48     一色　美咲(四日市商高)                2013(第8回) 7月30日 16:40 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:-1.7) 2組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾔ ｱｲﾘ ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ

1 4 6067 栢　　愛莉(1) 皇學館大 13.09 q 1 6 4 三杉　七美(2) 四日市商高 13.08 q
ﾖｼｵｶ ﾐｽﾞｷ ｶﾄｳ ﾏﾕ

2 5 19 吉岡　瑞希(1) 四日市商高 13.66 q 2 4 627 加藤　麻由(2) 神戸高 13.71
ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ ｺｾｺ ｱｲﾅ

3 3 1447 西田　彩乃(2) 亀山高 13.77 3 3 1786 小瀬古愛菜(1) 久居農林高 14.79
ﾀｶﾐ ｱﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ

4 2 668 髙見　杏優(2) 松阪高 14.22 4 7 453 小林奈々夏(1) 津東高 14.81
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ ﾅｶﾉ ﾐｻ

5 6 1921 高山みなみ(2) 高田高 14.41 5 8 735 中野　未沙(1) 尾鷲高 14.81 *TK
ﾊﾔｶﾜ ｱｲﾅ ｻｸﾗﾓﾄ ﾄﾓﾅ

6 8 653 早川　愛菜(1) 神戸高 14.61 6 2 1190 櫻本　朋奈(1) 三重高 15.28
ｸｽﾞﾋﾗ ｼｭﾘ ｼﾓﾉ ｲﾛﾊ

7 1 5825 葛平　朱里 熊野ＲＣ 14.71 OP 5 270 下野　彩葉(2) 比叡山高 14.24
ﾊﾏﾁ ﾊﾙﾎ

7 1182 濵地　晴帆(1) 三重高 DNS

3組 (風:-4.7) 4組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾉ ﾐﾚｲ ﾅｶﾉ ﾗﾝ

1 4 13 矢野　未玲(2) 四日市商高 13.76 1 4 11 中野　　藍(2) 四日市商高 13.06 q
ﾅｶﾞｴ ﾙﾗ ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾗﾝ

2 5 2083 永江　瑠藍(1) 皇學館高 13.94 2 2 2 原田　優蘭(3) 四日市商高 13.26 q
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ ｱｻﾉ ﾓﾓｶ

3 3 630 濱口　真波(2) 神戸高 14.59 3 5 2081 淺野　百花(1) 皇學館高 13.60 q
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｺﾛ ﾊﾈ ﾉﾄﾞｶ

4 1 2111 出口こころ(2) 松阪高 15.29 4 6 21 羽根のどか(1) 四日市商高 13.72
ﾅｶﾐﾁ ﾕﾗ ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕｳ

5 7 1787 中道　結良(1) 久居農林高 15.59 5 7 1788 前田　美結(1) 久居農林高 14.55
ｲﾅｶﾞｷ ﾎﾉｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

OP 8 395 稲垣ほのか(1) 比叡山高 15.62 6 8 1931 山田　凪紗(1) 高田高 15.27
ﾐｼﾏ ﾉﾘｺ ﾐﾂｼﾞ ﾅﾂｷ

2 457 三島乃里子(1) 津東高 DNS OP 3 396 三辻　菜月(1) 比叡山高 14.12
ｲﾏｲ ﾏﾕ

6 1175 今井　茉裕(2) 三重高 DNS

5組 (風:-1.7) 6組 (風:-1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾐ

1 5 24 川村　海月(1) 四日市商高 13.19 q 1 3 20 橋口　義美(1) 四日市商高 13.05 q
ｻﾜﾌｼﾞ ﾏｻｶ ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾘ

2 4 654 澤藤　真華(1) 神戸高 14.05 2 5 1381 西山日奈梨(2) 久居高 14.09
ｺｻｶ ﾐﾂﾞｷ ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ

