
１００ｍ 昨年度平均 １０秒６４

本年度平均 １０秒７４

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 10.49 岡部　和憲 筑波大 日本選手権 布勢 6.06
2 10.52 奥野　裕嗣 法政大 東海選手権 草薙 8.29
3 10.63 石川　裕司 IseTC 国体一次選考会 三重県営 4.17
4 10.75 村田　智広 IseTC 奈良県選手権 鴻ノ池 5.03
5 10.78 松永　康孝 中央大 日本学生 国立 7.02
〃 〃 釜谷　剛史 IseTC 三重県選手権 三重県営 7.11
7 10.82 島田　高宏 尾鷲高 三重県高校 三重県営 5.29
8 10.86吉村　純平 宇治山田商高 東海高校 長良川 6.19
9 10.87 中川　忠則 IseTC 南勢記録会 三重県営 5.15
〃 〃 北川　朋哉 宇治山田商高 東海高校 長良川 6.19



２００ｍ 昨年度平均 ２１秒５３

本年度平均 ２１秒５５

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 21.06 樋口　信吾 日本体育大 日体大選手権 健志台 11.07
2 21.25 奥野　裕嗣 法政大 東海選手権 草薙 8.28
3 21.34 松永　康孝 中央大 東海選手権 草薙 8.28
4 21.39 野田　無我 中央大 東海選手権 草薙 8.28
5 21.45 石川　裕司 IseTC 静岡国際 草薙 5.03
6 21.49 島田　高宏 尾鷲高 全国高校 浜山 8.05
7 21.55 北岡　智識 京都産業大 三重県選手権 三重県営 7.10
8 21.70 岩井　浩紀 名張桔梗丘高 東海高校 長良川 6.20
9 21.72 竹林　正人 皇學館大 志摩郡陸上 三重県営 6.05
10 21.79 岡部　和憲 筑波大 東京選手権 国立 5.02
〃 〃 池下　裕貴 天理大 関西学生 長居 5.21



４００ｍ 昨年度平均 ４８秒１７

本年度平均 ４８秒２３

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 46.69 北岡　慶昭 三重陸協 日本選手権 布勢 6.05
2 47.14 野田　無我 中央大 日本学生 国立 7.02
3 47.40岩井　浩紀 名張桔梗丘高 三重県高校 三重県営 5.28
4 47.64 樋口　信吾 日本体育大 関東学生 横浜国際 5.14
5 47.79 濵地　春男 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 5.28
6 48.24 北岡　智識 京都産業大 京都府記録会 西京極 5.08
7 48.96 河西　章 宇治山田高 三重県高校新人 四日市 9.25
8 49.03 川本　圭一 三重大 国公立22大学対校 上尾 9.07
9 49.64 長谷川　　健 名張桔梗丘高 三重県高校新人 四日市 9.25
10 49.76 吉村　純平 宇治山田商高 南勢記録会 三重県営 9.11



８００ｍ 昨年度平均 １分５５秒４４
本年度平均 １分５５秒８１

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
新 1 1.51.10 坂　　直哉 名城大 日本学生 国立 7.03

2 1.54.08 小林　史和 ＮＴＮ 中部実業団 長良川 5.08
3 1.54.10 河瀬　大樹 伊勢高 全国高校 浜山 8.04
4 1.55.78 上野　秀和 米鈴AC 中京大学土曜記録会 中京大 4.03
5 1.56.21 前田　尚吾 宇治山田高　 東海高校 長良川 6.19
6 1.56.33 高林　祐介 上野工高 東海高校 長良川 6.19
7 1.56.79 森岡　孝太郎 上野高 東海高校 長良川 6.19
8 1.57.88 中川　達哉 伊勢工高 東海高校 長良川 6.19
9 1.57.92 菅瀬　千尋 三重大 東海選手権 草薙 8.28
10 1.57.93 松原　正樹 三重県教員クラブ 三重県選手権 三重県営 7.10



