
2次予選のスタートリストは1次予選終了後、招集所及び2階記録掲示板で確認のこと
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5812 矢橋　寛明 ヴィアティン 5010 諏訪　達郎 NTN 5129 世古　和 ＣＲＡＮＥ 5232 永野　真莉子 デンソー

5142 小池　龍緯 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 6090 上山　紘輝 近畿大 5224 杉山　美貴 デンソー 5223 山中　日菜美 デンソー

5010 諏訪　達郎 NTN 5026 小林　雄一 NTN 5223 山中　日菜美 デンソー 5007 名倉　千晃 NTN

6074 藤本　峻介 岐阜協立大 B2 川瀬　孝則 奥アンツーカ 5007 名倉　千晃 NTN 5020 樫山　楓 NTN

5054 浦井　崚自 ULTIMATE 5011 東　魁輝 NTN 5232 永野　真莉子 デンソー 6094 鈴木　塔子 甲南大

6126 山路　康太郎 法政大 6110 川端　魁人 中京大 6094 鈴木　塔子 甲南大 531 魚住　るり 津高

6090 上山　紘輝 近畿大 6084 西沢　隆汰 近畿大 836 西村　愛 宇治山田商高 5005 一色　美咲 NTN

5236 中川　想基 デンソー大安 6126 山路　康太郎 法政大 6034 松葉　みなみ 皇學館大 836 西村　愛 宇治山田商高

6085 的場　奏太 近畿大 6085 的場　奏太 近畿大 5020 樫山　楓 NTN 6099 横山　綾香 至学館大

5013 石倉　南斗 NTN 6092 大谷　尚文 慶應義塾大 5005 一色　美咲 NTN 1215 大畑　晴香 伊勢高

5212 千種　紹弘 T.G.K 5208 森岡　大地 T.G.K 6031 中世古　祥恵 皇學館大 6175 高橋　悠紗子 上智大

301 林　哉太 四日市工高 6074 藤本　峻介 岐阜協立大 32 植村　美咲 四日市商高 385 横山　結香 松阪商高

5208 森岡　大地 T.G.K 301 林　哉太 四日市工高 827 堂岡　新菜 宇治山田商高 155 水谷　真苗 桑名高

B2 川瀬　孝則 奥アンツーカ 801 濱口　虎汰郎 宇治山田商高 1215 大畑　晴香 伊勢高 6034 松葉　みなみ 皇學館大

5011 東　魁輝 NTN 5009 愛敬　彰太郎 NTN 6099 横山　綾香 至学館大 6101 生駒　志穂 至学館大

5019 梨本　真輝 NTN 6164 野田　龍太郎 大東文化大 385 横山　結香 松阪商高 11 奥田　涼泉 四日市商高

5217 川喜田　剛志 T.G.K 6088 西山　遥斗 近畿大 1628 寺本　朱那 皇學館高 14 橋口　義美 四日市商高

6084 西沢　隆汰 近畿大 5206 矢谷　克己 T.G.K 155 水谷　真苗 桑名高 562 金森　末帆 いなべ総合高

5206 矢谷　克己 T.G.K 6155 川村　建勝 中京大 208 木村　百花 桑名西高 32 植村　美咲 四日市商高

6209 伊藤　和磨 中京大 1864 中垣内　太智 津西高 14 橋口　義美 四日市商高 6320 中村　巴南 早稲田大

6155 川村　建勝 中京大 5311 佐藤　壮汰 三重大医陸 1636 村瀬　ひまり 皇學館高 5313 原田　和佳 三重大医陸

1599 島田　健太郎 皇學館高 6076 山本　兼也 岐阜協立大 1479 青木　愛莉 亀山高 12 吉岡　瑞希 四日市商高

6206 高橋　隆晟 中京大 5847 才戸　雄貴 GRATIS 158 愛敬　百花 桑名高 1629 淺野　百花 皇學館高

