
ト ラ ッ ク 審 判 長 松田　伸彦

跳 躍 審 判 長 松田　伸彦

投 て き 審 判 長 松田　伸彦

記 録 主 任 藪北　則行

日付 種目

猿木　渉(3) 11.71 中里　理琥(3) 12.12 仲野　颯真(3) 12.21 近藤　駿希(3) 12.24 平田　晃大(3) 12.26 米川　浩叶(3) 12.36 堀口　拓夢(3) 12.43 中村　祉貴(3) 12.48
大台陸上ク 松阪中部中 文岡中 玉城中 三雲中 三雲中 明和中 玉城中
猿木　渉(3) 23.73 中里　理琥(3) 24.01 武市　直仁(2) 24.28 西井　大耀(3) 24.89 山舗　陽人(3) 25.08 杉阪　武人(2) 25.22 宮本　楓真(3) 25.53 建井　陽賢(3) 25.79
大台陸上ク 松阪中部中 殿町中 久保中 三雲中 三雲中 明和中 西橋内中
鶴園　陸(3) 2:04.67 田川　俊貴(2) 2:08.61 西江　康晴(3) 2:08.97 岡野　雄大(3) 2:09.85 岡村　奏汰(1) 2:12.28 佐波　煌暉(3) 2:16.28 福山　怜央(3) 2:16.44 中村　海斗(3) 2:17.77
久居西中 三雲中 大安中 文岡中 松阪中部中 久居西中 三雲中 松阪中部中
田川　俊貴(2) 4:25.41 島村　実来(3) 4:29.24 安保　颯真(2) 4:29.72 野口　夏陽(3) 4:31.46 大東　凪翔(3) 4:32.67 種岡　空(3) 4:35.47 田米　香太郎(3) 4:37.06 中村　恒介(3) 4:38.16
三雲中 文岡中 三雲中 三雲中 文岡中 久居西中 玉城中 三雲中
矢倉　隆彰(2) 16.92 水谷　壮希(3) 17.00 小林　駿斗(2) 18.05 野呂　海綸(3) 18.15 松永　誠(3) 18.95 村瀬　有馬(2) 19.21 川合　璃琉(2) 19.76 林　蒼翔(2) 20.29
三重大附属中 大安中 松阪中部中 三重大附属中 三重大附属中 桜浜中 多気中 久保中
玉城中A 44.69 文岡中A 45.16 三雲中A 46.78 久保中A 46.85 多気中A 46.99 松阪西中 47.21 松阪中部中A 47.22
草尾　漣孜(3) GR 小林　尊琉(2) GR 山門　龍馬(3) 長谷川　斗麻(3) 谷奥　珀玖(3) 田中　温輝(3) 権田　一洋(3)
三浦　響(3) 坪谷　奏(3) 山舗　陽人(3) 辻井　徠斗(3) 高山　和也(3) 垣内　連(3) 堀江　翔大(2)
上田　凛太朗(3) 仲野　颯真(3) 米川　浩叶(3) 西井　大耀(3) 扇田　宗青(3) 上山　士童(3) 宮崎　真祈(2)
内山　真志(3) 杉原　輝(3) 平田　晃大(3) 平生　悠真(3) 堀江　叶人(3) 安濃　慶倖(3) 中里　理琥(3)
橋爪　瑠海(2) 1m65 矢倉　隆彰(2) 1m65 内山　真志(3) 1m60 藤田　大地(2) 1m50 向原　悠斗(2) 1m45 伊藤　綾汰(2) 1m40
明和中 三重大附属中 玉城中 陵成中 玉城中 松阪中部中

堀井　海翔(3) 1m45
久保中
竹中　太志(2) 1m45
城田中

中村　祉貴(3) 3m20 西岡　楓(J3) 3m10 濱口　侑万(2) 2m80 田中　壱晟(J3) 2m70 倉井　凰(2) 2m40 大山　礼(2) 2m20 山下　喜琉(1) 2m00
玉城中 熊野RC 桜浜中 熊野RC 城田中 陵成中 玉城中
坪谷　奏(3) 5m83(-0.2) 宮本　恭佑(3) 5m48(-1.0) 平生　悠真(3) 5m35(-1.4) 伊冨　海音(3) 5m33(+0.7) 中山　侑悟(3) 5m24(-1.5) 松永　誠(3) 5m14(-0.9) 早水　凪(2) 5m08(-0.1) 藤田　大地(2) 5m03(-0.8)
文岡中 城田中 久保中 大安中 多気中 三重大附属中 明和中 陵成中
平生　悠真(3) 11m66(+2.3) 宮本　恭佑(3) 11m62(+0.8) 水津　翔貴(3) 11m33(-0.5) 坪谷　奏(3) 11m20(+3.6) 西川　太智(3) 10m70(+2.0) 山北　悠央(3) 10m49(+1.1) 宮本　徠翔(2) 10m20(+1.2)
久保中 *F2 城田中 光風中 文岡中 公認記録なし 玉城中 大安中 玉城中

公認11m41(+1.0)