１５００ｍ 昨年度平均 ３分５２秒１０
本年度平均 ３分５０秒９７

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
日本新・県新 1 3.37.42 小林　史和 ＮＴＮ ナイトオブアスレティックフーズデン 7.31

2 3.44.59 木實　淳治 八千代工業 全日本実業団 新潟 9.25
3 3.46.13 坂下　智一 八千代工業 全日本実業団 新潟 9.25
4 3.47.64 高林　祐介 上野工高 全国高校 浜山 8.03
5 3.49.08 坂　　直哉 名城大 ﾐﾄﾞﾙディスタンスチャレンジ 尼崎 6.19
6 3.52.83 松垣　省吾 法政大 日体大長距離競技会 健志台 4.29
7 3.57.17 河口　雅之 上野工高 全国高校 浜山 8.02
8 3.57.48 長江　定矢 国学院大 三重県選手権 三重県営 7.11
9 3.57.69 梅枝　裕吉 日本体育大 三重県選手権 三重県営 7.11
10 3.59.69 坂本　翔太 稲生高 東海高校 長良川 6.18



５０００ｍ 昨年度平均 １４分０８秒５９
本年度平均 １４分０６秒９０

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
新 1 13.45.65 小林　史和 ＮＴＮ ディスタンスチャレンジインエコパ 小笠山 10.24

2 13.51.65 木實　淳治 八千代工業 ゴールデンゲームズINのべおか 西階 5.22
3 13.59.40 高道　淳也 八千代工業 ホクレンチャレンジ 円山 7.07
4 14.08.3 杉本　将友 上野工高 豊橋長距離競技会 豊橋 9.18
5 14.11.75 山根　雄一 柳河精機 ゴールデンゲームズINのべおか 西階 5.22
6 14.14.0 高林　祐介 上野工高 豊橋長距離競技会 豊橋 9.18
7 14.14.49 奥田　実 中央大 日体大長距離競技会 健志台 9.26
8 14.14.53 高須　則吉 NTN 中部実業団 長良川 5.09
9 14.14.6 川南　友佑 神奈川大 東海大記録会 東海大 4.24
〃 14.14.6 梅枝　裕吉 日本体育大 日体大長距離競技会 健志台 6.13

参 13.28.47 J　・　ムワンギＮＴＮ ゴールデンゲームズINのべおか 西階 5.22
13.29.60 J　・　ドゥング八千代工業 ゴールデンゲームズINのべおか 西階 5.22



１００００ｍ 昨年度平均 ２９分２７秒２６
本年度平均 ２９分３０秒４９

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 29.05.15 渡辺　篤志 ＮＴＮ ディスタンスチャレンジインエコパ 小笠山 10.24
2 29.13.78 木實　淳治 八千代工業 八王子ディスタンス八王子 11.24
3 29.21.76 高道　淳也 八千代工業 八王子ディスタンス八王子 11.24
4 29.23.15 奥田　孝志 八千代工業 ホクレンチャレンジ深川 6.30
5 29.28.82 川南　友佑 神奈川大 日体大長距離競技会 健志台 4.29
6 29.32.31 南川　勝大 東洋大 日体大記録会 健志台 10.24
7 29.32.90 山根　雄一 柳河精機 ディスタンスチャレンジインエコパ 小笠山 10.24
8 29.41.7 山下　直紀 NTN 日体大記録会 健志台 9.25
9 29.50.32 坂下　智一 八千代工業 八王子ディスタンス八王子 11.24
10 29.54.97 水越　大輔 大東文化大 日体大記録会 健志台 10.24

参 28.00.69 J　・　ドゥング八千代工業 八王子ディスタンス八王子 11.24
28.22.59 J　・　ムワンギＮＴＮ 群馬リレーカーニバル 前橋 10.10