3 7 1189 小阪　美月(1) 三重高 14.68 3 4 724 濱口　蒼生(2) 尾鷲高 14.33
ｵｼｶﾜ ｶﾘﾝ ﾊｾ ｱﾏﾈ

4 8 1463 押川　佳鈴(1) 亀山高 14.81 OP 6 358 長谷　海音(1) 比叡山高 13.83
ﾍﾞｯｼｮ ｱﾐ ﾎﾘｳﾁ ﾅﾂﾐ

5 2 455 別所　亜美(1) 津東高 15.65 2 2170 堀内　夏美(1) 高田高 DNS
ｴﾊﾞﾗ ｱｶﾘ ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕ

OP 6 363 江原　朱里(1) 比叡山高 13.88 7 1191 田川　実優(1) 三重高 DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾐ ｳﾁﾀﾞ ｱﾕｶ

3 723 山口　愛海(3) 尾鷲高 DNF 8 650 打田亜弓加(1) 神戸高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 *TK:着差あり



一般高校女子100m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              11.57     世古　　和(CRANE)                     2016 7月30日 13:30 予　選

大会記録(GR)            12.48     一色　美咲(四日市商高)                2013(第8回) 7月30日 16:40 決　勝

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾉ ﾗﾝ

1 4 11 中野　　藍(2) 四日市商高 12.71
ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ

2 3 4 三杉　七美(2) 四日市商高 12.83
ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾐ

3 5 20 橋口　義美(1) 四日市商高 12.88
ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾗﾝ

4 8 2 原田　優蘭(3) 四日市商高 12.95
ｶﾔ ｱｲﾘ

5 6 6067 栢　　愛莉(1) 皇學館大 13.06
ｶﾜﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ

6 7 24 川村　海月(1) 四日市商高 13.15
ﾖｼｵｶ ﾐｽﾞｷ

7 1 19 吉岡　瑞希(1) 四日市商高 13.62
ｱｻﾉ ﾓﾓｶ

2 2081 淺野　百花(1) 皇學館高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 *TK:着差あり



一般高校女子400m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              54.17     笠島　里美(デンソー)                  1997 7月30日 14:40 予　選

大会記録(GR)            56.25     橋爪　咲奈(宇治山田商高)              2011(第6回) 7月30日 16:50 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｶﾈ ｲﾄｳ ｾｲﾗ

1 3 10 柴原　茜音(2) 四日市商高 1:01.83 q 1 4 1919 伊藤　聖良(2) 高田高 1:06.53 q
ﾊﾔﾀ ﾘｻ ｱﾗｶﾜ ﾁﾅ

2 2 2003 早田　梨紗(2) 皇學館高 1:04.06 q 2 5 1174 荒川　千奈(2) 三重高 1:06.80 q
ｸﾁﾔﾏ ｶｽﾐ ﾔﾏｿﾞｴ ﾕｷﾉ

3 6 2001 口山　佳澄(2) 皇學館高 1:05.33 q 3 3 645 山添結希乃(1) 神戸高 1:07.66 q
ﾋｬｸﾀｹ ﾕｳｶ ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ

4 8 1768 百武　柚香(1) 相可高 1:06.07 q 4 8 1447 西田　彩乃(2) 亀山高 1:10.28
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ ｵｼｶﾜ ｶﾘﾝ

5 7 630 濱口　真波(2) 神戸高 1:06.40 q 5 2 1463 押川　佳鈴(1) 亀山高 1:11.22
ｱｻﾉ ﾓﾓｶ ﾊﾏﾁ ﾊﾙﾎ

4 2081 淺野　百花(1) 皇學館高 DNS 6 1182 濵地　晴帆(1) 三重高 DNS
ﾏﾂｻｶ ｶﾎ ﾉﾅｶ ｱﾕ

5 5 松坂　果歩(3) 四日市商高 DNS 7 736 野中　有優(1) 尾鷲高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ ﾄﾐﾀﾞ ｻｸﾗ

