
【100ｍ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 10.20* +1.9* 九鬼　巧 ＮＴＮ 一般 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ2017 布勢 20170604

2 10.22* +1.9* 諏訪　達郎 ＮＴＮ 一般 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ2018 布勢 20170604

3 10.33* +0.2* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017 伊勢補助 20170910

4 10.43* +0.2* 中川　想基 デンソー大安 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017 伊勢補助 20170910

5 10.56* +0.1* 千種　紹弘 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第1回桑員地区記録会 東員町 20170430

6 10.57* +1.5* 浦井　崚自 中京大 3 大学 第3回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20171007

7 10.60* +0.2* 梨本　真輝 ＮＴＮ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017 伊勢補助 20170910

8 10.62* +1.3* 山路康太郎 四日市工高 2 高校 第52回三泗 四日市 20170930

9 10.64* +0.6* 上山　紘輝 宇治山田商高 3 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

10 10.67* +1.5* 川喜田剛志 ＮＴＮ 一般 第2回津記録会 伊勢補助 20171001

【200ｍ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 20.68* +0.0* 諏訪　達郎 ＮＴＮ 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170923

2 20.76* +0.0* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170923

3 21.10* +0.2* 森　雅治 味の素ＡＧＦ 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170923

4 21.15* -0.1* 小林　雄一 ＮＴＮ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

5 21.20* +1.9* 山路康太郎 四日市工高 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

6 21.24* +0.1* 中川　想基 デンソー 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170923

7 21.30* -0.1* 川端　魁人 中京大 1 大学 第30回六大学対校 筑波大 20170716

8 21.31* +1.8* 松尾慎太郎 ＮＴＮ 一般 第100回日本体育大学 日体大 20170507

9 21.42* 1.2* 九鬼　巧 ＮＴＮ 一般 第11回和歌山陸協記録会 紀三井寺 20170320

〃 21.42* +0.5* 上山　紘輝 宇治山田商高 3 高校 三重交通Gｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢竣工記念 伊勢補助 20171021

【400ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 46.33* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第101回日本 ﾔﾝﾏｰS長居 20170623

2 47.10* 愛敬彰太郎 ＮＴＮ 一般 第60回東海 長良川 20170827

3 47.33* 直江　航平 東海大 2 大学 第13回ﾄﾜｲﾗｲﾄ･ｹﾞｰﾑｽ 代々木公園 20170723

4 48.07* 大谷　尚文 慶応義塾大 2 大学 第60回東海 長良川 20170827

5 48.20* 水谷　拓也 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170514

6 48.30* 川端　魁人 中京大 1 大学 第1回中京大学土曜 中京大学 20170415

7 48.34* 篠原　頌実 国士大 2 大学 第12回N.S.S.Uｵｰﾌﾟﾝ 日体大 20170806

8 48.55* 西山　遥斗 宇治山田商高 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

9 48.60* 奥川　魁斗 日体大 大学 第100回日本体育大学 日体大 20170506

10 48.75* 丸山　正靖 高田高 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

【800ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.51.27* 中村　倖 宇治山田高 3 高校 第3回大阪体育大学中長距離 浪商学園 20170715 県高校新

2 1.52.07* 田中　智則 味の素ＡＧＦ 一般 第二回大阪体育大学中長距離 浪商学園 20170520

3 1.53.27* 坂　直哉 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170514

4 1.53.62* 和田　空翼 近大高専 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

5 1.53.81* 岡田　太陽 伊勢学園高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918

6 1.54.01* 秦　駿介 近大 1 大学 関西学生新人選手権 長居第二 20170914

7 1.54.11* 橋本　真宙 宇治山田商高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918

8 1.54.55* 大河内雄登 皇學館大 2 大学 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170416

9 1.54.75* 垣野　仁 久居高 2 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170708

10 1.55.36* 野村　拓也 筑波大 大学 第5回筑波大 筑波大 20170805



【1500ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 3.44.63* 塩沢　稀夕 東海大 1 大学 第9回東海大学種目別 秦野 20170804

2 3.46.26* 川瀬　翔矢 皇學館大 1 大学 第13回ﾄﾜｲﾗｲﾄ･ｹﾞｰﾑｽ 代々木公園 20170723

3 3.48.36* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 第1回世田谷陸上 世田谷 20170408

4 3.51.45* 山下　洸 ＮＴＮ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

5 3.51.68* 湯浅　慎也 駒大 大学 第258回日本体育大学長距離 日体大 20170923

6 3.54.72* 秦　駿介 近大 1 大学 第5回大阪体育大学中･長距離 浪商学園 20171007

7 3.57.26* 市川　唯人 青学大 大学 第256回日本体育大学長距離 日体大 20170422

8 3.57.38* 坂　直哉 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第60回東海 長良川 20170827

9 3.57.59* 山崎　寿彦 皇學館大 4 大学 第60回東海 長良川 20170827

10 3.58.09* 上村　一真 皇學館大 3 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170512

【3000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 8.16.23* 川瀬　翔矢 皇學館大 1 大学 第4回静岡県長距離強化記録会 小笠山 20171015

2 8.22.24* 廣瀬　泰輔 東海大 4 大学 第175回東海大学長距離 東海大 20170507

3 8.23.46* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 17年桑員地区選抜記録会 東員町 20170408

4 8.25.82* 梅枝　裕吉 ＮＴＮ 一般 17年桑員地区選抜記録会 東員町 20170408

5 8.26.40* 齋田　直輝 ＮＴＮ 一般 17年桑員地区選抜記録会 東員町 20170408

6 8.30.23* 岸田　裕也 名古屋大 M1 大学 東海学生春季 知多 20170409

7 8.33.61* 山中　秀真 四日市工高 1 高校 第2回静岡県長距離強化記録会 愛鷹 20170624

8 8.34.35* 塩沢　稀夕 東海大 1 大学 第176回東海大学長距離 東海大 20170708

9 8.34.74* 山田　侑矢 三重県庁ＡＣ 一般 第4回三泗地区記録会 四日市 20170909

10 8.35.29* 宇留田竜希 伊賀白鳳高 2 高校 第1回静岡県長距離強化記録会 小笠山 20170513

【5000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

国際 13.31.30* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第26回金栗杯選抜中･長距離 熊本 20170401

1 13.54.32* 川瀬　翔矢 皇學館大 1 大学 第4回世田谷 世田谷 20170930

2 13.55.33* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170924

3 13.57.03* 塩沢　稀夕 東海大 大学 第258回日本体育大学長距離 日体大 20170924

4 14.04.76* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 第1回中京大学土曜 中京大 20170415

5 14.06.07* 櫻岡　駿 ＮＴＮ 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170924

6 14.08.89* 市川　唯人 青学大 大学 第256回日本体育大学長距離 日体大 20170423

7 14.09.54* 辻野　恭哉 日体大 4 大学 第4回世田谷 世田谷 20170930

8 14.09.84* 角出　龍哉 明大 3 大学 第261回日本体育大学長距離 日体大 20171203

9 14.12.49* 長谷川裕介 ＮＴＮ 一般 第3回中京大学土曜 中京大 20170617

10 14.13.30* 吉村　光希 ＮＴＮ 一般 第3回中京大学土曜 中京大 20170617

【10000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

国際 27.49.31* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第18回中部実業団選手権 多治見 20171014

国際 27.51.61* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 法政大 20171125

1 28.35.56* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第18回中部実業団選手権 多治見 20171014

2 28.36.15* 塩沢　稀夕 東海大 1 大学 第64回平成国際大学長距離 鴻巣 20171021

3 28.48.40* 三輪晋大朗 ＮＴＮ 一般 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 法政大 20171125

4 29.08.29* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第261回日本体育大学長距離 日体大 20171202

5 29.08.89* 川瀬　翔矢 皇學館大 1 大学 第177回東海大学長距離 東海大 20171126

6 29.12.80* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第65回兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ ﾕﾆﾊﾞｰ記念 20170422

7 29.27.93* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

8 29.33.31* 野田　啓太 日大 1 大学 第261回日本体育大学長距離 日体大 20171202

9 29.33.87* 下　史典 駒大 3 大学 第2戦深川 深川 20170706

10 29.34.83* 角出　龍哉 明大 3 大学 10000m記録挑戦 慶大日吉 20171125



【110ｍＨ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 14.57* -0.3m* 山尾　昇也 鈴鹿高専 5 大学 第52回全国高等専門学校 県松本 20170826

2 14.65* 0.0* 古谷　新太 宇治山田商高 2 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170616

