
第57回三重県中学校陸上競技大会　　学校対抗選手権

日付 種目

100m 丸山　伸夫 (3) 11.32 伊藤　雅基 (3) 11.57 岩瀬　慶則 (3) 11.61 中井　一磨 (2) 11.67 松本　一毅 (3) 11.74 小倉　大義 (3) 11.75 大屋　元貴 (3) 11.89 原　　一貴 (3) 11.92

風:+0.2 名張市：名張北 四日市市：保々 桑名市：陽和 度会郡：度会 志摩市：磯部 尾鷲市：尾鷲 志摩市：文岡 亀山市：亀山中部

200m 轟　　文哉 (3) 23.50 丸山　伸夫 (3) 23.57 中本　道成 (3) 23.73 松本　一毅 (3) 23.85 小倉　大義 (3) 23.98 岩瀬　慶則 (3) 24.17 櫻井　愛平 (3) 24.27 岩田　賢治 (3) 24.58

風:-2.7 久居市：久居 名張市：名張北 熊野市：木本 志摩市：磯部 尾鷲市：尾鷲 桑名市：陽和 亀山市：亀山 桑名市：陵成

生盛　智也 (3) 53.10 山岡　卓弥 (3) 53.11 中山　慎哉 (3) 53.59 金沢　裕幸 (3) 53.62 岡田　和士 (3) 54.41 李　　天蛟 (3) 54.50 飯田　博也 (3) 54.52 柿本　崇志 (2) 57.27

四日市市：四日市南 伊勢市：伊勢港 度会郡：度会 名賀郡：青山 度会郡：小俣 桑名市：陽和 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：伊勢港

山岡　卓弥 (3) 2.05.25 村上　祐一 (3) 2.05.32 井上　翔太 (3) 2.07.01 舘　　祐樹 (3) 2.08.36 西野　光介 (3) 2.09.02 安徳　知巳 (3) 2.09.95 服部　佳大 (3) 2.10.33 水谷　和茂 (3) 2.12.52

伊勢市：伊勢港 三重郡：楠 伊勢市：伊勢宮川 いなべ市：大安 伊勢市：倉田山 員弁郡：東員第二 三重郡：楠 津市：橋南

井上　翔太 (3) 9.10.61 森　　悠太 (3) 9.14.72 宮田　　往 (3) 9.28.70 西野　光介 (3) 9.29.11 小崎　　真 (3) 9.33.49 木村　和史 (3) 9.36.39 田中　貴章 (3) 9.36.59 迫間　洋樹 (2) 9.39.92

伊勢市：伊勢宮川 志摩市：磯部 桑名市：陽和 伊勢市：倉田山 三重郡：菰野 桑名市：正和 津市：西郊 四日市市：富洲原

110mH 竹中　　航 (3) 15.32 小川大次郎 (3) 15.40 立野　剛志 (2) 15.41 永井　伸哉 (2) 15.41 石川　提樹 (3) 15.44 大山　順平 (3) 15.45 斉田　真司 (3) 15.47 三田　裕弥 (3) 15.65

風:+1.8 四日市市：内部 津市：西橋内 伊勢市：城田 度会郡：小俣 桑名郡：多度 津市：一身田 伊勢市：厚生 津市：橋北

伊勢市：伊勢宮川 47.54 員弁郡：東員第二 47.70 伊勢市：五十鈴 47.97 伊勢市：倉田山 48.06 度会郡：小俣 48.40 伊勢市：伊勢港 48.60 度会郡：玉城 48.70 一志郡：一志 48.87

  小島　良文 (2)   荒川　宏彰 (2)   乾　　弘哲 (2)   矢納　　要 (2)   古野　洋平 (2)   井村　　豊 (2)   中村　拓磨 (2)   岡野　将司 (2)

  坂本　明俊 (1)   高木　　涼 (1)   林　　風汰 (1)   中屋　貴文 (1)   奥野　浩佑 (1)   世古　大典 (1)   中西　大貴 (1)   日置　雄斗 (1)