1 7 724 濱口　蒼生(2) 尾鷲高 1:07.90 1 6 454 冨田　咲来(1) 津東高 1:08.10
ﾅﾅｼﾏ ﾏﾅｶ ﾋﾗｾ ﾕｷﾉ 

2 5 1448 七島　愛華(2) 亀山高 1:08.07 2 8 676 平瀬　由乃(1) 松阪高 1:09.19
ﾂｳｲｺ ﾐｴｱﾗﾅ ﾑﾗﾀ ﾋﾕｳ

3 6 1192 ﾂｳｲｺ ﾐｴｱﾗﾅ(1) 三重高 1:08.11 3 5 670 村田　妃優(1) 松阪高 1:10.27
ｸﾗｼﾞｮｳ ﾕｳｶ ﾐﾂｼﾞ ﾅﾂｷ

4 8 1464 藏城　侑伽(1) 亀山高 1:16.40 OP 4 396 三辻　菜月(1) 比叡山高 1:05.14
ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂﾞｷ ｶﾜｼﾏ ﾁﾎ

3 1920 川本　菜月(2) 高田高 DNS 3 2038 川島　千歩(1) 高田高 DNS
ﾎﾘｶﾜ ｱﾐ ｺﾎﾘ ﾅﾅｶ

4 2037 堀川　亜美(1) 高田高 DNS 7 1176 小堀　七夏(2) 三重高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｶﾈ

1 3 10 柴原　茜音(2) 四日市商高 1:01.14
ﾊﾔﾀ ﾘｻ

2 4 2003 早田　梨紗(2) 皇學館高 1:03.60
ﾋｬｸﾀｹ ﾕｳｶ

3 5 1768 百武　柚香(1) 相可高 1:04.95
ｸﾁﾔﾏ ｶｽﾐ

4 6 2001 口山　佳澄(2) 皇學館高 1:05.05
ｲﾄｳ ｾｲﾗ

5 7 1919 伊藤　聖良(2) 高田高 1:06.86
ｱﾗｶﾜ ﾁﾅ

6 1 1174 荒川　千奈(2) 三重高 1:06.97
ﾔﾏｿﾞｴ ﾕｷﾉ

7 2 645 山添結希乃(1) 神戸高 1:08.21
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ

8 630 濱口　真波(2) 神戸高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子800m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

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)            2:23.55   服部　貴子(皇學館大)                  2013(第8回) 7月30日 10:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ｾｲﾗ

1 6 1919 伊藤　聖良(2) 高田高 2:26.68
ﾀﾅｶ ｻｷ

2 8 444 田中　瑳紀(2) 津東高 2:28.84
ﾋﾗｾ ﾕｷﾉ 

3 3 676 平瀬　由乃(1) 松阪高 2:30.26
ﾅﾅｼﾏ ﾏﾅｶ

4 7 1448 七島　愛華(2) 亀山高 2:30.97
ｶﾄﾞ ﾜｶﾅ

5 9 441 門　　和奏(2) 津東高 2:32.57
ﾑﾗﾀ ﾋﾕｳ

6 5 670 村田　妃優(1) 松阪高 2:40.82
ｷﾀｲ ｼﾖﾘ

7 14 442 北井　志和(2) 津東高 2:42.59
ｱｶｼ ｶﾅ

8 12 452 明石　佳奈(1) 津東高 2:49.55
ｸﾗｼﾞｮｳ ﾕｳｶ

9 1 1464 藏城　侑伽(1) 亀山高 2:53.26
ｶﾜｼﾏ ﾁﾎ

2 2038 川島　千歩(1) 高田高 DNS
ﾎﾘｶﾜ ｱﾐ

4 2037 堀川　亜美(1) 高田高 DNS
ｽｷﾞｻｶ ｱﾔﾉ

10 443 杉坂　綾乃(2) 津東高 DNS
ﾉﾅｶ ｱﾕ

11 736 野中　有優(1) 尾鷲高 DNS
ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂﾞｷ

13 1920 川本　菜月(2) 高田高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子3000m
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              9:04.56   杉原　加代(デンソー)                  2009

大会記録(GR)            10:19.03  山本　実加(中京女子大)                2008(第3回) 7月30日 17:35 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 ｻｷ