3 14.68* +0.9* 乾　颯人 皇學館大 3 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

4 14.74* +1.4* 辻　大生 三重大医陸 4 大学 第69回西日本医科 維新百年記念 20170819

5 14.87* +0.9* 清水　剛士 ＮＴＮ 一般 TOKYOCombinedEventsMeet 駒沢 20170424

6 14.89* +1.3* 濱本　悠司 明大 4 大学 東京六大学対校 慶應大日吉 20170408

7 15.04* -0.1* 中西　佑輔 伊賀つばさ学園教 一般 第18回中部実業団選手権 多治見 20171014

8 15.14* 0.0* 村林　正規 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

8 15.14* +1.3* 篠原　頌実 国士大 2 大学 第12回N.S.S.Uｵｰﾌﾟﾝ 日体大 20170807

10 15.20* 0.0* 林　時生 愛知大 3 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

【110ｍＪＨ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 14.46* +0.7* 古谷　新太 宇治山田商高 2 高校 第11回U18日本 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20171020

2 15.02* -0.4* 前川　斉幸 宇治山田商高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017 伊勢補助 20170910

3 15.13* +0.3* 長田　一晟 アスリートＹ 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

4 15.20* +0.3* 斎藤　海貴 久保中 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

5 15.38* 0.1* 小倉　健吾 近大高専 4 大学 第33回U20日本 長野市営 20170611

6 15.50* -0.4* 黒田　智矢 伊勢工高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017 伊勢補助 20170910

7 15.58* -0.4* 松尾　結世 宇治山田商高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017 伊勢補助 20170910

8 15.67* -0.4* 山口銀次郎 伊勢工高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017 伊勢補助 20170910

9 15.73* -0.1* 水小田健一 ＩｓｅＴＣ 一般 第16回東海ﾏｽﾀｰｽﾞ 小笠山 20170521

10 15.92* +0.3* 島林　奈生 菰野中 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

【300ｍＨ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 38.68* 丸山　正靖 高田高 2 高校 第5回全国高校選抜 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 20170826

【400ｍＨ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 51.78* 中西　佑輔 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第66回伊勢度会 伊勢補助 20170806

2 52.03* 柳本　拓也 三重教員ＡＣ 一般 第2回陸協記録会 皇子山 20170521

3 52.84* 吉川　順也 愛知大 3 大学 第52回三泗 四日市 20171001

4 53.30* 稲垣　夏生 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第12回N.S.S.Uｵｰﾌﾟﾝ 日体大 20170806

5 53.45* 中川　聖矢 大体大 2 大学 第66回伊勢度会 伊勢補助 20170806

5 53.45* 吉澤　亮我 皇學館大 3 大学 第66回伊勢度会 伊勢補助 20170806

7 53.77* 篠原　頌実 国士大 2 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

8 53.84* 喜多嶋勝平 デンソー大安 一般 第80回三重県 伊勢補助 20170708

9 53.90* 奥田　大征 宇治山田商高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

10 54.01* 丸山　正靖 高田高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918

【3000ｍＳＣ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 8.56.53* 梅枝　裕吉 ＮＴＮ 一般 第101回日本 長居 20170625

2 9.01.30* 田辺　佑典 法政大 1 大学 第22回法政大学 法政大 20170506

3 9.19.50* 山田　侑矢 三重県庁ＡＣ 一般 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170416

4 9.19.86* 北村　祥 中大 大学 第43回定期対校(日体大vs中大) 日体大 20170409

5 9.21.62* 九嶋　大雅 伊賀白鳳高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

6 9.29.17* 野呂　光希 高田高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

7 9.30.12* 鯖戸　康太 伊賀白鳳高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170527

8 9.32.20* 井谷　咲哉 いなべ総合学園高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

9 9.32.85* 山下　大地 皇學館大 3 大学 第1回三泗地区記録会 四日市 20170408

10 9.34.79* 田岡　享真 伊賀白鳳高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170916



【5000ｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 20.23.41* 坂﨑　翔 平成国際大 大学 第9回平成国際大学競歩 鴻巣市 20170409

2 20.55.00* 大嶋　悠斗 中京大 4 大学 第7回中京大学土曜 中京大 20171216

3 21.04.12* 服部　有佑 伊賀白鳳高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

4 21.05.35* 村手　光樹 上野高 2 高校 第4回三泗地区記録会 四日市 20170909

5 21.25.76* 荒川　尚輝 上野高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

6 21.34.14* 宇佐美　柊 桑名西高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

7 21.41.96* 樋渡　雄登 愛知教育大 4 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

8 21.53.16* 加藤　謙太 皇學館大 1 大学 第18回南勢地区長距離選手権 伊勢補助 20171216

9 21.55.53* 川添　康平 三重陸協 一般 第6回愛知競歩 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂北 20170225

10 21.59.18* 成岡　大輝 東洋大 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

【10000ｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 39.52.45* 坂崎　翔 平成国際大 1 大学 第10回平成国際大学競歩 川越総合 20171225 県新

2 41.32.78* 大嶋　悠斗 中京大 4 大学 第24回ひろしま県央競歩 東広島 20171126 県新

3 42.09.24* 成岡　大輝 東洋大 1 大学 第28回関東学生新人 相模原ｷﾞｵﾝ 20170917

4 43.01.35* 岡田　健太 至学館大 4+ 大学 2017和歌山陸上競技協会競歩 紀三井寺 20170122

5 43.33.41* 樋渡　雄登 愛知教育大 3+ 大学 2017和歌山陸上競技協会競歩 紀三井寺 20170122

6 45.53.65* 和田　卓也 至学館大 1+ 大学 2017和歌山陸上競技協会競歩 紀三井寺 20170122

7 46.09.45* 丹羽　良彰 皇學館大 2+ 大学 2017和歌山陸上競技協会競歩 紀三井寺 20170122

8 46.38.57* 林　大登 皇學館大 2 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170513

9 47.59.35* 谷口　大恭 岩手大 2+ 大学 第3回東京学芸大学競歩 東京学大 20170108 県新

10 48.39.52* 加藤　謙太 皇學館大 1 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170513



【走高跳】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 2.30* 衛藤　昂 味の素ＡＧＦ 一般 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170416 県新

2 2.06* 衛藤　将 皇學館大 3 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

3 2.05* 池住　達也 天理大 4 大学 第94回関西学生対校選手権 長居 20170513

4 2.04* 鳥海　一馬 近大高専 5 大学 第52回全国高等専門学校 県松本 20170826

5 2.01* 本田　基偉 近大高専 1 高校 第3回奈良市陸協記録会 鴻ﾉ池 20170824

〃 2.01* 小川エンリケ 亀山高 1 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918

6 2.00* 永井奈央起 至学館大 2 大学 2017東海学生陸上競技春季 知多運動公園 20170409

〃 2.00* 松岡　修平 筑波大 2 大学 第71回全関東獣歯薬獣医対抗 上尾運動公園 20170610

〃 2.00* 加藤健太郎 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第5回日本大学 日本大 20171015

9 1.98* 本田　基偉 近大高専 1 高校 三重県高校 伊勢補助 20170527

【棒高跳】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 5.40* 逸見　俊太 美志摩パール 一般 第2回中京大学土曜 中京大 20170520

2 5.00* 野呂　惇人 伊勢高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

3 4.80* 中西　海斗 近大高専 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

〃 4.80* 野呂　仁人 玉城中 3 中学 第70回三重県中学校 伊勢補助 20171014 県中学新

5 4.70* 小林　俊介 近大高専 4 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

〃 4.70* 藤川　昂琉 明治国際医療大 1 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

〃 4.70* 阿部　圭吾 日体大 1 大学 第60回東海 長良川 20170827

〃 4.70* 白井　颯斗 皇學館高 1 高校 第60回東海 長良川 20170827

9 4.60* 田中　悠貴 皇學館高 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

〃 4.60* 杉森　隆英 摂南大 大学 第94回関西学生対校選手権 長居 20170512

【走幅跳】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 7.84* +1.6* 野村　智也 東海大 3 大学 日本学生陸上競技個人選手権 平塚 20170610

2 7.47* 0.7* 清水　剛士 ＮＴＮ 一般 第22回ｱｼﾞｱ選手権/IND ﾌﾞﾊﾞﾈｼｭﾜｰﾙ 20170706

3 7.39* +1.7* 久保倉佳吾 宇治山田商高 3 高校 三重交通Gｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢竣工記念 伊勢補助 20171021

4 7.36* +1.1* 保坂　翔也 鈴鹿高専 大学 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170416

5 7.35* +0.4* 松葉　大和 皇學館大 4 大学 三重交通Gｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢竣工記念 伊勢補助 20171021

6 7.30* +0.4* 島岡　大貴 近大 4 大学 第94回関西学生対校選手権 長居 20170510

7 7.30* +1.7* 林　風汰 ＮＴＮ 一般 三重交通Gｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢竣工記念 伊勢補助 20171021

8 7.24* +1.0* 横山　宇宙 四日市工高 3 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170616