  笠井　信一 (1)   田尻　純平 (1)   大西　克哉 (1)   濱口　隆翔 (1)   島田　雄斗 (1)   北村　雄汰 (1)   高木　康成 (1)   稲垣　太一 (1)

  藤原　真文 (2)   寺川　雄大 (2)   清水　淳平 (2)   松村　賢人 (2)   永井　伸哉 (2)   柿本　崇志 (2)   青木　　準 (2)   長谷川　悠 (2)

名張市：名張北 1.33.80 津市：西橋内 1.35.00 桑名市：陵成 1.35.20 度会郡：度会 1.35.65 伊勢市：厚生 1.36.09 度会郡：小俣 1.36.16 伊勢市：城田 1.36.70

  鶴ヶ崎　喬 (3)   家城　雄也 (3)   秋元　一志 (3)   松月　慎二 (3)   松尾　大樹 (3)   渡辺　大河 (3)   奥村　雄正 (2)

  木村　勝太 (3)   小川大次郎 (3)   伊藤　大貴 (3)   中山　慎哉 (3)   斉田　真司 (3)   高橋　遼平 (3)   小池　亮輔 (3)

  宮永　将名 (3)   横角　直人 (3)   熊谷　雄太 (3)   南　　裕彰 (3)   笠谷　　啓 (3)   矢形　卓也 (3)   立野　剛志 (2)

  丸山　伸夫 (3)   真弓　浩幸 (3)   岩田　賢治 (3)   中井　一磨 (2)   山本　総士 (3)   柳原　一也 (2)   田端　裕正 (3)

大井　崇弘 (3) 1m79 濱地　修平 (3) 1m79 池田　卓矢 (3) 1m73 竹野　翔太 (3) 1m70 山本　皓亮 (3) 1m70 木本　雄也 (2) 1m65 土井　一輝 (3) 1m65 佐藤　大祐 (3) 1m65

鈴鹿市：鼓ヶ浦 鳥羽市：長岡 伊勢市：伊勢宮川 三重郡：楠 伊勢市：伊勢港 伊勢市：伊勢宮川 多気郡：明和 阿山郡：阿山

下村　健太 (3) 3m90 竹中　一馬 (3) 3m70 秋元　一志 (3) 3m70 坂野　竜平 (3) 3m70 中西　千尋 (3) 3m70 小牧　尚寛 (3) 3m60 田畑　成紀 (3) 3m40 黒岩　紀貴 (3) 3m40

鳥羽市：鳥羽東 伊勢市：伊勢宮川 桑名市：陵成 伊勢市：伊勢宮川 名張市：赤目 津市：橋北 多気郡：明和 伊勢市：伊勢宮川
松井　悠樹 (3) 6m45 谷中　亮太 (3) 6m34 立野　剛志 (2) 6m26 原田　卓也 (3) 6m25 山崎　千尋 (3) 6m22 中西　　学 (3) 6m20 平松　竜輔 (3) 6m19 清水　琢馬 (3) 6m08
伊勢市：伊勢港 -0.2 松阪市：松阪中部 +0.6 伊勢市：城田 +1.0 鈴鹿市：創徳 0.0 亀山市：亀山中部 +0.4 津市：南郊 -1.1 一志郡：三雲 +1.1 熊野市：木本 -0.2 

田畑　有祐 (3) 13m15 原田　卓也 (3) 13m10 杉本　雄祐 (3) 12m95 出口　政孝 (3) 12m78 松井　悠樹 (3) 12m56 小原　佑太 (3) 12m54 伊藤　大貴 (3) 12m51 中西　千尋 (3) 12m43

伊勢市：伊勢宮川 +0.2 鈴鹿市：創徳 +1.0 津市：橋北 +0.8 伊勢市：伊勢港 +2.4 伊勢市：伊勢港 +1.4 三重郡：楠 +2.8 桑名市：陵成 +0.9 名張市：赤目 +0.4 

三浦　　康 (3) 15m71 大山　耕平 (3) 15m21 鳥羽瀬貴仁 (3) 14m93 田中　宏昂 (3) 14m89 小野　真弘 (3) 14m47 長谷川春輝 (3) 13m93 小久保徳裕 (3) 13m80 関口　春彦 (3) 13m50

