
【60ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 06.82* 室内 矢橋 寛明 ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重RC 一般 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200202

2 06.96* 室内 中山 智貴 亀山中部中 3+ 中学 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

3 07.07* 室内 中垣内 太智 津西高 2+ 高校 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200202

4 07.13* 室内 中東 大輔 皇學館高 2+ 高校 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

5 07.19* +0.9* 出口 貴大 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

6 07.37* +1.4* 伊藤 進一郎 四日市TFC 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 07.44* 室内 水谷 玲仁 高田中 3+ 中学 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

8 07.58* +0.9* 竹内 正人 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 07.61* +0.9* 神森 翔 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

〃 〃 +0.9* 前田 峰尚 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

【100ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 10.39* 0.0* 九鬼 巧 NTN 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200918

2 10.46* +1.5* 矢橋 寛明 ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重RC 一般 AthleteNightGamesinFUKUI 福井県営 20200829

〃 〃 +1.0* 林 哉太 法大 1 大学 第99回関東学生陸上競技対校選手権 相模原麻溝 20201009

4 10.48* +2.0* 藤本 峻介 南部自動車学校 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

5 10.52* +1.7* 上山 紘輝 近大 3 大学 第1回関西学連競技会 大阪市長居第二 20200804

6 10.58* +0.3* 森岡 大地 ﾃﾞﾝｿｰ大安 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200918

7 10.67* +1.2* 中東 大輔 皇學館高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

〃 〃 +2.0* 西沢 隆汰 近大 4 大学 東大阪市民競技会 ﾄﾗｲｽﾀｼﾞｱﾑ 20201004

9 10.68* -0.2* 川端 魁人 中京大 4 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201003

〃 〃 +0.9* 浦井 崚自 ULTIMATE 一般 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

【200ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 20.72* +1.8* 上山 紘輝 近大 3 大学 AthleteNightGamesinFUKUI 福井県営 20200829

2 21.23* +0.2* 山路 康太郎 法大 2 大学 第49回法政大学競技会 法政大学多摩校地 20200802

3 21.39* -0.3* 森岡 大地 T.G.K 一般 第1回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200810

〃 〃 -0.3* 川端 魁人 中京大 4 大学 第89回日本学生対校選手権 ﾃﾞﾝｶﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ 20200913

5 21.42* +1.4* 林 哉太 法大 1 大学 全国高校2020･U20全国陸上 広島広域公園 20201025

6 21.44* +2.0* 中垣内 太智 津西高 3 高校 全国高校2020･U20全国陸上 広島広域公園 20201025

7 21.55* +1.1* 小林 雄一 NTN 一般 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

8 21.65* -0.3* 千種 紹弘 T.G.K 一般 第1回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200810

9 21.66* -0.7* 西沢 隆汰 近大 4 大学 第2回学連競技会 大阪市長居第二 20200904

〃 〃 +0.2* 中東　大輔 皇學館高 3 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市 20201025

【300ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 33.40* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第17回田島直人記念競技会 維新百年記念 20201018

2 33.90* 川満　健太 味の素ＡＧＦ 一般 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905

3 33.91* 森岡　大地 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905

4 34.11* 五島 快晴 皇學館大 2 大学 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

5 34.18* 川村 隆成 四日市四郷高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

6 34.31* 野呂 仁人 皇學館高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 34.49* 藤田 知和 岐阜協立大 1 大学 岐阜県秋季記録会 長良川 20201107

8 34.74* 磯田 拓海 皇學館大 3 大学 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 34.76* 水谷 拓也 T.G.K 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

10 34.89* 瀬古 陸斗 三重高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

－13－



【400ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 46.03* 川端 魁人 中京大 4 大学 GP第7回木南道孝記念競技会 大阪市長居 20201024 県新

2 46.88* 東 魁輝 NTN 一般 GP第7回木南道孝記念競技会 大阪市長居 20201024

3 47.27* 西山 遥斗 近大 2 大学 第97回関西学生対校選手権 大阪市長居第二 20201021

4 47.62* 大谷 尚文 慶大 4 大学 第89回日本学生対校選手権 ﾃﾞﾝｶﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ 20200911

5 47.73* 川満 健太 味の素AGF 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200919

6 47.94* 野呂 仁人 皇學館高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

7 48.24* 瀬古 陸斗 三重高 2 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

8 48.53* 愛敬 彰太郎 NTN 一般 第4回北和記録会 鴻ﾉ池 20200331

9 48.56* 五島 快晴 皇學館大 2 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

10 49.28* 増田 伊吹 至学館大 2 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

【800ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.48.62* 市野 泰地 三重県ｽﾎﾟ協 一般 第3回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大 20200808 県新

2 1.51.20* 堀田 聖尊 三重陸協 一般 第1回MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川区 20201011

3 1.51.75* 橋本 真宙 近大 2 大学 第97回関西学生対校選手権 大阪市長居第二 20201022

4 1.52.60* 深田 陸斗 三重高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

5 1.52.81* 秦 駿介 近大 4 大学 第2回学連競技会 大阪市長居第二 20200904

6 1.53.07* 岡田 太陽 岐阜協立大 2 大学 岐阜県秋季記録会 長良川 20201107

7 1.53.31* 下津 諒晏 上智大 3 大学 川口市選手権 川口市青木町公園 20201004

8 1.54.26* 中村 倖 中京大 3 大学 第47回東海学生秋季選手権 知多市運動公園 20201018

9 1.56.23* 野村 拓也 三重陸協 一般 第7回筑波大競技会 筑波大学 20201031

10 1.57.28* 南部 慎 神戸大 M1 大学 第97回関西学生対校選手権 大阪市長居第二 20201022

【1500ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 3.45.66* 川瀬 翔矢 皇學館大 4 大学 第1回東京陸協ﾐﾄﾞﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ 駒沢 20201027

2 3.55.31* 松本 颯真 伊賀白鳳高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

3 3.56.7* 堀田 聖尊 三重陸協 一般 第36回MxKﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 代々木公園 20201025

4 3.56.76* 岡田 太陽 岐阜協立大 2 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

5 3.57.27* 小渕 稜央 岐阜大 1 大学 第2回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大 20200718

6 3.59.91* 秦 駿介 近大 4 大学 第5回大阪体育大学中･長距離競技会 浪商学園 20201101

7 3.59.96* 山口 史朗 四日市工高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

8 4.00.29* 松石 啓輔 ASSA-TC 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

9 4.00.47* 小林 丈留 四日市工高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

10 4.00.75* 片山 優史 三重陸協 一般 第1回MxK･田園ｸﾗﾌﾞ中距離記録挑戦会 江戸川区 20201011

【3000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 08.19.59* 川瀬 翔矢 皇學館大 4 大学 第4回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200823

2 08.20.06* 上村 直也 皇學館大 4 大学 第4回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200823

3 08.23.60* 塩沢 稀夕 東海大 4 大学 第9回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20200927

4 08.23.66* 松本 颯真 伊賀白鳳高 2 高校 第4回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200823

5 08.23.70* 辻野 恭哉 NTN 一般 第4回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200823

6 08.23.75* 倉本 晃羽 伊賀白鳳高 1 高校 第9回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20200927

7 08.28.88* 桑山 楓矢 皇學館大 4 大学 第4回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200823

8 08.29.27* 小倉 史也 伊賀白鳳高 2 高校 第9回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20200927

9 08.29.84* 柴田 龍一 皇學館大 2 大学 第4回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200823

10 08.30.20* 永洞 和季 東海大 1 大学 東海大学秋季記録会 平塚競技場 20200917

－14－



【5000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 13.26.96* 国際 K･C･ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 第282回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20201206

2 14.16.48* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第3回中京大学土曜競技会 中京大 20200926

1 13.28.70* 川瀬 翔矢 皇學館大 4 大学 第104回日本陸上競技選手権･長距離種目 大阪市長居 20201204 県新

2 13.33.44* 塩沢 稀夕 東海大 3+ 大学 BostonUniv-LastChanceInvitational(Indoor)/USA Boston/MA 20200228 県新

3 13.50.31* 佐藤 榛紀 四日市工高 3 高校 第14回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20201129 県高校新

4 13.50.93* 小山 陽平 NTN 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200920

5 13.55.89* 佐伯 陽生 東海大 1 大学 平成国際大学秋季長距離競技会 鴻巣市立 20200921

6 13.57.20* 小森 稜太 NTN 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第1戦(士別) 士別市 20200704

7 14.00.41* 樋口 大介 明大 4 大学 第8回早稲田大学競技会 織田幹雄記念 20201104

8 14.00.83* 桑山 楓矢 皇學館大 4 大学 第281回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20201115

9 14.02.07* 宇留田 竜希 東海大 2 大学 第85回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 20201226

10 14.06.66* 伊藤 秀虎 中央学大 1 大学 第14回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20201129

【10000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 28.03.56* 国際 K･C･ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 八王子市上柚木公園 20201121

2 29.17.72* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第21回中部実業団選手権 多治見運動公園 20201009

1 28.08.83* 塩沢 稀夕 東海大 4 大学 第104回日本陸上競技選手権･長距離種目 大阪市長居 20201204

2 28.10.41* 川瀬 翔矢 皇學館大 4 大学 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 八王子市上柚木公園 20201121

3 28.25.58* 横井 裕仁 NTN 一般 第104回日本陸上競技選手権･長距離種目 大阪市長居 20201204

4 28.41.43* 小森 稜太 NTN 一般 第282回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20201205