9 7.22* +1.4* 伊藤　陸 近大高専 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

10 7.21* -0.7m* 松岡　修平 筑波大 2 大学 第60回東日本医科学生総合体育 松本平 20170805

【三段跳】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 15.78* +1.4* 松葉　大和 皇學館大 4 大学 第66回伊勢度会 伊勢補助 20170806

2 15.57* -0.4* 濱口　隆翔 まるよし 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170924

3 15.43* +0.9* 保坂　翔也 鈴鹿高専 大学 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170415

4 14.89* +1.4* 辻　昌享 立命大 4 大学 第3回京都陸協記録会 西京極 20170514

5 14.76* +1.3* 久保倉佳吾 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

6 14.73* +1.1* 伊藤　陸 近大高専 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170507

7 14.66* +1.0* 西澤　団 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

8 14.30* -0.9* 大山　佑天 近大高専 1 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170618

〃 14.30* +0.8* 大村　隆人 大阪市立大 2 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

〃 14.30* -0.2* 福田　竜大 近大高専 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918



【砲丸投　7.260k】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 17.26* 村上　輝 国士大 4 大学 日本学生陸上競技個人選手権 平塚競技場 20170609 県新

2 15.00* 井豫　規人 皇學館大 2 大学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20170429

3 13.98* 大山　祐史 ＲＫＴＤ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

〃 13.98* 大川　智也 大体大 1 大学 第5回大阪体育大学兼第1回混成 浪商学園 20171105

5 13.15* 古橋慎ノ介 近大高専 5 大学 第54回近畿地区高等専門学校体育 AGF鈴鹿 20170717

〃 13.15* 中西　啄真 大体大 M1 大学 第5回大阪体育大学兼第1回混成 浪商学園 20171105

7 13.13* 和南　悠太 大体大 3+ 大学 第6回大阪体育大学 浪商学園 20170318

8 12.96* 松村　知哉 皇學館大 3 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

9 12.66* 臼井　智哉 稲生高 3 高校 第4回桑員地区記録会 東員町 20171001

10 12.29* 瀬尾　隼大 愛知大 3 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170514

【円盤投　2.000k】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 50.75* 大山　祐史 ＲＫＴＤ 一般 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170416

2 47.31* 村上　輝 国士大 4 大学 第7回国士舘大学 国士舘大 20171104

3 46.50* 藤原　潤 ＩｓｅＴＣ 一般 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170416

4 44.37* 古橋慎ノ介 近大高専 5 大学 第54回近畿地区高等専門学校体育 AGF鈴鹿 20170717

5 42.90* 伊高　良介 岐阜経大 3 大学 第2回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ 岐阜経済大 20170805

6 42.73* 清水　元基 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第6回奈良市陸協記録会 鴻ﾉ池 20171103

7 41.36* 和南　悠太 大体大 3+ 大学 第5回大阪体育大学 浪商学園 20170225

8 40.95* 宮崎　翔 皇學館大 1 大学 第3回三泗地区記録会 四日市 20170603

9 40.87* 中野　克哉 大体大 3 大学 第4回大阪体育大学 浪商学園 20170924

10 40.85* 稲垣　太一 ＶＯＬＫ 一般 第80回三重県 伊勢補助 20170709

【ハンマー投　7.260k】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 64.88* 植松　直紀 中京大 4+ 大学 第8回中京大学土曜 中京大学 20170218

2 64.73* 東浦　貫太 中京大 3 大学 日本学生陸上競技個人選手権 平塚 20170610

3 60.00* 山中　大勢 九州共立大 2 大学 広島陸協第7回広島県投擲強化記録会 西条農業高等学校 20171112

4 59.80* 村木　亮太 九州共立大 2 大学 第5回九州共立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞ陸上競技 九州共立大 20170923

5 53.96* 伊藤　航 大体大 4 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

6 53.84* 丹生　将稔 ＲＫＴＤ 一般 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170415

7 53.70* 辻　大和 国武大 3 大学 国際武道大学選手権 国際武道大 20171001

8 50.75* 谷口　史弥 皇學館大 2 大学 第2回津記録会 伊勢補助 20171001

9 50.02* 杉山　亜聡 明治国際医療大 1 大学 第74回全日本医歯薬獣医大学 西京極 20170824

10 46.05* 谷口　隼也 三重陸協 一般 第12回松阪 伊勢補助 20170730

【やり投　800g】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 74.81* 中西　啄真 大体大 M1 大学 第1回大阪体育大学中･長距離 浪商学園 20170415

2 67.84* 濱崎　康平 三重陸協 一般 第80回三重県 伊勢補助 20170709

3 66.62* 峰　達矢 三重教員ＡＣ 一般 第80回三重県 伊勢補助 20170709

4 66.29* 荒木　崇裕 ＲＫＴＤ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

5 64.32* 飯田　瞭河 大体大 3 大学 第4回大阪体育大学 浪商学園 20170924

6 63.29* 濱﨑　優紀 皇學館大 2 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170513

7 62.48* 藤田　祐規 天理大 3 大学 第70回秩父宮賜杯西日本学生 広島広域 20170701

8 62.11* 山口慎太朗 三重大医陸 5 大学 第69回西日本医科学生総合体育部門 維新百年記念公園 20170820

9 61.26* 草野　澪也 国士大 大学 第6回国士舘大学 国士舘大 20170930

10 60.27* 小田　千喜 三重大 2 大学 第4回三泗地区記録会 四日市 20170909



【十種競技】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 7579* 清水　剛士 ＮＴＮ 一般 第101回日本(混成競技) 長野市営 20170610

2 6965* 篠原　頌実 国士大 2 大学 第28回関東学生新人 相模原ｷﾞｵﾝ 20170916

3 6029* 乾　颯人 皇學館大 3 大学 天皇賜盃第86回日本学生対校選手権 福井 20170909

4 5875* 西村　啓佑 中京大 4 大学 第30回梅村学園陸上競技 中京大 20170401

5 5746* 小倉　健吾 近大高専 4 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170513

6 5695* 杉本　泰啓 天理大 4 大学 関西学生陸上競技種目別選手権 長居第二 20171018

7 5504* 山川　嵐 至学館大 2 大学 第4回中京大学土曜 中京大 20170805

【十種競技　ジュニア】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 6075* 小倉　健吾 近大高専 4 大学 第33回U20日本(混成競技) 長野市営 20170610

【5ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 14.26.* 下　史典 駒大 2+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

2 14.33.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

3 14.37.* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

4 15.18.* 新美　健 皇學館大 1+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

5 15.22.* 西田　秀人 神奈川大 3+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

6 15.45.* 宮原　大成 順天堂大 3+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

7 15.58.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第7回高橋尚子杯ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ ぎふ清流ﾊｰﾌ 20170423

〃 15.58.* 佐藤　榛紀 正和中 3 中学 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

9 16.05.* 渡辺　篤志 ＮＴＮ 一般 第25回東員ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 東員町 20170122

10 16.11.* 水谷　駿介 川越中 2+ 中学 第25回東員ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 東員町 20170122

【10ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 29.09.* 下　史典 駒大 2+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305 県新

2 29.15.* 西山　雄介 駒大 4+ 大学 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

3 29.16.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

4 29.41.* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

5 30.23.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第31回士別ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 士別市 20170723

6 30.54.* 西田　秀人 神奈川大 3+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

7 31.01.* 新美　健 皇學館大 1+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

8 31.08.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第31回士別ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 士別市 20170723

9 31.10.* 上村　一真 皇學館大 2+ 大学 第39回読売犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 犬山ﾊｰﾌ 20170226

10 31.26.* 岸田　裕也 名古屋大 4+ 大学 第39回読売犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 犬山ﾊｰﾌ 20170226

【15ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 43.58.* 下　史典 駒大 2+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

2 44.14.* 西山　雄介 駒大 4+ 大学 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

3 44.15.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

4 44.55.* 辻野　恭哉 日体大 3+ 大学 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

5 44.56.* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

国際 45.00.* Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

6 46.32.* 西田　秀人 神奈川大 3+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

7 46.38.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第31回士別ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 士別市 20170723

8 47.03.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第31回士別ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 士別市 20170723

9 47.13.* 新美　健 皇學館大 1+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

10 47.15.* 上村　一真 皇學館大 2+ 大学 第39回読売犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 犬山ﾊｰﾌ 20170226



【20ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 59.22.* 下　史典 駒大 2+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

2 59.24.* 西山　雄介 駒大 4+ 大学 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

3 59.26.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

4 59.51.* 小森　稜太 帝京大 大学 第42回高島平･日刊ｽﾎﾟｰﾂﾛｰﾄﾞﾚｰｽ(20km) 高島平 20171015

国際 1.00.05.* Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

5 1.00.21.* 辻野　恭哉 日体大 3+ 大学 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