１１０ｍハードル 昨年度平均 １５秒１8

本年度平均 １５秒０７

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 14.21 隈元　康太 日本体育大 東海選手権 草薙 8.29
2 14.81 前田　剛 名張桔梗丘高 三重県国体記録会 四日市 9.25
3 14.87 石垣　修司 三重県教員クラブ 東海選手権 草薙 8.29
4 14.98 竹内　雄一郎 名張桔梗丘高 東海高校 長良川 6.18
5 15.09 斎田　健治 伊勢工高 東海高校 長良川 6.18
6 15.14 森田　敏広 名古屋大 東海選手権 草薙 8.29
7 15.17 小瀧　和紀 伊勢工高 伊勢度会選手権 三重県営 8.11
8 15.41 上林　真介 三重県教員クラブ 三重県選手権 三重県営 7.11
9 15.50 山本　健太 宇治山田商高 東海高校新人 三重県営 10.23
10 15.59 岩崎　辰哉 桑名高 ジュニアオリンピック横浜国際 10.29



４００ｍハードル 昨年度平均 ５５秒３７
本年度平均 ５５秒0７

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 52.27 浜口　和也 京都産業大 日本ジュニア 神戸 6.26
2 53.43 竹内　雄一郎 名張桔梗丘高 東海高校 長良川 6.19
3 54.40 天白　喜啓 三重教員クラブ 伊勢度会選手権 三重県営 8.12
4 54.84 橋爪　勇人 桑名高 三重県高校 三重県営 5.29
5 55.55 河合　哲也 天理大 関西学生 長居 5.22
6 55.77 久保田　洋史 高田高 東海高校 長良川 6.19
7 55.78 丹羽　理 富山医薬大 北信越学生選手権 長野 10.10
8 56.11 中川　祐介 伊勢工高 東海高校 長良川 6.19
9 56.15 平本　飛鳥 宇治山田商高 三重県選手権 三重県営 7.10
10 56.35 木下　真一 名張西高 三重県高校 三重県営 5.29



３０００ｍ障害 昨年度平均 ９分０６秒４０
本年度平均 ９分０７秒２４

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 8.41.34 梅枝　裕吉 日本体育大 日本学生 国立 7.03
2 8.44.29 春田　真臣 ＮＴＮ 織田記念 広島 4.29
3 8.59.65 河合　祐介 順天堂大 関東学生 横浜国際 5.15
4 9.00.24 菅家　幸太 京都産業大 関西学生 長居第二 5.22
5 9.10.73 佐藤　雄治 上野工高 東海高校 長良川 6.19
6 9.13.21 平井　雅之 慶應大 東海選手権 草薙 8.29
7 9.13.37 長江　定矢 国学院大 平成国際大記録会 平成国際大 5.02
8 9.19.63 岩崎　孝紀 三重大 国体一次選考会 三重県営 4.18
9 9.22.72 開田　義輝 四日市大 東海学生 瑞穂 5.15
10 9.27.33 福田　友一 中央大 三重県選手権 三重県営 7.11



５０００ｍ競歩 昨年度平均 ２３分２６秒８７
本年度平均 ２４分０４秒６９

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 21.36.80 森田　朗弘 稲生高 四日市長距離選手権 四日市 12.12
2 23.21.93 森田　駿也 稲生高 四日市長距離選手権 四日市 12.12
3 23.38.72 谷村　大樹 津西高 四日市長距離選手権 四日市 12.12
4 23.51.93 兵後　有亮 尾鷲高 三重県高校 三重県営 5.30
5 24.21.69 櫻井　勇貴 津西高 東海選手権 草薙 8.28
6 24.31.40 佐野　寛幸 上野工高 三重県高校 三重県営 5.30
7 24.36.92 伊藤　慎吾 桑名高 国体一次選考会 三重県営 4.17
8 24.42.44 田中　智也 稲生高 東海高校新人 三重県営 10.23
9 24.54.47 近藤　学宏 桑名高 国体一次選考会 三重県営 4.17
10 25.10.59 落合　伸和 いなべ総合高 三重県高校春季 三重県営 5.08



出場者なし 記載はいりません



４×１００ｍリレー 昨年度平均 ４２秒１２

本年度平均 ４１秒６４

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 40.78 中川　忠則 IseTC 三重県選手権 三重県営 7.10