1 4 444 田中　瑳紀(2) 津東高 11:04.71
ｶﾄﾞ ﾜｶﾅ

2 2 441 門　　和奏(2) 津東高 11:11.96
ｷﾀｲ ｼﾖﾘ

3 1 442 北井　志和(2) 津東高 12:40.18
ｱｶｼ ｶﾅ

4 5 452 明石　佳奈(1) 津東高 14:20.07
ｽｷﾞｻｶ ｱﾔﾉ

3 443 杉坂　綾乃(2) 津東高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              13.51     熊谷　史子(M&K)                       2010

大会記録(GR)            14.71     西垣　朱音(松阪商高)                  2015(第10回) 7月30日 16:05 決　勝

決　勝　

(風:-3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ

1 5 18 奥林　　凜(1) 四日市商高 15.18
ﾅｶﾉ ﾗﾝ

2 4 11 中野　　藍(2) 四日市商高 15.71
ﾄｷﾀﾞ ﾕﾒﾐ

3 3 5767 時田　夢実 熊野ＲＣ 17.54
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

4 7 1931 山田　凪紗(1) 高田高 19.86
ｴﾊﾞﾗ ｱｶﾘ

OP 8 363 江原　朱里(1) 比叡山高 17.33
ｼﾓﾉ ｲﾛﾊ

OP 6 270 下野　彩葉(2) 比叡山高 18.21
ﾊｾ ｱﾏﾈ

OP 2 358 長谷　海音(1) 比叡山高 18.72



一般高校女子4×100mR
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              46.02     宇治山田商高(木下・橋爪・作野・世古)  2005

大会記録(GR)            48.94     宇治山田商高(角谷・伊藤・金澤・森本)  2011(第6回) 7月30日 09:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 四日市商高-A 20 橋口　義美(1) ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 48.87 GR
18 奥林　　凜(1) ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ
11 中野　　藍(2) ﾅｶﾉ ﾗﾝ
4 三杉　七美(2) ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ

2 2 皇學館高 2083 永江　瑠藍(1) ﾅｶﾞｴ ﾙﾗ 50.04
2082 寺本　朱那(1) ﾃﾗﾓﾄ ｼﾞｭﾅ
2002 辰巳　奈那(2) ﾀﾂﾐ ﾅﾅ
2081 淺野　百花(1) ｱｻﾉ ﾓﾓｶ

3 8 四日市商高-B 24 川村　海月(1) ｶﾜﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 50.19
2 原田　優蘭(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾗﾝ
21 羽根のどか(1) ﾊﾈ ﾉﾄﾞｶ
10 柴原　茜音(2) ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｶﾈ

4 4 神戸高-A 654 澤藤　真華(1) ｻﾜﾌｼﾞ ﾏｻｶ 52.22
627 加藤　麻由(2) ｶﾄｳ ﾏﾕ
630 濱口　真波(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ
629 塩竹　美友(2) ｼｵﾀｹ ﾐﾕ

5 6 津東高 454 冨田　咲来(1) ﾄﾐﾀﾞ ｻｸﾗ 57.30
453 小林奈々夏(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ
457 三島乃里子(1) ﾐｼﾏ ﾉﾘｺ
455 別所　亜美(1) ﾍﾞｯｼｮ ｱﾐ

6 1 神戸高-B 653 早川　愛菜(1) ﾊﾔｶﾜ ｱｲﾅ 57.40
650 打田亜弓加(1) ｳﾁﾀﾞ ｱﾕｶ
652 植木　愛香(1) ｳｴｷ ﾏﾅｶ
645 山添結希乃(1) ﾔﾏｿﾞｴ ﾕｷﾉ

7 3 高田高 1921 高山みなみ(2) ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ 59.54
1919 伊藤　聖良(2) ｲﾄｳ ｾｲﾗ
1931 山田　凪紗(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｷﾞｻ
2170 堀内　夏美(1) ﾎﾘｳﾁ ﾅﾂﾐ

