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主 催  東 海 中 学 校 体 育 連 盟 

 愛知･静岡･岐阜･三重各県教育委員会 

 伊 勢 市 教 育 委 員 会 

  東 海 陸 上 競 技 協 会 

後 援   (財)三 重 県 体 育 協 会 

主 管   三 重 県 中 学 校 体 育 連 盟 

          三 重 陸 上 競 技 協 会 

大会コード  06501604 
競技場コード  241010 



コンディション情報

トラック審判長  小池　弘文 跳躍審判長    河越　茂樹

投てき審判長    奥村　仁美 混成審判長    

記録主任        辻　　昭司

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向 測定場所

2006/08/08 09:30 曇 28.5 73.0 1.7 北北東

10:00 曇 28.2 70.0 1.6 北東

11:00 曇 27.9 74.0 1.7 北北東

12:00 曇 26.7 78.0 3.8 北北東

13:00 曇 26.0 78.0 2.5 北東

14:00 雨 24.4 87.0 1.2 北北東

15:00 曇 24.3 90.0 2.1 北東

16:00 曇 24.1 89.0 2.9 北東

競技場

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)



今競技会で樹立された新記録、タイ記録は以下のとおりです。 №（　１　　）

競技会名

期　　　日

☆大会新記録☆

予・決 記録

1 男子３年１５００ｍ 予 ４’０８”５３ 山本　修平 愛知・高師台

2 女子１年１００ｍ 予 １２”７３（+1.4） 清水　香帆 静岡・浜松積志

3 女子２年１００ｍ 予 １２”４８（+1.5） 小泉　　愛 三重・小俣

4 女子共通２００ｍ 予 ２５”４３（+1.5） 愛敬　麻矢 三重・成徳

5 〃 〃 ２５”５３（+1.5） 松本　望路 岐阜・不破

6 女子共通１００ｍJH 予 １４”５１（+1.2） 中川　綾菜 三重・伊勢港

記録
№ 氏名

新記録一覧表

２００６年８月８日（火）

所属 備考

第２８回東海中学校総合体育大会陸上競技大会

種　　目



日付　２００６年８月８日（火） 場所　三重県営総合競技場・陸上競技場
日付 種目

1年１００ｍ 都築　隼人 (1) 12.04 笹田　康弘 (1) 12.04 曽根　啓登 (1) 12.07 石川　拓人 (1) 12.11 渡辺　将志 (1) 12.18 加藤　　修 (1) 12.28 高島　健二 (1) 12.37 今村　和貴 (1) 12.54

風:0.0 愛知：安城西 愛知：東　海 三重：倉田山 静岡：袋　井 愛知：青　陵 愛知：甚目寺 静岡：沼津片浜 愛知：蟹江北

2年１００ｍ 浦井　駿吾 (2) 11.37 出口　荒樹 (2) 11.69 中村　千暁 (2) 11.82 ｳｨﾘｱﾝﾓﾝﾀﾆｰﾆ (2) 11.85 藤沢　昇平 (2) 11.93 立松　直斗 (2) 11.95 本田　和真 (2) 12.02 山口　和也 (2) 12.22

風:-0.1 三重：度　会 三重：和　具 愛知：南　稜 静岡：浜松江西 三重：陵　成 静岡：吉原第二 静岡：湖西鷲津 愛知：千種台

3年１００ｍ 三輪　将之 (3) 11.27 中村　健太 (3) 11.31 足立　　翔 (3) 11.34 加藤　雅也 (3) 11.41 宮　　　匠 (3) 11.42 南川　由信 (3) 11.43 村松　貴将 (3) 11.50

風:+2.8

共通２００ｍ 内山　翔太 (3) 22.55 内藤　牧人 (3) 22.57 若園　和也 (3) 22.80 羽根　達也 (3) 23.08 金武　俊宏 (3) 23.23 笠井　信一 (3) 23.36 藤田　敏幸 (3) 23.39 西岡　大貴 (3) 23.50

風:+0.9

法月　秀平 (3) 52.74 江﨑　瑛一 (3) 52.97 東海林拓也 (3) 53.36 鈴木　俊也 (3) 53.45 吉崎　将大 (3) 53.58 山田　康生 (3) 53.72 武馬　有佑 (3) 54.31 松永　　彪 (3) 56.41

山本　　龍 (3) 2.00.96 田口　祐貴 (3) 2.01.32 岡部　航大 (3) 2.03.90 兵庫田津樹 (3) 2.04.29 榎木　恭平 (3) 2.05.81 小澤　眞知 (3) 2.06.08 疋田　晃暉 (3) 2.06.48 小栗　大輝 (3) 2.07.51

山中　建人 (1) 4.29.04 久米　秀和 (1) 4.30.33 上倉　利也 (1) 4.30.52 三田　訓利 (1) 4.31.20 井野　拓哉 (1) 4.35.05 室伏　　亮 (1) 4.35.53 役田　寛治 (1) 4.36.26 大森　宏信 (1) 4.36.76

静岡：吉原北 三重：高　田 静岡：富士宮第三 静岡：函南東 岐阜：土岐津 静岡：長　泉 岐阜：陶　都 静岡：富士大淵

立川　大貴 (2) 4.16.34 小島　秀斗 (2) 4.17.54 山下　大吉 (2) 4.18.30 浜口　修平 (2) 4.19.39 近並　　郷 (2) 4.21.66 浅岡　満憲 (2) 4.21.71 辻　　晋弥 (2) 4.23.08 長島　俊泰 (2) 4.23.44

岐阜：大垣西部 愛知：今伊勢 静岡：浜松北浜 愛知：　葵 愛知：　泉 岐阜：古　川 静岡：島田第二 岐阜：羽　島

山本　修平 (3) 4.12.60 蜂須賀久晴 (3) 4.15.78 松岡　篤史 (3) 4.16.54 鈴木　祥矢 (3) 4.17.21 小森　大輝 (3) 4.17.54 辰野　和貴 (3) 4.17.74 矢崎　　遼 (3) 4.19.73 吉川　雄登 (3) 4.20.64

愛知：高師台 愛知：六ツ美 三重：千代崎 静岡：浜松麁玉 岐阜：岩野田 静岡：下　田 静岡：吉原第一 三重：菰　野

片川　準二 (3) 8.56.49 上倉　拓也 (3) 8.58.26 三輪晋大朗 (3) 9.07.29 御堂島寛之 (3) 9.07.83 正木　　翔 (3) 9.10.12 三浦　　誠 (3) 9.10.98 春園　功太 (3) 9.11.43 松本　賢太 (3) 9.11.88

共通110mMH 日置　雄斗 (3) 14.63 小久保翔太 (3) 14.96 大場　直人 (3) 15.02 田前　佑斗 (3) 15.13 川口　航希 (3) 15.16 成瀬　慎也 (3) 15.34 佐野　　成 (3) 15.58 三浦　豊成 (3) 15.65

風:+1.1

47.92 47.97 48.07 48.12 48.18 48.27 48.45

  伊藤　誠人 (2)   川口　尚仁 (2)   林　　幹士 (2)   佐藤　弘明 (2)   北川　　涼 (2)   坂本　博満 (2)   二之方広也 (2)

  河野　大志 (1)   滝田　慎一 (1)   笹田　康弘 (1)   稲垣　夏生 (1)   瀧上　英彦 (1)   下村　昂矢 (1)   古川　達弥 (1)

  渡邉　尚登 (1)   時田　　聡 (1)   近藤　晃宏 (1)   加藤　慎也 (1)   桑原　佑太 (1)   坂野　航平 (1)   加藤　玲央 (1)

  野網　和真 (2)   水野　　竣 (2)   石野　雄士 (2)   千種　紹弘 (2)   菱田　圭祐 (2)   宮本　雄史 (2)   松本　晃典 (2)

44.45 44.59 45.10 45.21 45.66 45.82 46.00 46.54

  杉浦  晃希 (2)   熊野　卓弥 (3)   岡本　　淳 (2)   小倉　督貴 (3)   太田　章仁 (3)   西村　尚也 (3)   村松　孝周 (3)   杉村　和樹 (3)

  塚野　天啓 (3)   森下　大輔 (3)   加藤　義之 (3)   酒井　　翼 (3)   鳥居　大揮 (3)   山田　真也 (3)   坂本　義和 (3)   濱本　　昇 (3)

  築地　涼平 (3)   出口　貴大 (3)   曽根　啓登 (1)   菅沼　良崇 (3)   青山　当知 (3)   萱場　智洋 (3)   伊藤　良介 (3)   原　　卓矢 (3)

  成瀬　慎也 (3)   楠川　祥生 (3)   濱口　隆翔 (3)   山崎　翔太 (3)   杉浦　賢司 (3)   東海林拓也 (3)   渡邉　健太 (3)   藤野　元規 (3)

長田　基希 (3) 1m80 馬渕　修一 (3) 1m75 安斉  　凌 (3) 1m75 田辺　祐介 (3) 1m75 松尾　俊介 (3) 1m75 河合　勇祐 (3) 1m75 清水　翔平 (3) 1m70 中西　　貴 (3) 1m70

各務　博紀 (3) 4m40 白澤　領亮 (3) 4m30 中山　　悟 (3) 4m30 高須　浩平 (3) 4m20 安田　和弘 (3) 4m10 鈴木　雅彦 (3) 3m90 佐野　貴之 (3) 3m90 小島　成稔 (3) 3m90

花井　貴弘 (3) 6m72 +2.1 山崎　翔太 (3) 6m71 +2.4 濱口　隆翔 (3) 6m62 +1.9 渡辺　翔大 (3) 6m41 +1.5 林　　風汰 (3) 6m38 +0.8 楠川　祥生 (3) 6m35 +1.2 服部　元樹 (3) 6m27 +0.8 中　宗一郎 (3) 6m24 +1.0

共通砲丸投 鈴木　郷史 (3) 15m32 山元　　隼 (3) 14m29 稲垣　太一 (3) 13m95 柘植　洋平 (3) 13m57 中山　　凪 (3) 13m38 三村　幸輝 (3) 13m01 佐藤　貴行 (3) 12m98 成瀬　千春 (3) 12m80

5.0ｋｇ

凡例   NGR：大会新    　　

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会（男子の部）

静岡：磐田南部 三重：陵　成 愛知：代　田

三重：五十鈴 三重：厚　生 愛知：豊　正 岐阜：日　新

岐阜：稲　羽 三重：三　雲 静岡：掛川北 三重：御　薗

三重：玉　城 静岡：東伊豆熱川

愛知：六ツ美 静岡：富士鷹岡 静岡：富士須津 愛知：千種台

岐阜：不　破

三重：亀山中部 三重：橋　南

三重：橋　北 岐阜：多治見 静岡：富士岳陽 愛知：豊　正

愛知：岡崎南 愛知：六ツ美

静岡：新　居 静岡：北浜東部三重：大　木 静岡：静岡城内

愛知：竜　北 岐阜：本　荘

三重：鳥羽東 静岡：吉　田 愛知：大府北 静岡：静岡城内

岐阜：岐大附属 三重：伊勢宮川

静岡：浜松曳馬三重：正　和愛知：武　豊

三重：倉田山 静岡：裾野深良

愛知：はとり

静岡：袋井南 三重：皇學館

岐阜：那　加 愛知：滝ノ水

三重：成　徳

岐阜：加　納 静岡：浜松雄踏

静岡：吉　田 静岡：静岡末広

岐阜：大垣北

静岡：富士鷹岡

静岡：静岡高松

愛知：豊橋南陽

静岡：島田第二

静岡：富士田子浦 愛知：東　海

岐阜：多治見 三重：伊勢宮川

静岡：浜松天竜 岐阜：多治見 静岡：新　居 岐阜：精　華

三重：一　志岐阜：不　破

静岡：新　居

三重：厚　生 三重：倉田山

静岡：浜松三方原静岡：浜松曳馬三重：千代崎

愛知：はとり

低学年
4×100mR

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

3位

共通４００ｍ

共通８００ｍ

8月8日

三重：尾　鷲

愛知：美　川 静岡：浜松北浜 三重：菰　野

静岡：焼津大富

8月8日

4位 8位6位5位 7位

愛知：野　田

静岡：富士宮第三

1位 2位

愛知：天神山 愛知：古知野

静岡：吉原第一

愛知：知　多

静岡：島田第二

３年1500ｍ

共通３０００ｍ

8月8日

8月8日 ２年1500ｍ

１年1500ｍ

岐阜：池　田

静岡：新　居

8月8日

三重：一　志

8月8日 共通走高跳

静岡：東伊豆稲取

岐阜：　泉
共通走幅跳

岐阜：多治見

共通棒高跳

共通
4×100mR

岐阜：　泉



日付　２００６年８月８日（火） 場所　三重県営総合競技場・陸上競技場
日付 種目

1年１００ｍ 清水　香帆 (1) 12.91 家田　知佳 (1) 12.95 町田　柚衣 (1) 13.26 池谷　双葉 (1) 13.51 勝間田みず季 (1) 13.56 矢野　里奈 (1) 13.61 林　　里奈 (1) 25.20

風:-0.1 静岡：浜松積志 愛知：東浦西部 静岡：吉原第一 静岡：浜松積志 静岡：御殿場西 愛知：千　種 愛知：春日井中部

2年１００ｍ 小泉　　愛 (2) 12.69 望月　優花 (2) 12.91 船坂　実来 (2) 12.94 二宮　奈美 (2) 13.13 近藤　里佳 (2) 13.13 奥野由布子 (2) 13.15 杉田　真実 (2) 13.28 菅　　麻衣 (2) 13.31

風:+0.2 三重：小　俣 静岡：静岡豊田 愛知：北　陵 三重：神　戸 愛知：千　種 静岡：三島南 三重：西橋内 静岡：清水第四

3年１００ｍ 加藤　里奈 (3) 12.50 竹下　晴子 (3) 12.91 橋本佳保里 (3) 12.97 上岸みさき (3) 13.05 髙内　麻貴 (3) 13.05 千葉　理佳 (3) 13.08 北原有理沙 (3) 13.12 小椋　敦子 (3) 13.29

風:+0.3

共通２００ｍ 松本　望路 (3) 25.70 世古　　和 (3) 25.99 鈴木　咲子 (3) 26.17 前島　彩江 (3) 26.60 渡辺明日香 (3) 26.65 高山　名積 (2) 26.82 大月菜穂子 (3) 26.93 愛敬　麻矢 (3) 28.39

風:+0.7

荻野　夏帆 (1) 2.24.77 水口さやか (1) 2.25.40 近藤　華菜 (1) 2.25.80 池辺明日香 (1) 2.27.67 田代　有沙 (1) 2.27.83 釘本　朋実 (1) 2.29.66 濵地　明衣 (1) 2.30.46 田邊あかり (1) 2.34.02

愛知：豊橋東陵 静岡：三島山田 愛知：甲　山 愛知：前　林 静岡：御殿場高根 愛知：五　並 三重：南島西 静岡：浜松東部

後藤　麻由 (3) 2.17.12 小林　薫加 (3) 2.18.06 伊澤菜々花 (3) 2.18.26 山本　麻樹 (3) 2.18.91 森田菜津紀 (3) 2.18.94 梶田　早紀 (3) 2.18.94 前田　静香 (2) 2.20.37 浅井　友香 (3) 2.22.97

愛知：竜　南 静岡：富士岡 愛知：豊橋南部 静岡：浜松天竜 三重：倉田山 岐阜：土岐津 静岡：浜松浜名 岐阜：多治見

岩田　裕子 (3) 4.46.74 湯田佐枝子 (2) 4.46.94 坂本　美咲 (3) 4.48.27 渡邊　望帆 (3) 4.48.85 下村　環加 (2) 4.49.55 市川　涼香 (3) 4.50.10 西脇　春奈 (3) 4.50.98 佐野　知美 (2) 4.51.61

静岡：島田第二 静岡：富士岡 静岡：裾野東 静岡：函　南 愛知：沓　掛 静岡：沼津愛鷹 愛知：平　坂 静岡：富士宮第四

共通100mJH 丸山　実来 (3) 14.93 中川　綾菜 (3) 14.97 大竹　良美 (3) 15.00 後藤　友里 (3) 15.27 中村　祐子 (2) 15.32 鎌倉まどか (3) 15.39 近藤　友美 (3) 15.60 清水　惇子 (3) 15.70

風:-0.9

52.29 53.01 53.13 53.30 53.32 53.67

  稲富　ゆい (2)   植松　彩実 (2)   佐山　可純 (2)   大羽　奈未 (2)   石川　もも (2)   鈴木　文海 (2)