6 1.00.34.* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

7 1.01.28.* 角出　龍哉 明大 3 大学 第94回東京箱根間往復大学駅伝予選会 国営昭和記念公園 20171014

8 1.01.50.* 野田　啓太 日大 1 大学 第94回東京箱根間往復大学駅伝予選会 国営昭和記念公園 20171014

9 1.02.18.* 樋口　大介 明大 1 大学 第94回東京箱根間往復大学駅伝予選会 国営昭和記念公園 20171014

10 1.02.29.* 西田　秀人 神奈川大 3+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

【ハーフマラソン】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.02.36.* 下　史典 駒大 2+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

2 1.02.37.* 西山　雄介 駒大 4+ 大学 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

3 1.02.42.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

国際 1.03.27.* Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

4 1.03.59.* 小川雄一朗 ＮＴＮ 一般 第71回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀競技場付属 20170205

5 1.06.11.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第31回士別ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 士別市 20170723

6 1.06.16.* 西田　秀人 神奈川大 3+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

7 1.07.07.* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 第22回紀州口熊野ﾏﾗｿﾝ 紀州口熊野 20170205

8 1.07.18.* 上村　一真 皇學館大 2+ 大学 第39回読売犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 犬山ﾊｰﾌ 20170226

9 1.07.43.* 新美　健 皇學館大 1+ 大学 第20回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川ｼﾃｨﾊｰﾌ 20170305

10 1.07.54.* 谷山　誠 ＮＴＮ 一般 第22回紀州口熊野ﾏﾗｿﾝ 紀州口熊野 20170205

【25ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

国際 1.15.46.* Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

1 1.23.05.* 細澤　幸輝 三重大 4+ 大学 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

2 1.24.01.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

3 1.24.28.* 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

4 1.24.52.* 山地　伸哉 三重陸協 一般 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

5 1.27.05.* 稲垣　達也 京大 M1 大学 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

6 1.28.42.* 松岡　直希 三重陸協 一般 第6回富士山ﾏﾗｿﾝ 富士山 20171126

7 1.35.11.* 中村　卓哉 三重陸協 一般 第66回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20170205

8 1.35.27.* 稲生　博昭 米鈴ＡＣ 一般 第66回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20170205

9 1.36.14.* 宇佐見宏治 Mie Wind RC 一般 第7回大阪ﾏﾗｿﾝ~OSAKAMARATHON~ 大阪 20171126

10 1.36.54.* 岡田　佳剛 三重マスターズ 一般 第66回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20170205

【30ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

国際 1.32.01.* Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

1 1.34.29.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第51回青梅ﾏﾗｿﾝ 青梅 20170219

2 1.39.59.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

3 1.42.00.* 細澤　幸輝 三重大 4+ 大学 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

4 1.42.04.* 山地　伸哉 三重陸協 一般 第7回神戸ﾏﾗｿﾝ 神戸 20171119

5 1.42.05.* 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

6 1.45.25.* 稲垣　達也 京大 M1 大学 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

7 1.46.39.* 松岡　直希 三重陸協 一般 第6回富士山ﾏﾗｿﾝ 富士山 20171126

8 1.54.00.* 中村　卓哉 三重陸協 一般 第66回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20170205

9 1.54.37.* 稲生　博昭 米鈴ＡＣ 一般 第66回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20170205

10 1.56.41.* 東　昭広 三重陸協 一般 篠山ﾏﾗｿﾝ 篠山城跡 20170305



【35ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

国際 1.48.16.* Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203 県国際最高

1 1.53.38.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 2017北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 20170827 県新

2 1.57.50.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

3 1.59.00.* 山地　伸哉 三重陸協 一般 第7回神戸ﾏﾗｿﾝ 神戸 20171119

4 2.00.02.* 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

5 2.01.44.* 細澤　幸輝 三重大 4+ 大学 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

6 2.03.49.* 稲垣　達也 京大 M1 大学 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

7 2.04.33.* 松岡　直希 三重陸協 一般 第6回富士山ﾏﾗｿﾝ 富士山 20171126

8 2.13.42.* 中村　卓哉 三重陸協 一般 第66回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20170205

9 2.14.23.* 稲生　博昭 米鈴ＡＣ 一般 第66回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20170205

10 2.16.34.* 平野　伸幸 三重陸協 一般 静岡ﾏﾗｿﾝ 静岡(静岡~清水) 20170305

【マラソン】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

国際 2.13.22.* Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

1 2.17.48.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 2017北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 20170827

2 2.21.07.* 松岡　直希 三重陸協 一般 東京ﾏﾗｿﾝ(速報) 東京 20170226

3 2.24.02.* 山地　伸哉 三重陸協 一般 第7回神戸ﾏﾗｿﾝ 神戸 20171119

4 2.24.42.* 桟敷　正志 三重陸協 一般 東京ﾏﾗｿﾝ(速報) 東京 20170226

5 2.24.57.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

6 2.25.53.* 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

7 2.28.49.* 野口　正人 すぽるとＭＡＸ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ(速報) 東京 20170226

8 2.28.58.* 長江　定矢 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ(速報) 東京 20170226

9 2.29.31.* 細澤　幸輝 三重大 4+ 大学 第72回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20170305

10 2.31.01.* 稲垣　達也 京大 M1 大学 第71回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20171203

【100ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 09.03.17.* 稲生　博昭 三重陸協 一般 第32回ｻﾛﾏ湖100ｷﾛﾏﾗｿﾝ ｻﾛﾏ湖100ｷﾛ 20170625

2 10.23.48.* 渋谷　朋洋 三重陸協 一般 柴又100K 東京･柴又100km 20170604

【10マイル】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 46.43.* 山下　洸 ＮＴＮ 一般 唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 唐津10ﾏｲﾙ 20170212

2 46.44.* 三輪晋大朗 ＮＴＮ 一般 第42回甲佐10ﾏｲﾙ公認ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本甲佐 20171203

国際 47.00.* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 第42回甲佐11ﾏｲﾙ公認ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本甲佐 20171203

3 49.13.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第42回甲佐12ﾏｲﾙ公認ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本甲佐 20171203

4 51.22.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第42回甲佐13ﾏｲﾙ公認ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 熊本甲佐 20171203

5 48.45.* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 唐津10ﾏｲﾙ 20170212

6 50.08.* 片渕　恵太 ＮＴＮ 一般 唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 唐津10ﾏｲﾙ 20170212

【5ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 20.31.* 坂崎　翔 伊賀白鳳高 3+ 高校 第28回ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

2 20.45.* 大嶋　悠斗 中京大 大学 第56回全日本競歩輪島 輪島市 20170415

3 20.46.* 山本　直哉 伊賀白鳳高 3+ 高校 第28回ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

4 21.10.* 服部　有佑 伊賀白鳳高 1+ 高校 第28回ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

5 21.18.* 樋渡　雄登 愛知教育大 大学 第56回全日本競歩輪島 輪島市 20170415

6 21.44.* 岡田　健太 至学館大 4+ 大学 第100回日本 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

7 22.51.* 和田　卓也 至学館大 2 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

8 23.04.* 林　大登 皇學館大 大学 第56回全日本競歩輪島 輪島市 20170415

9 23.29.* 川島　鎌一 伊賀白鳳高 2 高校 第56回全日本競歩輪島 輪島市 20170416

10 26.21.* 谷口　大恭 岩手大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022



【10ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 40.59.* 坂崎　翔 伊賀白鳳高 3+ 高校 第28回ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219 県新

2 41.43.* 大嶋　悠斗 中京大 大学 第56回全日本競歩輪島 輪島市 20170415

3 43.10.* 山本　直哉 伊賀白鳳高 3+ 高校 第28回ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

4 43.24.* 服部　有佑 伊賀白鳳高 2 高校 第56回全日本競歩輪島 輪島市 20170415

5 43.48.* 岡田　健太 至学館大 4+ 大学 第100回日本男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

6 45.02.* 樋渡　雄登 愛知教育大 大学 第56回全日本競歩輪島 輪島市 20170415

7 45.24.* 成岡　大輝 伊賀白鳳高 3+ 高校 第28回ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

8 45.58.* 和田　卓也 至学館大 2 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

9 46.40.* 林　大登 皇學館大 大学 第56回全日本競歩輪島 輪島市 20170415

10 47.02.* 堀田　聖尊 川越高 2+ 高校 第28回ｼﾞｭﾆｱ選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

【15ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.01.54.* 坂崎　翔 平成国際大 1 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

2 1.04.56.* 大嶋　悠斗 中京大 3+ 大学 第100回日本男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

3 1.06.17.* 岡田　健太 至学館大 4+ 大学 第100回日本男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

4 1.09.49.* 樋渡　雄登 愛知教育大 3+ 大学 第100回日本男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