度会郡：南島西 度会郡：小俣 名張市：赤目 度会郡：度会 久居市：久居 伊勢市：倉田山 伊勢市：倉田山 鈴鹿市：鼓ヶ浦

小野　真弘 (3) 41m56 田中　宏昂 (3) 40m18 吉田　健太郎(3) 38m29 山口　桃太 (3) 35m67 鳥羽瀬貴仁 (3) 35m12 横平　寛幸 (3) 34m14 長谷川春輝 (3) 33m30 稲垣　太一 (1) 31m35

久居市：久居 度会郡：度会 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：伊勢港 名張市：赤目 鈴鹿市：千代崎 伊勢市：倉田山 一志郡：一志
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第57回三重県中学校陸上競技大会　　学校対抗選手権

日付 種目

100m 堤　　真千 (3) 12.78 中村　奈央 (2) 12.93 入山　怜紗 (3) 12.97 山本ひかる (2) 13.04 中尾美乃梨 (2) 13.11 中川　綾菜 (1) 13.20 笠原夕貴子 (3) 13.22 眞田　詩穂 (2) 13.41

風:0.0 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：厚生 伊勢市：伊勢港 度会郡：度会 名賀郡：青山 伊勢市：伊勢港 鈴鹿市：大木 津市：西橋内

200m 中村　奈央 (2) 26.60 松岡ちなみ (3) 27.24 中尾美乃梨 (2) 27.27 入山　怜紗 (3) 27.32 河村　紗希 (3) 27.47 世古　　和 (1) 27.64 仲井あゆみ (1) 27.73 川瀬真里奈 (2) 27.85

風:-3.9 伊勢市：厚生 桑名市：明正 名賀郡：青山 伊勢市：伊勢港 度会郡：度会 伊勢市：五十鈴 一志郡：一志 桑名市：陵成

川北ほなみ (2) 2.22.90 野田　貴恵 (2) 2.24.90 山本　恵未 (2) 2.25.18 林　真奈美 (2) 2.26.64 田渕ひとみ (3) 2.27.48 笹内明貴恵 (3) 2.28.03 山内　晴賀 (2) 2.28.58 宮本　　唯 (3) 2.32.97

鈴鹿市：白鳥 尾鷲市：尾鷲 伊勢市：厚生 久居市：久居 久居市：久居東 三重郡：楠 三重郡：朝日 鈴鹿市：白鳥

川北ほなみ (2) 6.48.67 有松　　冴 (1) 6.49.20 宮本　　唯 (3) 6.50.03 田渕ひとみ (3) 6.51.41 水谷　有里 (2) 6.54.92 畑　沙也加 (3) 6.56.17 山下亜津沙 (3) 6.56.66 小川　記代 (2) 6.58.92

鈴鹿市：白鳥 亀山市：亀山中部 鈴鹿市：白鳥 久居市：久居東 三重郡：川越 伊勢市：伊勢港 一志郡：三雲 いなべ市：大安

100mH 森本　詞織 (2) 15.51 山口　　薫 (2) 15.58 太田　　穂 (2) 15.67 山本　尚香 (2) 15.87 柏木　美紀 (3) 16.59 寺井　有美 (1) 16.63 橋本紗緒里 (2) 16.63 樋上あゆみ (2) 16.68

風:-1.5 度会郡：度会 度会郡：小俣 四日市市：保々 伊勢市：伊勢宮川 一志郡：三雲 鈴鹿市：白子 鳥羽市：鳥羽東 一志郡：一志

伊勢市：伊勢宮川 52.06 桑名市：成徳 53.02 鈴鹿市：創徳 53.24 桑名市：陵成 53.31 伊勢市：伊勢港 53.84 桑名市：陽和 54.00 津市：南郊 54.64 伊勢市：厚生 54.81

  山本　尚香 (2)   愛敬　世菜(2)   奥野　琴音 (2)   宮澤　佳奈 (2)   中川　優美 (2)   村田英里香 (2)   松岡　　恵 (2)   山本　恵未 (2)