5 28.42.07* 桜岡 駿 NTN 一般 第282回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20201205

6 28.46.96* 名村 樹哉 日体大 2 大学 第281回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20201114

7 28.47.57* 宇留田 竜希 東海大 2 大学 第282回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20201205

8 28.48.52* 辻野 恭哉 NTN 一般 第21回中部実業団選手権 多治見運動公園 20201009

9 28.48.72* 桑山 楓矢 皇學館大 4 大学 第12回東海大学種目別競技会 秦野市中央運動公園 20201017

10 28.49.93* 押川 裕貴 NTN 一般 第282回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20201205

【5kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 14.56.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 14.56.* 伊藤 秀虎 中央学大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

2 15.01.* 山中 秀真 城西大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

3 15.05.* 山本 恭澄 法大 2 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

4 15.08.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

5 15.23.* 辻野 恭哉 NTN 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

6 15.37.* 桜岡 駿 NTN 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

7 15.50.* 石坂 健太 teamF.O.R 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

8 15.54.* 松石 啓輔 広島経大 4+ 大学 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

9 16.15.* 辻 友寛 N.F.A 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

10 16.18.* 外岡 拓磨 NTN 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

－15－



【10kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 0.29.54.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 0.29.57.* 伊藤 秀虎 中央学大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

2 0.30.11.* 山中 秀真 城西大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

3 0.30.12.* 山本 恭澄 法大 2 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

4 0.30.27.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

5 0.31.14.* 田辺 佑典 法大 3+ 大学 第42回神奈川ﾏﾗｿﾝ 神奈川ﾏﾗｿﾝﾊｰﾌｺｰｽ 20200202

6 0.32.02.* 松石 啓輔 広島経大 4+ 大学 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

7 0.32.03.* 石坂 健太 teamF.O.R 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

8 0.32.20.* 桜岡 駿 NTN 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

9 0.32.30.* 桟敷 正志 三重陸協 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

10 0.32.33.* 岡山 晃大 流通経大 1+ 大学 第68回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20200126

【15kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 44.47.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 42.42.* 川瀬 翔矢 皇學館大 3+ 大学 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

2 44.32.* 辻野 恭哉 NTN 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

3 44.58.* 伊藤 秀虎 中央学大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

4 45.16.* 山本 恭澄 法大 2 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

5 45.33.* 山中 秀真 城西大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

6 45.44.* 桑山 楓矢 皇學館大 3+ 大学 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

7 45.59.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

8 46.54.* 横井 裕仁 NTN 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

9 48.22.* 桜岡 駿 NTN 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

10 48.38.* 石坂 健太 teamF.O.R 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

【10マイル】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

48.17.* 峐下 拓斗 NTN 一般 第60回唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 唐津10ﾏｲﾙｺｰｽ 20200209

【20kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 59.58.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 57.55.* 川瀬 翔矢 皇學館大 3+ 大学 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202 県新

2 59.05.* 小森 稜太 帝京大 4+ 大学 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20200301

3 1.00.08.* 辻野 恭哉 NTN 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

4 1.00.36.* 山本 恭澄 法大 2 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

5 1.00.41.* 伊藤 秀虎 中央学大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

6 1.01.16.* 山中 秀真 城西大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

7 1.01.22.* 桑山 楓矢 皇學館大 3+ 大学 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

8 1.01.42.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

9 1.03.44.* 横井 裕仁 NTN 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

10 1.04.53.* 桜岡 駿 NTN 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

－16－



【ハーフマラソン】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.03.21.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 1.01.18.* 川瀬 翔矢 皇學館大 3+ 大学 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202 県新

2 1.03.26.* 辻野 恭哉 NTN 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

3 1.03.55.* 野田 啓太 日大 3+ 大学 第11回東京･赤羽ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 東京･赤羽 20200119

〃 〃 山本 恭澄 法大 2 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

5 1.04.09.* 伊藤 秀虎 中央学大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

6 1.04.32.* 山中 秀真 城西大 1 大学 第97回東京箱根間往復大学駅伝予選会 陸上自衛隊立川駐屯地 20201017

7 1.04.41.* 桑山 楓矢 皇學館大 3+ 大学 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

8 1.05.06.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 2020大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

9 1.05.53.* 田辺 佑典 法大 3+ 大学 第42回神奈川ﾏﾗｿﾝ 神奈川ﾏﾗｿﾝﾊｰﾌｺｰｽ 20200202

10 1.06.42.* 九嶋 大雅 日体大 1+ 大学 第36回守谷ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 守谷 20200209

【25kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.15.56.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 1.14.23.* 小森 稜太 帝京大 4+ 大学 東京ﾏﾗｿﾝ 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20200301

2 1.15.25.* 辻野 恭哉 NTN 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

3 1.20.05.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

4 1.22.15.* 外岡 拓磨 NTN 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

5 1.23.01.* 松岡 直希 三重陸協 一般 第51回防府読売ﾏﾗｿﾝ ｷﾘﾝﾚﾓﾝｽﾀｼﾞｱﾑｿﾙﾄｱﾘｰﾅ 20201220

6 1.23.11.* 辻 友寛 N.F.A 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

7 1.24.08.* 東本 裕斗 JA三重中央 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

8 1.26.14.* 山本 恭澄 法大 1+ 大学 第54回青梅ﾏﾗｿﾝ 青梅30kmｺｰｽ 20200216

9 1.26.15.* 田辺 佑典 法大 3+ 大学 第54回青梅ﾏﾗｿﾝ 青梅30kmｺｰｽ 20200216

10 1.29.16.* 東 翔太 鹿族 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

【30kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.32.15.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 1.31.15.* 辻野 恭哉 NTN 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

2 1.36.40.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

3 1.38.53.* 外岡 拓磨 NTN 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

4 1.39.16.* 松岡 直希 三重陸協 一般 第51回防府読売ﾏﾗｿﾝ ｷﾘﾝﾚﾓﾝｽﾀｼﾞｱﾑｿﾙﾄｱﾘｰﾅ 20201220

5 1.40.24.* 辻 友寛 N.F.A 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

6 1.41.47.* 東本 裕斗 JA三重中央 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

7 1.42.57.* 田辺 佑典 法大 3+ 大学 第54回青梅ﾏﾗｿﾝ 青梅30kmｺｰｽ 20200216

8 1.42.58.* 山本 恭澄 法大 1+ 大学 第54回青梅ﾏﾗｿﾝ 青梅30kmｺｰｽ 20200216

9 1.47.22.* 東 翔太 鹿族 一般 大阪ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ ﾔﾝﾏｰF長居周回 20201205

10 1.52.55.* 加藤 亮太 三重陸協 一般 第9回京都ﾏﾗｿﾝ 京都ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20200216

－17－



【35kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.48.57.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206　国際最高

1 1.53.23.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

2 2.04.45.* 東本 裕斗 JA三重中央 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

3 2.07.02.* 東 翔太 鹿族 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

4 2.17.11.* 小島隼人 鹿族 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

5 2.18.00.* 稲生 博昭 三重陸協 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

6 2.21.04.* 出口 大輔 三重陸協 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

7 2.21.32.* 鎌田 正弘 鹿族 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

8 2.22.27.* 中村 勝也 四日市TFC 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

9 2.23.04.* 天野 長志 三重県庁AC 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

10 2.24.17.* 刀根 克之 三重県庁AC 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

【40kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 2.08.08.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 2.10.24.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

2 2.25.44.* 東本 裕斗 JA三重中央 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

3 2.31.54.* 東 翔太 鹿族 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

4 2.38.48.* 稲生 博昭 三重陸協 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

5 2.41.09.* 小島 隼人 鹿族 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

6 2.41.42.* 出口 大輔 三重陸協 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

7 2.44.01.* 鎌田 正弘 鹿族 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

8 2.44.45.* 中村 勝也 四日市TFC 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

9 2.45.05.* 岡田 佳剛 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

10 2.45.34.* 天野 長志 三重県庁AC 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

【マラソン】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 2.16.15.* 国際 S･ﾊﾞﾄｵﾁﾙ NTN 一般 第74回福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡朝日国際 20201206

1 2.12.04.* 辻野 恭哉 NTN 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

2 2.12.18.* 小森 稜太 帝京大 4+ 大学 東京ﾏﾗｿﾝ 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20200301

3 2.17.39.* 柴田 憲志 三重陸協 一般 第69回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日第2 20200202

4 2.19.07.* 松岡 直希 三重陸協 一般 第51回防府読売ﾏﾗｿﾝ ｷﾘﾝﾚﾓﾝｽﾀｼﾞｱﾑｿﾙﾄｱﾘｰﾅ 20201220

5 2.21.26.* 山地 伸哉 teamF.O.R 一般 第26回紀州口熊野ﾏﾗｿﾝ 紀州口熊野 20200202

6 2.21.42.* 外岡 拓磨 NTN 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

7 2.25.29.* 東本 裕斗 JA三重中央 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

8 2.31.17.* 辻 友寛 N.F.A 一般 第75回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 20200308

9 2.41.16.* 金子 将也 三重陸協 一般 第26回紀州口熊野ﾏﾗｿﾝ 紀州口熊野 20200202

10 2.42.54.* 小島隼人 鹿族 一般 第9回京都ﾏﾗｿﾝ 京都ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20200216
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【60ｍH】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 8.16* 室内 山田 真大 皇學館高 1+ 高校 日本室内陸上競技大阪 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