5 1.09.52.* 和田　卓也 至学館大 2 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

6 1.12.57.* 丹羽　良彰 皇學館大 2+ 大学 第41回全日本競歩能美 能美市営 20170319

7 1.14.40.* 林　大登 皇學館大 1+ 大学 第41回全日本競歩能美 能美市営 20170319

8 1.18.38.* 谷口　大恭 岩手大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

【20ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.23.26.* 坂崎　翔 平成国際大 1 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022 県新

2 1.26.26.* 大嶋　悠斗 中京大 3+ 大学 第41回全日本競歩能美 能美市営 20170319

3 1.30.40.* 岡田　健太 至学館大 4+ 大学 第100回日本男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20170219

4 1.34.02.* 和田　卓也 至学館大 2 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

5 1.36.29.* 樋渡　雄登 愛知教育大 3+ 大学 第41回全日本競歩能美 能美市営 20170319

6 1.39.32.* 丹羽　良彰 皇學館大 2+ 大学 第41回全日本競歩能美 能美市営 20170319

7 1.43.43.* 林　大登 皇學館大 1+ 大学 第41回全日本競歩能美 能美市営 20170319

8 1.44.49.* 谷口　大恭 岩手大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

【25ｋｍＷ～50ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 2.11.44.* 25kmW 谷口　大恭 岩手大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

2 2.39.25.* 30kmW 谷口　大恭 岩手大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

3 4.41.04.* 50kmW 谷口　大恭 岩手大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022



【100ｍ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 11.52* +1.4* 世古　和 ＣＲＡＮＥ 一般 ｵｰﾙｽﾀｰﾅｲﾄ陸上競技平塚 ShonanBMW 20170722 県新

2 11.63* +1.2* 名倉　千晃 ＮＴＮ 一般 第72回国民体育 愛媛県 20171007

3 11.76* -0.2* 永野真莉子 デンソー 一般 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170415

4 12.15* +0.1* 松葉みなみ 皇學館大 2 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

5 12.24* +0.2* 西村　愛 伊勢宮川中 3 中学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

6 12.25* +1.5* 柴原有里加 大東大 1 大学 上尾市選手権夏季 上尾運動公園 20170730

7 12.27* -0.7* 鈴木　塔子 甲南大 1 大学 第1回学連 大阪市長居第二 20170805

8 12.33* 0.0* 長岡　里奈 伊勢高 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170527

9 12.35* 0.0* 吉田二千翔 伊勢高 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170527

10 12.44* +0.8* 生駒　志穂 三重高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

【200ｍ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 23.84* +0.2* 名倉　千晃 ＮＴＮ 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170923 県新

2 24.26* +1.5* 永野真莉子 デンソー 一般 第40回桑員地区選手権 東員町 20170820

3 24.50* +0.4* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

4 24.91* +0.3* 鈴木　塔子 甲南大 1 大学 関西学生新人選手権兼ﾃﾞｨﾑﾗｲﾄﾘﾚｰｽﾞ 長居第二 20170913

5 25.05* +1.5* 魚住　るり 西橋内中 3 中学 第39回東海中学校総合体育 小笠山 20170810

6 25.09* -1.5* 生駒　志穂 三重高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

7 25.26* -1.0* 林　薫乃 甲南大 2 大学 第94回関西学生陸上競技対校選手権 長居 20170513

7 25.26* -1.7* 松葉みなみ 皇學館大 2 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

9 25.30* +0.3* 長岡　里奈 伊勢高 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

10 25.31* 0.0* 横山　綾香 松阪商高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170708

【400ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 54.84* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170514

2 56.59* 大月菜穂子 ＮＴＮ 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170924

3 57.48* 中村　巴南 早大 2 大学 第12回N.S.S.Uｵｰﾌﾟﾝ 日体大 20170805

4 58.14* 生駒　志穂 三重高 3 高校 第66回伊勢度会選手権 伊勢補助 20170805

5 58.31* 水野　華歌 桑名高 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

6 59.05* 中筋　彩夏 鹿屋体大 4 大学 第87回九州学生対校選手権 長崎県立 20170514

7 59.20* 角谷実咲歩 皇學館大 4 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

8 59.29* 茶井　優里 四日市西高 2 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

9 59.67* 服部　愛美 皇學館大 1 大学 第44回東海学生秋季選手権 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷 20171013

10 59.75* 城田　知波 いなべ総合学園高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

【800ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 2.13.73* 久保田　凛 伊勢高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

2 2.15.93* 川北　陽菜 津商高 2 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

3 2.16.62* 山﨑そよか 菰野中 3 中学 第63回全日本中学校通信 伊勢補助 20170722

4 2.17.96* 井山　一佳 一志中 2 中学 第39回東海中学校 小笠山 20170810

5 2.18.14* 澤井　風月 嬉野中 1 中学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 20170624

6 2.18.55* 田久保　風 四日市商高 2 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

7 2.19.17* 辻　歩理 宇治山田商高 1 高校 第65回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

8 2.19.67* 近藤　萌江 津商高 1 高校 第66回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170617

9 2.19.82* 飯嶌あかり 中京大 2 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170514

10 2.20.21* 久保田志歩 津西高 2 高校 第60回東海 長良川 20170826



【1500ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 4.21.41* 倉岡　奈々 デンソー 一般 第101回日本 ﾔﾝﾏｰS長居 20170624

2 4.30.43* 加藤　綾華 名城大 1 大学 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第3戦北見 東陵公園 20170709

3 4.35.46* 藤田　愛子 白鴎大 大学 第256回日本体育大学長距離 日体大 20170422

4 4.35.79* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第80回三重県 伊勢補助 20170709

5 4.36.26* 奥田　幸弓 四日市商高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170616

6 4.37.39* 川北　陽菜 津商高 2 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170616

7 4.39.30* 岡本　凪布 津商高 2 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

8 4.42.83* 山下　紗季 中京学大 1 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170512

9 4.43.60* 井山　一佳 一志中 2 中学 第48回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20171027

10 4.45.74* 北村　有 四日市高 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

【3000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 9.08.02* 倉岡　奈々 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第3戦北見 東陵公園 20170709

国際 9.19.55* Ｓ・ワイリム デンソー 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

2 9.26.77* 池内　彩乃 デンソー 一般 第258回日本体育大学長距離 日体大 20170923

3 9.28.91* 光延　友希 デンソー 一般 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170416

4 9.30.60* 小泉　直子 デンソー 一般 第3回世田谷 世田谷区 20170701

5 9.31.19* 荘司　麻衣 デンソー 一般 第258回日本体育大学長距離 日体大 20170923

6 9.31.91* 橋本　奈海 デンソー 一般 第257回日本体育大学長距離 日体大 20170603

7 9.38.35* 岡　未友紀 デンソー 一般 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170416

8 9.42.93* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第1回静岡県長距離強化記録会 小笠山 20170513

9 9.49.76* 和田さくら デンソー 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

10 9.53.96* 足立　知世 デンソー 一般 第261回日本体育大学長距離競技会 日体大 20171202

【5000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 15.31.39* 倉岡　奈々 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦(網走) 網走市 20170713

2 15.39.82* 荘司　麻衣 デンソー 一般 第261回日本体育大学長距離 日体大 20171202

3 15.47.25* 小泉　直子 デンソー 一般 第261回日本体育大学長距離 日体大 20171202

4 15.52.57* 光延　友希 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第3戦北見 東陵公園 20170709

5 16.03.23* 池内　彩乃 デンソー 一般 第261回日本体育大学長距離 日体大 20171202

6 16.10.14* 橋本　奈海 デンソー 一般 2017年度金栗記念選抜中長距離 えがお健康ｽﾀｼﾞｱﾑ 20170401

7 16.11.19* 岡　未友紀 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第3戦北見 東陵公園 20170709

8 16.31.58* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 20171007

9 16.32.90* 山口　可純 大東大 2 大学 日本学生陸上競技個人選手権 平塚 20170610

10 16.45.68* 加藤　綾華 名城大 1 大学 第4回静岡県長距離強化記録会 小笠山 20171015

【10000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 32.56.87* * 光延　友希 デンソー 一般 第65回全日本実業団対抗選手権 長居 20170922

2 32.57.50* * 橋本　奈海 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第3戦北見 東陵公園 20170709

3 34.36.32* * 岡　未友紀 デンソー 一般 第61回中部実業団対抗 長良川 20170513

4 34.40.14* * 山口　可純 大東大 2 大学 第96回関東学生対校選手権 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20170526

5 37.16.11* * 久保倉実里 東海大 4 大学 第96回関東学生対校選手権 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20170526



【100ｍＨ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 14.06* -0.1* 西垣　朱音 松阪商高 3 高校 第33回U20日本 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20171020

2 14.23* +0.7* 濵口　紀子 松阪商高 1 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

3 14.29* +1.3* 新貝　桃子 皇學館大 2 大学 第44回東海学生秋季選手権 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷 20171013

4 14.32* +1.8* 中野　藍 四日市商高 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

5 14.41* +1.9* 猪岡　真帆 上野高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170616