石川　裕司
釜谷　剛史
村田　智広

2 41.01 中川　忠則 IseTC 東海選手権 草薙 8.28
石川　裕司
釜谷　剛史
林　　教介

3 41.38 川西　弘志 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 5.29
北川　朋哉
濵地　春男
吉村　純平

4 41.43 橋本　訓人 三重県 国民体育大会 熊谷 10.26
岡部　和憲
樋口　信吾
島田　高宏

5 41.64 川西　正彦 宇治山田商高 全国高校 浜山 8.04
北川　朋哉
真弓　　理
吉村　純平

6 41.68 中川　忠則 IseTC 南勢記録会 三重県営 5.15
石川　裕司
釜谷　剛史
出口　義人

7 41.92 奥井　久登 IseTC 東海選手権 草薙 8.28
中川　忠則
釜谷　剛史
林　　教介

8 42.12 川西　正彦 宇治山田商高 三重県選手権 三重県営 7.10
北川　朋哉
丹羽　由起
吉村　純平

9 42.20 前田　洋稔 皇學館大 三重県選手権 三重県営 7.10
林　光信
矢野　雅己
竹林　正人

10 42.28 星名　勝也 四日市工高 三重県選手権 三重県営 7.10
齋藤　拓也
前出　卓也
加藤　祐規



４×４００ｍリレー 昨年度平均 ３分１９秒９１
本年度平均 ３分１９秒５１

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 3.16.57 竹内　雄一郎 名張桔梗丘高 東海高校 長良川 6.20

岩井　浩紀
岡野　出
長谷川　健

2 3.17.36 丹羽　由起 宇治山田商高 東海高校 長良川 6.20
吉村　純平
真弓　理
濵地　春男

3 3.18.43 川本　圭一 三重大 東海学生秋季 瑞穂 10.17
森田　輔
二宮　幸治

4 3.18.65 北川　朋哉 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 5.30
吉村　純平
丹羽　由起
濵地　春男

5 3.19.12 藤本　拓也 日本体育大 東海選手権 草薙 8.29
逢坂　瑞季
小島　勇司
樋口　信吾

6 3.19.84 丹羽　由起 宇治山田商高 全国高校 浜山 8.05
北川　朋哉
真弓　理
吉村　純平

7 3.20.27 藤本　拓也 日本体育大 東海選手権 草薙 8.29
逢坂　瑞季
隈元　康太
樋口　信吾

8 3.21.01 岩井　浩紀 名張桔梗丘高 東海選手権 草薙 8.29
長谷川　健
岡野　出
宗　英佑

9 3.21.60 川本　圭一 三重大 東海選手権 草薙 8.29
服部　正宏
森田　輔
二宮　幸治

10 3.22.18 菅瀬　千尋 三重大 国公立22大学対校 上尾 9.08
二宮　幸治
川本　圭一
安藤　邦男



１０ｋｍ 昨年度平均 ３１分４６秒３
本年度平均 ３１分４４秒３

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 31.20. 藤原　　司 上野工高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
2 31.30. 久野　雅浩 四日市工高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
3 31.33. 森　　弘光 上野工高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
4 31.44. 佐藤　彰紘 上野工高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
5 31.49. 加田　将士 四日市工高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
〃 〃 勝又　翼 三重高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
7 31.50. 山口　祥太 尾鷲高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
8 31.51. 山本　庸平 上野工高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
9 31.55. 樋口　真大 稲生高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15
10 32.02.宮田　越 四日市工高 中日三重ロードレース 伊勢 2.15



２０ｋｍ

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 1.01.41. 宮田　越 東洋大 高島平ロードレース高島平 10.17
2 1.03.36. 佐古　佳亮 神奈川大 よこすかシーサイドマラソン 横須賀市 11.23
3 1.04.18. 森　弘光 神奈川大 よこすかシーサイドマラソン 横須賀市 11.23
4 1.04.25. 梅枝　裕吉 日本体育大 高島平ロードレース高島平 10.17
5 1.00.40. 和田　政志 ＮＴＮ 犬山ハーフマラソン犬山 2.29