  梅村かや乃 (1)   石田めぐみ (1)   清水　香帆 (1)   山田　瑞希 (1)   家田　知佳 (1)   安藤　佳純 (1)

  山田　恵里 (1)   飯田梨央奈 (1)   池谷　双葉 (1)   河合絵梨奈 (1)   長坂　里穏 (1)   杉浦　光希 (1)

  池ヶ谷怜那 (2)   中村　りり (2)   上野　由理 (2)   四戸　綾乃 (2)   久野　有咲 (2)   曽布川千晶 (2)

49.63 50.68 50.95 50.95 51.20 51.27 51.65

  西田　亜貴 (3)   野村　華子 (3)   松下　祐梨 (3)   伊藤　真琳 (1)   野呂知菜美 (3)   藤原　志保 (3)   吉川　菜穂 (3)

  愛敬　麻矢 (3)   古澤　　薫 (3)   野崎　瑠璃 (3)   大竹　良美 (3)   濱田優里奈 (2)   木佐森美里 (3)   船坂　実来 (2)

  西田　佳世 (3)   杉ノ下　葵 (2)   渡辺明日香 (3)   鈴木　美緒 (3)   山添　莉子 (2)   東海林さゆり (2)   奥村　愛子 (3)

  加藤　里奈 (3)   原田百合絵 (3)   馬庭　実咲 (2)   寺田　早織 (3)   小泉　　愛 (2)   丸山　実来 (3)   長瀬　優香 (2)

中村佳代子 (2) 1m61 辻  七都子 (3) 1m58 片山  奈巳 (3) 1m58 土屋　景子 (3) 1m58 石間    光 (2) 1m50 内田　理沙 (3) 1m50 中村　未央 (2) 1m50

愛知：河　和

中嶋　文望 (3) 1m58

野崎　瑠璃 (3) 5m40 +3.1 濱路　祐未 (3) 5m32 +4.0 三輪　真琳 (3) 5m22 +0.7 中村　志穂 (3) 5m19 +3.2 水上かおり (3) 5m14 +1.7 小島　未紗 (3) 5m02 +1.7 伊藤みさき (3) 4m96 +6.9 髙松　麻妃 (1) 4m93 +3.6

共通砲丸投 仰　　梨江 (3) 13m77 加藤　博子 (3) 13m32 伊藤　有可 (3) 13m22 桐山　智衣 (3) 13m07 中島由理亜 (3) 12m39 山﨑　美香 (3) 12m10 森　絵理子 (3) 11m99 池田　昌子 (3) 11m96

2.721ｋｇ

凡例   NGR：大会新    　　

8月8日 共通走高跳

愛知：岩　津

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会（女子の部）

愛知：一宮南部 静岡：浜松北浜 岐阜：岩野田

三重：小　俣 静岡：富士鷹岡

岐阜：小　坂 三重：伊勢港 静岡：静岡末広 三重：久　居

三重：東員第一

三重：文　岡 愛知：豊川南部 静岡：吉原第一 岐阜：岐　北

愛知：安城北 愛知：知　多 三重：多　度

愛知：鶴　城 静岡：浜松神久呂 静岡：新　居

静岡：焼津大富 三重：陵　成 静岡：静岡雙葉

三重：成　徳 岐阜：　島　 静岡：焼津大富 静岡：浜松東部

愛知：東浦西部 静岡：浜松東陽愛知：長　良 静岡：沼津金岡 静岡：浜松積志 愛知：田原東部

三重：一　志 三重：鼓ヶ浦 愛知：御幸山 静岡：浜北北部静岡：富士鷹岡 三重：伊勢港 静岡：浜松東部 静岡：浜松都田

静岡：新　居

岐阜：不　破 三重：五十鈴 静岡：島田第一 静岡：裾野西 静岡：焼津大富

三重：成　徳 愛知：光ヶ丘 静岡：静大附浜松 愛知：円　上

8位7位6位

三重：南　勢

愛知：東　陽 静岡：浜松与進 愛知：扇　台

三重：尾　鷲 三重：員　弁 三重：成　徳

愛知：北　陵

共通走幅跳

低学年
4×100mR

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

共通１５００ｍ

4位 5位3位1位 2位

8月8日

8月8日

共通８００ｍ

共通
4×100mR

8月8日

8月8日

8月8日

8月8日

1年８００ｍ

8月8日



 
 
 
 
 
 
 
 

男 子 の 部 



男子1年　１００ｍ

日本中学記録 (JH)       10.68     池上洋二郎 (山　鹿・熊本)                                   1989        
日本中学記録 (JH)       10.68     揚井佑輝緒 (長　峰・兵庫)                                   2001        
東海中学記録 (JT)       10.77     岡部　和憲 (名張北・三重)                                   1996        
　　大会記録 (GR)       11.68     松野　大輝 (浜松曳馬・静岡)                                 2001        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾂﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知 ｻｻﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知
1 4 170 都築　隼人 (1) 安城西 11.92 Q 1 7 259 笹田　康弘 (1) 東　海 12.02 Q

ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛知 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ 静岡
2 2 209 今村　和貴 (1) 蟹江北 12.13 Q 2 4 425 石川　拓人 (1) 袋　井 12.11 Q

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 静岡 ｶｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 愛知
3 5 470 近藤　優樹 (1) 浜松細江 12.26 3 9 132 掛村　将之 (1) 千　秋 12.48

ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾔ 三重 ﾅｶﾞｵ ﾀﾞｲｷ 岐阜
4 7 941 松島　諒弥 (1) 　桜 12.28 4 5 748 長尾　大輝 (1) 郡　南 12.63

ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾔ 静岡 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳ 静岡
5 3 440 古川　達弥 (1) 東伊豆熱川 12.31 5 2 424 竹下　　翔 (1) 静大附浜松 12.63

ｵｵﾊｼ ﾕｳﾀ 岐阜 ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 三重
6 6 666 大橋　裕太 (1) 興　文 12.65 6 6 901 稲垣　夏生 (1) 成　徳 12.66

ﾋﾛｼﾏ ｺｳﾍｲ 三重 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 三重
7 9 1148 廣島　康平 (1) 名張北 12.69 7 8 1070 野村　卓矢 (1) 伊勢港 12.69

ﾔﾊﾞｼ ﾕｳｷ 岐阜 ｸﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 岐阜
8 8 727 矢橋　勇輝 (1) 池　田 12.90 8 3 823 熊澤　一真 (1) 付　知 12.85

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｿﾈ ｹｲﾄ 三重
1 5 1022 曽根　啓登 (1) 倉田山 11.79 Q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 愛知
2 6 70 渡辺　将志 (1) 青　陵 11.84 Q

ｶﾄｳ ｼｭｳ 愛知
3 8 208 加藤　　修 (1) 甚目寺 12.03 q

ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 静岡
4 7 368 高島　健二 (1) 沼津片浜 12.23 q

ｻﾉ ﾀｹﾉﾘ 静岡
5 9 538 佐野　毅典 (1) 富士宮第四 12.37

ﾏﾂｵｶ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜
6 4 860 松岡　大裕 (1) 岐大附属 12.47

ｼﾓﾑﾗ ｺｳﾔ 三重
7 3 1104 下村　昂矢 (1) 玉　城 12.62

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 岐阜
8 2 724 渡邉　尚登 (1) 池　田 12.75

決勝
風:  0.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 愛知

1 7 170 都築　隼人 (1) 安城西 12.04
ｻｻﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知

2 6 259 笹田　康弘 (1) 東　海 12.04
ｿﾈ ｹｲﾄ 三重

3 4 1022 曽根　啓登 (1) 倉田山 12.07
ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ 静岡

4 2 425 石川　拓人 (1) 袋　井 12.11
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 愛知

5 5 70 渡辺　将志 (1) 青　陵 12.18
ｶﾄｳ ｼｭｳ 愛知

6 8 208 加藤　　修 (1) 甚目寺 12.28
ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 静岡

7 9 368 高島　健二 (1) 沼津片浜 12.37
ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛知

8 3 209 今村　和貴 (1) 蟹江北 12.54

風:  +2.9

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.8 風:  +0.8

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子2年　１００ｍ

日本中学記録 (JH)       10.68     池上洋二郎 (山　鹿・熊本)                                   1989        
日本中学記録 (JH)       10.68     揚井佑輝緒 (長　峰・兵庫)                                   2001        
東海中学記録 (JT)       10.77     岡部　和憲 (名張北・三重)                                   1996        
　　大会記録 (GR)       11.17     牧野　文孝 (大垣南・岐阜)                                   1997        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 三重 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾗｷ 三重
1 6 926 藤沢　昇平 (2) 陵　成 11.65 Q 1 5 1131 出口　荒樹 (2) 和　具 11.63 Q

ｳｨﾘｱﾝ ﾓﾝﾀﾆｰﾆ 静岡 ﾀﾃﾏﾂ ﾅｵﾄ 静岡
2 4 462 ｳｨﾘｱﾝﾓﾝﾀﾆｰﾆ (2) 浜松江西 11.66 Q 2 7 326 立松　直斗 (2) 吉原第二 11.68 Q

ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ 愛知
3 7 167 柴田　将寛 (2) 安城北 11.71 3 6 78 中村　千暁 (2) 南　稜 11.68 q

ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾋﾃﾞ 愛知 ｻﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 岐阜
4 9 254 竹内　徳英 (2) 福　江 11.74 4 4 733 澤本　拓弥 (2) 穂　積 11.77

ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾄ 静岡 ｲﾄｳ ｼﾝﾀ 愛知
5 2 562 川口　尚仁 (2) 富士田子浦 11.76 5 8 134 伊藤　慎太 (2) 瀬戸南山 11.86

ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 岐阜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾏ 静岡
6 3 716 高木　伸晃 (2) 高　田 11.98 6 9 408 望月　拓真 (2) 静岡長田南 11.89

ｵﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｵﾐ 岐阜 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 三重
7 5 735 恩田　英臣 (2) 高　富 12.02 7 3 1106 坂本　博満 (2) 玉　城 11.91

ｸﾜﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ 三重 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻｷ 岐阜
8 8 939 桑山幸之介 (2) 山　手 12.22 8 2 621 土田　将輝 (2) 　島 12.18

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 三重
1 4 1119 浦井　駿吾 (2) 度　会 11.07 Q

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 愛知
2 5 8 山口　和也 (2) 千種台 11.42 Q

ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 静岡
3 6 331 本田　和真 (2) 湖西鷲津 11.69 q

ｲｲ ｷｮｳﾍｲ 愛知
4 3 118 伊井　京平 (2) 竜　南 11.69

ﾋｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 岐阜
5 9 690 菱田　圭祐 (2) 不　破 11.72

ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 岐阜
6 7 812 多田　和正 (2) 苗　木 11.76

ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 三重
7 2 1072 西山　竜二 (2) 城　田 11.79

ﾔﾍﾞ ﾋﾄｼ 静岡
8 8 395 矢部　一石 (2) 静岡安東 11.92

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 三重

1 7 1119 浦井　駿吾 (2) 度　会 11.37
ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾗｷ 三重

2 5 1131 出口　荒樹 (2) 和　具 11.69
ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ 愛知

3 9 78 中村　千暁 (2) 南　稜 11.82
ｳｨﾘｱﾝ ﾓﾝﾀﾆｰﾆ 静岡

4 8 462 ｳｨﾘｱﾝﾓﾝﾀﾆｰﾆ (2) 浜松江西 11.85
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 三重

5 4 926 藤沢　昇平 (2) 陵　成 11.93
ﾀﾃﾏﾂ ﾅｵﾄ 静岡

6 3 326 立松　直斗 (2) 吉原第二 11.95
ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 静岡

7 2 331 本田　和真 (2) 湖西鷲津 12.02
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 愛知

8 6 8 山口　和也 (2) 千種台 12.22

風:  -0.1

風:  +3.7

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.1 風:  +0.7

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子3年　１００ｍ

日本中学記録 (JH)       10.68     池上洋二郎 (山　鹿・熊本)                                   1989        
日本中学記録 (JH)       10.68     揚井佑輝緒 (長　峰・兵庫)                                   2001        
東海中学記録 (JT)       10.77     岡部　和憲 (名張北・三重)                                   1996        
　　大会記録 (GR)       10.94     岡部　和憲 (名張北・三重)                                   1996        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 岐阜 ﾐﾔ ﾀｸﾐ 愛知
1 4 610 足立　　翔 (3) 加　納 11.24 Q 1 5 223 宮　　　匠 (3) 武　豊 11.30 Q

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 愛知 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 三重
2 6 188 中村　健太 (3) 古知野 11.30 Q 2 4 917 南川　由信 (3) 正　和 11.45 Q

ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 静岡 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 静岡
3 7 519 加藤　雅也 (3) 浜松雄踏 11.42 q 3 8 411 萩原　佑紀 (3) 静岡東豊田 11.48

ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾏｻ 静岡 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｷ 愛知
4 9 457 村松　貴将 (3) 浜松曳馬 11.42 q 4 3 52 豊田　悠暉 (3) 扇　台 11.52

ｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 愛知 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 岐阜
5 8 178 江本　英輝 (3) 平　坂 11.62 5 7 619 大塚　高史 (3) 　島 11.57

ｵｻﾞｷ ｹｲｽｹ 三重 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 静岡
6 3 976 尾崎　圭祐 (3) 創　徳 11.69 6 6 541 坂本　義和 (3) 富士須津 11.58

ﾅｶﾔ ﾏｻﾕｷ 岐阜 ﾀﾏｵｷ ﾃﾂｵ 岐阜
7 2 754 中谷　将之 (3) 向　陽 11.75 7 9 641 玉置　哲大 (3) 藍川東 11.68

ﾔﾏｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 三重 ｲｿﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾃﾞ 三重
8 5 1141 山川隆太郎 (3) 磯　部 11.77 8 2 1076 磯田　成秀 (3) 皇學館 11.85

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 静岡
1 5 332 飯塚　翔太 (3) 御前崎浜岡 11.08 Q

ﾐﾜ ﾏｻﾕｷ 愛知
2 4 21 三輪　将之 (3) 天神山 11.11 Q

ｾｷ ﾕｳｽｹ 愛知
3 2 172 関　　雄介 (3) 東　山 11.54

ﾏｷﾉ ｺｳﾀ 静岡
4 3 325 牧野　光汰 (3) 吉原第二 11.60

ﾐﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 岐阜
5 6 740 三輪　博一 (3) 下有知 11.66

ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 三重
6 7 1090 高橋　誠司 (3) 小　俣 11.73

ｶﾆ ﾀｶｼ 岐阜
7 8 846 可児　隆史 (3) 松　倉 11.89

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 三重
8 9 934 高木　　涼 (3) 東員第二 12.00

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾜ ﾏｻﾕｷ 愛知

1 4 21 三輪　将之 (3) 天神山 11.27
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 愛知

2 2 188 中村　健太 (3) 古知野 11.31
ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 岐阜

3 5 610 足立　　翔 (3) 加　納 11.34
ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 静岡

4 8 519 加藤　雅也 (3) 浜松雄踏 11.41
ﾐﾔ ﾀｸﾐ 愛知

5 6 223 宮　　　匠 (3) 武　豊 11.42
ﾐﾅﾐｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 三重

6 3 917 南川　由信 (3) 正　和 11.43
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾏｻ 静岡

7 9 457 村松　貴将 (3) 浜松曳馬 11.50
ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 静岡

7 332 飯塚　翔太 (3) 御前崎浜岡 DNS

風:  +2.8

風:  +2.7

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.3 風:  +1.5

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子共通　２００ｍ

日本中学記録 (JH)       21.36     為末　　大 (五日市・広島)                                   1993        
東海中学記録 (JT)       21.55     岡部　和憲 (名張北・三重)                                   1996        
　　大会記録 (GR)       22.13     西畑　　匡 (竜　南・愛知)                                   1990        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三重 ﾊﾈ ﾀﾂﾔ 静岡
1 4 1159 内山　翔太 (3) 尾　鷲 22.69 Q 1 5 396 羽根　達也 (3) 静岡高松 22.95 Q

ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 岐阜 ｶｻｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 三重
2 9 602 西岡　大貴 (3) 本　荘 23.54 Q 2 7 1043 笠井　信一 (3) 伊勢宮川 23.07 Q

ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 愛知 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 愛知
3 5 122 杉浦　貴大 (3) 六ツ美北 23.60 3 4 199 藤田　敏幸 (3) 竜　北 23.27 q