北村　至(2) 11m36 向井　陽汰(3) 11m04 溝口　絢信(3) 10m44 森田　拓(2) 9m22 藤本　大寿(3) 8m52 竹谷　大伸(2) 8m24 宮脇　和海(2) 7m84 山﨑　聖哉(1) 7m48
桜浜中 殿町中 桜浜中 桜浜中 久居西中 紀北中 久保中 桜浜中
平田　晃大(3) 35m89 向井　陽汰(3) 33m45 溝口　絢信(3) 29m88 伊藤　煌徒(2) 27m65 北村　至(2) 27m63 森川　輝幸(3) 24m89 坪井　龍駕(2) 22m18 森田　拓(2) 21m31
三雲中 殿町中 桜浜中 三雲中 桜浜中 多気中 玉城中 桜浜中

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 *F8:2番目の記録による順位

7月31日 中学男子円盤投(1.500kg)

7月31日 中学男子砲丸投(5.000kg)

7月31日 中学男子三段跳

7月31日 中学男子棒高跳

7月31日 中学男子走幅跳

7月31日 中学男子4×100mR

7月31日 中学男子走高跳

7月31日
中学男子110mYH(0.914m) 

風：-2.1

7月31日 中学男子1500m

7月31日
中学男子200m 

風：-0.8

7月31日 中学男子800m

8位

7月31日
中学男子100m 

風：-2.1
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ト ラ ッ ク 審 判 長 松田　伸彦

跳 躍 審 判 長 松田　伸彦

投 て き 審 判 長 松田　伸彦

記 録 主 任 藪北　則行

中垣内　万尋(3) 13.48 三輪　はな(3) 13.68 山口　杏璃(2) 13.82 東　里紗(3) 13.86 村山　美月(3) 14.11 高杉　美羽(3) 14.14 中村　晏菜(3) 14.45 嶋田　有紗(2) 14.53
三重大附属中 殿町中 三重大附属中 南勢中 三雲中 殿町中 三雲中 陵成中
芹田　悠花(3) 26.80 山口　杏璃(2) 27.17 濱口　眞衣(3) 27.67 中村　真菜(1) 27.95 竹内　來夢(3) 28.42 林　芽生(2) 28.75 小倉　彩優(2) 29.96
三雲中 GR 三重大附属中 文岡中 三雲中 玉城中 三雲中 明和中
波多野　心音(1) 2:18.09 佐藤　菜々美(1) 2:28.37 東山　心結(1) 2:30.24 浅井　芽衣(3) 2:31.12 中辻　深月(3) 2:38.19 中村　真菜(1) 2:39.08 深田　紗良(3) 2:39.27 倉野　由奈(3) 2:40.26
三雲中 GR 西橋内中 久居西中 大安中 桜浜中 三雲中 多気中 三重中
中川　実來(3) 5:17.03 坂口　悠菜(2) 5:27.85 山北　美心(3) 5:38.07 野呂　歩実(2) 5:38.88 積木　夕亞(1) 5:40.87 松本　藍里(3) 5:42.43 鎌倉　希(2) 5:44.68 深田　紗良(3) 5:50.92
桜浜中 久居西中 大安中 大台陸上ク 松阪中部中 城田中 多気中 多気中
可児　杏恋(3) 15.97 濱口　眞衣(3) 17.24 山口　琴未(1) 17.30 窪田　悠月(3) 17.38 西村　百々花(3) 17.98 山口　優奈(2) 18.33 高野　海愛(2) 18.74 仲井　月音(2) 20.13
桜浜中 文岡中 桜浜中 桜浜中 南勢中 多気中 玉城中 光風中
三重大附属中 52.51 三雲中A 52.58 殿町中A 53.22 玉城中A 53.70 陵成中 53.83 南勢中 54.08 三雲中B 54.14 桜浜中 54.33
金原　由実(3) 村山　美月(3) 萩原　美心(2) 山路　莉世(3) 石川　笑(2) 岡井　心優(3) 金山　琳(2) 木場本　梨瑚(3)
山口　杏璃(2) 芹田　悠花(3) 田中　沙來(3) 竹内　來夢(3) 嶋田　有紗(2) 長谷川　百合愛(2) 中村　真菜(1) 山口　琴未(1)
中垣内　万尋(3) 中村　晏菜(3) 高杉　美羽(3) 八田　空羽(3) 長谷川　麗璃(1) 西村　百々花(3) 波多野　心音(1) 大野　花歩(3)
髙田　侑実(3) 髙山　さわ(3) 三輪　はな(3) 村木　円珂(3) 井垣　瑠夏(2) 東　里紗(3) 林　芽生(2) 中川　実來(3)
扇谷　愛心(3) 1m38 塚本　四季(3) 1m35 西尾　奏音(3) 1m35 浦出　羽菜(3) 1m35 三浦　奏(2) 1m35 中西　旬珠(3) 1m30
松阪西中 光風中 城田中 三雲中 玉城中 久保中

馬渡　咲希(2) 1m35 倉野　友萌(2) 1m30
紀北中 玉城中

大野　花歩(3) 2m60 前田　陽菜(2) 2m40 田中　芙佳(3) 2m30 久保　羽々奈(J3) 2m20 中村　未来(3) 2m10
桜浜中 文岡中 文岡中 熊野RC 玉城中