8 7 尾鷲高 723 山口　愛海(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾐ 1:00.52

724 濱口　蒼生(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ
735 中野　未沙(1) ﾅｶﾉ ﾐｻ
725 堀内　菜智(2) ﾎﾘｳﾁ ﾅﾁ

凡例  GR:大会記録



一般高校女子走高跳
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

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) 7月30日 09:30 決　勝

決　勝　

ｺﾞﾄｳ ｴﾐﾅ ○ ○ × × ○ × × ×

1 1 16 後藤永実奈(1) 四日市商高 1m50

1m44 1m47 1m50 1m53
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



一般高校女子棒高跳
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              3m70      中林　麻奈(日本体育大)                2016

大会記録(GR)            3m40      中林　麻奈(相可高)                    2013(第8回) 7月30日 09:30 決　勝

決　勝　

ｲｽﾞﾐ ｹｲｺ ○ － × × ×

1 2 5545 泉　　恵子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2m00
ｲｽﾞﾐ ﾕｶ

1 5133 泉　　有華 ＶＯＬＫ DNS

2m10 2m20
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

凡例  DNS:欠場



一般高校女子走幅跳
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              6m54      井村久美子(IDER)                      2010

大会記録(GR)            5m44      寺田　菜美(皇學館大)                  2014(第9回) 7月30日 09:00 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾂﾐ ﾅﾅ 4m82 5m02 5m09 5m09
1 12 2002 辰巳　奈那(2) 皇學館高 +1.2 +1.9 +1.0 +1.0

ﾎﾘｳﾁ ﾅﾁ 4m78 × 4m82 4m82
2 8 725 堀内　菜智(2) 尾鷲高 +1.5 +1.2 +1.2

ｼｵﾀｹ ﾐﾕ 4m64 × 4m74 4m74
3 11 629 塩竹　美友(2) 神戸高 +0.5 +0.3 +0.3

ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ 4m64 4m67 4m72 4m72
4 10 1160 中川　沙希(3) 三重高 +0.8 0.0 +0.1 +0.1

ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾘ 4m46 4m50 4m69 4m69
5 9 1381 西山日奈梨(2) 久居高 +1.4 0.0 +0.8 +0.8

ｱﾗｷ ﾕｳｶ × 4m54 4m34 4m54
6 7 25 荒木　優花(1) 四日市商高 +1.1 +1.0 +1.1

ﾄｷﾀﾞ ﾕﾒﾐ × 4m40 4m32 4m40
7 2 5767 時田　夢実 熊野ＲＣ 0.0 +0.8 0.0

ｲｿﾍﾞ ﾚｲﾅ 2m43 4m35 4m31 4m35
8 5 1392 磯部　令奈(1) 久居高 +1.0 +0.6 +1.1 +0.6

ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ × × 4m33 4m33
9 6 1921 高山みなみ(2) 高田高 +1.4 +1.4

ﾅｶﾉ ﾐｻ 3m84 3m81 3m77 3m84
10 1 735 中野　未沙(1) 尾鷲高 +0.5 +1.1 +0.6 +0.5

ｳｴｷ ﾏﾅｶ 3m08 3m02 3m14 3m14
11 3 652 植木　愛香(1) 神戸高 0.0 +1.0 +0.3 +0.3

ﾏｴﾑﾗ ｱｶﾈ

4 644 前村　　茜(1) 神戸高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子三段跳
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

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) 7月30日 16:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ 10m06 10m63 10m46 10m63
1 5 1160 中川　沙希(3) 三重高 0.0 +1.3 +3.2 +1.3

ﾉｼﾞﾏ ﾐｽﾞﾊ 9m92 × 10m50 10m50
2 3 2084 野嶋　瑞葉(1) 皇學館高 -0.3 +0.4 +0.4

ｼｵﾀｹ ﾐﾕ 9m88 10m02 10m28 10m28
3 7 629 塩竹　美友(2) 神戸高 +1.0 +1.0 +2.6 +2.6 *F2

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｻ 9m94 9m81 10m06 10m06
4 4 2004 樋口　友彩(2) 皇學館高 +0.7 +0.9 +0.8 +0.8

ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｺﾛ 9m87 × 9m92 9m92
5 2 2111 出口こころ(2) 松阪高 +1.6 +2.2 +2.2 *F1

ﾎﾘｳﾁ ﾅﾁ 9m82 9m49 × 9m82
6 6 725 堀内　菜智(2) 尾鷲高 +1.3 +1.1 +1.3

ﾄﾐﾀﾞ ｻｸﾗ × × ×
1 454 冨田　咲来(1) 津東高 NM

凡例  NM:記録なし *F1:1回目が公認最高 *F2:2回目が公認最高



一般高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              16m34     市岡　寿実(国士舘大)                  2001

大会記録(GR)            11m78     山﨑　美香(宇治山田商高)              2009(第4回) 7月30日 12:00 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀｼﾞﾏﾖｼｺ

1 5 5637 喜多嶋良子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 10m38 10m04 9m99 10m38
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾒ

2 6 1444 近藤　　夢(2) 亀山高 9m74 9m10 10m34 10m34
ﾊﾔｼ ﾏﾎ

3 4 1781 林　　真穂(2) 久居農林高 9m47 9m43 10m15 10m15
ｲﾄｳ ｱｶﾘ

4 2 1763 伊藤明楓里(2) 相可高 7m60 7m84 × 7m84
ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｴ

5 1 734 中川　由恵(1) 尾鷲高 7m12 6m44 7m15 7m15
ﾋｴﾀﾞ ｶﾉﾝ

6 3 5759 稗田　果音 熊野ＲＣ 6m86 6m20 6m83 6m86
ｶﾄﾞﾏｴ ｻﾄｺ

7 6451 角前　智子(4) 皇學館大 × × × NM
ｼｹﾞﾔﾏﾁﾋﾛ

OP 8 A3044 茂山　千尋 国士舘クラブ × × × NM

凡例  NM:記録なし



一般高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

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) 7月30日 09:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀｼﾞﾏﾖｼｺ

1 6 5637 喜多嶋良子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × 32m73 × 32m73
ｵｵﾀ ｼｮｳｺ

2 5 626 太田　翔子(2) 神戸高 × 26m76 × 26m76
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ

3 2 2113 髙橋ひなた(1) 松阪高 × × 26m49 26m49
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾒ

4 4 1444 近藤　　夢(2) 亀山高 × × 22m78 22m78
ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾊﾙｶ

5 1 2110 柴﨑　遥香(1) 四日市商高 × 21m95 × 21m95
ﾋｴﾀﾞ ｶﾉﾝ

6 3 5759 稗田　果音 熊野ＲＣ × 15m57 × 15m57



一般高校女子やり投(600g)
審 判 長：松田　伸彦

記録主任：藪北　則行

県記録(KR)              53m26     坂倉　杏奈(鹿屋体育大)                2014

大会記録(GR)            46m16     栗田　琴音(津商高)                    2013(第8回) 7月30日 14:30 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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｲｷ ｸﾐｺ

1 7 8 立木玖実子(3) 四日市商高 34m29 × × 34m29
ﾑﾗｲ ﾕﾗ

2 6 1395 村井　夢來(1) 久居高 × 30m19 × 30m19
ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾊﾙｶ

3 5 2110 柴﨑　遥香(1) 四日市商高 × × 20m67 20m67
ｶﾜﾊﾗ ﾘﾝ

4 4 1393 河原　　凜(1) 久居高 × 19m98 × 19m98
ﾀﾆｳﾁ ｷｻ

5 3 1394 谷内　希早(1) 久居高 16m11 × × 16m11
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ

6 2 2113 髙橋ひなた(1) 松阪高 × 14m15 × 14m15
ｲﾅｶﾞｷ ﾎﾉｶ

OP 1 395 稲垣ほのか(1) 比叡山高 16m76 × × 16m76