2 8.20* 室内 吉田 隆哉 近大高専 2+ 高校 日本室内陸上競技大阪 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

3 8.33* 室内 榊原 駿太 いなべ総合高 1+ 高校 日本室内陸上競技大阪 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

【110ｍH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 13.57* +1.5* 藤井 亮汰 三重県ｽﾎﾟ協 一般 AthleteNightGamesinFUKUI-FUKUI9.98CUP- 福井県営 20200829 県新

2 14.07* +1.5* 古谷 新太 国武大 2 大学 国際武道大学10月第1回競技会 国際武道大学 20201018

3 14.48* +1.5* 長田 一晟 近大高専 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

4 14.57* +1.5* 吉田 隆哉 近大高専 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

5 14.77* +0.2* 打田 快生 皇學館高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

6 14.84* +1.5* 山田 真大 皇學館高 2 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

7 14.89* 1.1* 清水 剛士 三重陸協 一般 第104回日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20200927

8 15.02* +1.5* 島林 奈生 川越高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

9 15.12* +0.2* 榊原 駿太 いなべ総合高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

10 15.14* 1.8* 稲垣 勇人 北教大岩見沢 2 大学 第49回北海道学生選手権 札幌市円山競技場 20200920

【110ｍJH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 13.77* -1.1* 長田 一晟 近大高専 3 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201023 県新

2 14.09* -1.1* 山田 真大 皇學館高 2 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201023

3 14.26* +1.0* 打田 快生 皇學館高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

4 14.43* 1.5* 大井 悠 筑波大 1 大学 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20200927

5 14.48* +0.2* 吉田 隆哉 近大高専 3 高校 第1回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200810

6 14.55* +1.0* 榊原 駿太 いなべ総合高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 14.59* +1.0* 川添 蒼慎 上野高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

8 14.85* +1.0* 長田 怜士 近大高専 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 15.08* +1.0* 佐脇 大政 稲生高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

10 15.33* 0.1* 東森 夏輝 近大高専 4 大学 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20200927

【300ｍH】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 37.46* 稲垣 夏生 T.G.K 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

2 38.48* 中西 佑輔 ULTIMATE 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

3 39.14* 川添 蒼慎 上野高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

4 39.33* 吉澤 亮我 GRATIS 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

5 39.43* 三谷 大河 皇學館大 4 大学 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

6 40.20* 小村 陸月 皇學館高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 40.41* 菊永 拓夢 伊勢高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

8 40.74* 安藤 顕 皇學館高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 40.90* 髙瀬 大弥 宇治山田商高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

10 41.46* 岳野 迪也 近大高専 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

－19－



【400ｍH】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 53.38* 稲垣 夏生 T.G.K 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

2 54.75* 堀 拓斗 国士大 3 大学 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

3 55.05* 柳本 拓也 ULTIMATE 一般 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

4 55.24* 川添 蒼慎 上野高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

5 55.69* 菊永 拓夢 伊勢高 1 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

6 55.82* 吉沢 亮我 GRATIS 一般 第3回倉敷記録会 倉敷運動公園 20200912

〃 〃 小村 陸月 皇學館高 2 高校 第807回南勢記録会 伊勢補助 20201031

8 55.96* 西井 義豊 皇學館高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920

9 56.30* 中西 佑輔 ULTIMATE 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

10 56.36* 三谷 大河 皇學館大 4 大学 第47回東海学生秋季選手権 知多市運動公園 20201017

【3000ｍSC】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 9.05.02* 山下 洸 NTN 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

2 9.07.98* 多喜端 夕貴 NTN 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200919

3 9.27.04* 山本 駿太 愛知工大 1 大学 第47回東海学生秋季選手権 知多市運動公園 20201018

4 9.38.28* 吉田 亘 高田高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

5 9.38.98* 曽越 大成 木本高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

6 9.40.97* 小林 周太郎 伊賀白鳳高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

7 9.41.18* 松石 直樹 中部大 4 大学 第47回東海学生秋季選手権 知多市運動公園 20201018

8 9.42.15* 下村 悠斗 皇學館大 2 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

9 9.47.55* 矢田 大誠 皇學館大 1 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

10 9.48.06* 小原 政孝 伊賀白鳳高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

【5000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 20.54.93* 安 夏都起 伊賀白鳳高 3 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201023

2 20.59.42* 成岡 大輝 東洋大 4 大学 第9回順天堂大学競技会 順天堂大 20201025

3 21.34.22* 服部 有佑 中京大 2 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

4 22.37.24* 仲世古 成輝 上野高 2 高校 第21回南勢地区長距離選手権 伊勢補助 20201128

5 22.43.58* 川添 康平 三重陸協 一般 第9回愛知競歩競技会 瑞穂北 20200224

6 22.57.80* 坂﨑 翔 KIZUNA AC 一般 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219

7 22.58.06* 天野 黎 上野高 2 高校 第21回南勢地区長距離選手権 伊勢補助 20201128

8 23.34.87* 村手 光樹 東京学芸大 1+ 大学 第6回東京学芸大学競歩競技会 東京学芸大 20200112

9 23.59.16* 中川 翔太 四日市工高 3 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

10 24.19.10* 岩田 淳 四日市TFC 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

【10000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 0.40.55.81* 村手 光樹 東京学芸大 2 大学 第2回国士舘大学長距離競技会 国士舘大 20201212

2 0.41.54.27* 成岡 大輝 東洋大 4 大学 第99回関東学生対校選手権 相模原麻溝 20201122

3 0.41.55.92* 服部 有佑 中京大 2 大学 第5回中京大学土曜競技会 中京大 20201219

4 0.47.51.05* 川島 鎌一 平成国際大 1+ 大学 第6回東京学芸大学競歩競技会 東京学芸大 20200112

5 1.01.02.38* 佐々 順一 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第9回愛知競歩競技会 瑞穂北 20200224

【20000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.31.20.46* 村手 光樹 東京学芸大 1+ 大学 第6回東京学芸大学競歩競技会 東京学芸大 20200112

－20－



【5kｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 20.33.* 成岡 大輝 東洋大 3+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

2 20.54.* 村手 光樹 東京学芸大 1+ 大学 第103回日本陸上競技選手権男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

3 21.45.* 安 夏都起 伊賀白鳳高 2+ 高校 第103回日本陸上競技選手権男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

4 21.54.* 服部 有佑 中京大 1+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

5 23.22.* 荒川 幸輝 高田高 3+ 高校 第31回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

【10kｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 0.40.52.* 成岡 大輝 東洋大 3+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

2 0.41.59.* 村手 光樹 東京学芸大 1+ 大学 第103回日本陸上競技選手権男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

3 0.43.58.* 服部 有佑 中京大 1+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

4 0.44.38.* 安 夏都起 伊賀白鳳高 2+ 高校 第31回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

5 0.47.10.* 荒川 幸輝 高田高 3+ 高校 第31回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

【15kｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.01.52.* 成岡 大輝 東洋大 3+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

2 1.03.46.* 村手 光樹 東京学芸大 1+ 大学 第103回日本陸上競技選手権男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

3 1.06.52.* 服部 有佑 中京大 1+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

【20kｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.23.08.* 成岡 大輝 東洋大 3+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

2 1.26.05.* 村手 光樹 東京学芸大 1+ 大学 第103回日本陸上競技選手権男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

3 1.32.56.* 服部 有佑 中京大 1+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

－21－



【4×100mR】

順位 記録 選手/ﾁｰﾑ 所属 区分 競技会名 競技場名 年月日

1 40.35* 梨本真輝⇒九鬼巧⇒諏訪達郎⇒東魁輝 NTN 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200919

2 40.67* 川喜田剛志⇒稲垣夏生⇒森岡大地⇒千種紹弘 T.G.K 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

3 40.82* 中西一冴(2)⇒中東大輔(3)⇒山田真大(2)⇒野呂仁人(3) 皇學館高 高校 第69回伊勢度会選手権 伊勢 20200808

4 41.29* 中西一冴(2)⇒中東大輔(3)⇒山田真大(2)⇒家田惇基(2) 皇學館高 高校 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

5 41.55* 松谷紘児(2)⇒岡本宰(3)⇒上村壮汰(3)⇒中垣内太智(3) 津西高 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

6 41.70* 浦井駿吾⇒浦井崚自⇒保坂翔也⇒的羽陽尚 ULTIMATE 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

7 41.74* 中西一冴(2)⇒家田惇基(2)⇒長谷川魁里(2)⇒藤森大輝(1) 皇學館高 高校 2020三重県秋季選抜選手権 四日市 20201024

8 41.80* 中西一冴(2)⇒家田惇基(2)⇒山田真大(2)⇒藤森大輝(1) 皇學館高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 41.81* 酒井颯大(3)⇒清田尚弥(2)⇒村井奎斗(1)⇒近藤隼人(1) 皇學館大 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

10 41.91* 村井奎斗(1)⇒清田尚弥(2)⇒磯田拓海(3)⇒酒井颯大(3) 皇學館大 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

【100+200+300+400mR】

順位 記録 選手/ﾁｰﾑ 所属 区分 競技会名 競技場名 年月日

1 2.00.10* 佐脇大政(2)⇒萩原拓海(2)⇒髙松星斗(2)⇒川出龍(2) 稲生高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

2 2.00.41* 川喜田剛志⇒駒田紳太郎⇒辻佑太⇒森岡大地 T.G.K 一般 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