下村　珠乃(3) 2m30
玉城中

八田　空羽(3) 4m68(+2.0) 町井　心優(3) 4m50(+3.5) 高杉　美羽(3) 4m41(+1.3) 田丸　りりあ(3) 4m38(+4.5) 山路　莉世(3) 4m33(+1.9) 西山　かん菜(3) 4m32(+3.0) 西濱　瑠華(2) 4m19(+2.7) 小田　百華(2) 4m07(+1.7)
玉城中 三重大附属中 公認記録なし 殿町中 多気中 公認記録なし 玉城中 久居西中 *F3 文岡中 *F2 光風中

公認4m19(+1.3) 公認4m18(+0.9)

八田　空羽(3) 9m33(+0.9) 中西　悠香(3) 9m04(-1.7) 髙田　侑実(3) 8m75(+0.4) 谷川原　未来(2) 8m75(+1.0) 町井　心優(3) 8m75(+1.0) 藤田　結愛(2) 8m63(+1.1) 濵口　まの(3) 8m47(+1.1)
玉城中 久保中 三重大附属中 玉城中 *F8 三重大附属中 *F8 陵成中 志摩中
小川　莉緒(2) 13m37 前田　彩名(3) 9m27 高野　海愛(2) 8m56 西口　遥果(2) 8m43 丸山　姫奈(3) 8m18 羽根　桃奈(2) 8m05 木場本　梨瑚(3) 7m99 熊川　乃愛(3) 7m86
東海中 文岡中 玉城中 城田中 三雲中 玉城中 桜浜中 三雲中
羽根　桃奈(2) 22m99 木場本　梨瑚(3) 21m83 前田　彩名(3) 21m20 西口　遥果(2) 20m26 和手　清香(3) 19m45 濵口　まの(3) 19m22 一志　七海(3) 19m19 谷口　芽衣(1) 15m68
玉城中 桜浜中 文岡中 城田中 三重大附属中 志摩中 桜浜中 志摩中

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 *F8:2番目の記録による順位

7月31日 中学女子砲丸投(2.721kg)

7月31日 中学女子円盤投(1.000kg)

7月31日 中学女子三段跳

7月31日 中学女子棒高跳

7月31日 中学女子走幅跳

7月31日 中学女子4×100mR

7月31日 中学女子走高跳

7月31日
中学女子100mMH 

風：-2.6

7月31日 中学女子1500m

第17回松阪陸上競技選手権大会 【22230737】 
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢第二競技場 【233100】 
2022/07/31 ～ 2022/07/31

7月31日
中学女子200m 

風：-2.0

7月31日 中学女子800m

7月31日
中学女子100m 

風：-4.9



第17回松阪陸上競技選手権大会 【22230737】 新・タイ記録一覧表
三重交通Ｇスポーツの杜伊勢第二競技場 【233100】 出力時刻 2022/07/31 17:53
2022/07/31 ～ 2022/07/31

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 7月31日 大会記録 男 中学 4×100mR 予　選 2 1 45.21 文岡中A(三重) 小林　尊琉(2)
坪谷　奏(3)
仲野　颯真(3)
杉原　輝(3)

2 7月31日 大会記録 男 中学 4×100mR 予　選 4 1 44.83 玉城中A(三重) 草尾　漣孜(3)
三浦　響(3)
上田　凛太朗(3)
内山　真志(3)

3 7月31日 大会記録 男 中学 4×100mR 決　勝 1 1 44.69 玉城中A(三重) 草尾　漣孜(3)
三浦　響(3)
上田　凛太朗(3)
内山　真志(3)

4 7月31日 大会記録 男 中学 4×100mR 決　勝 1 2 45.16 文岡中A(三重) 小林　尊琉(2)
坪谷　奏(3)
仲野　颯真(3)
杉原　輝(3)

5 7月31日 大会記録 女 中学 200m 予　選 6 1 26.84 -1.0m/s 芹田　悠花(3) 三雲中
6 7月31日 大会記録 女 中学 200m 決　勝 1 1 26.80 -2.0m/s 芹田　悠花(3) 三雲中
7 7月31日 大会記録 女 中学 800m ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 1 2:18.09 波多野　心音(1) 三雲中



コンディション情報

大会総務 諸戸　宣行 トラック審判長 松田　伸彦
跳躍審判長 松田　伸彦 投てき審判長 松田　伸彦

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/07/31 09:00 晴 34.4 45.0 南西 1.3

10:00 晴 38.6 45.0 西 0.8
11:00 晴 34.5 43.0 南 2.6
12:00 晴 35.8 40.0 南 1.7
13:00 晴 34.7 48.0 南 0.9
14:00 晴 35.0 45.0 西南西 3.1
15:00 晴 34.1 56.0 西南西 2.3
16:00 晴 33.9 57.0 西南西 1.2
17:00 晴 32.1 60.0 南西 1.4

競技場
競技場
競技場
競技場

測定場所
競技場
競技場
競技場
競技場
競技場
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