ハーフマラソン 昨年度平均 １時間０４分２２秒２
本年度平均 １時間０４分５３秒０

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 1.04.02. 和田　政志 ＮＴＮ 犬山ハーフマラソン 犬山 2.29
2 1.04.15. 奥田　実 中央大 上尾シティハーフマラソン 上尾 11.21
3 1.04.28. 梅枝　裕吉 日本体育大 上尾シティハーフマラソン 上尾 11.21
4 1.04.30. 高道　淳也 八千代工業 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 3.14
5 1.04.33. 石本　幸一 ＮＴＮ 犬山ハーフマラソン 犬山 2.29
6 1.04.43. 山根　雄一 柳河精機 犬山ハーフマラソン 犬山 2.29
7 1.04.47. 川頭　健一郎 ＮＴＮ 京都シティハーフマラソン 京都 3.14
8 1.05.45. 渡辺　篤志 NTN 犬山ハーフマラソン 犬山 2.29
9 1.06.19. 入野　　勉 ＮＴＮ 名古屋ハーフマラソン 名古屋 11.23

10 1.06.30. 高須　則吉 NTN 札幌国際ハーフマラソン 札幌 7.04

* 1.01.28. J　・　ムワンギＮＴＮ 札幌国際ハーフマラソン 札幌 7.04
1.03.58. J　・　ドゥング八千代工業 札幌国際ハーフマラソン 札幌 7.04
1.06.20. J　・　キマニ 八千代工業 名古屋ハーフマラソン 名古屋 11.23

マラソン 昨年度平均 ２時間３９分５２秒６
本年度平均 ２時間３７分３２秒２

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 2.19.13. 入野　勉 NTN パリマラソン パリ 4.04
2 2.32.38. 内田　孝史 四日市Ｔ＆ＦＣ別大毎日マラソン 大分 2.01
3 2.32.50. 小貫　克彦 NTN 大田原マラソン 大田原 11.23
4 2.33.26. 橋本　慎一 三重陸協 中日豊橋マラソン 豊橋 3.21
5 2.35.19. 米澤　博 名張AC 別大毎日マラソン 大分 2.01
6 2.35.51. 平野　義晴 三重陸協 びわ湖毎日マラソン びわ湖 3.07
7 2.39.20. 中川　浩昭 三重県庁AC 中日豊橋マラソン 豊橋 3.21
8 2.39.32. 近藤　裕治 ホンダ鈴鹿 福岡国際マラソン 福岡 12.05
9 2.40.41. 柏原　敏郎 ホンダ鈴鹿 福岡国際マラソン 福岡 12.05

10 2.43.42. 佐藤　弘志 八千代翔友会 防府読売マラソン 防府 12.19



１０ｋｍ競歩

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 47.50. 森田　朗弘 稲生高 愛知県元旦ﾛｰﾄﾞ 庄内緑地 1.01
2 49.31. 兵後　有亮 尾鷲高 日本ジュニア選抜 神戸 1.25
3 50.22. 森田　駿也 稲生高 全日本競歩 輪島 4.11
4 51.04. 桜井　優貴 津西高 日本ジュニア選抜 神戸 1.25
5 53.26. 近藤　学宏 桑名高 愛知県元旦ﾛｰﾄﾞ 庄内緑地 1.01