3 2.00.68* 岩本将太⇒浦井崚自⇒中山真也⇒長谷川健 ULTIMATE 一般 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

4 2.01.05* 福本雅樹(2)⇒杉浦魅月(2)⇒向井羽汰(3)⇒豊田陸翔(2) 亀山高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

5 2.01.99* 高木陽(1)⇒山羽雄斗(2)⇒森本直矢(1)⇒山内健太郎(1) 三重大 大学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

6 2.05.27* 山本琉斗(1)⇒鎌田翔太郎(1)⇒海住航守(1)⇒伊藤悠真(1) 稲生高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

7 2.08.71* 服部佑哉(2)⇒谷口大魁(2)⇒中西壮登(4)⇒米川幸来(2) 皇學館大 大学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

8 2.09.67* 前田瀬七(3)⇒木藤田流希(3)⇒草薙勇斗(3)⇒岩瀬ｷﾞﾘｴﾙﾒ(3) 稲生高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

9 2.09.72* 打田悠真(3)⇒南牟礼健心(2)⇒井上聖琉(3)⇒塚原達也(3) 亀山中部中 中学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

10 2.10.17* 紺野将伍(1)⇒吉田悠介(1)⇒柳田健次(1)⇒中村快翔(1) 鈴鹿高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

【4×400mR】

順位 記録 選手/ﾁｰﾑ 所属 区分 競技会名 競技場名 年月日

1 3.18.37* 大川祥太(2)⇒中東大輔(3)⇒家田惇基(2)⇒野呂仁人(3) 皇學館高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

2 3.18.53* 五島快晴(2)⇒磯田拓海(3)⇒谷口大魁(2)⇒三谷大河(4) 皇學館大 大学 第47回東海学生秋季選手権 知多 20201018

3 3.19.39* 松前楽(2)⇒瀬古陸斗(2)⇒深田陸斗(3)⇒ｺﾞﾒｽ･ﾆｺﾗｽ(3) 三重高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

4 3.20.05* 尾﨑惠太(2)⇒家田惇基(2)⇒大川祥太(2)⇒冨岡凜太郎(2) 皇學館高 高校 第59回三重県高等学校新人 伊勢 20200920

5 3.20.62* 中野秀太(2)⇒瀬古陸斗(2)⇒杉本慶士(1)⇒松前楽(2) 三重高 高校 第59回三重県高等学校新人 伊勢 20200920

6 3.21.38* 千種紹弘()⇒辻佑太()⇒森岡大地()⇒神谷龍之介() T.G.K 一般 2020三重県秋季選抜選手権 四日市 20201025

7 3.21.75* 大川祥太(2)⇒家田惇基(2)⇒長谷川魁里(2)⇒中東大輔(3) 皇學館高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

8 3.22.25* 橘和哉(2)⇒菊永拓夢(1)⇒竹内健人(3)⇒清水友彬(2) 伊勢高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

9 3.22.26* 水谷拓也⇒辻佑太⇒稲垣夏生⇒神谷龍之介 T.G.K 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

10 3.22.93* 谷口大魁(2)⇒磯田拓海(3)⇒池田周樹(4)⇒五島快晴(2) 皇學館大 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726
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【走高跳】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 2ｍ27* 衛藤 昂 味の素AGF 一般 ｾｲｺｰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ兼東京ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ陸上競技 国立 20200823

2 2ｍ16* 本田 基偉 近大高専 4 大学 東大阪市8月記録会(第1回) 東大阪市花園 20200808

3 2ｍ15* 勝田 将 教員AC 一般 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

4 2ｍ11* 小川 ｴﾝﾘｹ 岐阜協立大 1 大学 岐阜陸協高校ﾁｬﾚﾝｼﾞ強化記録会 長良川 20200912

5 2ｍ06* 本田 基偉 近大高専 3+ 高校 第103回日本陸上競技選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200202

6 2ｍ00* 池住 達也 ISE TC 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

〃 〃 加藤 健太郎 ULTIMATE 一般 横須賀市秋季記録会 横須賀市不入斗公園 20201103

8 1ｍ95* 川端 優太 皇學館高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

〃 〃 岡﨑 稜汰 鈴鹿高専 4 大学 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

〃 〃 前川 鎮秀 津商高 1 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

〃 〃 小西 伴弥 名城大 2 大学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

【棒高跳】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 5ｍ20* 野呂 惇人 日体大 3 大学 第89回日本学生対校選手権 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ 20200913

2 5ｍ10* 逸見 俊太 美志摩ﾊﾟｰﾙ 一般 第104回日本陸上競技選手権 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ 20201002

3 4ｍ81* 阿部 圭吾 日体大 3+ 大学 日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学健志台 20200308

4 4ｍ80* 松井 駿斗 伊勢高 3+ 高校 日本室内陸上競技大阪 大阪城ﾎｰﾙ 20200202

〃 〃 池上 陽向 近大高専 2+ 高校 第2回静岡県西部室内棒高跳湖西 湖西市複合 20200209

〃 〃 藤川 昴琉 明治国際医療大 4 大学 第97回関西学生対校選手権 大阪市長居第二 20201023

7 4ｍ70* 白井 颯斗 日大 1 大学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

8 4ｍ60* 上田 光一 近大高専 3 高校 東大阪市8月記録会(第1回) 東大阪市花園 20200808

〃 〃 大西 健介 皇學館高 2 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

〃 〃 清水 剛士 三重陸協 一般 国士舘大学Combined Challenge 国士舘大 20201101

【走幅跳】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 7ｍ75* +0.3* 伊藤 陸 近大高専 5 大学 第89回日本学生対校選手権 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ 20200911

2 7ｍ68* +0.2* 松葉 大和 ISE TC 一般 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

3 7ｍ66* +1.8* 久保倉 佳吾 東海大 3 大学 東海大学記録会 秦野市中央運動公園 20200805

4 7ｍ63* +1.2* 石倉 南斗 NTN 一般 GP第7回木南道孝記念競技会 大阪市長居 20201024

5 7ｍ44* +0.2* 村島 佑樹 高田高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

6 7ｍ28* +2.0* 清田 偉斗 近大高専 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

7 7ｍ27* +1.7* 西本 稜太郎 中京大 3 大学 第2回中京大学土曜競技会 中京大 20200801

8 7ｍ23* 0.8* 稲垣 勇人 北教大岩見沢 2 大学 第85回札幌選手権 札幌市厚別公園 20200912

9 7ｍ22* -0.7* 清水 剛士 三重陸協 一般 第104回日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20200926

10 7ｍ20* +1.5* 信藤 来也 岐阜協立大 2 大学 岐阜陸協強化･普及記録会 長良川 20200810

【三段跳】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 16ｍ35* -0.1* 伊藤 陸 近大高専 5 大学 第89回日本学生対校選手権 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ 20200913 U20日本新

2 15ｍ66* +0.4* 松葉 大和 Ise TC 一般 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

3 15ｍ06* +1.7* 久保倉 佳吾 東海大 3 大学 東海大学秋季記録会 平塚競技場 20200917

4 15ｍ01* +1.8* 伊藤 渉 近大高専 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

5 14ｍ87* +1.4* 吉田 隆哉 近大高専 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

〃 〃 -0.8* 西澤 団 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 一般 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

7 14ｍ82* +1.3* 大山 佑天 近大高専 4 大学 第5回奈良市陸協記録会 奈良市鴻ﾉ池 20201103

8 14ｍ70* -0.5* 田口 雄暉 岐阜大 1 大学 第3回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大学 20200808

9 14ｍ65* 0.0* 谷本 類都 同志社大 2 大学 第2回亀岡市陸協記録会 亀岡運動公園 20200919

10 14ｍ34* -2.2* 庵前 宥斗 近大高専 4 大学 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025
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【砲丸投　7.260kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 16ｍ22* 別所 竜守 国士大 3 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大 20201101

2 14ｍ18* 前川 純太 大体大 2 大学 第4回大阪体育大学競技会 浪商学園 20200920

3 14ｍ02* 井豫 規人 GRATIS 一般 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

4 13ｍ88* 大川 智也 大体大 3+ 大学 第6回大阪体育大学競技会 浪商学園 20200222

5 13ｍ51* 平山 皓慎 中京大 1 大学 第2回中京大学土曜競技会 中京大 20200801

6 13ｍ35* 宮崎 武斗 中京大 2 大学 第2回中京大学土曜競技会 中京大 20200801

7 13ｍ22* 三井 康平 国士大 1 大学 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

8 12ｍ94* 臼井 智哉 岐阜協立大 3 大学 第2回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大学 20200718

9 12ｍ88* 平山 皓心 中京大 1 大学 第3回中京大学土曜競技会 中京大 20200926

10 12ｍ73* 熊川 依吹 白山高 2+ 高校 第6回大阪体育大学競技会 浪商学園 20200222

【円盤投　2.0kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 48ｍ07* 大山 祐史 ろけっと団 一般 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

2 47ｍ00* 鴨沢 青海 東海大 1 大学 東海大学記録会 秦野市中央運動公園 20200809

3 45ｍ94* 三井 康平 国士大 1 大学 第4回国士舘大学競技会 国士舘大 20200704

4 43ｍ33* 清水 元基 T.G.K 一般 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

5 42ｍ94* 藤原 潤 Ise TC 一般 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

6 42ｍ83* 澤村 健斗 三重大 4 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

7 41ｍ61* 平田 雄大 大体大 3 大学 第97回関西学生対校選手権 大阪市長居第二 20201022

8 39ｍ82* 中川 空知 名城大 2 大学 第47回東海学生秋季選手権 知多市運動公園 20201018

9 39ｍ38* 臼井 皓哉 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 2+ 大学 第63回びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学記録会 びわこ成蹊大 20200322