ｼｵﾔ ﾏｻﾋﾛ 静岡 ｶﾈﾀｹ ﾄｼﾋﾛ 岐阜
4 6 300 塩谷　将広 (3) 伊豆修善寺 23.65 4 6 859 金武　俊宏 (3) 岐大附属 23.41 q

ｱｵｷ ｲｯﾍﾟｲ 岐阜 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 静岡
5 7 632 青木　一平 (3) 境　川 23.71 5 3 409 北原悠太朗 (3) 静岡東 23.76

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 静岡 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 三重
6 8 360 山本祐太朗 (3) 沼津金岡 23.84 6 9 1135 山口　　優 (2) 文　岡 23.79

ｶｷｳﾁ ﾉﾘｱｷ 愛知 ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ 愛知
7 3 145 垣内　謙明 (3) 豊川中部 23.87 7 2 74 星野　恵亮 (3) 豊橋南部 23.86

ﾀｼﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三重 ｱｲﾀﾞ ｼｭﾝ 岐阜
8 2 936 田尻　純平 (3) 東員第二 24.18 8 8 643 合田　　峻 (3) 藍川東 23.94

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｲﾄｳ ﾏｷﾄ 静岡
1 4 318 内藤　牧人 (3) 吉原第一 22.85 Q

ﾜｶｿﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 岐阜
2 5 668 若園　和也 (3) 大垣北 22.91 Q

ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞﾏ 三重
3 6 970 古沢　一馬 (3) 大　木 23.53

ｺｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 岐阜
4 3 818 小出澤暁宏 (3) 恵那西 23.56

ｱﾍﾞﾀ ｱﾂｼ 愛知
5 7 175 阿部田篤史 (3) 平　坂 23.61

ﾌｸｵｶ ﾋﾛﾓﾄ 愛知
6 9 195 福岡　寛根 (3) 大府北 23.63

ｲﾄｳ ﾀｸｲﾁﾛｳ 三重
7 8 945 伊藤拓一郎 (3) 菰　野 23.70

ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 静岡
8 2 461 古川　博康 (3) 浜松笠井 24.24

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三重

1 4 1159 内山　翔太 (3) 尾　鷲 22.55
ﾅｲﾄｳ ﾏｷﾄ 静岡

2 7 318 内藤　牧人 (3) 吉原第一 22.57
ﾜｶｿﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 岐阜

3 6 668 若園　和也 (3) 大垣北 22.80
ﾊﾈ ﾀﾂﾔ 静岡

4 5 396 羽根　達也 (3) 静岡高松 23.08
ｶﾈﾀｹ ﾄｼﾋﾛ 岐阜

5 8 859 金武　俊宏 (3) 岐大附属 23.23
ｶｻｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 三重

6 9 1043 笠井　信一 (3) 伊勢宮川 23.36
ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 愛知

7 2 199 藤田　敏幸 (3) 竜　北 23.39
ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 岐阜

8 3 602 西岡　大貴 (3) 本　荘 23.50

風:  +0.9

風:  +1.5

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.8 風:  +0.7

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子共通　４００ｍ

日本中学記録 (JH)       48.37     岩崎　万知 (糸魚川・新潟)                                   1992        
東海中学記録 (JT)       48.47     西畑　　匡 (竜　南・愛知)                                   1990        
　　大会記録 (GR)       49.32     石田　征大 (鷲　津・静岡)                                   1991        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知 ﾉﾘﾂﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 静岡
1 4 90 鈴木　俊也 (3) 豊橋南陽 52.46 Q 1 4 376 法月　秀平 (3) 焼津大富 52.37 Q

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋｮｳ 静岡 ｴｻｷ ｴｲｲﾁ 愛知
2 5 399 松永　　彪 (3) 静岡城内 52.50 Q 2 7 197 江﨑　瑛一 (3) 知　多 52.86 Q

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｷ 静岡
3 3 329 山田　康生 (3) 吉　田 52.53 q 3 2 381 松本　達生 (3) 新　居 53.33

ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝﾔ 岐阜
4 2 216 福嶋　　誠 (3) 弥　富 53.36 4 5 723 水野　慎也 (3) 池　田 54.00

ﾆﾜ ﾐﾅﾄ 三重 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 愛知
5 7 994 丹羽弥奈斗 (3) 高　田 53.55 5 9 218 遠藤　真輝 (3) 阿久比 54.19

ｺｻｶ ﾄﾓﾋｺ 三重 ﾊﾔｼ ﾏｻﾅﾘ 三重
6 9 1077 小阪　智彦 (3) 皇學館 54.22 6 8 974 林　　雅生 (3) 白　子 54.30

ﾔﾏｶﾜ ﾅｵﾋﾛ 岐阜 ﾔﾏｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 三重
7 6 858 山川　直紘 (3) 神　岡 54.65 7 6 1047 山川　翔平 (3) 伊勢宮川 54.35

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｶﾉﾘ 岐阜 ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岐阜
8 8 810 藤谷　隆典 (3) 　泉 56.62 8 3 755 仲田　貴博 (3) 向　陽 54.39

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾔ 静岡
1 7 556 東海林拓也 (3) 富士鷹岡 52.32 Q

ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 三重
2 5 1130 吉崎　将大 (3) 鳥羽東 52.34 Q

ﾌﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知
3 6 196 武馬　有佑 (3) 大府北 52.71 q

ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳ 岐阜
4 4 657 相澤  　翔 (3) 那　加 52.73

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔｽﾏｻ 愛知
5 8 121 榊原　康政 (3) 岡崎北 53.20

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 静岡
6 9 369 山口　高宏 (3) 焼　津 53.22

ｺﾞﾄｳ ｹｲｺﾞ 三重
7 3 1009 後藤　啓吾 (3) 三　雲 55.90

ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳｷ 岐阜
8 2 792 水野　隆貴 (2) 小　泉 57.09

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉﾘﾂﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 静岡

1 5 376 法月　秀平 (3) 焼津大富 52.74
ｴｻｷ ｴｲｲﾁ 愛知

2 3 197 江﨑　瑛一 (3) 知　多 52.97
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾔ 静岡

3 7 556 東海林拓也 (3) 富士鷹岡 53.36
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 愛知

4 6 90 鈴木　俊也 (3) 豊橋南陽 53.45
ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 三重

5 4 1130 吉崎　将大 (3) 鳥羽東 53.58
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 静岡

6 9 329 山田　康生 (3) 吉　田 53.72
ﾌﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知

7 2 196 武馬　有佑 (3) 大府北 54.31
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋｮｳ 静岡

8 8 399 松永　　彪 (3) 静岡城内 56.41

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子共通　８００ｍ

日本中学記録 (JH)       1.53.15   和田　仁志 (赤　穂・長野)                                   1983        
東海中学記録 (JT)       1.54.02   田牧　慎也 (青　陵・三重)                                   1990        
　　大会記録 (GR)       1.58.59   田牧　慎也 (青　陵・三重)                                   1990        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 静岡 ﾋｮｳｺﾞ ﾀﾂｷ 静岡
1 4 517 田口　祐貴 (3) 浜松北浜 2.05.69 Q 1 7 435 兵庫田津樹 (3) 島田第二 2.04.67 Q

ｴﾉｷ ｷｮｳﾍｲ 三重 ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｷ 静岡
2 6 969 榎木　恭平 (3) 大　木 2.06.32 Q 2 9 567 小栗　大輝 (3) 北浜東部 2.05.01 Q

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳ 三重 ﾅｶｼﾏ ｱｾｲ 岐阜
3 8 1003 中西　　翔 (3) 一　志 2.07.57 3 4 839 中島　亜星 (3) 金　山 2.06.00

ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 静岡 ﾉｼﾞﾘ ｹｲｽｹ 愛知
4 2 417 木村　文哉 (3) 静大附静岡 2.08.00 4 8 20 野尻　恵輔 (3) 天神山 2.06.84

ｱｻｶ ﾀﾞｲｷ 愛知 ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀ 三重
5 9 144 浅賀　大輝 (2) 豊川中部 2.08.10 5 5 952 内藤　健太 (3) 　楠 2.07.74

ｶﾔｶﾞｷ ﾖｼｷ 岐阜 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 愛知
6 5 848 萱垣　義樹 (3) 中　山 2.08.41 6 6 194 寺澤　勇生 (3) 大府北 2.08.72

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 愛知 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲﾔ 三重
7 7 164 渡辺　拓真 (3) 安城南 2.08.60 7 3 1038 濵田　誠也 (3) 厚　生 2.09.52

ｶﾆ ﾀﾂﾔ 岐阜 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 岐阜
8 3 750 可児　達也 (3) 美濃加茂西 2.08.72 8 2 702 佐藤　徹弥 (3) 日　新 2.13.34

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 愛知
1 5 95 山本　　龍 (3) 美　川 2.03.95 Q

ｵｶﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 三重
2 4 946 岡部　航大 (3) 菰　野 2.04.24 Q

ﾋｷﾀﾞ ｺｳｷ 静岡
3 6 384 疋田　晃暉 (3) 新　居 2.04.24 q

ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 静岡
4 8 398 小澤　眞知 (3) 静岡城内 2.05.15 q

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 岐阜
5 7 719 吉田　周平 (3) 池　田 2.06.21

ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 三重
6 2 1057 田口　隆太 (3) 伊勢宮川 2.07.42

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 岐阜
7 9 797 渡邊　景太 (3) 瑞　浪 2.07.94

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 愛知
8 3 207 高橋　祐太 (3) 祖父江 2.09.58

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 愛知

1 5 95 山本　　龍 (3) 美　川 2.00.96
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 静岡

2 4 517 田口　祐貴 (3) 浜松北浜 2.01.32
ｵｶﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 三重

3 6 946 岡部　航大 (3) 菰　野 2.03.90
ﾋｮｳｺﾞ ﾀﾂｷ 静岡

4 7 435 兵庫田津樹 (3) 島田第二 2.04.29
ｴﾉｷ ｷｮｳﾍｲ 三重

5 3 969 榎木　恭平 (3) 大　木 2.05.81
ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 静岡

6 8 398 小澤　眞知 (3) 静岡城内 2.06.08
ﾋｷﾀﾞ ｺｳｷ 静岡

7 9 384 疋田　晃暉 (3) 新　居 2.06.48
ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｷ 静岡

8 2 567 小栗　大輝 (3) 北浜東部 2.07.51

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子1年　１５００ｍ

日本中学記録 (JH)       3.56.2    和田　仁志 (赤　穂・長野)                                   1983        
東海中学記録 (JT)       3.56.43   福士優太郎 (裾野深良・静岡)                                 2005        
　　大会記録 (GR)       4.23.95   後藤　勝通 (沼津三・静岡)                                   1988        

予選  2組6着+0

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾅｶ ｹﾝﾄ 静岡 ｸﾒ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 三重
1 11 327 山中　建人 (1) 吉原北 4.39.65 Q 1 10 993 久米　秀和 (1) 高　田 4.35.20 Q

ﾐﾀ ｸﾆﾄｼ 静岡 ｱｹﾞｸﾗ ﾄｼﾔ 静岡
2 3 449 三田　訓利 (1) 函南東 4.41.35 Q 2 12 537 上倉　利也 (1) 富士宮第三 4.35.64 Q

ｲﾉ ﾀｸﾔ 岐阜 ﾑﾛﾌｼ ｱｷﾗ 静岡
3 10 799 井野　拓哉 (1) 土岐津 4.42.79 Q 3 4 429 室伏　　亮 (1) 長　泉 4.35.86 Q

ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾉﾌﾞ 静岡 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾄ 静岡
4 7 546 大森　宏信 (1) 富士大淵 4.43.12 Q 4 8 573 望月　秋都 (1) 由　比 4.36.02 Q

ﾏﾂｲ ﾏｻｷ 愛知 ｺﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜
5 12 232 松井　将器 (1) 下　山 4.43.50 Q 5 7 751 小藤　友裕 (1) 美濃加茂西 4.36.39 Q

ﾀｹﾔ ﾏｻﾋﾛ 愛知 ﾔｸﾃﾞﾝ ｶﾝｼﾞ 岐阜
6 4 173 竹屋　壮浩 (1) 東　山 4.43.80 Q 6 11 769 役田　寛治 (1) 陶　都 4.36.44 Q

ﾎﾘ ｼｭﾝﾔ 岐阜 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 愛知
7 6 826 堀　　峻也 (1) 明　智 4.44.21 7 9 142 小山　裕太 (1) 豊川東部 4.36.53

ﾀﾅｶ ｷﾊﾙ 愛知 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知
8 8 203 田中　輝治 (1) 大　口 4.47.68 8 5 82 瀧澤　友基 (1) 石　巻 4.40.62

ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 三重 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 三重
9 5 940 橋本　航平 (1) 四日市南 4.48.03 9 2 942 田中　良樹 (1) 　桜 4.42.17

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 三重 ｻｲﾀ ﾅｵｷ 三重
10 9 979 山﨑　悠太 (1) 亀山中部 4.51.02 10 6 1115 齋田　直輝 (1) 南　勢 4.48.72

ｸﾆｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 岐阜 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｼｹﾞ 愛知
11 2 678 國枝　泰希 (1) 大垣西部 4.51.37 11 1 84 村田　和繁 (1) 五　並 4.52.53

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 三重 ﾋｻｵｶ ｼﾝﾔ 岐阜
12 1 953 林　　遼太 (1) 　楠 4.53.14 12 3 715 久岡　真也 (1) 高　田 4.53.72

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾅｶ ｹﾝﾄ 静岡

1 9 327 山中　建人 (1) 吉原北 4.29.04
ｸﾒ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 三重

2 10 993 久米　秀和 (1) 高　田 4.30.33
ｱｹﾞｸﾗ ﾄｼﾔ 静岡

3 1 537 上倉　利也 (1) 富士宮第三 4.30.52
ﾐﾀ ｸﾆﾄｼ 静岡

4 6 449 三田　訓利 (1) 函南東 4.31.20
ｲﾉ ﾀｸﾔ 岐阜

5 3 799 井野　拓哉 (1) 土岐津 4.35.05
ﾑﾛﾌｼ ｱｷﾗ 静岡

6 12 429 室伏　　亮 (1) 長　泉 4.35.53
ﾔｸﾃﾞﾝ ｶﾝｼﾞ 岐阜

7 8 769 役田　寛治 (1) 陶　都 4.36.26
ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾉﾌﾞ 静岡

8 2 546 大森　宏信 (1) 富士大淵 4.36.76
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾄ 静岡

9 4 573 望月　秋都 (1) 由　比 4.36.93
ﾀｹﾔ ﾏｻﾋﾛ 愛知

10 7 173 竹屋　壮浩 (1) 東　山 4.39.85
ﾏﾂｲ ﾏｻｷ 愛知

11 11 232 松井　将器 (1) 下　山 4.45.05
ｺﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜

12 5 751 小藤　友裕 (1) 美濃加茂西 4.48.02

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子2年　１５００ｍ

日本中学記録 (JH)       3.56.2    和田　仁志 (赤　穂・長野)                                   1983        
東海中学記録 (JT)       3.57.74   福士優太郎 (裾野深良・静岡)                                 2005        
　　大会記録 (GR)       4.10.51   西脇　正臣 (大府北・愛知)                                   1988        

予選  2組6着+0

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾖｼ 静岡 ｳﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡
1 12 513 山下　大吉 (2) 浜松北浜 4.17.41 Q 1 9 391 宇津顕太郎 (2) 裾野東 4.23.39 Q

ﾂｼﾞ ｼﾝﾔ 静岡 ﾀﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 岐阜
2 8 433 辻　　晋弥 (2) 島田第二 4.19.84 Q 2 12 677 立川　大貴 (2) 大垣西部 4.23.62 Q

ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ 岐阜 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 愛知
3 7 856 浅岡　満憲 (2) 古　川 4.20.46 Q 3 10 129 小島　秀斗 (2) 今伊勢 4.24.85 Q

ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 愛知 ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ 愛知
4 9 102 浜口　修平 (2) 　葵 4.21.00 Q 4 6 255 近並　　郷 (2) 　泉 4.25.26 Q

ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭﾝﾀｲ 岐阜 ｲｼﾓﾄ ｿｳﾏ 岐阜
5 3 651 長島　俊泰 (2) 羽　島 4.21.28 Q 5 8 662 石元　聡真 (2) 桜　丘 4.25.85 Q

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 三重 ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｽｹ 静岡
6 10 1048 山田　侑矢 (2) 伊勢宮川 4.21.88 Q 6 5 430 柏木　宏亮 (2) 長泉北 4.26.07 Q

ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾛｳ 愛知 ｶﾐﾔ ｼﾝｼﾞ 愛知
7 5 130 正治　愛朗 (2) 今伊勢 4.22.08 7 2 160 神谷　信次 (2) 前　林 4.28.23

ﾋﾗﾏﾂ ｼｭﾝｻｸ 静岡 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾀｶ 三重
8 4 402 平松　俊作 (2) 静岡長田西 4.29.46 8 7 977 宮崎  彰顕 (2) 亀山中部 4.29.87

ｻﾜ ｶﾂﾔ 愛知 ｶｻﾊﾗ ｺﾞｳｼ 静岡
9 1 248 澤　　克哉 (2) 田　原 4.36.04 9 1 512 笠原　剛志 (2) 浜松北浜 4.29.89

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 三重 ｵｵﾏｴ ﾏｻﾊﾙ 岐阜
10 6 984 小林　魁斗 (2) 橋　南 4.36.56 10 4 845 大前　将治 (2) 日　枝 4.32.18

ｶｲｴﾓﾄ ﾉﾘﾔｽ 三重 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 三重
11 2 956 海江元則保 (2) 川　越 4.40.87 11 11 1073 中川　　瞭 (2) 城　田 4.33.71

ｶﾂﾏﾀ ﾋｼﾞﾘ 岐阜 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 三重
12 11 802 勝股　　聖 (2) 土岐津 4.57.12 12 3 944 片山　貴大 (2) 内　部 4.41.32

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 岐阜

1 11 677 立川　大貴 (2) 大垣西部 4.16.34
ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 愛知

2 9 129 小島　秀斗 (2) 今伊勢 4.17.54
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾖｼ 静岡

3 10 513 山下　大吉 (2) 浜松北浜 4.18.30
ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 愛知

4 3 102 浜口　修平 (2) 　葵 4.19.39
ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ 愛知

5 1 255 近並　　郷 (2) 　泉 4.21.66
ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ 岐阜

6 2 856 浅岡　満憲 (2) 古　川 4.21.71
ﾂｼﾞ ｼﾝﾔ 静岡

7 6 433 辻　　晋弥 (2) 島田第二 4.23.08
ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭﾝﾀｲ 岐阜

8 5 651 長島　俊泰 (2) 羽　島 4.23.44
ｲｼﾓﾄ ｿｳﾏ 岐阜

9 8 662 石元　聡真 (2) 桜　丘 4.23.47
ｳﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡

10 12 391 宇津顕太郎 (2) 裾野東 4.28.80
ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｽｹ 静岡

11 4 430 柏木　宏亮 (2) 長泉北 4.29.22
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 三重

12 7 1048 山田　侑矢 (2) 伊勢宮川 4.34.14

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子3年　１５００ｍ

日本中学記録 (JH)       3.56.2    和田　仁志 (赤　穂・長野)                                   1983        
東海中学記録 (JT)       3.56.43   福士優太郎 (裾野深良・静岡)                                 2005        
　　大会記録 (GR)       4.09.51   長谷川和士 (末野原・愛知)                                   1998        

予選  2組6着+0

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 愛知 ﾀﾂﾉ ｶｽﾞﾀｶ 静岡
1 10 87 山本　修平 (3) 高師台 4.08.53 NGR Q 1 10 304 辰野　和貴 (3) 下　田 4.15.23 Q

ﾕﾉ ｸﾆﾀﾛｳ 愛知 ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 岐阜
2 6 97 湯野邦太郎 (3) 美　川 4.16.88 Q 2 9 625 小森　大輝 (3) 岩野田 4.17.35 Q

ﾏﾂｵｶ ｱﾂｼ 三重 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｽｹ 静岡
3 11 973 松岡　篤史 (3) 千代崎 4.17.20 Q 3 6 445 杉山　敬祐 (3) 藤枝高洲 4.19.42 Q

ﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 静岡 ﾊﾁｽｶ ﾋｻﾊﾙ 愛知
4 5 319 矢崎　　遼 (3) 吉原第一 4.17.40 Q 4 11 114 蜂須賀久晴 (3) 六ツ美 4.19.94 Q

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ 静岡 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾄ 三重
5 9 521 鈴木　祥矢 (3) 浜松麁玉 4.17.66 Q 5 12 947 吉川　雄登 (3) 菰　野 4.22.39 Q

ｶﾆ ﾏｻﾋﾛ 岐阜 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 静岡
6 12 765 可児　昌大 (3) 西可児 4.23.86 Q 6 2 428 菅原　裕太 (3) 町立清水南 4.23.26 Q

ﾀｼﾛ ｺｳｼﾞ 静岡 ﾐﾔｼｹﾞ ｹｲﾀ 愛知
7 1 434 田代　浩之 (3) 島田第二 4.24.49 7 7 182 宮重　敬太 (3) 平　坂 4.24.31

ﾊﾗ ﾀｸﾔ 三重 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ 三重
8 3 978 原　　卓哉 (3) 亀山中部 4.25.35 8 8 927 藤田　涼司 (3) 陵　成 4.27.85

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 三重 ｽｷﾞﾉ ﾅﾙﾄ 岐阜
9 7 915 中村　拓斗 (3) 正　和 4.27.63 9 5 675 杉野　愛斗 (3) 大垣西部 4.29.75

ｲｿｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知 ﾏｴｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 三重
10 2 13 磯崎　順平 (3) 北　陵 4.28.59 10 4 1010 前川　俊祐 (3) 三　雲 4.37.09

ｽｶﾞﾔ ﾀﾞｲﾁ 岐阜 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋｺ 愛知
11 8 763 菅谷　大地 (3) 可児中部 4.33.08 11 3 131 阿部　安彦 (3) 　奥 4.38.01

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 岐阜 ｵｶｻﾞｷ ﾀｲｷ 岐阜
12 4 790 鈴木　和馬 (3) 多治見 4.34.90 12 1 652 岡崎　太樹 (3) 竹　鼻 4.41.66

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 愛知

1 10 87 山本　修平 (3) 高師台 4.12.60
ﾊﾁｽｶ ﾋｻﾊﾙ 愛知

2 12 114 蜂須賀久晴 (3) 六ツ美 4.15.78
ﾏﾂｵｶ ｱﾂｼ 三重

3 7 973 松岡　篤史 (3) 千代崎 4.16.54
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ 静岡

4 6 521 鈴木　祥矢 (3) 浜松麁玉 4.17.21
ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 岐阜

5 1 625 小森　大輝 (3) 岩野田 4.17.54
ﾀﾂﾉ ｶｽﾞﾀｶ 静岡

6 5 304 辰野　和貴 (3) 下　田 4.17.74
ﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 静岡

7 2 319 矢崎　　遼 (3) 吉原第一 4.19.73
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾄ 三重

8 11 947 吉川　雄登 (3) 菰　野 4.20.64
ｶﾆ ﾏｻﾋﾛ 岐阜

9 8 765 可児　昌大 (3) 西可児 4.20.70
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 静岡

10 9 428 菅原　裕太 (3) 町立清水南 4.23.91
ﾕﾉ ｸﾆﾀﾛｳ 愛知

11 3 97 湯野邦太郎 (3) 美　川 4.30.50
ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｽｹ 静岡

12 4 445 杉山　敬祐 (3) 藤枝高洲 4.31.08

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NGR：大会新記録



男子共通　３０００ｍ

日本中学記録 (JH)       8.23.80   大住　　和 (大川・北海道)                                   2005        
東海中学記録 (JT)       8.24.04   福士優太郎 (裾野深良・静岡)                                 2005        
　　大会記録 (GR)       8.42.65   佐藤　悠基 (清水南・静岡)                                   2001        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 静岡

1 23 436 片川　準二 (3) 島田第二 8.56.49
ｱｹﾞｸﾗ ﾀｸﾔ 静岡

2 15 536 上倉　拓也 (3) 富士宮第三 8.58.26
ﾐﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡

3 11 328 三輪晋大朗 (3) 吉　田 9.07.29
ﾐﾄﾞｳｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 静岡

4 3 414 御堂島寛之 (3) 静岡末広 9.07.83
ﾏｻｷ ｼｮｳ 愛知

5 12 100 正木　　翔 (3) 岡崎南 9.10.12
ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ 愛知

6 24 116 三浦　　誠 (3) 六ツ美 9.10.98
ﾊﾙｿﾞﾉ ｺｳﾀ 三重

7 13 980 春園　功太 (3) 亀山中部 9.11.43
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重

8 21 985 松本　賢太 (3) 橋　南 9.11.88
ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ 愛知

9 8 202 矢野　祥一 (3) 沓　掛 9.13.98
ﾎｼﾅ ﾖｳｽｹ 愛知

10 20 221 保科　洋介 (3) 武　豊 9.19.19
ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 愛知

11 4 179 鈴木　悠介 (3) 平　坂 9.20.83
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 三重

12 1 918 伊藤　祐貴 (3) 陵　成 9.22.10
ﾊﾀﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 岐阜

13 10 753 波多野純矢 (3) 美濃加茂東 9.22.73
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 静岡

14 19 330 渡邊　　亮 (3) 湖西鷲津 9.22.93
ﾀｹﾉ ﾘｮｳﾍｲ 三重

15 17 948 竹野　涼平 (3) 菰　野 9.24.27
ｱｻﾉ ｽﾅｵ 岐阜

16 18 694 浅野　　直 (3) 赤　坂 9.25.68
ﾂｼﾞ ｼﾝｺﾞ 三重

17 5 916 辻　　真吾 (3) 正　和 9.26.14
ｲﾄｳ ﾖｼﾏｻ 愛知

18 16 72 伊藤　佳正 (3) 豊橋南部 9.26.85
ﾎﾎﾞ ﾀｶｼ 岐阜

19 14 798 保母　隆吏 (3) 瑞　陵 9.29.03
ﾋﾀﾞ ｺｳﾍｲ 岐阜

20 22 764 肥田　滉平 (3) 可児中部 9.34.33
ｶﾜﾓﾄ ｱｻﾄ 三重

21 9 1002 川本　麻人 (3) 一　志 9.38.00
ﾕｼﾀ ﾏｻﾔ 岐阜

22 6 649 湯下　正也 (3) 藍川東 9.49.26
ｲｼﾏ ﾘｮｳ 静岡

7 515 石間　　涼 (3) 浜松北浜 DNS
ﾏﾌﾞﾁ ﾖｳｽｹ 岐阜

2 676 馬渕　陽介 (3) 大垣西部 DNS

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠　　　場 2006/8/8 18:06



男子共通　110mMH(0.914m)

日本中学記録 (JH)       13.85     芳賀　智文 (東　陽・東京)                                   2003        
東海中学記録 (JT)       14.29     飯田　将之 (弥　富・愛知)                                   2002        
　　大会記録 (GR)       14.57     木村　欣央 (富士南・静岡)                                   1998        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀﾏｴ ﾕｳﾄ 三重 ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 三重
1 5 1081 田前　佑斗 (3) 皇學館 15.15 Q 1 4 1005 日置　雄斗 (3) 一　志 15.04 Q

ﾅﾙｾ ｼﾝﾔ 岐阜 ｻﾉ ｱｷﾗ 静岡
2 4 779 成瀬　慎也 (3) 多治見 15.33 Q 2 6 527 佐野　　成 (3) 富士岳陽 15.46 Q

ﾐｳﾗ ﾄﾖﾅﾘ 愛知 ﾅｶﾞｴ ﾅｵﾄ 静岡
3 6 27 三浦　豊成 (3) 豊　正 15.38 q 3 8 516 長江　直人 (3) 浜松北浜 15.52

ｲｺﾞｳ ｱｷﾄｼ 静岡 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺﾞ 三重
4 9 301 伊郷　明敏 (3) 伊豆中伊豆 15.64 4 2 1011 村上　将梧 (3) 三　雲 15.79

ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 三重 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 岐阜
5 3 1015 加藤　義之 (3) 倉田山 15.89 5 7 712 北島　一司 (3) 日　新 15.90

ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 静岡 ﾌｼﾞﾉ ﾓﾄｷ 愛知
6 7 389 佐々木　純 (3) 裾野西 15.93 6 3 7 藤野　元規 (3) 千種台 15.99

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛知
7 8 32 川口　　諒 (3) 萩　山 16.11 7 5 85 山本　航平 (3) 五　並 16.20

ﾐﾔｼﾀ ﾀﾞｲｷ 岐阜 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 岐阜
8 2 857 宮下　大輝 (3) 国　府 16.67 8 9 806 佐藤　一輝 (3) 　泉 16.84

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ 静岡
1 5 426 大場　直人 (3) 袋井南 15.07 Q

ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 愛知
2 4 253 小久保翔太 (3) 野　田 15.13 Q

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 三重
3 7 982 川口　航希 (3) 橋　北 15.47 q

ｵｵﾆｼ ﾄｼｷ 三重
4 9 1161 大西　敏貴 (3) 潮　南 15.78

ｾｷ ﾖｼﾛｳ 静岡
5 3 306 関　　佳郎 (3) 掛川西 16.12

ﾎｳｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 岐阜
6 6 738 法師山正彦 (3) 旭ヶ丘 16.66

ﾅｶﾀ ｹｲｼﾞ 岐阜
7 8 747 中田　敬士 (3) 美　濃 17.31

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知
2 153 原田　亮太 (3) 富士松 DSQ,*T6

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 三重

1 5 1005 日置　雄斗 (3) 一　志 14.63
ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 愛知

2 6 253 小久保翔太 (3) 野　田 14.96
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ 静岡

3 4 426 大場　直人 (3) 袋井南 15.02
ﾀﾏｴ ﾕｳﾄ 三重

4 7 1081 田前　佑斗 (3) 皇學館 15.13
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 三重

5 9 982 川口　航希 (3) 橋　北 15.16
ﾅﾙｾ ｼﾝﾔ 岐阜

6 2 779 成瀬　慎也 (3) 多治見 15.34
ｻﾉ ｱｷﾗ 静岡

7 8 527 佐野　　成 (3) 富士岳陽 15.58
ﾐｳﾗ ﾄﾖﾅﾘ 愛知

8 3 27 三浦　豊成 (3) 豊　正 15.65

風:  +1.1

風:  +0.4

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +0.5 風:  +0.4

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DSQ：失　　　格  *T6：ハードル外通過



男子低学年　4×100mR

日本中学記録 (JH)       42.77     白河二・福島 (金内・田嶋・梶・深谷)                         2004        
東海中学記録 (JT)       43.71     浜松曳馬・静岡 (柳川・川井・藤井・今田)                     1996        
　　大会記録 (GR)       46.07     吉原北・静岡 (佐藤・山本・安武・平松)                       1996        

予選  3組2着+2

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ q
東　海 47.89 不　破 48.08 東伊豆熱川 48.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾔｼ ﾖﾘﾋﾄ ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ ﾆﾉｶﾀ ﾋﾛﾔ
1 260 林　　幹士 東　海 1 691 北川　　涼 不　破 1 444 二之方広也 東伊豆熱川

ｻｻﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ ﾀｷｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾋｺ ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾔ
2 259 笹田　康弘 東　海 2 689 瀧上　英彦 不　破 2 440 古川　達弥 東伊豆熱川

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ ｶﾄｳ ﾚｵ
3 257 近藤　晃宏 東　海 3 682 桑原　佑太 不　破 3 439 加藤　玲央 東伊豆熱川

ｲｼﾉ ﾕｳｼﾞ ﾋｼﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ
4 256 石野　雄士 東　海 4 690 菱田　圭祐 不　破 4 442 松本　晃典 東伊豆熱川

4着 7ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
度　会 48.74 浜松江西 48.83 青　陵 48.89
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｷ ﾕｳｽｹ ﾆｼｵ ﾕｷﾉﾘ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ
1 1129 牧　　祐介 度　会 1 465 西尾　幸哲 浜松江西 1 68 柴田　康平 青　陵

ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ ｱﾂﾐ ｹﾝﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ
2 1121 下村　直也 度　会 2 463 渥美　憲人 浜松江西 2 70 渡辺　将志 青　陵

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ ｶﾜｲ ﾀﾞｲｽｹ ｵｵｸﾎﾞ ﾘｭｳｼﾞ
3 1118 井戸本朋也 度　会 3 466 川合　大介 浜松江西 3 67 大久保龍治 青　陵

ﾀﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ ｳｨﾘｱﾝ ﾓﾝﾀﾆｰﾆ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ
4 1122 玉村　恵佑 度　会 4 462 ｳｨﾘｱﾝﾓﾝﾀﾆｰﾆ 浜松江西 4 69 山本　直史 青　陵