  作野　捺希 (1)   愛敬　麻矢(1)   三浦　幸代 (1)   竹村　美咲 (1)   中川　綾菜 (1)   樫野　有美 (1)   前田真里奈 (1)   大野梓衣奈 (1)

  奥村　麻央 (1)   加藤　里奈(1)   近藤美悠喜 (1)   濱路　祐未 (1)   中西千比呂 (1)   吉田　理香 (1)   金澤　　茜 (1)   中村　友紀 (1)

  田中　里沙 (2)   一村　玲伽(2)   大場　恵梨 (2)   川瀬真里奈 (2)   谷水　千紗 (2)   伊藤　紀恵 (2)   三永川玲奈 (2)   今枝　由記 (2)

度会郡：度会 50.19 伊勢市：伊勢宮川 50.90 伊勢市：厚生 50.96 名賀郡：青山 51.26 員弁郡：東員第二 52.44 伊勢市：伊勢港 52.50 名張市：名張北 52.56 四日市市：保々 52.96

  山本　知豊 (3)   高橋　友里(3)   竹内　あい (3)   高田　那菜 (3)   岡田　奈緒 (3)   牛場　智美 (3)   原田　千恵 (3)   伊藤　優季 (1)

  森本　詞織 (2)   山根　由衣(3)   中村　奈央 (2)   中尾美乃梨 (2)   近藤知香恵 (2)   鈴山　明美 (3)   伊藤　春菜 (2)   市川　　直 (3)

  河村　紗希 (3)   宮本早也加(3)   浅原保奈美 (2)   塩谷　亜希 (2)   福家　亜弥 (2)   藤本　亜美 (3)   永松芙実子 (3)   齋藤　加奈 (2)

  山本ひかる (2)   堤　　真千(3)   辻　　弘美 (3)   坂本　美希 (3)   服部　奈央 (3)   入山　怜紗 (3)   辻　　千緩 (2)   太田　　穂 (2)

中西千比呂 (1) 1m55 一色　理沙 (3) 1m55 藤本亜希子 (2) 1m52 新谷美久帆 (3) 1m43 三宅　　遥 (2) 1m43 柴原　利江 (3) 1m40 糀谷　里美 (2) 1m40 谷　　優花 (2) 1m40

伊勢市：伊勢港 伊勢市：伊勢港 名張市：名張北 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：北浜 志摩市：越賀 伊勢市：倉田山 鈴鹿市：白子

堤　　真千 (3) 5m36 森本　詞織 (2) 5m24 谷　　優花 (2) 5m17 柏木　美紀 (3) 5m04 山本ひかる (2) 4m97 中村　志穂 (1) 4m95 新谷美久帆 (3) 4m94 宮本早也加 (3) 4m92

伊勢市：伊勢宮川 +1.7 度会郡：度会 +1.0 鈴鹿市：白子 +0.9 一志郡：三雲 +2.4 度会郡：度会 +1.0 員弁郡：東員第一 +2.1 伊勢市：伊勢宮川 +3.0 伊勢市：伊勢宮川 +1.5 

茂山　千尋 (3) 14m13 長田　智栄 (3) 13m93 伊川　綾子 (3) 13m17 稲垣　千絵 (3) 12m62 西井　春菜 (2) 11m93 大田　祐子 (3) 11m84 大野　美華 (2) 11m53 辻村　梨恵 (3) 11m52

一志郡：一志 久居市：久居 鈴鹿市：鼓ヶ浦 一志郡：一志 度会郡：五ヶ所 一志郡：三雲 鈴鹿市：白子 伊勢市：伊勢港

前山　朋香 (3) 30m74 大田　祐子 (3) 30m47 茂山　千尋 (3) 29m36 前田　美星 (2) 28m90 伊川　綾子 (3) 28m51 牧　　玲佳 (3) 27m90 中西　麻実 (2) 27m80 粉川　由梨 (2) 27m76

一志郡：一志 一志郡：三雲 一志郡：一志 伊勢市：豊浜 鈴鹿市：鼓ヶ浦 度会郡：度会 久居市：久居 度会郡：二見
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