10 37ｍ98* 清水 剛士 三重陸協 一般 第2回中京大学土曜競技会 中京大 20200802

【ハンマー投　7.260kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 62ｍ16* 川合 隆誠 順大 2 大学 第2回順天堂大学競技会 順天堂大 20200801

2 59ｍ10* 山川 滉心 中京大 1 大学 第2回中京大学土曜競技会 中京大 20200801

3 58ｍ25* 森下 海 大体大 1 大学 第4回大阪体育大学競技会 浪商学園 20200919

4 54ｍ38* 丹生 将稔 三重陸協 一般 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

5 53ｍ21* 寺際 幹太 久居高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

6 50ｍ86* 伊藤 航 教員AC 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

7 49ｍ68* 平山 竜慎 明治国際医療大 2 大学 第4回京都陸協記録会(投擲種目) 京都府立丹波 20200906

8 48ｍ23* 前川 広晴 明治国際医療大 2 大学 第4回京都陸協記録会(投擲種目) 京都府立丹波 20200906

9 45ｍ10* 長谷川 大晃 久居農林高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

10 44ｍ92* 家崎 陽 皇學館大 1 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

【やり投】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 66ｍ58* 濱崎 康平 JAC EAST Ⅱ 一般 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

2 64ｍ64* 草野 澪也 国士大 4 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大 20201031

3 62ｍ99* 中村 竜成 伊勢工高 3 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201024

4 60ｍ94* 峰 達矢 教員AC 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

5 60ｍ86* 仲松 正 鈴鹿高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

6 60ｍ69* 前川 斎幸 中京大 3 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

7 60ｍ52* 三村 憲史 皇學館大 4 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201003

8 57ｍ19* 藤原 理希 伊勢学園高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

9 56ｍ67* 藤盛 賢汰 VOLK 一般 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

10 55ｍ92* 濱崎 優紀 JAC EAST Ⅱ 一般 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809
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【十種競技】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 7477点* 清水 剛士 三重陸協 一般 第104回日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20200927

2 6910点* 前川 斎幸 中京大 3 大学 第22回東海混成選手権愛知 瑞穂 20200705

3 6086点* 稲垣 勇人 北教大岩見沢 2 大学 第72回北海道学生対抗選手権 札幌市厚別公園 20200821

4 5825点* 今村 寿輝也 国士大 1 大学 国士舘大学Combined Challenge 国士舘大 20201101

5 5235点* 服部 佑哉 皇學館大 2 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

6 4752点* 山際 大雅 三重大 3 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

7 4543点* 森山 颯太 近大高専 4 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

【十種競技　ジュニア】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 6521点* 東森 夏輝 近大高専 4 大学 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20200927

2 6368点* 大井 悠 筑波大 1 大学 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20200927

3 6288点* 稲垣 勇人 北教大岩見沢 2 大学 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20200927
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【60ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 07.61* 室内 樋口 七海 美杉中 3+ 中学 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

2 07.66* 室内 名倉 千晃 NTN 一般 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

3 07.67* 室内 世古 綾葉 伊勢港中 3+ 中学 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

4 07.83* 室内 清水 彩加 白子中 2+ 中学 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

5 07.88* 室内 前田 紗希 陵成中 3+ 中学 第103回日本選手権(室内) 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

6 08.89* +1.9* 諸岡 百合子 四日市TFC 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 09.04* +0.4* 山田 亜妃子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第79回愛知ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技連盟記録会 刈谷市総合 20200920

8 09.08* +1.9* 国府谷 幸香 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 09.72* +1.9* 三尾 朋子 橋南ｽﾎﾟｰﾂ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

10 09.78* +1.9* 米川 富士美 K's-AC 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

【100ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 11.63* +2.0* 名倉 千晃 NTN 一般 東大阪市8月記録会① 東大阪市花園 20200808

2 11.65* +1.1* 湯浅 佳那子 三重県ｽﾎﾟ協 一般 AthleteNightGamesinFUKUI-FUKUI9.98CUP- 福井県営 20200829

3 11.90* +1.3* 山中 日菜美 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200919

4 11.95* -0.1* 世古 和 CRANE 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

5 12.01* +1.5* 鈴木 塔子 甲南大 4 大学 第1回関西学連競技会 大阪市長居第二 20200804

6 12.06* +0.0* 柴山 沙也香 NTN 一般 東大阪市8月記録会④ 花園公園 20200829

7 12.08* +1.8* 一色 美咲 NTN 一般 鈴鹿･三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927

8 12.09* +1.8* 清水 彩加 白子中 3 中学 鈴鹿･三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927

9 12.17* +1.7* 樫山 楓 NTN 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

10 12.21* +1.1* 西村 愛 宇治山田商高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

【200ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 24.21* -0.7* 湯浅 佳那子 三重県ｽﾎﾟ協 一般 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 20200906

2 24.25* +1.9* 柴山 沙也香 NTN 一般 東大阪市8月記録会④ 花園公園 20200829

3 24.58* +1.8* 山中 日菜美 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第50回北陸実業団選手権 富山県総合 20200905

4 24.68* +0.8* 名倉 千晃 NTN 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

5 24.72* -1.5* 鈴木 塔子 甲南大 4 大学 兵庫秋季記録会(ﾕﾆﾊﾞｰ会場) 神戸総合運動公園 20201011

6 24.93* +0.5* 樋口 七海 四日市商高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920

7 24.96* +0.5* 永野 真莉子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 富士北麓ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ 富士北麓公園 20200906

8 25.09* -1.1* 清水 彩加 白子中 3 中学 全国中学生陸上競技2020 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20201016

9 25.16* +1.4* 樫山 楓 NTN 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200920

10 25.45* +0.9* 中川 真友 明和中 3 中学 第66回全日本通信三重 伊勢 20201003

【300ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 38.91* 樫山 楓 NTN 一般 第17回田島直人記念競技会 維新百年記念 20201018

2 41.01* 谷崎 仁美 T.G.K 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

3 41.55* 服部 愛美 皇學館大 4 大学 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

4 41.99* 山本 真菜 伊勢高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

5 42.17* 横田 萌 松阪商高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

6 42.62* 川 ひま里 上野高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 42.86* 辰巳 奈那 皇學館大 2 大学 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

8 43.53* 田中 彩 津商高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 43.54* 中西 菜々子 皇學館大 2 大学 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

10 43.78* 牧井 砂樹 伊勢学園高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

－26－



【400ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 57.55* 樫山 楓 NTN 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200919

2 57.96* 谷崎 仁美 T.G.K 一般 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

3 58.18* 平野 里歩 多度中 3 中学 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

4 58.56* 濱千代 琳香 松阪商高 2 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

5 58.74* 浅井 那未 いなべ総合高 2 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

6 58.93* 佐藤 なつみ 四日市商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

7 59.24* 服部 愛美 皇學館大 4 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

8 59.81* 山本 真菜 伊勢高 1 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

9 1.00.01* 川 ひま里 上野高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

〃 〃 山本 絵美香 四日市高 2 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

【800ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 2.11.27* 松本 未空 平田野中 3 中学 全国中学生陸上競技2020 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20201016 県中学新

2 2.13.16* 澤井 風月 宇治山田商高 1 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

3 2.14.13* 倉野 加奈 宇治山田商高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

4 2.14.61* 山﨑 そよか 津商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

5 2.15.18* 平野 里歩 多度中 3 中学 全国中学生陸上競技2020 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 20201016

6 2.15.23* 森田 日世莉 桑名高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

7 2.19.44* 林 千華 三重大附属中 2 中学 第2回津記録会 伊勢補助 20201011

8 2.19.54* 林 里音 亀山中 2 中学 第66回全日本通信三重 伊勢 20201003

9 2.19.91* 山田 和花 神戸中 2 中学 第66回全日本通信三重 伊勢 20201003

10 2.19.99* 畑 まどか 宇治山田商高 2 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

【1500ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 4.31.21* 澤井 風月 宇治山田商高 1 高校 全国高校2020･U20全国陸上 広島広域公園 20201023

2 4.35.85* 森田 日世莉 桑名高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

3 4.38.43* 松本 未空 平田野中 3 中学 全国中学生陸上競技2020三重 伊勢 20200905

4 4.38.99* 丹羽 瑞希 四日市商高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

5 4.39.74* 近藤 萌子 四日市商高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

6 4.40.40* 山﨑 そよか 津商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

7 4.41.65* 畑 まどか 宇治山田商高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

8 4.41.87* 倉野 加奈 宇治山田商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

9 4.44.36* 松谷 由夏 伊賀白鳳高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

10 4.44.75* 近藤 萌江 中京学大 1 大学 第85回岐阜県選手権 長良川 20200725
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【3000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 09.12.60* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦 網走市営 20200715

2 09.16.17* 国際 B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦(網走) 網走運動公園 20200715

1 09.31.84* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第1回ﾅｲﾀｰ記録会 長崎県立総合 20200726

2 09.32.31* 加藤 綾華 名城大 4 大学 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第5戦(千歳) 千歳市青葉公園 20200718