走高跳 昨年度平均 ２ｍ００
本年度平均 １ｍ９８

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 2m10 古野　裕司 日本体育大 日体大記録会 健志台 5.01
2 2m05 上林　真介 三重県教員クラブ国体一次選考会 三重県営 4.18
3 2m03 門谷　梓央 三重陸協 三重県選手権 三重県営 7.11
〃 〃 水谷　忠博 中京大 東海学生秋季 瑞穂 10.17
5 2m00 出口　超規 大阪経済大 関西学生 長居第二 5.23
6 1m95 東　　宏明 三重マスターズ国体一次選考会 三重県営 4.18
〃 〃 永尾　和史 中京大 三重県選手権 三重県営 7.11
8 1ｍ92 二ノ宮　慧介 宇治山田商高 三重県高校新人 四日市 9.26
9 1m90 森田　敏広 名古屋大 東海学生 瑞穂 5.14
〃 〃 原　康浩 四日市工高 東海高校 長良川 6.19



棒高跳 昨年度平均 ４ｍ４８
本年度平均 ４ｍ４７

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 5m30 安田　覚 三重教員クラブ 桑員記録会 東員 10.16
2 4m90 松岡　信太郎 中京大 国体一次選考会 三重県営 4.17
3 4m50 田所　晋 鶴見大 伊勢度会選手権 三重県営 8.12
4 4m40 黒岩　宏光 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 5.29
〃 〃 高川　真 宇治山田商高 三重県選手権 三重県営 7.11
6 4m30 中上　佳紀 皇學館高 三重県高校春季 三重県営 5.08
〃 〃 岩村　　　　聡 宇治山田商高 三重県高校新人 四日市 9.25
8 4m20 清水　聡 皇學館高 東海高校 長良川 6.19
〃 〃 森田　敏広 名古屋大 三重県選手権 三重県営 7.11
〃 〃 増田　友則 BEAST 南勢記録会 三重県営 11.03



走幅跳 昨年度平均 ７ｍ２６

本年度平均 ７ｍ１４

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 7m56 出口　義人 IseTC 南勢地区記録会 三重県営 11.03
2 7m40 前田　淳司 松阪高教 南勢地区記録会 三重県営 11.03
3 7m30 竹内　一真 関西学院大 西日本学生 岡山 9.11
4 7m21 奥井　久登 IseTC 東海選手権 草薙 8.28
5 7m08 畠山　智貴 四日市工高 東海高校 長良川 6.18
6 7m03 尾西　徹哉 大阪体育大 関西学年別選手権 長居第二 10.21
7 6m98 前出　卓也 四日市工高 東海高校新人 三重県営 10.23
8 6m96 中谷　健一 IseTC 国体一次選考会 三重県営 4.18
9 6m95 八尾　晃二 中京大 国体一次選考会 三重県営 4.18

10 6m91 石垣　剛史 国際武道大 平成16年度国際武道大学記録会 国際武道大 10.11



三段跳 昨年度平均 １４ｍ４５
本年度平均 １４ｍ６１

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日 風
1 15m68 出口　義人 IseTC 三重県選手権 三重県営 7.11 +1.6
2 15m06 笠松　諒 宇治山田商高 国民体育大会 熊谷 10.24 +0.7
3 15m00 前田　淳司 松阪高教 伊勢度会選手権 三重県営 8.12 +0.9
4 14m68 石垣　翔平 神戸高 全国高校 浜山 8.06 +1.6
5 14m44 山本　格 宇治山田商高 東海高校新人 三重県営 10.24 +0.8
6 14m38 倉田　直樹 皇學館高 三重県選手権 三重県営 7.11 +1.6
7 14m31 伊藤　優司 桑名高 東海高校 長良川 6.20 -2.0
8 14m24 川上　真 三重大 東海学生 瑞穂 5.14
9 14m17 竹林　寛敏 鳥羽高 三重県高校 三重県営 5.30 +1.8
10 14m13 松本　龍 桑名高 東海高校新人 三重県営 10.24 +1.2