7着 9ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
厚　生 48.98 梅　林 50.14
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ｱｵﾔﾏ ｺｳ
1 1035 森野　有大 厚　生 1 606 青山　　滉 梅　林

ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ ｾﾝｶﾞ ｶｽﾞﾔ
2 1027 羽山　知希 厚　生 2 608 千賀　和弥 梅　林

ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ ｷｯﾃ ﾄﾓﾕｷ
3 1030 熊野　竜馬 厚　生 3 607 切手　智之 梅　林

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ ｶﾜﾀﾞ ｱｽｶ
4 1031 山口　元輝 厚　生 4 603 河田亞州夏 梅　林

2組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ
浜松細江 47.32 玉　城 48.08 穂　積 48.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｾｺ ﾏｼｭｳ ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ ﾄﾀﾞ ｺｳﾍｲ
1 472 瀬古　真州 浜松細江 1 1106 坂本　博満 玉　城 1 728 戸田　昂平 穂　積

ﾄｳﾄﾞｳ ﾕｳﾄ ｼﾓﾑﾗ ｺｳﾔ ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲｷ
2 473 藤堂　雄斗 浜松細江 2 1104 下村　昂矢 玉　城 2 732 廣田　大輝 穂　積

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ
3 470 近藤　優樹 浜松細江 3 1107 坂野　航平 玉　城 3 730 松田　晃典 穂　積

ﾊｶﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼ ｻﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ
4 471 袴田　晃弘 浜松細江 4 1105 宮本　雄史 玉　城 4 733 澤本　拓弥 穂　積

4着 2ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
静岡長田南 48.85 浅　井 49.36 田原東部 49.73
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾂﾐ ﾘｮｳ ﾄﾏﾂ ﾀｶﾌﾐ ｿﾉｶﾜ ﾊﾔﾄ
1 405 勝見　　綾 静岡長田南 1 127 戸松　孝文 浅　井 1 268 園川　隼人 田原東部

ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ｿﾉｶﾜ ﾅｵﾄ
2 407 瀧澤　圭介 静岡長田南 2 128 山田　涼馬 浅　井 2 240 園川　直人 田原東部

ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ
3 403 後藤　　亮 静岡長田南 3 125 鈴木　克洸 浅　井 3 239 鈴木　　聡 田原東部

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾏ ｿﾌﾞｴ ﾏｻﾄ ﾏﾂｲ ﾋﾛﾁｶ
4 408 望月　拓真 静岡長田南 4 126 祖父江聖人 浅　井 4 241 松井　宏親 田原東部

7着 8ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
伊勢港 49.83 坂　下 50.57
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｶﾄｸ ﾋﾛﾔ ｶﾂﾗｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ
1 1063 酒徳　裕弥 伊勢港 1 820 桂川　峻一 坂　下

ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ
2 1070 野村　卓矢 伊勢港 2 821 原　　一真 坂　下

ｷﾀﾞ ｹｲｽｹ ｷﾜﾀﾞ ﾚｲ
3 1069 木田　恵介 伊勢港 3 819 喜和田　玲 坂　下

ﾎﾘ ﾄｼﾕｷ ｺｳｹﾂ ﾕｳﾔ
4 1068 堀　　敏之 伊勢港 4 822 纐纈　裕也 坂　下

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



男子低学年　4×100mR

日本中学記録 (JH)       42.77     白河二・福島 (金内・田嶋・梶・深谷)                         2004        
東海中学記録 (JT)       43.71     浜松曳馬・静岡 (柳川・川井・藤井・今田)                     1996        
　　大会記録 (GR)       46.07     吉原北・静岡 (佐藤・山本・安武・平松)                       1996        

予選  3組2着+2

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

3組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ q
富士田子浦 47.88 池　田 48.06 成　徳 48.71
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾄ ﾀｶｻｷ ｶｽﾞｷ ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ
1 562 川口　尚仁 富士田子浦 1 720 高崎　一輝 池　田 1 905 佐藤　弘明 成　徳

ﾀｷﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ｺｳﾉ ﾀﾞｲｼ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ
2 564 滝田　慎一 富士田子浦 2 718 河野　大志 池　田 2 901 稲垣　夏生 成　徳

ﾄｷﾀ ｿｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ ｶﾄｳ ｼﾝﾔ
3 560 時田　　聡 富士田子浦 3 724 渡邉　尚登 池　田 3 902 加藤　慎也 成　徳

ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝ ﾉｱﾐ ｶｽﾞﾏ ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ
4 561 水野　　竣 富士田子浦 4 726 野網　和真 池　田 4 910 千種　紹弘 成　徳

4着 6ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
豊　南 48.79 蟹江北 48.84 北浜東部 49.51
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂｲ ﾀｸﾏ ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾕｷ
1 157 松井　琢磨 豊　南 1 213 戸谷　敦也 蟹江北 1 572 服部　和征 北浜東部

ｲｹﾀﾞ ﾏｵ ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ ｺｽｷﾞ ﾖｼﾋﾛ
2 154 池田　真央 豊　南 2 209 今村　和貴 蟹江北 2 569 小杉　悦大 北浜東部

ﾄﾞｲ ｹｲﾀ ｶﾄｳ ﾕｳﾀ ｲｿﾍﾞ ﾀｲｽｹ
3 156 土井　啓太 豊　南 3 210 加藤　勇太 蟹江北 3 566 磯部　泰介 北浜東部

ｻｺﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ｵｸﾞﾘ ﾘｮｳﾀ
4 155 迫田　謙人 豊　南 4 214 原田　卓実 蟹江北 4 568 小栗　良太 北浜東部

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
文　岡 50.19 蘇　南 50.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ ﾏﾂｵ ﾀｸﾔ
1 1137 前田　直輝 文　岡 1 758 松尾　拓哉 蘇　南

ｷﾀｲ ｹﾝﾀ ﾐﾔﾀ ﾕｳﾏ
2 1139 北井　健太 文　岡 2 756 宮田　祐磨 蘇　南

ｺﾎﾘ ﾖｼﾋｻ ﾎﾝﾏ ﾀﾂﾔ
3 1136 小堀　嘉久 文　岡 3 761 本間　達也 蘇　南

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ ﾄﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ
4 1135 山口　　優 文　岡 4 757 戸松　恭兵 蘇　南

決勝

1着 6ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
池　田 47.92 富士田子浦 47.97 東　海 48.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 岐阜 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾄ 静岡 ﾊﾔｼ ﾖﾘﾋﾄ 愛知
1 717 伊藤　誠人 (2) 池　田 1 562 川口　尚仁 (2) 富士田子浦 1 260 林　　幹士 (2) 東　海

ｺｳﾉ ﾀﾞｲｼ 岐阜 ﾀｷﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 静岡 ｻｻﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知
2 718 河野　大志 (1) 池　田 2 564 滝田　慎一 (1) 富士田子浦 2 259 笹田　康弘 (1) 東　海

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 岐阜 ﾄｷﾀ ｿｳ 静岡 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 愛知
3 724 渡邉　尚登 (1) 池　田 3 560 時田　　聡 (1) 富士田子浦 3 257 近藤　晃宏 (1) 東　海

ﾉｱﾐ ｶｽﾞﾏ 岐阜 ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝ 静岡 ｲｼﾉ ﾕｳｼﾞ 愛知
4 726 野網　和真 (2) 池　田 4 561 水野　　竣 (2) 富士田子浦 4 256 石野　雄士 (2) 東　海

4着 9ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
成　徳 48.12 不　破 48.18 玉　城 48.27
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 三重 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岐阜 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 三重
1 905 佐藤　弘明 (2) 成　徳 1 691 北川　　涼 (2) 不　破 1 1106 坂本　博満 (2) 玉　城

ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 三重 ﾀｷｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾋｺ 岐阜 ｼﾓﾑﾗ ｺｳﾔ 三重
2 901 稲垣　夏生 (1) 成　徳 2 689 瀧上　英彦 (1) 不　破 2 1104 下村　昂矢 (1) 玉　城

ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 三重 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 岐阜 ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ 三重
3 902 加藤　慎也 (1) 成　徳 3 682 桑原　佑太 (1) 不　破 3 1107 坂野　航平 (1) 玉　城

ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 三重 ﾋｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 岐阜 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼ 三重
4 910 千種　紹弘 (2) 成　徳 4 690 菱田　圭祐 (2) 不　破 4 1105 宮本　雄史 (2) 玉　城

7着 2ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
東伊豆熱川 48.45 浜松細江 DSQ,*R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆﾉｶﾀ ﾋﾛﾔ 静岡 ｾｺ ﾏｼｭｳ 静岡
1 444 二之方広也 (2) 東伊豆熱川 1 472 瀬古　真州 (2) 浜松細江

ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾔ 静岡 ﾄｳﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 静岡
2 440 古川　達弥 (1) 東伊豆熱川 2 473 藤堂　雄斗 (1) 浜松細江

ｶﾄｳ ﾚｵ 静岡 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 静岡
3 439 加藤　玲央 (1) 東伊豆熱川 3 470 近藤　優樹 (1) 浜松細江

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 静岡 ﾊｶﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 静岡
4 442 松本　晃典 (2) 東伊豆熱川 4 471 袴田　晃弘 (2) 浜松細江

凡例  



男子共通　4×100mR

日本中学記録 (JH)       42.77     白河二・福島 (金内・田嶋・梶・深谷)                         2004        
東海中学記録 (JT)       43.71     浜松曳馬・静岡 (柳川・川井・藤井・今田)                     1996        
　　大会記録 (GR)       43.99     北　陵・愛知 (柏原・濱崎・鈴木・後藤)                       2005        

予選  3組2着+2

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ q
倉田山 44.61 富士須津 45.25 六ツ美 45.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 三重 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾁｶ 静岡 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾄ 愛知
1 1014 岡本　　淳 (2) 倉田山 1 543 村松　孝周 (3) 富士須津 1 110 太田　章仁 (3) 六ツ美

ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 三重 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 静岡 ﾄﾘｲ ﾀﾞｲﾁ 愛知
2 1015 加藤　義之 (3) 倉田山 2 541 坂本　義和 (3) 富士須津 2 113 鳥居　大揮 (3) 六ツ美

ｿﾈ ｹｲﾄ 三重 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 静岡 ｱｵﾔﾏ ﾄｳﾁ 愛知
3 1022 曽根　啓登 (1) 倉田山 3 540 伊藤　良介 (3) 富士須津 3 109 青山　当知 (3) 六ツ美

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ 三重 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 静岡 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知
4 1026 濱口　隆翔 (3) 倉田山 4 544 渡邉　健太 (3) 富士須津 4 112 杉浦　賢司 (3) 六ツ美

4着 8ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
掛川西 45.53 　島　 45.82 東員第二 45.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 静岡 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 岐阜 ﾀｼﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三重
1 308 佐藤　克哉 (3) 掛川西 1 619 大塚　高史 (3) 　島 1 936 田尻　純平 (3) 東員第二

ｾｷ ﾖｼﾛｳ 静岡 ﾐﾔﾀ ﾖｳｽｹ 岐阜 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 三重
2 306 関　　佳郎 (3) 掛川西 2 614 宮田　洋侑 (2) 　島 2 934 高木　　涼 (3) 東員第二

ｵｵﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 静岡 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻｷ 岐阜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾄｼ 三重
3 309 大橋麟太郎 (3) 掛川西 3 621 土田　将輝 (2) 　島 3 938 望月　昌俊 (3) 東員第二

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 静岡 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 岐阜 ｼﾓﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 三重
4 305 横山　高広 (3) 掛川西 4 612 安藤　靖浩 (3) 　島 4 933 下田　章裕 (3) 東員第二

9ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
　泉　 DNF 南　稜 DSQ,*R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾁﾄ 岐阜 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾙ 愛知
1 809 中村　館斗 (3) 　泉 1 75 青山　　勝 (2) 南　稜

ﾊﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 岐阜 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 愛知
2 804 花井　貴弘 (3) 　泉 2 77 加藤　友基 (3) 南　稜

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｶﾉﾘ 岐阜 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 愛知
3 810 藤谷　隆典 (3) 　泉 3 76 遠藤　晃敬 (3) 南　稜

ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛｷ 岐阜 ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ 愛知
4 807 山村　宙季 (3) 　泉 4 78 中村　千暁 (2) 南　稜

2組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ q
厚　生 44.63 はとり 45.33 富士鷹岡 45.42
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｸﾏﾉ ﾀｸﾔ 三重 ｵｸﾞﾗ ﾖｼｷ 愛知 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 静岡
1 1029 熊野　卓弥 (3) 厚　生 1 42 小倉　督貴 (3) はとり 1 551 西村　尚也 (3) 富士鷹岡

ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 三重 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 静岡
2 1034 森下　大輔 (3) 厚　生 2 44 酒井　　翼 (3) はとり 2 549 山田　真也 (3) 富士鷹岡

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 三重 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾀｶ 愛知 ｶﾔﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 静岡
3 1032 出口　貴大 (3) 厚　生 3 45 菅沼　良崇 (3) はとり 3 547 萱場　智洋 (3) 富士鷹岡

ｸｽｶﾜ ﾖｼｵ 三重 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾔ 静岡
4 1036 楠川　祥生 (3) 厚　生 4 46 山崎　翔太 (3) はとり 4 556 東海林拓也 (3) 富士鷹岡

4着 6ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
藍川東 45.63 吉原第二 45.63 豊　正 46.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾏﾘ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ 静岡 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾄｷ 愛知
1 642 玉利　充宏 (3) 藍川東 1 323 川村　直矢 (2) 吉原第二 1 26 服部　元樹 (3) 豊　正

ｱｲﾀﾞ ｼｭﾝ 岐阜 ﾏｷﾉ ｺｳﾀ 静岡 ｵﾉﾂﾞｶ ﾀｸﾔ 愛知
2 643 合田　　峻 (3) 藍川東 2 325 牧野　光汰 (3) 吉原第二 2 24 小野塚卓也 (3) 豊　正

ｻｶｲﾀﾞ ｲﾀﾙ 岐阜 ｵﾍﾟﾆｱｼﾞｮｰｼﾞ 静岡 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 愛知
3 644 坂井田　到 (3) 藍川東 3 321 ｵﾍﾟﾆｱｼﾞｮｰｼﾞ (3) 吉原第二 3 25 小島　一輝 (2) 豊　正

ﾀﾏｵｷ ﾃﾂｵ 岐阜 ﾀﾃﾏﾂ ﾅｵﾄ 静岡 ﾐｳﾗ ﾄﾖﾅﾘ 愛知
4 641 玉置　哲大 (3) 藍川東 4 326 立松　直斗 (2) 吉原第二 4 27 三浦　豊成 (3) 豊　正

7着 8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
大垣北 46.51 皇學館 DSQ,*R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾀｹ ﾕｳｽｹ 岐阜 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾏ 三重
1 673 中竹　勇介 (3) 大垣北 1 1078 森田　隆真 (2) 皇學館

ﾜｶｿﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 岐阜 ｲｿﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾃﾞ 三重
2 668 若園　和也 (3) 大垣北 2 1076 磯田　成秀 (3) 皇學館

ﾔﾉ ﾄﾓﾔ 岐阜 ｺｻｶ ﾄﾓﾋｺ 三重
3 674 矢野　智哉 (3) 大垣北 3 1077 小阪　智彦 (3) 皇學館

ﾀｹﾅｶ ｼｮｳｲﾁ 岐阜 ﾀﾏｴ ﾕｳﾄ 三重
4 672 竹中　翔一 (3) 大垣北 4 1081 田前　佑斗 (3) 皇學館

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNF：途中棄権  DSQ：失　　　格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  *R2：オーバーゾーン　２　→　３



男子共通　4×100mR

日本中学記録 (JH)       42.77     白河二・福島 (金内・田嶋・梶・深谷)                         2004        
東海中学記録 (JT)       43.71     浜松曳馬・静岡 (柳川・川井・藤井・今田)                     1996        
　　大会記録 (GR)       43.99     北　陵・愛知 (柏原・濱崎・鈴木・後藤)                       2005        

予選  3組2着+2

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

3組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ
多治見 44.86 千種台 45.61 度　会 45.79
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｷﾞｳﾗﾃﾙｷ 岐阜 ｽｷﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛知 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 三重
1 778 杉浦  晃希 (2) 多治見 1 3 杉村　和樹 (3) 千種台 1 1117 伊藤　大揮 (3) 度　会

ﾂｶﾉ ﾀｶﾋﾛ 岐阜 ﾊﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 愛知 ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 三重
2 786 塚野　天啓 (3) 多治見 2 5 濱本　　昇 (3) 千種台 2 1119 浦井　駿吾 (2) 度　会

ﾂｲｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ 岐阜 ﾊﾗ ﾀｸﾔ 愛知 ﾋﾗｵ ﾕｳﾀﾞｲ 三重
3 783 築地　涼平 (3) 多治見 3 6 原　　卓矢 (3) 千種台 3 1128 平生　雄大 (3) 度　会

ﾅﾙｾ ｼﾝﾔ 岐阜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 愛知 ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾄ 三重
4 779 成瀬　慎也 (3) 多治見 4 8 山口　和也 (2) 千種台 4 1126 中西　健人 (3) 度　会

4着 8ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
尾　鷲 45.86 平　坂 45.97 浜松曳馬 46.25
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾛﾔﾏ ﾄﾓｷ 三重 ｴﾓﾄ ｼｭﾝ 愛知 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡
1 1154 城山　智希 (3) 尾　鷲 1 177 江本　　駿 (2) 平　坂 1 460 鈴木　和弘 (3) 浜松曳馬

ｳｴﾏｴ ﾕﾀｶ 三重 ｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 愛知 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾏｻ 静岡
2 1155 植前　　泰 (2) 尾　鷲 2 178 江本　英輝 (3) 平　坂 2 457 村松　貴将 (3) 浜松曳馬

ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 三重 ﾌｸﾔﾏ ﾕｳﾔ 愛知 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘｵ 静岡
3 1156 森田　悟司 (2) 尾　鷲 3 181 福山　優也 (3) 平　坂 3 458 大場　規雄 (3) 浜松曳馬

ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三重 ｱﾍﾞﾀ ｱﾂｼ 愛知 ｷﾀﾀﾞ ｼｮｳ 静岡
4 1159 内山　翔太 (3) 尾　鷲 4 175 阿部田篤史 (3) 平　坂 4 459 北田　　将 (3) 浜松曳馬

7着 4ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
富士岳陽 46.47 那　加 46.87
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 静岡 ﾖｼﾀﾞ ｺﾞｳｷ 岐阜
1 529 山下　智博 (2) 富士岳陽 1 655 吉田  剛輝 (2) 那　加

ﾅｶｶﾞﾜ ｽｸﾞﾙ 静岡 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳ 岐阜
2 533 中川　　豪 (3) 富士岳陽 2 657 相澤  　翔 (3) 那　加

ｾｲ ﾀｶﾏｻ 静岡 ｱﾝｻﾞｲ ﾘｮｳ 岐阜
3 530 清　　貴政 (3) 富士岳陽 3 653 安斉  　凌 (3) 那　加

ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 静岡 ﾂｼﾞ ｱｷﾋﾛ 岐阜
4 531 青木　朋也 (3) 富士岳陽 4 658 辻  　明寛 (2) 那　加

決勝

1着 5ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
多治見 44.45 厚　生 44.59 倉田山 45.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｷﾞｳﾗﾃﾙｷ 岐阜 ｸﾏﾉ ﾀｸﾔ 三重 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 三重
1 778 杉浦  晃希 (2) 多治見 1 1029 熊野　卓弥 (3) 厚　生 1 1014 岡本　　淳 (2) 倉田山

ﾂｶﾉ ﾀｶﾋﾛ 岐阜 ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 三重 ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 三重
2 786 塚野　天啓 (3) 多治見 2 1034 森下　大輔 (3) 厚　生 2 1015 加藤　義之 (3) 倉田山

ﾂｲｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ 岐阜 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 三重 ｿﾈ ｹｲﾄ 三重
3 783 築地　涼平 (3) 多治見 3 1032 出口　貴大 (3) 厚　生 3 1022 曽根　啓登 (1) 倉田山

ﾅﾙｾ ｼﾝﾔ 岐阜 ｸｽｶﾜ ﾖｼｵ 三重 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ 三重
4 779 成瀬　慎也 (3) 多治見 4 1036 楠川　祥生 (3) 厚　生 4 1026 濱口　隆翔 (3) 倉田山

4着 3ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
はとり 45.21 六ツ美 45.66 富士鷹岡 45.82
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｸﾞﾗ ﾖｼｷ 愛知 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾄ 愛知 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 静岡
1 42 小倉　督貴 (3) はとり 1 110 太田　章仁 (3) 六ツ美 1 551 西村　尚也 (3) 富士鷹岡

ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ﾄﾘｲ ﾀﾞｲﾁ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 静岡
2 44 酒井　　翼 (3) はとり 2 113 鳥居　大揮 (3) 六ツ美 2 549 山田　真也 (3) 富士鷹岡

ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾀｶ 愛知 ｱｵﾔﾏ ﾄｳﾁ 愛知 ｶﾔﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 静岡
3 45 菅沼　良崇 (3) はとり 3 109 青山　当知 (3) 六ツ美 3 547 萱場　智洋 (3) 富士鷹岡

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾔ 静岡
4 46 山崎　翔太 (3) はとり 4 112 杉浦　賢司 (3) 六ツ美 4 556 東海林拓也 (3) 富士鷹岡

7着 6ﾚｰﾝ 8着 9ﾚｰﾝ
富士須津 46.00 千種台 46.54
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾁｶ 静岡 ｽｷﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ 愛知
1 543 村松　孝周 (3) 富士須津 1 3 杉村　和樹 (3) 千種台

ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 静岡 ﾊﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 愛知
2 541 坂本　義和 (3) 富士須津 2 5 濱本　　昇 (3) 千種台

ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 静岡 ﾊﾗ ﾀｸﾔ 愛知
3 540 伊藤　良介 (3) 富士須津 3 6 原　　卓矢 (3) 千種台

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 静岡 ﾌｼﾞﾉ ﾓﾄｷ 愛知
4 544 渡邉　健太 (3) 富士須津 4 7 藤野　元規 (3) 千種台

凡例    DNF：途中棄権  DSQ：失　　　格  *R1：オーバーゾーン　１　→　２  *R2：オーバーゾーン　２　→　３



男子共通　走高跳

日本中学記録 (JH)       2m10      境田　裕之 (春光台・北海道)                                 1986        

東海中学記録 (JT)       2m05      西島　信弘 (岩　松・静岡)                                   1987        

　　大会記録 (GR)       2m00      西島　信弘 (岩　松・静岡)                                   1987        

　　大会記録 (GR)       2m00      池村　聡文 (浜松曳馬・静岡)                                 1988        

　　大会記録 (GR)       2m00      井田　丈晴 (日比野・愛知)                                   1988        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｻﾀﾞ ﾓﾄｷ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

1 24 382 長田　基希 (3) 静岡 新　居 1m80

ﾏﾌﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ ○ ○ ○ × × ×

2 20 383 馬渕　修一 (3) 静岡 新　居 1m75

ｱﾝｻﾞｲ ﾘｮｳ × ○ × ○ ○ × × ×

3 21 653 安斉  　凌 (3) 岐阜 那　加 1m75

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ○ ○ × ○ × × ×

4 3 57 田辺　祐介 (3) 愛知 滝ノ水 1m75

ﾏﾂｵ ｼｭﾝｽｹ ○ × × ○ × ○ × × ×

5 13 659 松尾　俊介 (3) 岐阜 稲　羽 1m75

ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ ○ ○ × × ○ × × ×

6 22 1007 河合　勇祐 (3) 三重 三　雲 1m75

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ ○ ○ × × ×

7 4 311 清水　翔平 (3) 静岡 掛川北 1m70

ﾅｶﾆｼ ﾀｶ × ○ ○ × × ×

8 14 1086 中西　　貴 (3) 三重 御　薗 1m70

ﾄﾘｲ ｱﾂｼ ○ × × ×

9 8 501 鳥居　　篤 (3) 静岡 浜松東部 1m65

ｺﾃﾗ ﾖｼﾋﾛ ○ × × ×

9 17 722 小寺　良洋 (3) 岐阜 池　田 1m65

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾂｼ ○ × × ×

9 9 667 溝口　敦士 (3) 岐阜 大垣東 1m65

ﾀｲﾗ ｻｷｮｳ ○ × × ×

9 19 168 平　　左京 (3) 愛知 安城北 1m65

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ ○ × × ×

9 15 58 村上　洋之 (3) 愛知 藤　森 1m65

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ × ○ × × ×

14 12 357 山口　隆弘 (3) 静岡 小山北郷 1m65

ｺｶﾞｲﾄ ﾕｳｷ × ○ × × ×

14 5 843 小垣内勇貴 (3) 岐阜 日　枝 1m65

ﾖｼﾀｹ ﾘｮｳﾏ × × ○ × × ×

16 16 437 吉武　凌馬 (3) 静岡 東伊豆稲取 1m65

ﾐｵｷ ﾕｳｼﾞ × × ○ × × ×

16 18 1133 見置　佑二 (3) 三重 文　岡 1m65

ｺﾞﾄｳ ｶﾈﾓﾘ × × ○ × × ×

16 7 206 五藤　謙守 (3) 愛知 木曽川 1m65

ｶﾐﾑﾗ ﾅｵｷ × × ×

10 1144 上村　直生 (3) 三重 赤　目 NM

ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾔ × × ×

6 971 沢村　和哉 (3) 三重 大　木 NM

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾔｷ × × ×

2 1114 濱口　隼紀 (3) 三重 南　勢 NM

ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾏｻ × × ×

1 729 高木　孝優 (3) 岐阜 穂　積 NM

ﾐﾁﾜｷ ﾀﾞｲﾄ × × ×

23 193 道脇　大斗 (2) 愛知 大府西 NM

ｻｻﾔﾏ ﾅｵｷ × × ×

11 204 笹山　直樹 (3) 愛知 大口北部 NM

審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司

1m65 1m70 1m75 1m80 1m86

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし 2006/8/8 18:13



男子共通　棒高跳
審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司

日本中学記録 (JH)       4m92      笹瀬　弘樹 (新　居・静岡)                                   2004        

東海中学記録 (JT)       4m92      笹瀬　弘樹 (新　居・静岡)                                   2004        

　　大会記録 (GR)       4m80      笹瀬　弘樹 (新　居・静岡)                                   2004        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｶﾑ ﾋﾛｷ － － － － ○ － － ○

1 24 805 各務　博紀 (3) 岐阜 　泉 ○ ○ × ○ × × × 4m40

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ － － － － － － ○ －

2 19 490 白澤　領亮 (3) 静岡 浜松天竜 ○ ○ × × × 4m30

ﾅｶﾔﾏ ｻﾄﾙ － － － － ○ － ○ ○

3 16 784 中山　　悟 (3) 岐阜 多治見 ○ × × ○ × × × 4m30

ﾀｶｽ ｺｳﾍｲ － － － － － － ○ －

4 23 379 高須　浩平 (3) 静岡 新　居 × × ○ × × × 4m20

ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ － － － － － － ○ ○

5 20 633 安田　和弘 (3) 岐阜 精　華 × × × 4m10

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

6 7 451 鈴木　雅彦 (3) 静岡 磐田南部 3m90

ｻﾉ ﾀｶﾕｷ － － － × ○ × ○ ○ × × ×

7 21 920 佐野　貴之 (3) 三重 陵　成 3m90

ｺｼﾞﾏ ﾅﾘﾄｼ － － ○ － × ○ × ○ × × ×

8 22 146 小島　成稔 (3) 愛知 代　田 3m90

ｱﾂﾞﾏ ｹﾝﾄ － － － × ○ × × ○ × × ×

9 12 794 東　　健人 (3) 岐阜 南ヶ丘 3m80

ﾆﾊｼ ﾄｵﾙ － － － ○ × × ×

10 3 452 二橋　　徹 (3) 静岡 磐田竜洋 3m70

ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ － ○ × × ○ ○ × × ×

11 13 1051 杉田　　涼 (3) 三重 伊勢宮川 3m70

ｽｷﾞﾓﾘ ﾌﾐﾄﾓ － ○ × × ○ － × × ×

12 17 1145 杉森　史智 (3) 三重 赤　目 3m60

ｽｴﾔｽ ﾀﾂﾔ － ○ － × × ×

13 8 725 末安　龍也 (3) 岐阜 池　田 3m40

ｵｶﾀﾞ ﾖｳ ○ ○ × × ×

13 18 99 岡田　　洋 (3) 愛知 岡崎南 3m40

ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ ○ ○ × × ×

13 2 9 岩崎　翔太 (3) 愛知 千　種 3m40

ｺﾝﾄﾞｳ ｷﾖﾀｶ ○ × ○ × × ×

16 14 215 近藤　清貴 (3) 愛知 弥　富 3m40

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ － × × ○ × × ×

17 10 105 長谷川晃大 (3) 愛知 岡崎東海 3m40

ﾖｺｲ ｹﾝ × ○ × × ○ × × ×

18 9 1089 横井　　謙 (3) 三重 小　俣 3m40

ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ × ○ × × ○ × × ×

18 5 1056 長岡　大地 (3) 三重 伊勢宮川 3m40

ｶﾄｳ ﾘｮｳ ○ × × ×

20 1 1071 加藤　　僚 (3) 三重 豊　浜 3m20

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ － － － － × × ×

15 453 鈴木　速斗 (3) 静岡 磐田竜洋 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾔ － － － × × ×

11 400 小林　柊也 (2) 静岡 静岡長田西 NM

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ － × × ×

4 647 西村　裕太 (3) 岐阜 藍川東 NM

ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ － × × ×

6 106 山本　介土 (3) 愛知 岡崎東海 NM

3m80 3m90 4m00 4m103m20
4m20

3m40
4m30

3m60
4m40

3m70
4m50

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし



男子共通　走幅跳

日本中学記録 (JH)       7m32      佐々木勝利 (大曲南・秋田)                                   1992        

東海中学記録 (JT)       7m15      鈴木　久嗣 (竜　北・愛知)                                   1985        

　　大会記録 (GR)       6m91      日下部　光 (松　倉・岐阜)                                   1986        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 6m03 6m27 6m49 6m49 6m48 4m79 6m72 6m72

1 23 804 花井　貴弘 (3) 岐阜 　泉 +1.4 +0.1 +2.0 +2.0 +2.7 +4.9 +2.1 +2.1

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 6m56 6m29 × 6m56 6m71 6m52 6m67 6m71

2 21 46 山崎　翔太 (3) 愛知 はとり +1.0 +0.3 +1.0 +2.4 -1.5 +1.6 +2.4

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ 6m54 × × 6m54 6m62 6m45 6m61 6m62

3 24 1026 濱口　隆翔 (3) 三重 倉田山 +1.6 +1.6 +1.9 +1.9 +4.2 +1.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 6m39 6m27 6m41 6m41 6m28 4m53 6m37 6m41

4 22 388 渡辺　翔大 (3) 静岡 裾野深良 +1.1 +1.0 +1.5 +1.5 +4.3 +2.4 +2.7 +1.5

ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 6m21 6m38 6m20 6m38 6m35 × 6m14 6m38

5 16 1075 林　　風汰 (3) 三重 五十鈴 +1.8 +0.8 0.0 +0.8 +0.8 -0.3 +0.8

ｸｽｶﾜ ﾖｼｵ 5m89 6m28 × 6m28 6m15 6m02 6m35 6m35

6 20 1036 楠川　祥生 (3) 三重 厚　生 +0.1 +0.8 +0.8 +4.0 +1.0 +1.2 +1.2

ﾊｯﾄﾘ ﾓﾄｷ 6m27 6m14 × 6m27 5m86 6m09 5m83 6m27

7 17 26 服部　元樹 (3) 愛知 豊　正 +0.8 +1.2 +0.8 +1.1 +2.7 +3.5 +0.8

ﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 6m22 6m24 6m04 6m24 × 5m98 6m17 6m24

8 19 709 中　宗一郎 (3) 岐阜 日　新 +0.6 +1.0 -0.8 +1.0 +2.6 +0.4 +1.0

ﾂｼﾞ ｾｲｺﾞ 6m23 6m10 6m23 6m23 6m23

9 15 854 辻　　成梧 (3) 岐阜 中　山 +2.8 +0.6 0.0 0.0 +2.8

ｼﾗｲ ﾕｳｻｸ 5m95 6m16 × 6m16 6m16

10 5 238 白井　優作 (3) 愛知 田原東部 +2.2 +0.9 +0.9 +0.9

ｻｶﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ × 2m99 6m14 6m14 6m14

11 13 33 酒谷　昇吾 (2) 愛知 萩　山 +1.5 0.0 0.0 0.0

ｻｶﾓﾄ ｱｷﾄｼ × 5m85 6m12 6m12 6m12

12 4 1045 坂本　明俊 (3) 三重 伊勢宮川 +0.6 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ × 6m09 × 6m09 6m09