6 14.44* +1.8* 生駒　志穂 三重高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

7 14.56* +1.7* 稲田　楓 津商高 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

8 14.62* +0.9* 奥林　凜 四日市商高 1 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

9 14.88* +0.5* 飯嶌あかり 中京大 2 大学 第70回秩父宮賜杯西日本学生 広島広域公園 20170701

10 14.90* +1.1* 寺本　朱那 皇學館高 1 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

【100ｍＹＨ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 14.13* +0.4* 濵口　紀子 松阪商高 1 高校 第11回U18日本 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20171020 県高校新

2 14.30* +1.2* 寺本　朱那 皇學館高 1 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

3 14.31* +0.3* 奥林　凜 四日市商高 1 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

4 14.44* +1.1* 瀬々奈璃乃 一志中 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

5 14.81* +1.5* 中野　藍 四日市商高 2 高校 第11回U18日本 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20171020

6 15.48* +1.1* 西村　友陽 文岡中 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

7 15.76* +1.1* 山内　美優 南が丘中 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

8 15.78* +1.2* 伊藤　花宝 桑名高 1 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

9 15.88* +0.3* 山中　詩織 厚生中 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

10 15.90* +1.1* 山本　莉菜 赤目中 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

【400ｍＨ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.02.06* 飯嶌あかり 中京大 2 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

2 1.02.18* 生駒　志穂 三重高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170708

3 1.02.65* 猪岡　真帆 上野高 3 高校 第66回伊勢度会 伊勢補助 20170806

4 1.03.85* 島田　菜央 中京大 3 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

5 1.04.70* 角谷実咲歩 皇學館大 4 大学 第66回伊勢度会 伊勢補助 20170806

6 1.04.79* 柴原　茜音 四日市商高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171029

7 1.05.14* 清水胡晴菜 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170527

8 1.05.33* 奥野　春菜 至学館大 4 大学 東海学生春季 知多運動公園 20170409

9 1.05.53* 松坂　果歩 四日市商高 3 高校 第1回三泗地区記録会 四日市 20170408

10 1.06.28* 平野　有紀 いなべ総合学園高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918

【3000ｍＳＣ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 11.05.95* 伊藤　望 関西外語大 3 大学 関西学生陸上競技種目別選手権 長居第二 20171018

2 11.14.12* 水谷　百花 中京大 3 大学 第72回京都 西京極 20170716

3 11.41.95* 岩本　璃音 大体大 1 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

4 12.25.27* 古屋　咲七 伊賀白鳳高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

5 12.27.79* 角谷　姫佳 セントヨゼフ高 1 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

6 12.57.32* 西尾美早紀 三重大 3 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

7 13.08.61* 山田　玲香 伊賀白鳳高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709



【5000ｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 24.14.43* * 和田　菜摘 至学館大 3 大学 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170415

2 25.32.15* * 井上　香里 上野高 1 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

3 25.45.97* * 森本　優花 伊賀白鳳高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

4 26.10.94* * 岩瀬映伊美 高田高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170618

5 26.38.04* * 槇田　歩 津商高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170618

6 26.40.86* * 石井ほのか 上野高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

7 26.43.90* * 北川　桜子 神戸高 1 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

8 27.08.00* * 槙田　恵 至学館大 3 大学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 20170624

9 27.14.36* * 金谷　晏衣 相可高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170916

10 27.26.20* * 大野　綾音 至学館大 大学 第38回三泗長距離選手権 四日市 20171216

【10000ｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 49.50.88* 和田　菜摘 至学館大 3 大学 第83回東海学生 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170512

2 55.05.85* 大野　綾音 至学館大 1+ 大学 2017和歌山陸上競技協会競歩 紀三井寺 20170122

3 55.51.69* 槙田　恵 至学館大 3 大学 第2回国士舘大学 国士舘大 20170506



【走高跳】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.70* 豊田　舞奈 松阪商高 2 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170708

2 1.65* 前村　絢音 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

〃 1.65* 池住　瑞紀 三重陸協 一般 第80回三重県 伊勢補助 20170708

4 1.64* 大門　あい 鈴鹿高専 1 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170618

5 1.63* 山根　芽衣 国士大 4 大学 第96回関東学生対校選手権 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20170528

6 1.61* 林　薫乃 甲南大 大学 第65回大阪学生陸上競技対校選手権 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 20170405

7 1.60* 中出　里央 鈴鹿高専 4 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

8 1.59* 松本　留佳 宇治山田商高 2 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20170429

〃 1.59* 片山　和奈 宇治山田商高 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

〃 1.58* 阿部　汐莉 神戸中 3 中学 第48回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20171028

【棒高跳】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 3.90* 中林　麻奈 日体大 3 大学 第103回日本体育大学 日体大 20170930 県新

2 3.50* 出口　瑞歩 皇學館大 1 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

3 3.10* 早川　朋実 宇治山田商高 2 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20170429

〃 3.10* 安保　涼音 伊勢高 2 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170708

5 2.90* 山本　雅姫 松阪商高 1 高校 第3回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20171007

6 2.80* 山田　梨央 中京大 4 大学 第30回梅村学園陸上競技 中京大 20170401

〃 2.80* 高山　華梨 小俣中 2 中学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

〃 2.80* 安保　采音 玉城中 3 中学 第70回三重県中学校伊勢度会予選会 伊勢補助 20170925

〃 2.80* 出口　なぎ 松阪商高 1 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171029

10 2.70* 檮原　萌絵 小俣中 2 中学 第70回三重県中学校伊勢度会予選会 伊勢補助 20170925

【走幅跳】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 5.66* +2.0* 梶野　杏 宇治山田商高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170708

2 5.61* +0.9* 村田　千夏 松阪商高 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

〃 5.61* +1.5* 林　薫乃 甲南大 2 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

4 5.50* +0.6* 辰口　綾加 大体大 4 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

〃 5.50* +0.9* 堂岡　新菜 宇治山田商高 1 高校 第3回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20171007

6 5.47* +0.7* 中崎　仁絵 至学館大 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170708

7 5.45* +0.8* 浅野　玲奈 松阪商高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170616

8 5.44* +0.2* 斎藤　真帆 大阪教大 大学 第65回大阪学生陸上競技対校選手権 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 20170405

9 5.37* +1.1* 片山　和奈 宇治山田商高 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170507

10 5.36* +0.8* 齋藤　真帆 大阪教大 大学 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170415

【三段跳】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 12.01* -0.2* 中山　実優 三重高 2 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170618

2 11.63* +0.7* 山田　琴美 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

3 11.52* +1.3* 山添玲央菜 皇學館大 3 大学 第70回秩父宮賜杯西日本学生 広島広域公園 20170630

4 11.44* +0.3* 斎藤　真帆 大阪教大 3 大学 関西学生陸上競技種目別選手権 長居第二 20171020

5 11.40* +1.0* 山根　芽衣 国士大 4 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

6 11.36* 0.0* 西田　舞衣 宇治山田商高 3 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

7 11.35* -0.3* 中山　瑠奈 宇治山田商高 1 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

8 11.24* +2.0* 松本　留佳 宇治山田商高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918

9 11.12* +2.0* 北村帆乃香 津高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

10 11.09* +1.0* 浅田　夏那 松阪商高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528



【砲丸投　4.000ｋ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 13.07* 床辺　彩乃 松阪商高 1 高校 第70回全国高校対校選手権 山形県総合 20170730

2 12.82* 中村　千咲 鹿屋体大 4 大学 第87回九州学生対校選手権 長崎県立 20170514

3 12.68* 鳥羽瀬めぐみ 大体大 大学 第65回大阪学生陸上競技対校選手権 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 20170406

4 12.57* 牧戸　桃香 松阪商高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

5 12.43* 浦田　晏那 中京大 1 大学 第4回中京大学土曜 中京大 20170805

6 12.27* 西野　優里 松阪商高 1 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

7 12.14* 岩本　乙夏 城田中 3 中学 第38回三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢補助 20170903

8 11.96* 浜口　菜摘 宇治山田商高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

9 11.82* 若山　千春 皇學館高 2 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

10 11.65* 山根　芽衣 国士大 4 大学 第4回国士舘大学 国士舘大 20170702

【円盤投　1.000ｋ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 42.97* 藤原　千春 国士大 1 大学 日本体育大学選手権 日体大 20171028

2 41.49* 中村　千咲 鹿屋体大 4 大学 第70回秩父宮賜杯西日本学生 広島広域公園 20170702

3 40.62* 浦田　晏那 中京大 1 大学 第2回中京大学土曜 中京大 20170520

4 37.40* 奥野　芳佳 日体大 4 大学 第53回四大学対校選手権 相模原麻溝公園 20170415

5 37.31* 堀内　美里 至学館大 1 大学 第70回秩父宮賜杯西日本学生 広島広域公園 20170702

6 36.67* 橋本　七星 松阪商高 2 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170506