3 09.35.39* 澤井 風月 宇治山田商高 1 高校 第14回東海大学種目別競技会 秦野市中央 20201129

4 09.40.26* 近藤 萌子 四日市商高 3 高校 第14回東海大学種目別競技会 秦野市中央 20201129

5 09.51.34* 丹羽 瑞希 四日市商高 3 高校 第14回東海大学種目別競技会 秦野市中央 20201129

6 09.56.42* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 第5回静岡県長距離強化記録会 小笠山総合 20201115

7 10.00.35* 近藤 萌江 中京学大 1 大学 第44回岐阜県秋季競技会 中津川公園 20200906

8 10.01.84* 松本 未空 平田野中 3 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213

9 10.03.49* 垣内 瑞希 順大 1 大学 第6回順天堂大学競技会 順天堂大 20200829

10 10.04.90* 山﨑 そよか 津商高 3 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017

【5000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 15.13.44* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第5戦(千歳) 千歳市青葉公園 20200718

2 15.45.19* 国際 B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第5戦(千歳) 千歳市青葉公園 20200718

1 15.19.67* 矢田 みくに ﾃﾞﾝｿｰ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第5戦(千歳) 千歳市青葉公園 20200718 県新

2 15.25.94* 矢野 栞理 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第5戦(千歳) 千歳市青葉公園 20200718

3 15.39.57* 森林 未来 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年記念 20201205

4 15.45.72* 小笠原 朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ第5戦(千歳) 千歳市青葉公園 20200718

5 15.53.92* 川北 陽菜 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第4回ﾅｲﾀｰ記録会 長崎県立総合 20201011

6 15.54.00* 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年記念 20201205

7 16.00.16* 松本 夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年記念 20201205

8 16.08.69* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200920

9 16.11.02* 小泉 直子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年記念 20201205

10 16.25.53* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年記念 20201205

【10000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 32.07.79* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第4回ﾅｲﾀｰ記録会 長崎県立総合 20201011

1 31.34.39* 矢田 みくに ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第104回日本陸上競技選手権･長距離種目 大阪市長居 20201204

2 31.46.84* 矢野 栞理 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第104回日本陸上競技選手権･長距離種目 大阪市長居 20201204

3 32.10.69* 小笠原 朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第104回日本陸上競技選手権･長距離種目 大阪市長居 20201204

4 33.21.26* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第4回ﾅｲﾀｰ記録会 長崎県立総合 20201011

5 34.31.01* 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200918

6 37.59.51* 三田 千文 J&E久居 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200726
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【5ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 15.57.* 国際 B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

2 16.38.* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

1 16.06.* 森林 未来 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

2 16.28.* 小泉 直子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

〃 〃 松本 夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

4 16.58.* 矢野 栞理 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

5 17.00.* 小笠原 朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

6 17.06.* 川北 陽菜 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

7 17.08.* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

〃 〃 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第64回金栗記念熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ びぷれす熊本 20200216

9 17.18.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第64回金栗記念熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ びぷれす熊本 20200216

10 17.35.* 矢田 みくに ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第48回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 20200209

【10ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 32.03.* 国際 B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

2 33.07.* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

1 32.22.* 森林 未来 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220 県新

2 32.52.* 小泉 直子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

3 32.53.* 松本 夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

4 33.30.* 小笠原 朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第48回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 20200209

5 33.39.* 矢野 栞理 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

6 33.44.* 川北 陽菜 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第48回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 20200209

7 34.03.* 矢田 みくに ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第48回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 20200209

8 34.31.* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

9 34.47.* 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第64回金栗記念熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ びぷれす熊本 20200216

10 34.50.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

【15ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 49.44.* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

1 50.13.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

2 50.24.* 小笠原 朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

3 50.29.* 矢野 栞理 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

4 50.42.* 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

5 53.40.* 森林 未来 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

6 54.13.* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

7 56.18.* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

8 59.01.* 世古 理恵 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

9 59.17.* 三田 千文 J&E久居 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

10 59.23.* 山神 由佳 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

－29－



【20ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.05.54.* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

1 1.06.49.* 小笠原 朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220 県新

2 1.07.53.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

3 1.08.34.* 矢野 栞理 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

4 1.08.43.* 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

5 1.12.26.* 森林 未来 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

6 1.13.48.* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

7 1.15.52.* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

8 1.18.36.* 世古 理恵 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

9 1.18.56.* 三田 千文 J&E久居 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

10 1.19.30.* 山神 由佳 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

【ハーフマラソン】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.09.24.* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 山陽女子 20201220 国際最高

1 1.10.25.* 小笠原 朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 山陽女子 20201220

2 1.11.45.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

3 1.12.32.* 矢野 栞理 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第39回山陽女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 山陽女子ﾊｰﾌ 20201220

4 1.12.44.* 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

5 1.16.30.* 森林 未来 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

6 1.17.57.* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 2020KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON 丸亀付属ｺｰｽ 20200202

7 1.20.01.* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

8 1.22.51.* 世古 理恵 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

9 1.23.18.* 三田 千文 J&E久居 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20200126

10 1.23.54.* 山神 由佳 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

【25ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.28.24.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

2 1.28.42.* 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第64回金栗記念熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ びぷれす熊本 20200216

3 1.34.21.* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第64回金栗記念熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ びぷれす熊本 20200216

4 1.35.12.* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

5 1.38.14.* 世古 理恵 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

6 1.39.43.* 山神 由佳 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

7 1.41.29.* 村田 祥江 鹿族 一般 第68回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20200126

8 1.42.39.* 斎藤 綾乃 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

9 1.43.07.* 柑子木 絵美 鹿族 一般 第68回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20200126

10 1.43.58.* 岡田 奈巳 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

－30－



【30ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.46.09.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第64回金栗記念熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ びぷれす熊本 20200216

2 1.46.29.* 池内 彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第64回金栗記念熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ びぷれす熊本 20200216

3 1.53.13.* 平田 歩弓 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第64回金栗記念熊日30kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ びぷれす熊本 20200216

4 1.56.36.* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

5 1.58.24.* 世古 理恵 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

6 1.59.58.* 山神 由佳 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

7 2.01.48.* 村田 祥江 鹿族 一般 第68回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20200126

8 2.04.03.* 柑子木 絵美 鹿族 一般 第68回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20200126

9 2.05.21.* 岡田 奈巳 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

10 2.05.25.* 斎藤 綾乃 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

【35ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 2.04.40.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

2 2.16.37.* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

3 2.18.47.* 世古 理恵 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

4 2.27.00.* 岡田 奈巳 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

5 2.28.22.* 柑子木 絵美 鹿族 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

6 2.30.04.* 佐野 亜弓 Runfeet 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

【40ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 2.23.57.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

2 2.37.08.* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

3 2.38.19.* 世古 理恵 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

4 2.40.48.* 山神 由佳 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

5 2.48.42.* 上野 智賀 teamF.O.R 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

6 2.49.22.* 岡田 奈巳 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

7 2.52.39.* 柑子木 絵美 鹿族 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

8 2.53.09.* 佐野 亜弓 Runfeet 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

9 2.53.49.* 東 紀子 Runfeet 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

10 2.54.22.* 斎藤 綾乃 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

【マラソン】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 2.33.01.* 松本 亜子 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

2 2.46.14.* 坂本 喜子 teamF.O.R 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

3 2.46.55.* 世古 理恵 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

4 2.49.41.* 山神 由佳 三重陸協 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

5 2.52.09.* 村田 祥江 鹿族 一般 第68回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20200126

6 2.57.44.* 上野 智賀 teamF.O.R 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

7 2.57.53.* 柑子木 絵美 鹿族 一般 第68回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20200126

8 2.59.18.* 岡田 奈巳 三重陸協 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

9 3.03.14.* 佐野 亜弓 Runfeet 一般 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 20200308

10 3.03.42.* 東 紀子 Runfeet 一般 第39回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子 20200126

－31－



【60ｍH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 8.47* 室内 小林 紗矢香 NTN 一般 日本室内陸上競技大阪 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

2 8.59* 室内 猪岡 真帆 中京大 2+ 大学 日本室内陸上競技大阪 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

3 8.86* 室内 浜口 紀子 松阪商高 3+ 高校 日本室内陸上競技大阪 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

4 8.97* 室内 奥林 凛 四日市商高 3+ 高校 日本室内陸上競技大阪 大阪城ﾎｰﾙ 20200201

【100ｍH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 13.72* +0.8+ 西垣 朱音 国士大 3 大学 第12回日本大学競技会 日本大学 20200809

2 13.80* 0.0* 小林 紗矢香 NTN 一般 第104回日本陸上競技選手権 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ 20201002

3 14.19* +0.3* 猪岡 真帆 中京大 3 大学 第89回日本学生対校選手権 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ 20200913

4 14.30* +1.8* 濵口 紀子 日体大 1 大学 日本体育大学競技会 八王子市上柚木 20200812

5 14.48* -0.2* 奥林 凜 至学館大 1 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

6 14.57* +1.9* 瀬々奈 璃乃 松阪商高 3 高校 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

7 14.85* -1.6* 藤田 紗江 国士大 2 大学 第99回関東学生対校選手権 江戸川区 20201024

8 14.88* 0.0* 村岡 紗千 神戸高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

9 15.09* +1.8* 清水 寧々 四日市商高 1 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

10 15.18* 0.0* 野口　結夢 桑名高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

【100ｍYH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 14.43* +1.0* 瀬々奈 璃乃 松阪商高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