13 11 746 山田　　滉 (3) 岐阜 富　野 +2.0 +2.0 +2.0

ﾄﾞｲ ｱｷﾏｻ × 5m85 6m06 6m06 6m06

14 1 48 土井　章全 (3) 愛知 森　孝 +2.0 0.0 0.0 0.0

ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ × 6m05 × 6m05 6m05

15 3 853 石原　圭祐 (2) 岐阜 中　山 +1.3 +1.3 +1.3

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 5m73 × 6m03 6m03 6m03

16 12 1031 山口　元輝 (2) 三重 厚　生 +1.9 +0.3 +0.3 +0.3

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 6m01 × × 6m01 6m01

17 18 397 久保田　翔 (3) 静岡 静岡城内 +0.9 +0.9 +0.9

ｸﾘﾀ ｱｷﾄ 5m89 × × 5m89 5m89

18 14 477 栗田　晃任 (3) 静岡 浜松春野 +1.9 +1.9 +1.9

ﾂｹﾞ ｹﾞﾝｷ 5m89 × × 5m89 5m89

18 7 796 柘植　元気 (3) 岐阜 北　陵 +2.0 +2.0 +2.0

ﾑﾗｾ ﾕｳﾀ 5m81 × × 5m81 5m81

20 9 59 村瀬　悠太 (3) 愛知 藤　森 +1.9 +1.9 +1.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 5m79 × × 5m79 5m79

21 2 450 渡辺　真幸 (3) 静岡 磐田城山 +2.4 +2.4 +2.4

ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾄ 5m67 × × 5m67 5m67

22 6 523 中西　健斗 (3) 静岡 浜北北部 +1.4 +1.4 +1.4

ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ × 4m62 × 4m62 4m62

23 10 303 大谷　真弘 (3) 静岡 下　田 +0.6 +0.6 +0.6

ｵｶﾀ ﾞﾐﾁﾄﾓ 4m22 × × 4m22 4m22

24 8 961 岡田　道知 (3) 三重 神　戸 +1.7 +1.7 +1.7

記録主任：辻　　昭司

審 判 長：河越　茂樹

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  2006/8/8 18:29



男子共通　砲丸投(5.0kg)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ

1 21 438 鈴木　郷史 (3) 静岡 東伊豆稲取 12m10 14m66 × 14m66 × 14m79 15m32 15m32

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ

2 22 684 山元　　隼 (3) 岐阜 不　破 13m59 13m28 14m29 14m29 13m77 12m94 14m01 14m29

ｲﾅｶﾞｷ ﾀｲﾁ

3 23 1001 稲垣　太一 (3) 三重 一　志 12m17 12m61 12m83 12m83 12m24 13m34 13m95 13m95

ﾂｹﾞ ﾖｳﾍｲ

4 18 787 柘植　洋平 (3) 岐阜 多治見 13m01 12m77 × 13m01 12m82 13m57 12m94 13m57

ﾅｶﾔﾏ ﾅｷﾞ

5 15 1052 中山　　凪 (3) 三重 伊勢宮川 12m90 13m38 12m41 13m38 12m72 × × 13m38

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ

6 19 972 三村　幸輝 (3) 三重 千代崎 12m32 13m01 12m58 13m01 12m15 × 12m72 13m01

ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

7 17 454 佐藤　貴行 (3) 静岡 浜松曳馬 12m98 12m07 12m66 12m98 12m75 12m35 12m93 12m98

ﾅﾙｾ ﾁﾊﾙ

8 13 475 成瀬　千春 (3) 静岡 浜松三方原 12m29 12m40 12m80 12m80 11m81 12m72 12m57 12m80

ﾐﾅﾐ ｾｲｼﾞﾝ

9 11 1138 南　　星人 (3) 三重 文　岡 12m64 12m00 12m72 12m72 12m72

ｶﾒﾀﾞ ｺｳﾍｲ

10 3 1008 亀田　浩平 (3) 三重 三　雲 12m52 10m92 12m63 12m63 12m63

ｵｶﾅﾐ ﾘｮｳ

11 7 997 岡南　　遼 (3) 三重 久　居 12m32 12m19 × 12m32 12m32

ﾅｲｷ ｶｽﾞｷ

12 10 825 内木　一貴 (3) 岐阜 付　知 12m06 － 11m92 12m06 12m06

ｻｷﾍﾞ ﾀｹﾙ

13 14 714 﨑邉タケル (3) 岐阜 日　新 12m01 11m92 11m93 12m01 12m01

ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

14 9 370 吉永　慎平 (3) 静岡 焼津大富 × 11m74 11m99 11m99 11m99

ｲﾘﾓﾄ ｺｳｷ

15 24 190 杁本　皓貴 (3) 愛知 古知野 × 11m70 － 11m70 11m70

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

16 5 494 鈴木　悠太 (3) 静岡 浜松都田 11m69 × 11m49 11m69 11m69

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

17 6 768 伊藤　宏司 (3) 岐阜 陶　都 11m42 11m11 11m58 11m58 11m58

ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ

18 20 2 伊藤　嘉崇 (3) 愛知 千種台 10m22 － 11m40 11m40 11m40

ｲｹﾏ ｻﾄｼ

19 2 782 池間　　智 (3) 岐阜 多治見 10m89 × － 10m89 10m89

ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｼﾞ

20 16 115 本田　恵士 (3) 愛知 六ツ美 10m83 － － 10m83 10m83

ｲﾏｲ ｼｭｳﾄ

21 12 66 今井士勇斗 (3) 愛知 豊　岡 × 10m75 － 10m75 10m75

ﾋﾗﾉ ｼｭｳ

22 1 412 平野　　秀 (3) 静岡 静岡美和 × × 9m84 9m84 9m84

ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ

23 4 222 前田　憲佑 (3) 愛知 武　豊 9m80 － － 9m80 9m80

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾄ

8 133 藤田　諒人 (3) 愛知 千　秋 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠　　　場 2006/8/8 18:34



 
 
 
 
 
 
 
 

女 子 の 部 



女子1年　１００ｍ

日本中学記録 (JH) 11.73     竹内　彩華 (御　影・兵庫) 2004
東海中学記録 (JT) 11.96     斉藤　伸江 (入　野・静岡) 1989
　　大会記録 (GR) 12.84     村松　麻美 (浜松西高中・静岡) 2002

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 静岡
1 4 481 清水　香帆 (1) 浜松積志 12.73 NGR Q 1 7 13.17 Q

ﾊﾔｼ ﾘﾅ 愛知
2 7 139 林　　里奈 (1) 春日井中部 13.16 Q 2 9 13.29 Q

ｶﾂﾏﾀ ﾐｽﾞｷ 静岡
3 2 341 勝間田みず季 (1)御殿場西 13.19 q 3 6 13.45

ﾔﾉ ﾘﾅ 愛知
4 9 11 矢野　里奈 (1) 千　種 13.26 q 4 8 13.48

ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ 岐阜
5 3 849 宮本　　葵 (1) 中　山 13.71 5 4

ﾏﾙﾔ ﾏｲ 静岡
419 丸谷　まい (1) 静大附浜松

ｲｹﾔ ﾌﾀﾊﾞ 静岡
482 池谷　双葉 (1) 浜松積志

ｱｵﾔｷﾞ ﾋｻｷ 愛知
166 青柳　妃咲 (1) 安城北
　　　　       愛知
119            (1) 竜　南

ｵｶﾞﾜ ﾕｲ 岐阜
669 小川　裕衣 (1) 大垣北 13.50

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 岐阜 ｺﾔﾏ ﾅﾐ 三重
6 5 815 中村　文香 (1) 坂　本 13.72 6 3 1111 小山　夏未 (1) 南島西 13.77

ｲｻｶ ﾐｷ 三重 ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾎ 三重
7 8 1040 井坂　美来 (1) 伊勢宮川 13.88 7 5 955 岡村　祐歩 (1) 川　越 13.83

ﾔﾏｵｶ ﾁﾋﾛ 三重 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｴ 岐阜
8 6 989 山岡　千洋 (1) 南　郊 14.31 8 2 829 中川　貴絵 (1) 小　坂 14.15

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｴﾀﾞ ﾁｶ 愛知
1 5 262 家田　知佳 (1) 東浦西部 12.87 Q

ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ 静岡
2 6 316 町田　柚衣 (1) 吉原第一 13.04 Q

ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻ 岐阜
3 7 741 松田　知紗 (1) 下有知 13.60

ﾀｶﾀﾞ ｱﾕﾐ 静岡
4 8 393 高田亜由美 (1) 清水第一 13.62

ﾎﾘ ｺﾉﾐ 愛知
5 3 137 堀　このみ (1) 乙　川 13.65

ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 三重
6 4 1109 石原　瑞穂 (1) 玉　城 13.69

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 岐阜
7 9 816 中村　友香 (1) 坂　本 13.97

ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ 三重
2 1083 橋爪　咲奈 (1) 御　薗 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 静岡

1 5 481 清水　香帆 (1) 浜松積志 12.91
ｲｴﾀﾞ ﾁｶ 愛知

2 6 262 家田　知佳 (1) 東浦西部 12.95
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ 静岡

3 4 316 町田　柚衣 (1) 吉原第一 13.26
ｲｹﾔ ﾌﾀﾊﾞ 静岡

4 2 482 池谷　双葉 (1) 浜松積志 13.51
ｶﾂﾏﾀ ﾐｽﾞｷ 静岡

5 8 341 勝間田みず季 (1)御殿場西 13.56
ﾔﾉ ﾘﾅ 愛知

6 3 11 矢野　里奈 (1) 千　種 13.61
ﾊﾔｼ ﾘﾅ 愛知

7 9 139 林　　里奈 (1) 春日井中部 25.20
ﾏﾙﾔ ﾏｲ 静岡

7 419 丸谷　まい (1) 静大附浜松 DNS

風:  -0.1

風:  +0.8

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.4 風:  +1.1

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NGR：大会新記録  DNS：欠　　　場



女子2年　１００ｍ

日本中学記録 (JH)       11.73     竹内　彩華 (御　影・兵庫)                                   2004        
東海中学記録 (JT)       11.96     斉藤　伸江 (入　野・静岡)                                   1989        
　　大会記録 (GR)       12.49     浅尾　知世 (末野原・愛知)                                   1994        
　　大会記録 (GR)       12.49     水谷　友紀 (陵　成・三重)                                   2001        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌﾅｻｶ ﾐﾗｲ 愛知 ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾅ 三重
1 6 18 船坂　実来 (2) 北　陵 12.74 Q 1 4 1095 小泉　　愛 (2) 小　俣 12.48 NGR Q

ｽｷﾞﾀ ﾏﾐ 三重 ｵｸﾉ ﾕｳｺ 静岡
2 3 983 杉田　真実 (2) 西橋内 13.07 Q 2 6 350 奥野由布子 (2) 三島南 12.88 Q

ﾀｷｲ ｱﾕﾐ 静岡 ｽｶﾞ ﾏｲ 静岡
3 9 427 滝井亜由美 (2) 大井川 13.07 3 8 394 菅　　麻衣 (2) 清水第四 12.97 q

ｴﾓﾘ ﾁﾅ 岐阜 ｸﾉ ｱﾘｻ 愛知
4 4 773 江森　智菜 (2) 多治見 13.18 4 5 264 久野　有咲 (2) 東浦西部 13.10

ﾂﾁﾔ ｶｽﾐ 静岡 ﾀｶﾀﾞ ｱﾔﾉ 愛知
5 7 302 土屋　圭澄 (2) 伊豆中伊豆 13.27 5 3 101 高田　綾乃 (2) 　葵 13.12

ｻｻｷ ｱﾔｶ 愛知 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 岐阜
6 8 86 佐々木彩圭 (2) 高師台 13.39 6 9 663 足立　純子 (2) 笠　松 13.17

ｸﾏｻﾞｷ ｶｵﾘ 岐阜 ｻｶｳｴ ｴﾘ 岐阜
7 2 837 熊﨑　　香 (2) 金　山 13.40 7 7 851 坂上　恵里 (2) 中　山 13.18

ﾓﾘﾓﾄ ｶﾅ 三重 ﾁｬﾔ ｱﾔﾉ 三重
8 5 1012 森本　佳奈 (2) 飯高東 13.43 8 2 1110 茶屋　絢乃 (2) 南　島 13.47

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｶ 静岡
1 5 413 望月　優花 (2) 静岡豊田 12.63 Q

ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾐ 三重
2 7 966 二宮　奈美 (2) 神　戸 12.93 Q

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 愛知
3 4 10 近藤　里佳 (2) 千　種 12.94 q

ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾘｴ 静岡
4 3 387 山村真理恵 (2) 榛　原 12.98

ｶﾄｳ ﾏﾘ 岐阜
5 8 800 加藤　万理 (2) 土岐津 13.33

ｼﾉﾀﾞ ﾜｶﾅ 岐阜
6 6 645 篠田和華菜 (2) 藍川東 13.47

ｵｵｽｶ ｶｽﾞﾅ 愛知
7 2 231 大須賀一菜 (2) 吉　良 13.52

ｾｷｼﾀ ﾕｲ 三重
8 9 1149 関下　由衣 (2) 尾　鷲 14.39

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾅ 三重

1 4 1095 小泉　　愛 (2) 小　俣 12.69
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｶ 静岡

2 5 413 望月　優花 (2) 静岡豊田 12.91
ﾌﾅｻｶ ﾐﾗｲ 愛知

3 7 18 船坂　実来 (2) 北　陵 12.94
ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾐ 三重

4 3 966 二宮　奈美 (2) 神　戸 13.13
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 愛知

5 8 10 近藤　里佳 (2) 千　種 13.13
ｵｸﾉ ﾕｳｺ 静岡

6 6 350 奥野由布子 (2) 三島南 13.15
ｽｷﾞﾀ ﾏﾐ 三重

7 9 983 杉田　真実 (2) 西橋内 13.28
ｽｶﾞ ﾏｲ 静岡

8 2 394 菅　　麻衣 (2) 清水第四 13.31

風:  +0.2

風:  +1.8

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +2.2 風:  +1.5

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NGR：大会新記録



女子3年　１００ｍ

日本中学記録 (JH)       11.73     竹内　彩華 (御　影・兵庫)                                   2004        
東海中学記録 (JT)       11.96     斉藤　伸江 (入　野・静岡)                                   1989        
　　大会記録 (GR)       12.18     斉藤　伸江 (入　野・静岡)                                   1989        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾄｳ ﾘﾅ 三重 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙｺ 愛知
1 4 903 加藤　里奈 (3) 成　徳 12.21 Q 1 4 192 竹下　晴子 (3) 光ヶ丘 12.57 Q

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎﾘ 静岡 ｷﾀﾊﾗ ｱﾘｻ 静岡
2 6 420 橋本佳保里 (3) 静大附浜松 12.53 Q 2 5 520 北原有理沙 (3) 浜松与進 12.76 Q

ｵｸﾞﾗ ｱﾂｺ 愛知 ｻｲｸﾞｻ ﾘｴ 静岡
3 3 49 小椋　敦子 (3) 扇　台 12.79 q 3 3 352 三枝　里衣 (3) 三島北 12.86

ﾐｽﾞﾉ ﾔｽｴ 岐阜 ｻｸﾉ ﾅﾂｷ 三重
4 9 777 水野　康絵 (3) 多治見 12.96 4 7 1046 作野　捺希 (3) 伊勢宮川 12.90

ｲﾀｶﾞｷ ｱｽﾞｻ 静岡 ﾉﾑﾗ ｶｺ 岐阜
5 8 349 板垣あずさ (3) 三島山田 12.98 5 6 622 野村　華子 (3) 　島 12.94

ﾀｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 岐阜 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 愛知
6 7 841 田口嵯友里 (3) 金　山 13.29 6 2 47 鈴木　　舞 (3) 守　山 13.05

ｵｸﾑﾗ ﾏｵ 三重 ﾏﾂﾋｻ ｱｻﾐ 岐阜
7 2 1041 奥村　麻央 (3) 伊勢宮川 13.34 7 8 736 松久　朝美 (3) 高　富 13.13

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 愛知 ﾐｼﾏ ｱﾕﾅ 三重
5 158 小林　愛実 (3) 竜　神 DNS 8 9 996 三島安友奈 (3) 三重大附属 13.54

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｶｳﾁ ﾏｷ 静岡
1 4 386 髙内　麻貴 (3) 新　居 12.70 Q