7 35.02* 淺田　実穂 四日市工高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170527

8 34.57* 桃園　晴菜 松阪商高 1 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171029

9 34.13* 喜多嶋良子 三重マスターズ 一般 第4回桑員地区記録会 東員町 20171001

10 34.08* 別所　真衣 稲生高 1 高校 第4回桑員地区記録会 東員町 20171001

【ハンマー投　4.000ｋ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 55.88* 東　澪 大体大 3 大学 日本学生陸上競技個人選手権 平塚 20170610 県新

2 55.51* 濱田恵里奈 九州共立大 2 大学 第87回九州学生対校選手権 長崎県立 20170512 県新

3 54.67* 雪岡　野絵 九州共立大 3 大学 第2回九州共立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞ陸上 九州共立大 20170610

4 52.92* 油谷　文月 九州共立大 4 大学 第3回九州共立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞ 九州共立大 20170716

5 52.46* 伊藤エリカ 神戸高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170708

6 46.20* 椎葉さゆり 伊賀白鳳高 3 高校 平成29年度国体一次選考 伊勢補助 20170415

7 45.54* 小林　ゆい 菰野高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918

8 44.94* 片岡さやか 松阪商高 2 高校 第56回三重県高校新人 伊勢補助 20170918

9 44.21* 大辻　衣里 天理大 大学 第20回天理大学･大阪体育大学対校 浪商学園 20170804

10 43.29* 坂本　日和 松阪商高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171029

【やり投　600g】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 49.36* 坂倉　杏奈 鹿屋体大 4 大学 第80回三重県 伊勢補助 20170709

2 48.48* 栗田　琴音 筑波大 大学 第3回筑波大 筑波大 20170506

3 47.74* 奥田　愛華 伊勢工高 3 高校 第80回三重県 伊勢補助 20170709

4 45.73* 白木ひかる 四日市南高 3 高校 第70回全国高校対校選手権 山形県総合 20170801

5 44.35* 山本　沙和 大体大 2 大学 第5回大阪体育大学 浪商学園 20171105

6 44.08* 中村みのり 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

7 43.47* 田中　舞 宇治山田商高 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

8 43.27* 松永　莉穂 四日市四郷高 1 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170507

9 42.94* 出口　真由 日体大 4 大学 第100回日本体育大学 日体大 20170507

10 42.42* 三厨　由依 菰野高 2 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028



【七種競技】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 4784* 飯嶌あかり 中京大 2 大学 第70回秩父宮賜杯西日本学生 広島広域公園 20170702

2 4732* 山根　芽衣 国士大 4 大学 第96回関東学生対校選手権 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20170528

3 4487* 猪岡　真帆 上野高 3 高校 第70回全国高校対校選手権 山形県総合 20170801

4 4397* 林　薫乃 甲南大 2 大学 第94回関西学生陸上競技対校選手権 長居 20170513

5 4320* 西井裕美香 伊勢高 2 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170616

6 4266* 山本　沙和 大体大 2 大学 第5回大阪体育大学 浪商学園陸 20171105

7 3975* 西田　舞衣 宇治山田商高 3 高校 第64回東海高校 ﾊﾟﾛﾏ瑞穂 20170616

8 3605* 中山　瑠奈 宇治山田商高 1 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

9 3460* 太田ひまり 鈴鹿高専 2 高校 三重県高校 伊勢補助 20170526

10 3051* 宮崎　伶菜 京大 M2 大学 第4回中京大学土曜 中京大 20170805

【5ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 17.38.* 水口　侑子 デンソー 一般 第7回高橋尚子杯ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ ぎふ清流ﾊｰﾌ 20170423

2 17.51.* 奥野　伶奈 宇治山田商高 2 高校 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

3 17.52.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

4 18.19.* 辻　歩理 宇治山田商高 1 高校 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

5 18.27.* 玉木　さら 宇治山田商高 2 高校 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

6 18.28.* 渡邉　美奈 いなべ総合学園高 2 高校 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

7 18.31.* 菅　さくら 四日市高 2+ 高校 第25回東員ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 東員町 20170122

〃 18.31.* 服部　綾実 名大倶楽部 一般 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

9 18.33.* 久保田志歩 津西高 2 高校 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

10 18.40.* 柴田万里奈 いなべ総合学園高 2 高校 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

【10ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 33.30.* 岡　未友紀 デンソー 一般 第45回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環ﾊｰﾌ 20170212

2 33.54.* 山口　可純 大東大 1+ 大学 第20回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌ 20170319

3 34.28.* 水口　侑子 デンソー 一般 2017函館ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 函館市 20170702

4 34.54.* 和田さくら デンソー 一般 第36回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20171223

5 35.45.* 床呂　沙紀 関西外語大 4+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

6 35.49.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

7 37.05.* 服部　綾実 名大倶楽部 一般 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

8 37.50.* 坂　実咲 皇學館大 2+ 大学 平成28年度学連長距離ﾛｰﾄﾞ ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居 20170210

9 38.25.* 市川　真澄 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

10 38.28.* 平山　未来 皇學館大 1+ 大学 平成28年度学連長距離ﾛｰﾄﾞ ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居 20170210

【15ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 50.31.* 橋本　奈海 デンソー 一般 第45回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環ﾊｰﾌ 20170212

2 50.40.* 山口　可純 大東大 1+ 大学 第20回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌ 20170319

3 52.10.* 水口　侑子 デンソー 一般 第27回仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 仙台国際ﾊｰﾌ 20170514

4 53.33.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

5 55.59.* 服部　綾実 名大倶楽部 一般 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

6 56.58.* 市川　真澄 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

7 59.46.* 佐野　亜弓 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

8 1.00.23.* 村田　祥江 ＩｓｅＴＣ 一般 第48回防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府市 20171217

9 1.00.31.* 斎藤　綾乃 米鈴ＡＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

10 1.01.28.* 加世堂さおり 三重陸協 一般 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203



【20ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.07.58.* 山口　可純 大東大 1+ 大学 第20回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌ 20170319

2 1.08.37.* 橋本　奈海 デンソー 一般 第45回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環ﾊｰﾌ 20170212

3 1.09.51.* 水口　侑子 デンソー 一般 2017函館ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 函館市 20170702

4 1.12.05.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

5 1.12.20.* 床呂　沙紀 関西外語大 4+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

6 1.15.03.* 服部　綾実 名大倶楽部 一般 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

7 1.15.16.* 市川　真澄 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

8 1.18.21.* 久保倉実里 東海大 3+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

9 1.20.04.* 佐野　亜弓 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

10 1.20.45.* 斎藤　綾乃 米鈴ＡＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

【ハーフマラソン】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.11.33.* 山口　可純 大東大 1+ 大学 第20回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌ 20170319

2 1.12.32.* 橋本　奈海 デンソー 一般 第45回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環ﾊｰﾌ 20170212

3 1.13.13.* 水口　侑子 デンソー 一般 第27回仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 仙台国際ﾊｰﾌ 20170514

4 1.16.06.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

5 1.16.21.* 床呂　沙紀 関西外語大 4+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

6 1.19.10.* 服部　綾実 名大倶楽部 一般 2017中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

7 1.19.12.* 市川　真澄 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

8 1.22.33.* 久保倉実里 東海大 3+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

9 1.24.18.* 佐野　亜弓 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 中日三重お伊勢さんﾏﾗｿﾝ 伊勢ﾊｰﾌ 20171203

10 1.25.07.* 斎藤　綾乃 米鈴ＡＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

【25ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.30.41.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

2 1.31.07.* 床呂　沙紀 関西外語大 4+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

3 1.37.39.* 久保倉実里 東海大 3+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

4 1.41.12.* 斎藤　綾乃 米鈴ＡＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

5 1.42.07.* 村田　祥江 ＩｓｅＴＣ 一般 第48回防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府市 20171217

6 1.43.51.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

7 1.43.59.* 市川　真澄 三重陸協 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

8 1.44.21.* 佐野　亜弓 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 第3回さいたま国際ﾏﾗｿﾝ(総合) さいたま国際 20171112

9 1.45.38.* 岸野　徳子 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

10 1.50.02.* 兼本　裕子 シャカリキ 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

【30ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.47.22.* 水口　侑子 デンソー 一般 2017北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 20170827

2 1.49.37.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

3 1.50.07.* 床呂　沙紀 関西外語大 4+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

4 1.57.48.* 久保倉実里 東海大 3+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

5 2.02.12.* 斎藤　綾乃 米鈴ＡＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

6 2.03.42.* 村田　祥江 ＩｓｅＴＣ 一般 第48回防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府市 20171217