2 14.75* +1.0* 村岡 紗千 神戸高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

3 14.97* +0.4* 小林 祐希穂 多気中 3 中学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

4 15.21* +1.0* 松本 みすず 桑名高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

5 15.37* +1.0* 古川 智未 四日市商高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

6 15.45* +0.9* 今久保 美穂 上野高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 15.59* +1.0* 飛岡 愛心 皇學館高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

8 15.76* +1.0* 林 夢花 いなべ総合高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 15.99* +0.4* 土井 なつみ 皇學館高 1 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

10 16.21* +1.0* 岸田 彩果 松阪高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

【300ｍH】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 46.68* 濱千代 琳香 松阪商高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

2 46.94* 山本 絵美香 四日市高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

3 48.08* 辻井 和音 皇學館高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

4 48.19* 竹田 高嶺 稲生高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

5 48.22* 服部 りら 鈴鹿高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

6 48.45* 中里 向日葵 桑名高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 48.52* 牧井 砂樹 伊勢学園高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

8 48.75* 古川 智未 四日市商高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 49.52* 岡田 華穂 四日市商高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

10 49.96* 原口 未来 四日市商高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

－32－



【400ｍH】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.00.52* 奥林 凜　　　　至学館大 　　　1 大学 U20全国競技会　　　　　　　　　　　　　 広島島広域 　　　  20201025

2 1.03.31* 濱千代 琳香 松阪商高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920

3 1.03.46* 浅井 那未 いなべ総合高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

4 1.05.27* 服部 りら 鈴鹿高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920

5 1.05.67* 松永 紗季 伊勢高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

6 1.05.68* 山本 絵美香 四日市高 2 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

7 1.07.27* 瀬々奈 璃乃 松阪商高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

8 1.07.34* 辻井 和音 皇學館高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

9 1.07.53* 古川 智未 四日市商高 1 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

10 1.07.55* 竹田　高嶺 稲生高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920

【3000ｍSC】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 11.44.92* 岡本 凪布 皇學館大 2 大学 第47回東海学生秋季選手権 知多市運動公園 20201018

2 12.55.20* 岩﨑 琴美 稲生高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

3 13.17.11* 徳永 七海 酪農学園大 5 大学 第49回北海道学生選手権 札幌市円山 20200920

4 13.17.40* 竹田 高嶺 稲生高 2 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

【5000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 22.34.40* 園田 世玲奈 NTN 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

2 24.47.74* 岩瀬 映伊美 皇學館大 3 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004

3 25.34.23* 長谷川 睦 J&E久居 一般 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

4 27.53.47* 金谷 奈津 川越高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

5 28.51.22* 加世堂 温 いなべ総合高 2 高校 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219

6 29.08.79* 近藤 瑞季 四日市南高 1 高校 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219

7 29.09.77* 三井 杏華 いなべ総合高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

8 29.27.70* 岸 南歩 上野高 2 高校 第21回南勢地区長距離選手権 伊勢補助 20201128

9 32.50.63* 相澤 沙耶 高田高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

10 32.51.17* 岩﨑 琴美 稲生高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

【10000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 0.51.18.35* 岩瀬 映伊美 皇學館大 3 大学 第5回中京大学土曜競技会 中京大 20201219

【5ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 23.12.* 園田 世玲奈 NTN 一般 第103回日本陸上競技選手権男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

2 25.26.* 井上 香里 上野高 3+ 高校 第31回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

3 26.25.* 岩瀬 映伊美 皇學館大 2+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

4 27.33.* 金谷 奈津 川越高 2+ 高校 第51回元旦競歩競技会 知多市運動公園 20200101

－33－



【10ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 0.46.37.* 園田 世玲奈 NTN 一般 第68回元旦競歩 明治神宮外苑 20200101

2 0.52.21.* 岩瀬 映伊美 皇學館大 2+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

【15ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.10.46.* 園田 世玲奈 NTN 一般 第103回日本陸上競技選手権男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216

2 1.18.54.* 岩瀬 映伊美 皇學館大 2+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

【20ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1.35.21.* 園田 世玲奈 NTN 一般 第103回日本陸上競技選手権男子･女子20km競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20200216 県新

2 1.46.11.* 岩瀬 映伊美 皇學館大 2+ 大学 第44回全日本競歩能美 能美市営 20200315

－34－



【4×100mR】

順位 記録 選手/ﾁｰﾑ 所属 区分 競技会名 競技場名 年月日

1 0.46.21* 柴山沙也香⇒名倉千晃⇒一色美咲⇒樫山楓 NTN 一般 第68回全日本実業団対抗選手権 熊谷 20200919

2 0.47.62* 前川優奈(1)⇒円山遥比(3)⇒世古綾葉(1)⇒西村愛(3) 宇治山田商高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

3 0.47.90* 松原美空(1)⇒粟飯原早希(1)⇒植村美咲(2)⇒樋口七海(1) 四日市商高 高校 第59回三重県高等学校新人 伊勢 20200919

4 0.47.93* 藤本彩那(2)⇒横山結香(3)⇒横田萌(3)⇒小林千芹(2) 松阪商高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

5 0.48.28* 清水寧々(1)⇒杉本琴(3)⇒植村美咲(2)⇒樋口七海(1) 四日市商高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725

6 0.48.32* 奥田涼泉(3)⇒杉本琴(3)⇒植村美咲(2)⇒樋口七海(1) 四日市商高 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

7 0.48.46* 杉本藍香(1)⇒井森優月(2)⇒前川優奈(1)⇒世古綾葉(1) 宇治山田商高 高校 第59回三重県高等学校新人 伊勢 20200919

8 0.48.64* 藤本彩那(2)⇒小林千芹(2)⇒横田萌(3)⇒角山るい(2) 松阪商高 高校 第69回伊勢度会選手権 伊勢 20200809

9 0.48.76* 小林千芹(2)⇒藤本彩那(2)⇒宮村莉央音(2)⇒角山るい(2) 松阪商高 高校 2020三重県秋季選抜選手権 四日市 20201024

10 0.49.11* 小林玲那(1)⇒藤本彩那(2)⇒宮村莉央音(2)⇒小林千芹(2) 松阪商高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

【100+200+300+400mR】

順位 記録 選手/ﾁｰﾑ 所属 区分 競技会名 競技場名 年月日

1 2.21.66* 森口和果(1)⇒粟飯原早希(1)⇒清水寧々(1)⇒樋口七海(1) 四日市商高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

2 2.21.72* 中野藍(2)⇒三杉七美(2)⇒橋口義美(1)⇒奥林凜(1) 至学館大 大学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

3 2.27.99* 伊藤未来(2)⇒平岡璃子(1)⇒田中彩(2)⇒中野菖(2) 津商高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

4 2.30.94* 小池亜凜(2)⇒山口來夢(2)⇒植村美咲(2)⇒青柳佳那(2) 四日市商高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

5 2.31.58* 稲葉夕紗(1)⇒佐々木湖都(2)⇒宮本芽依(2)⇒松本未空(3) 平田野中 中学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

6 2.34.08* 佐々木優希(2)⇒佐野心愛(2)⇒伊藤綺更(2)⇒服部りら(1) 鈴鹿高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

7 2.35.89* 尾崎亜弥(3)⇒石井朱音(2)⇒石崎美羽(2)⇒伊藤愛梨(2) 稲生高 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

8 2.36.06* 折戸彩冬(2)⇒山田愛菜(1)⇒澤井楽風(1)⇒山門咲華(2) 嬉野中 中学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

9 2.36.26* 岩田紗和(2)⇒村上流唯(2)⇒小野栞音(2)⇒板谷桃嘉(2) 白子中 中学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

10 2.36.45* 佐藤利都(2)⇒市川ひより(2)⇒福山侑香(2)⇒谷果保(2) 八風中 中学 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

【4×400mR】

順位 記録 選手/ﾁｰﾑ 所属 区分 競技会名 競技場名 年月日

1 4.02.84* 小林千芹(2)⇒浜千代琳香(2)⇒瀬々奈璃乃(3)⇒横田萌(3) 松阪商高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

2 4.04.03* 円山遥比(3)⇒前川優奈(1)⇒倉野加奈(3)⇒沢井風月(1) 宇治山田商高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

3 4.04.12* 粟飯原早希(1)⇒清水寧々(1)⇒植村美咲(2)⇒樋口七海(1) 四日市商高 高校 第59回三重県高等学校新人 伊勢 20200920

〃 〃 前川優奈(1)⇒西村愛(3)⇒圓山遥比(3)⇒倉野加奈(3) 宇治山田商高 高校 2020三重県秋季選抜選手権 四日市 20201025

5 4.04.61* 小林千芹(2)⇒竹郷千咲(2)⇒宮村莉央音(2)⇒濱千代琳香(2) 松阪商高 高校 第59回三重県高等学校新人 伊勢 20200920

6 4.04.99* 前川優奈(1)⇒西村愛(3)⇒圓山遥比(3)⇒澤井風月(1) 宇治山田商高 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

7 4.06.47* 山田優奈(2)⇒神谷桜子(2)⇒林夢花(2)⇒浅井那未(2) いなべ総合高 高校 第59回三重県高等学校新人 伊勢 20200920

8 4.06.50* 松永紗季(3)⇒山本真菜(1)⇒伊藤由莉(3)⇒大畑晴香(3) 伊勢高 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