砲丸投 昨年度平均 １２ｍ３４

本年度平均 １２ｍ４４

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 15m11 萩　　一彰大阪体育大 東海選手権 草薙 8.28
2 13m97 時田　潤也 スポーツクラブMAX 東海選手権 草薙 8.28
3 13m82 伊藤　宏 大阪体育大 関西学年別選手権 長居第二 10.22
4 13m17 仲　　徹也大阪産業大 関西学生 長居第二 5.23
5 12m25 北澤　一巳三重陸協 鈴鹿市選手権 鈴鹿市営 9.11
6 11m56 大野　佑太稲生高 三重県選手権 三重県営 7.10
7 11m50 笹原　宏幸太成学院大 三重県選手権 三重県営 7.10
8 11m18 永井　拓磨鈴鹿高専 三重県選手権 三重県営 7.10
9 11m15 奥村　洋介三重大 東海国立大学 草薙 7.04
10 10m96 中山　敦夫 スポーツクラブMAX 伊勢度会選手権 三重県営 8.11



円盤投 昨年度平均 ３６ｍ８０
本年度平均 ３７ｍ９７

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
46m95 藤原　 潤 八千代工業 実業団・学生対抗 小田原 10.03

2 41m00 村田　恭佑 国士舘大 関東学生新人 国立 9.09
3 40m67 久保　誠亮 順天堂大 六大学対校 御殿場 9.19
4 39m42 伊藤　宏 大阪体育大 大阪体育大記録会 浪商学園 11.03
5 38m91 大山　祐史 伊勢工高 東海選手権 草薙 8.29
6 35m33 仲　　徹也 大阪産業大 関西学生 長居第二 5.21
7 35m15 加藤　弘将 宇治山田商高 三重県選手権 三重県営 7.11
8 34m65 酒井　洋明 菰野高 三重県選手権 三重県営 7.11
9 34m42 倉田　友貴 伊勢工高 東海選手権 草薙 8.29
10 33m15 西田　貴一 皇學館大 三重県選手権 三重県営 7.11

1



ハンマー投 昨年度平均 ４６ｍ０６
本年度平均 ４６ｍ０６

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 61m40 久保　幸弘 三重県教員クラブ 国民体育大会 熊谷 10.25
2 53m24 小林　知樹 大阪体育大 大阪学生選手権 長居第二 4.13
3 47m14 酒井　恒芳 桑名北高 三重県選手権 三重県営 7.10
4 44m34 高木　直道 四日市TFC 三重県選手権 三重県営 7.10
5 40m87 中井　伸悟 南伊勢高 三重県選手権 三重県営 7.10
6 37m60 森本　執斗 上野商高 三重県選手権 三重県営 7.10
7 37m39 角野　圭吾 三重高 三重県選手権 三重県営 7.10
8 36m37 村林　武 宮川高 三重県選手権 三重県営 7.10



やり投 昨年度平均 ５９ｍ３２
本年度平均 ５９ｍ８３

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 68m32 中川　佳治 京都産業大 日本学生 国立 7.04
2 65m39 藤原　康喬 三重県教員ｸﾗﾌﾞ 静岡国際 草薙 5.03
3 61m37 山本　岳志 天理大 奈良市記録会 鴻ノ池 8.22
4 60m67 澤田　博幸 南伊勢高 伊勢度会選手権 三重県営 8.12
5 58m97 奥村　洋介 三重大 東海学生秋季 瑞穂 10.16
6 58m65 酒井　恒芳 桑名北高 桑員記録会 東員 6.05
7 58m09 吉田　拓真 伊勢工高 東海高校新人 三重県営 10.23
8 57m68 河野　真一 大阪体育大 大阪体育大記録会 浪商学園 4.18
9 56m90 鈴木　将仁 稲生高 東海高校 長良川 6.20
10 55m49 瀧川　貴史 南伊勢高 東海高校 長良川 6.20



１０種競技

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
新 1 6489点 石垣　剛史 国際武道大 平成16年度国際武道大学記録会 国際武道大 11.06～07

(10"9, 6m88, 9m99, 1m80, 50"7, 15"2, 26m75, 3m60, 48m00, 4'33"8)

2 6140点 森田　敏広 名古屋大 東海学生 瑞穂 5.14～15

(12.07  6m28, 10m25, 1m90, 52.36, 15"56, 29m08, 4m00, 45m71, 5.00.00)
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