7 2.04.49.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

8 2.04.59.* 市川　真澄 三重陸協 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

9 2.05.42.* 佐野　亜弓 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 第3回さいたま国際ﾏﾗｿﾝ(総合) さいたま国際 20171112

10 2.06.33.* 岸野　徳子 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129



【35ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 2.06.22.* 水口　侑子 デンソー 一般 2017北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 20170827

2 2.08.50.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

3 2.09.17.* 床呂　沙紀 関西外語大 4+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

4 2.19.00.* 久保倉実里 東海大 3+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

5 2.24.08.* 斎藤　綾乃 米鈴ＡＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

6 2.25.28.* 市川　真澄 三重陸協 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

7 2.25.58.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

8 2.26.35.* 村田　祥江 ＩｓｅＴＣ 一般 第48回防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府市 20171217

9 2.27.05.* 岸野　徳子 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

10 2.27.22.* 佐野　亜弓 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 第3回さいたま国際ﾏﾗｿﾝ さいたま国際 20171112

【マラソン】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 2.34.04.* 水口　侑子 デンソー 一般 2017北海道ﾏﾗｿﾝ 北海道 20170827

2 2.36.32.* 床呂　沙紀 関西外語大 4+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

3 2.36.44.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

4 2.49.28.* 久保倉実里 東海大 3+ 大学 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

5 2.53.59.* 市川　真澄 三重陸協 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

6 2.56.13.* 岸野　徳子 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

7 2.56.24.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

8 2.56.38.* 斎藤　綾乃 米鈴ＡＣ 一般 第36回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子MC 20170129

9 2.58.59.* 佐野　亜弓 ＧｅｎｋｉＵｐ 一般 第6回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞ 20170312

10 3.02.24.* 村田　祥江 ＩｓｅＴＣ 一般 第48回防府読売ﾏﾗｿﾝ 防府市 20171217

【5ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 27.07.* * 槙田　恵 至学館大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

2 27.21.* * 島田　真優 岩手大 2 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

【10ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 54.54.* * 槙田　恵 至学館大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

2 55.39.* * 島田　真優 岩手大 2 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

【15ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.24.16.* * 槙田　恵 至学館大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022

【20ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 大会名 競技場名 競技日 備考

1 1.54.24.* * 槙田　恵 至学館大 3 大学 第56回全日本50km競歩 高畠 20171022



【4×100mR】

RANK 記録 選手/チーム 所属 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考

1 39.06* 梨本　真輝,諏訪　達郎,九鬼　巧,東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第65回全日本実業団 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居 20170923 県新

2 39.76* 島田健太郎,諏訪　達郎,東　魁輝,上山　紘輝 三重 一般 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園 20171008

3 40.08* 梨本　真輝,九鬼　巧,東　魁輝,林　風汰 ＮＴＮ 一般 第61回中部実業団 長良川 20170513

4 41.00* 小見山泰周(2),村田浩太朗(2),濱口虎太郎(1),上山　紘輝(3) 宇治山田商高 高校 三重県高校 伊勢補助 20170527

5 41.01* 須崎　雅也(3),塩見　祐斗(3),高橋　隆晟(2),山路康太郎(2) 四日市工高 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170617

6 41.10* 小見山泰周(2),濱口虎汰郎(1),下司玲央奈(3),上山　紘輝(3) 宇治山田商高 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助競技場 20170506

7 41.15* 浦井　駿吾,中西　佑輔,湯田　功稀,恩田　健人 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第60回東海選手権 長良川 20170826

8 41.19* 須﨑　雅也(3),塩見　祐斗(3),林　哉太(1),山路康太郎(2) 四日市工高 高校 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170708

9 41.21* 藤原　尚也(2),林　哉太(1),高橋　隆晟(2),山路康太郎(2) 四日市工高 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171028

10 41.22* 加藤　貴之,稲垣　夏生,水谷　拓也,千種　紹弘 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170708

【4×400mR】

RANK 記録 選手/チーム 所属 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考

1 3.14.12* 山室　勇太,水谷　拓也,稲垣　夏生,千種　紹弘 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170709

2 3.15.96* 中山　真也,恩田　健人,浦井　駿吾,中西　佑輔 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170709

3 3.16.01* 山下　晟弥(2),阪口　凱海(4),原　啓祐(4),中村　晋也(4) 皇學館大 大学 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170709

4 3.16.79* 中西　佑輔,恩田　健人,湯田　功稀,浦井　駿吾 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第60回東海選手権 長良川 20170827

5 3.17.34* 山室　勇太,水谷　拓也,稲垣　夏生,稲垣　大悟 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170709

6 3.18.15* 宮脇　伸宙(1),村田浩太朗(2),奥田　大征(3),西山　遥斗(2) 宇治山田商高 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

7 3.18.54* 田原　隼輝(4),岡田　竜来(5),山田　恭平(3),和田　空翼(3) 近大 大学 第52回全国高専 松本平広域公園 20170827

8 3.18.55* 世古　哲也(3),東　勇介(3),三輪　洋侑(3),山本　啓太(3) 伊勢学園高 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170618

9 3.18.81* 中村　伊吹(2),村田浩太朗(2),奥田　大征(3),西山　遥斗(2) 宇治山田商高 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170618

10 3.18.94* 小見山泰周(2),浜口虎太郎(1),村田浩太朗(2),西山　遥斗(2) 宇治山田商高 高校 第60回東海選手権 長良川 20170827

【4×100mR】

RANK 記録 選手/チーム 所属 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考

1 46.90* 松葉みなみ,名倉　千晃,横山　綾香,西村　愛 三重 一般 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園 20171008

2 47.39* 西垣　朱音(3),横山　綾香(3),北村　夏海(3),濵口　紀子(1) 松阪商高 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170617

3 47.55* 伊藤　美穂(2),中世古祥恵(2),松葉みなみ(2),角谷実咲歩(4) 皇學館大 大学 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170708

4 48.04* 西垣　朱音(3),横山　綾香(3),北村　夏海(3),山口　紗也(2) 松阪商高 高校 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170708

5 48.43* 幸得　由愛(2),堂岡　新菜(1),片山　和奈(2),梶野　杏(3) 宇治山田商高 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170617

7 48.52* 永江　瑠藍(1),寺本　朱那(1),辰巳　奈那(2),淺野　百花(1) 皇學館高 高校 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170708

6 48.52* 山本　希羽(2),中世古祥恵(2),松葉みなみ(2),角谷実咲歩(4) 皇學館大 大学 第83回東海学生 瑞穂公園 20170512

8 48.56* 西井裕美香(2),吉田二千翔(2),長岡　里奈(2),中村　美里(3) 伊勢高 高校 三重県高校 伊勢補助 20170527

9 48.56* 幸得　由愛(2),堂岡　新菜(1),斎藤　紫真(3),梶野　杏(3) 宇治山田商高 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170617

10 48.57* 幸得　由愛(2),堂岡　新菜(1),片山　和奈(2),井上　真緒(2) 宇治山田商高 高校 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170708

【4×400mR】

RANK 記録 選手/チーム 所属 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考

1 3.56.70* 井上　真緒(2),小寺　里沙(3),清水胡晴菜(3),梶野　杏(3) 宇治山田商高 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170618

2 3.57.68* 松永妃那子(3),長岡　里奈(2),吉田二千翔(2),久保田　凛(3) 伊勢高 高校 三重県高校 伊勢補助 20170528

3 3.58.09* 松坂　果歩(3),奥林　凛(1),柴原　茜音(2),原田　優蘭(3) 四日市商高 高校 第64回東海高校 瑞穂公園 20170618

4 3.58.63* 松村　圭純(3),小寺　里沙(3),清水胡晴菜(3),梶野　杏(3) 宇治山田商高 高校 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170709

5 4.00.08* 山本　希羽(2),角谷実咲歩(4),伊藤　美穂(2),古市穂乃佳(1) 皇學館大 大学 第80回三重県選手権 伊勢補助 20170709

6 4.00.94* 奥林　凜(1),柴原　茜音(2),三杉　七美(2),吉岡　瑞希(1) 四日市商高 高校 第20回東海高校新人 伊勢補助 20171029

7 4.01.23* 松村　圭純(3),井上　真緒(2),清水胡晴菜(3),小寺　里沙(3) 宇治山田商高 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170507

8 4.01.84* 山本　希羽(2),角谷実咲歩(4),伊藤　美穂(2),服部　愛美(1) 皇學館大 大学 第70回西日本学生 広島広域公園 20170701

9 4.02.09* 服部　愛美(1),角谷実咲歩(4),中世古祥恵(2),山本　希羽(2) 皇學館大 大学 第60回東海選手権 長良川 20170827

10 4.02.98* 東端　日菜(3),長岡　里奈(2),吉田二千翔(2),西井裕美香(2) 伊勢高 高校 第47回三重県高校春季 伊勢補助 20170507