9 4.06.96* 飛岡愛心(2)⇒村瀬ひまり(3)⇒森琴音(2)⇒辻井和音(3) 皇學館高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

10 4.07.15* 辻皐耶(2)⇒大畑晴香(3)⇒伊藤由莉(3)⇒山本真菜(1) 伊勢高 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

【4×400mR　混合】

順位 記録 選手/ﾁｰﾑ 所属 区分 競技会名 競技場名 年月日

1 3.48.11* 御村征也(2)⇒濱千代琳香(2)⇒中田七一斗(2)⇒横田萌(3) 伊勢工･松商 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

2 3.50.04* 山本絵美香(2)⇒勝井陽大(1)⇒大西麻紀子(2)⇒渡邊晃心(1) 四日市高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

3 3.52.26* 谷﨑光(1)⇒東浦彩夏(2)⇒西村理央奈(1)⇒髙橋颯太(2) 宇治山田商高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

4 3.52.99* 竹谷涼太(3)⇒牧井砂樹(1)⇒遠藤なずな(2)⇒見置蓮音(3) 伊勢学園高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

5 3.53.96* 坂本乃也(2)⇒小林千芹(2)⇒福井涼介(2)⇒東穗乃果(2) 伊勢工･松商 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

6 3.56.68* 橋本美海(3)⇒深田陸斗(3)⇒山岡美咲(3)⇒ｺﾞﾒｽﾆｺﾗｽ(3) 三重高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

7 4.01.27* 奥田聖也(1)⇒宮村莉央音(2)⇒池山紘哉(1)⇒竹郷千咲(2) 伊勢工･松商 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

8 4.01.59* 亀川裕矢(1)⇒野呂陽斗(1)⇒山下愛加(2)⇒久田朱里(1) 伊勢学園高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

9 4.07.34* 橋本京磨(3)⇒田中彩(2)⇒平岡璃子(1)⇒川合龍之介(1) 津商高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905

10 4.12.95* 瀬古陸斗(2)⇒武田望佑(2)⇒中山奈々(1)⇒松前楽(2) 三重高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020 伊勢 20200905
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【走高跳】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 1ｍ68* 阿部 汐莉 四日市商高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

2 1ｍ63* 藤田 紗江 国士大 2 大学 第99回関東学生対校選手権 江戸川区 20201024

3 1ｍ62* 辻 怜樹 松阪商高 2 高校 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

4 1ｍ60* 浜口 紀子 日体大 1 大学 東京女子体育大学競技会(特別競技会2) 東京女子体育大学 20200801

〃 〃 奥村 あかね 宇治山田商高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

〃 〃 井ﾉ口 世菜 豊里中 2 中学 第1回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200810

7 1ｍ57* 前村 絢音 皇學館大 3 大学 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

〃 〃 小林 玲那 松阪商高 1 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

9 1ｍ56* 間道 由希恵 宇治山田商高 1 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

〃 〃 猪岡 真帆 中京大 3 大学 第2回中京大学土曜競技会 中京大 20200801

【棒高跳】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 3ｍ50* 海老原 有緯子 厚生中 3 中学 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808 県中学新

2 3ｍ40* 出口 瑞歩 皇學館大 4 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

〃 〃 高山 華梨 皇學館高 2 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

4 3ｍ30* 白井 澪奈 皇學館高 1 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

5 3ｍ20* 辻井 和音 皇學館高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

6 3ｍ10* 永田 梨馨 伊勢宮川中 3 中学 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

7 3ｍ02* 黒田 彩夏 いなべ総合高 3 高校 東大阪市月9月記録会① 花園公園 20200905

8 3ｍ00* 佐々木 麦乃 桜浜中 3 中学 全国中学生陸上競技2020三重 伊勢 20200905

〃 〃 安保 涼音 筑波大 2 大学 第7回筑波大競技会 筑波大学 20201031

10 2ｍ90* 檮原 萌絵 伊勢高 2 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

【走幅跳】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 5ｍ88* -1.1* 山下 友佳 ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重RC 一般 第104回日本陸上競技選手権 新潟ｽﾀｼﾞｱﾑ 20201001

〃 〃 +0.8* 村田 千夏 国士大 2 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大 20201101

3 5ｍ72* +1.4* 吉田 二千翔 筑波大 2 大学 第99回関東学生対校選手権 江戸川区 20201024

4 5ｍ59* +0.4* 村岡 紗千 神戸高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

5 5ｍ58* -3.1* 森口 和果 四日市商高 1 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

6 5ｍ53* 0.0* 水谷 月 いなべ総合高 3 高校 第1回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200810

〃 〃 +1.3* 辰巳 奈那 皇學館大 2 大学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

8 5ｍ45* +0.2* 石田 怜 多気中 3 中学 第1回名張市陸上競技 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20200810

9 5ｍ43* +0.7* 牧野 澄 津西高 2 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

10 5ｍ42* -0.2* 阪口 美苑 神戸高 2 高校 鈴鹿･三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927

【三段跳】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 12ｍ30* +0.9* 中山 実優 中京大 2 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201003

2 11ｍ64* +0.6* 中山 瑠奈 皇學館大 1 大学 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

3 11ｍ38* +0.9* 阿部 汐莉 四日市商高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

4 11ｍ22* +0.2* 浜地 きらら 皇學館大 1 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201003

5 11ｍ15* +0.3* 武田 陽菜 宇治山田商高 2 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

6 11ｍ10* +0.2* 山岡 美咲 三重高 3 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

7 11ｍ08* +0.5* 飛岡 璃心 皇學館高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920

8 11ｍ05* +1.7* 池山 実侑 伊勢高 1 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

〃 〃 +0.1* 木田 直歩 伊勢高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920

10 11ｍ00* +0.5* 土井 なつみ 皇學館高 1 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726
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【砲丸投　4.0kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 13ｍ92* 岩本 乙夏 稲生高 3 高校 第30回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20201103

2 13ｍ08* 床辺 彩乃 国士大 1 大学 第99回関東学生対校選手権 相模原麻溝 20201010

3 12ｍ78* 谷口 梨瑠 松阪商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

4 12ｍ38* 竹口 若奈 松阪商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

5 11ｍ80* 坂山 成 多気中 3 中学 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

6 11ｍ09* 飯島 志伸 松阪商高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

7 10ｍ85* 加納 京果 宇治山田商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

8 10ｍ79* 加藤 菜未 大体大 3 大学 第5回大阪体育大学競技会兼混成競技会 浪商学園 20201031

9 10ｍ67* 坂本 日和 大体大 2 大学 第5回大阪体育大学競技会兼混成競技会 浪商学園 20201101

10 10ｍ50* 伊藤 梨衣奈 亀山高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200712

【円盤投　1.0kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 45ｍ51* 藤原 千春 国士大 3+ 大学 第7回国士舘大学競技会 国士舘大 20200327

2 43ｍ43* 西井 琳音 三重高 2 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201023

3 42ｍ90* 岩本 乙夏 稲生高 3 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201023

4 41ｍ13* 吉田 涼奈 神戸高 3 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201023

5 38ｍ67* 加納 京果 宇治山田商高 3 高校 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

6 37ｍ14* 別所 真衣 新潟医福大 1 大学 第42回北日本学生対校選手権 北上総合 20201017

7 36ｍ90* 喜多嶋 良子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

8 35ｍ86* 浦田 晏那 中京大 3+ 大学 第8回中京大学土曜競技会 中京大 20200215

9 34ｍ20* 廣 若奈 宇治山田商高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

10 33ｍ78* 桃園 晴菜 国士大 1 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大 20201031

【ハンマー投　4.0kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 57ｍ99* 佐藤 若菜 三重県ｽﾎﾟ協 一般 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

2 56ｍ32* 濱田 恵里奈 九州共立大 4+ 大学 第1回九州共立大学競技会 九州共立大学 20200328

3 54ｍ22* 濵口 真幸 伊勢工高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808 県高校新

4 53ｍ96* 東 澪 ろけっと団 一般 第5回大阪体育大学競技会兼混成競技会 浪商学園 20201031

5 51ｍ17* 坂本 日和 大体大 2 大学 第97回関西学生対校選手権 大阪市長居第二 20201020

6 49ｍ77* 吉田 涼奈 神戸高 3 高校 鈴鹿･三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927

7 45ｍ78* 釜谷 梨里衣 稲生高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

8 44ｍ02* 西井 琳音 三重高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920

9 41ｍ93* 床辺 彩乃 国士大 1 大学 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201024

10 41ｍ16* 谷口 梨瑠 松阪商高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808

【やり投】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 年月日 備考

1 50ｍ38* 奥田 愛華 国士大 3 大学 第4回国士舘大学競技会 国士舘大 20200704

2 47ｍ63* 加藤 菜未 大体大 3 大学 第5回大阪体育大学競技会兼混成競技会 浪商学園 20201101

3 47ｍ20* 中村 胡白 松阪商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

4 46ｍ87* 坂倉 杏奈 JAC EAST Ⅱ 一般 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

5 46ｍ31* 山川 楓 松阪商高 2 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201024

6 42ｍ39* 久保 亜月 松阪商高 3 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市市中央 20201025

7 42ｍ32* 村田 千夏 国士大 2 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大 20201031

8 42ｍ16* 江川 雅 いなべ総合高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200726

9 41ｍ55* 廣 美里 宇治山田商高 3 高校 全国高校競技会 広島広域公園 20201024

10 41ｍ53* 川合 小想 松阪商高 2 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809
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