6177 清田　尚弥 皇學館大 1609 村井　奎斗 皇學館高 1046 西田　真梨 三重高 844 圓山　遥比 宇治山田商高

328 西山　桐矢 四日市工高 6201 原　啓祐 皇學館大 5021 小林　紗矢香 NTN 1046 西田　真梨 三重高

1659 藤田　知和 四日市四郷高 6019 磯田　拓海 皇學館大 6101 生駒　志穂 至学館大 1217 天満　彩巴 伊勢高

6108 須崎　雅也 中京大 6227 山田　恭平 近大高専 5313 原田　和佳 三重大医陸 208 木村　百花 桑名西高

1860 岡本　宰 津西高 1599 島田　健太郎 皇學館高 1267 松吉　里紗 津商高 8 赤嶺　麗央奈 四日市商高

801 濱口　虎汰郎 宇治山田商高 5195 水谷　拓也 T.G.K 6037 栢　愛莉 皇學館大 13 佐藤　なつみ 四日市商高

5847 才戸　雄貴 GRATIS 5019 梨本　真輝 NTN 12 吉岡　瑞希 四日市商高 163 中里　向日葵 桑名高

1080 山西　勇介 近大高専 6256 古谷　新太 国際武道大 6259 西田　圭那 三重大 6174 加藤　麻由 愛知教育大

1601 染井　真佑希 皇學館高 6064 長谷川　貴大 愛知学院大 1277 村田　裕香 津商高 1636 村瀬　ひまり 皇學館高

1864 中垣内　太智 津西高 6206 高橋　隆晟 中京大 6174 加藤　麻由 愛知教育大 1479 青木　愛莉 亀山高

6086 森井　健太 近畿大 6209 伊藤　和磨 中京大 1217 天満　彩巴 伊勢高 6045 渡邉　明花 皇學館大

6169 石田　多門 京都産業大 1860 岡本　宰 津西高 163 中里　向日葵 桑名高 1267 松吉　里紗 津商高

1081 吉矢　悠大 近大高専 324 田中　康太郎 四日市工高 11 奥田　涼泉 四日市商高 389 濱千代　琳香 松阪商高

5966 的羽　陽尚 ULTIMATE 52 福岡　光貴 伊賀白鳳高 6041 伊藤　彩夏 皇學館大 6041 伊藤　彩夏 皇學館大

470 富山　要 伊勢工高 309 上野　正汰 四日市工高 6155 木俣　穂香 三重大 1290 田中　彩 津商高

1706 宮﨑　康央 久居高 5929 松尾　慎太郎 三重陸協 19 羽根　のどか 四日市商高 599 神谷　桜子 いなべ総合高

6328 安井　弦 鈴鹿高専 5201 辻　佑太 T.G.K 6172 三杉　七美 至学館大 6037 栢　愛莉 皇學館大

6201 原　啓祐 皇學館大 466 北村　勝音 伊勢工高 6165 柴原　有里加 大東文化大 6040 服部　愛美 皇學館大

1619 中東　大輔 皇學館高 289 岩佐　龍輝 四日市工高 1288 伊藤　未来 津商高

6076 山本　兼也 岐阜協立大 335 渡辺　壮貴 四日市工高

1473 向井　羽汰 亀山高 6178 五島　快晴 皇學館大

5070 浦井　駿吾 ULTIMATE 5304 櫻井　康平 三重大医陸

444 佐々木　克磨 伊勢工高 267 渡邉虎太郎　 松阪高

267 渡邉虎太郎　 松阪高 6273 神谷　純輝 三重大

5143 西山　竜二 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

289 岩佐　龍輝 四日市工高

1609 村井　奎斗 皇學館高

6329 小河　優玖 鈴鹿高専

6114 西本　稜太朗中京大

男子100m 女子100m男子200m 女子200m

下記の選手は1次予選通過とするので、2次予選より出場のこと。
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