ﾁﾊﾞ ﾘｶ 愛知
2 9 91 千葉　理佳 (3) 東　陽 12.78 Q

ｳｴｷﾞｼ ﾐｻｷ 愛知
3 7 29 上岸みさき (3) 円　上 12.85 q

ｷｼﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 静岡
4 2 378 岸端　彩花 (3) 常葉菊川 12.88

ﾌﾙｻﾜ ｶｵﾙ 岐阜
5 5 617 古澤　　薫 (3) 　島 12.96

ﾄｳｶｲ ﾕｶ 三重
6 6 1113 東海　由佳 (3) 南　勢 13.26

ﾏｴﾀﾞ ﾘｴ 三重
7 8 965 前田　理江 (3) 神　戸 13.38

ｽｶﾞｲ ﾕｷ 岐阜
8 3 665 須貝　友紀 (3) 東長良 13.56

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ﾘﾅ 三重

1 4 903 加藤　里奈 (3) 成　徳 12.50
ﾀｹｼﾀ ﾊﾙｺ 愛知

2 7 192 竹下　晴子 (3) 光ヶ丘 12.91
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎﾘ 静岡

3 6 420 橋本佳保里 (3) 静大附浜松 12.97
ｳｴｷﾞｼ ﾐｻｷ 愛知

4 2 29 上岸みさき (3) 円　上 13.05
ﾀｶｳﾁ ﾏｷ 静岡

5 5 386 髙内　麻貴 (3) 新　居 13.05
ﾁﾊﾞ ﾘｶ 愛知

6 8 91 千葉　理佳 (3) 東　陽 13.08
ｷﾀﾊﾗ ｱﾘｻ 静岡

7 3 520 北原有理沙 (3) 浜松与進 13.12
ｵｸﾞﾗ ｱﾂｺ 愛知

8 9 49 小椋　敦子 (3) 扇　台 13.29

風:  +0.3

風:  +2.3

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +2.5 風:  +2.8

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠　　　場



女子共通　２００ｍ

日本中学記録 (JH)       24.51     茂木　麻子 (河　北・山形)                                   1989        
東海中学記録 (JT)       24.84     斉藤　伸江 (入　野・静岡)                                   1989        
　　大会記録 (GR)       25.56     鈴木　智美 (竜　南・愛知)                                   1994        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 静岡 ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重
1 3 374 渡辺明日香 (3) 焼津大富 26.41 Q 1 6 1074 世古　　和 (3) 五十鈴 26.19 Q

ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 三重 ﾏｴｼﾞﾏ ｻｴ 静岡
2 7 1151 高山　名積 (2) 尾　鷲 26.55 Q 2 4 390 前島　彩江 (3) 裾野西 26.67 Q

ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 三重 ｵﾉﾄｳ ﾐﾕｷ 愛知
3 9 931 大月菜穂子 (3) 員　弁 26.58 q 3 7 104 尾野藤　幸 (3) 福　岡 27.10

ｸﾏｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 岐阜 ﾓﾘ ﾐﾕｷ 岐阜
4 6 824 熊澤　知夏 (3) 付　知 26.62 4 5 664 森　美有記 (3) 東長良 27.11

ﾅｶｲ ｴﾘｶ 静岡 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 愛知
5 5 337 中井　衿花 (3) 御殿場 26.72 5 9 93 近藤　　南 (3) 甲　山 27.22

ｵｵﾀ ｻｵﾘ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ 静岡
6 4 205 太田　紗織 (3) 扶桑北 26.93 6 2 446 近藤　咲希 (3) 函　南 27.48

ｶﾜｲ ﾘｴ 愛知 ｶｼﾉ ﾕﾐ 三重
7 2 73 河合　里恵 (3) 豊橋南部 27.50 7 8 913 樫野　有美 (3) 陽　和 27.86

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 岐阜 ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ 岐阜
8 8 793 渡邊　佳織 (3) 小　泉 27.69 8 3 695 中野由加里 (3) 関ヶ原 28.38

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 三重
1 5 900 愛敬　麻矢 (3) 成　徳 25.43 NGR Q

ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 岐阜
2 4 686 松本　望路 (3) 不　破 25.53 NGR Q

ｽｽﾞｷ ｻｷｺ 静岡
3 7 431 鈴木　咲子 (3) 島田第一 26.45 q

ｺﾞﾄｳ ｶﾅ 愛知
4 8 171 後藤　香奈 (3) 東　山 26.94

ｲﾄｳ ﾅﾅ 静岡
5 9 468 伊藤　奈菜 (3) 浜松佐鳴台 27.26

ｲｸﾀ ｱｷｺ 愛知
6 6 162 生田　暁子 (3) 益　富 27.56

ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 三重
7 3 949 北川　里奈 (2) 菰　野 27.82

ﾋﾛﾀ ﾋｶﾘ 岐阜
8 2 855 廣田妃加里 (2) 中　山 28.19

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 岐阜

1 5 686 松本　望路 (3) 不　破 25.70
ｾｺ ﾉﾄﾞｶ 三重

2 4 1074 世古　　和 (3) 五十鈴 25.99
ｽｽﾞｷ ｻｷｺ 静岡

3 2 431 鈴木　咲子 (3) 島田第一 26.17
ﾏｴｼﾞﾏ ｻｴ 静岡

4 9 390 前島　彩江 (3) 裾野西 26.60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 静岡

5 6 374 渡辺明日香 (3) 焼津大富 26.65
ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 三重

6 8 1151 高山　名積 (2) 尾　鷲 26.82
ｵｵﾂｷ ﾅﾎｺ 三重

7 3 931 大月菜穂子 (3) 員　弁 26.93
ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 三重

8 7 900 愛敬　麻矢 (3) 成　徳 28.39

風:  +0.7

風:  +1.5

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +3.0 風:  +0.7

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NGR：大会新記録



女子1年　８００ｍ

日本中学記録 (JH)       2.07.81   市川　良子 (浅　江・山口)                                   1991        
東海中学記録 (JT)       2.11.0    久保田祐子 (浜松北部・静岡)                                 1989        
　　大会記録 (GR)       2.23.03   下村　環加 (沓　掛・愛知)                                   2005        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 愛知 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾔｶ 静岡
1 9 94 近藤　華菜 (1) 甲　山 2.32.11 Q 1 7 347 水口さやか (1) 三島山田 2.26.96 Q

ｸｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾐ 愛知 ｲｹﾍﾞ ｱｽｶ 愛知
2 7 83 釘本　朋実 (1) 五　並 2.32.88 Q 2 6 159 池辺明日香 (1) 前　林 2.28.18 Q

ｵｵﾂｶ ﾅﾎ 静岡 ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 静岡
3 2 365 大塚　菜穂 (1) 沼津金岡 2.33.52 3 9 502 田邊あかり (1) 浜松東部 2.29.20 q

ｲｲｵ ｱｽﾞﾐ 三重 ﾕﾉ ｻﾕﾘ 愛知
4 6 1006 飯尾あずみ (1) 一　志 2.34.85 4 8 98 湯野紗有里 (1) 美　川 2.29.22

ｳｴﾏﾂ ｶﾅ 静岡 ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 三重
5 4 524 植松　香名 (1) 富　士 2.35.71 5 3 1049 寺田　菜美 (1) 伊勢宮川 2.30.08

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 三重 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｺ 三重
6 8 1018 出口和佳奈 (1) 倉田山 2.36.47 6 5 959 藤田真理子 (1) 白　鳥 2.31.82

ﾅｶﾞｵ ﾏｺ 岐阜 ｶﾜｼﾏ ﾅﾂﾐ 岐阜
7 3 834 長尾　麻子 (1) 下　呂 2.37.05 7 4 601 河島奈津美 (1) 本　荘 2.34.76

ｲﾁﾉﾍ ｷﾗﾗ 岐阜 ｼｷ ｼｮｳｺ 岐阜
8 5 847 一戸きらら (1) 中　山 2.37.74 8 2 721 志岐　祥子 (1) 池　田 2.38.24

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｷﾞﾉ ﾅﾂﾎ 愛知
1 5 92 荻野　夏帆 (1) 豊橋東陵 2.25.71 Q

ﾀｼﾛ ｱﾘｻ 静岡
2 6 340 田代　有沙 (1) 御殿場高根 2.27.70 Q

ﾊﾏｼﾞ ﾒｲ 三重
3 4 1112 濵地　明衣 (1) 南島西 2.29.10 q

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｺ 静岡
4 8 510 仲村　正子 (1) 浜松日体 2.29.82

ﾅｶｲ ｱｻｶ 愛知
5 3 136 中井　朝日 (1) 乙　川 2.32.61

ﾌﾙｲﾁｱﾔｶ 岐阜
6 9 680 古市　彩夏 (1) 星　和 2.35.87

ﾅｶ ﾊﾙｶ 三重
7 2 951 仲　　遙加 (1) 　楠 2.36.22

ﾊﾅｼﾏ ﾐｻﾄ 岐阜
8 7 640 花島　美里 (1) 藍川東 2.37.60

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｷﾞﾉ ﾅﾂﾎ 愛知

1 6 92 荻野　夏帆 (1) 豊橋東陵 2.24.77
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｻﾔｶ 静岡

2 4 347 水口さやか (1) 三島山田 2.25.40
ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 愛知

3 7 94 近藤　華菜 (1) 甲　山 2.25.80
ｲｹﾍﾞ ｱｽｶ 愛知

4 3 159 池辺明日香 (1) 前　林 2.27.67
ﾀｼﾛ ｱﾘｻ 静岡

5 5 340 田代　有沙 (1) 御殿場高根 2.27.83
ｸｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾐ 愛知

6 2 83 釘本　朋実 (1) 五　並 2.29.66
ﾊﾏｼﾞ ﾒｲ 三重

7 8 1112 濵地　明衣 (1) 南島西 2.30.46
ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 静岡

8 9 502 田邊あかり (1) 浜松東部 2.34.02

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



女子共通　８００ｍ

日本中学記録 (JH)       2.07.81   市川　良子 (浅　江・山口)                                   1991        
東海中学記録 (JT)       2.11.0    久保田祐子 (浜松北部・静岡)                                 1989        
　　大会記録 (GR)       2.13.94   塩月　彩夏 (浜北麁玉・静岡)                                 1998        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶｼﾞﾀ ｻｷ 岐阜 ｲｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 愛知
1 4 801 梶田　早紀 (3) 土岐津 2.21.15 Q 1 5 71 伊澤菜々花 (3) 豊橋南部 2.19.64 Q

ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｶ 静岡 ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重
2 7 511 前田　静香 (2) 浜松浜名 2.22.08 Q 2 4 1020 森田菜津紀 (3) 倉田山 2.19.66 Q

ﾐﾖｼ ﾏﾘ 三重 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ 静岡
3 5 1142 三好　麻里 (3) 桃　青 2.22.26 3 8 486 山本　麻樹 (3) 浜松天竜 2.20.96 q

ｼﾊﾞﾀ ｻｷ 静岡 ｱｻｲ ﾄﾓｶ 岐阜
4 9 497 柴田　紗紀 (3) 浜松東部 2.22.52 4 7 780 浅井　友香 (3) 多治見 2.21.32 q

ｲﾄｳ ｱｲ 愛知 ｱﾂﾐ ｱﾔｺ 静岡
5 6 141 伊藤　亜依 (2) 豊川東部 2.23.18 5 6 518 渥美　紋子 (3) 浜松雄踏 2.21.85

ｶﾄｳ ｱｷ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾘ 愛知
6 8 1 加藤　彩季 (2) 愛教大岡崎 2.23.45 6 3 249 柴田　有里 (3) 田　原 2.22.78

ｷﾀﾉ ｱｻﾐ 三重 ｸﾆｴﾀﾞ ﾅﾎ 岐阜
7 3 995 北野亜紗実 (2) 高　田 2.25.88 7 9 679 國枝　奈穂 (3) 大垣西部 2.25.49

ｲｲｵ ﾐｶ 岐阜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 三重
8 2 661 飯尾　弥加 (3) 各務原中央 2.30.37 8 2 912 長谷川友紀 (3) 光　風 2.35.81

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾞﾄｳ ﾏﾕ 愛知
1 4 120 後藤　麻由 (3) 竜　南 2.17.67 Q

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶ 静岡
2 5 525 小林　薫加 (3) 富士岡 2.18.98 Q

ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 愛知
3 2 230 山田　　栞 (3) 富　貴 2.22.90

ｲﾄｳ ｶｽﾐ 静岡
4 3 448 伊藤　香澄 (3) 函南東 2.24.31

ﾄｷ ﾌﾐｺ 岐阜
5 8 737 土岐芙美子 (3) 高　富 2.24.57

ﾏﾂﾔ ﾏﾒｲ 岐阜
6 6 844 松山　芽生 (2) 日　枝 2.25.03

ｲﾁｶﾜ ﾕﾏ 三重
7 7 958 市川　由麻 (3) 白　鳥 2.26.75

ﾏﾂｼﾏ ﾚｲｶ 三重
8 9 991 松島　玲佳 (2) 南　郊 2.27.49

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾞﾄｳ ﾏﾕ 愛知

1 7 120 後藤　麻由 (3) 竜　南 2.17.12
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶ 静岡

2 4 525 小林　薫加 (3) 富士岡 2.18.06
ｲｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 愛知

3 6 71 伊澤菜々花 (3) 豊橋南部 2.18.26
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ 静岡

4 2 486 山本　麻樹 (3) 浜松天竜 2.18.91
ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 三重

5 3 1020 森田菜津紀 (3) 倉田山 2.18.94
ｶｼﾞﾀ ｻｷ 岐阜

6 5 801 梶田　早紀 (3) 土岐津 2.18.94
ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｶ 静岡

7 9 511 前田　静香 (2) 浜松浜名 2.20.37
ｱｻｲ ﾄﾓｶ 岐阜

8 8 780 浅井　友香 (3) 多治見 2.22.97

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



女子共通　１５００ｍ

日本中学記録 (JH)       4.21.41   宮崎　安澄 (湖　東・熊本)                                   1989        
東海中学記録 (JT)       4.24.74   久保田祐子 (浜北北部・静岡)                                 1992        
　　大会記録 (GR)       4.38.39   二宮悠希乃 (星　城・愛知)                                   2005        

予選  2組6着+0

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾜﾀ ﾕｳｺ 静岡 ﾕﾀﾞ ｻｴｺ 静岡
1 10 432 岩田　裕子 (3) 島田第二 4.42.72 Q 1 11 526 湯田佐枝子 (2) 富士岡 4.43.87 Q

ｻｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡 ｻﾉ ﾄﾓﾐ 静岡
2 2 392 坂本　美咲 (3) 裾野東 4.43.60 Q 2 7 539 佐野　知美 (2) 富士宮第四 4.46.82 Q

ｼﾓﾑﾗ ﾜｶ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 静岡
3 11 201 下村　環加 (2) 沓　掛 4.44.66 Q 3 3 447 渡邊　望帆 (3) 函　南 4.48.31 Q

ｲﾄｳ ｱﾘｻ 愛知 ｶﾐﾔ ﾏｺ 愛知
4 7 103 伊藤ありさ (3) 城　北 4.48.56 Q 4 8 161 神谷　益子 (3) 前　林 4.51.53 Q

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳｶ 静岡 ﾆｼﾜｷ ﾊﾙﾅ 愛知
5 6 359 市川　涼香 (3) 沼津愛鷹 4.49.61 Q 5 12 180 西脇　春奈 (3) 平　坂 4.52.11 Q

ﾏﾉ ｶﾘﾝ 三重 ｱﾘﾏﾂ ｻｴ 三重
6 8 923 真野　果林 (3) 陵　成 4.50.14 Q 6 9 981 有松　　冴 (3) 亀山中部 4.53.26 Q

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾓｴﾐ 愛知
7 3 81 鈴木美乃里 (2) 石　巻 4.54.45 7 4 108 鈴木　萌未 (2) 矢　作 4.53.27

ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾅ 岐阜 ｲﾏｲ ﾐｻｷ 岐阜
8 1 710 長尾　和奈 (3) 日　新 5.01.96 8 10 842 今井美早綺 (3) 日　枝 4.54.86

ﾀﾅｶ ﾏﾘ 岐阜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾘ 岐阜
9 9 734 田中　麻里 (3) 真　正 5.02.46 9 6 704 山口　樹里 (3) 日　新 5.01.86

ﾀﾀﾞ ｴﾘ 三重 ﾎﾘｴ ﾐｽｷﾞ 岐阜
10 4 943 多田　江里 (3) 内　部 5.04.01 10 2 752 堀江　美杉 (3) 美濃加茂西 5.06.10

ﾀｶﾀﾞ ｱｷ 岐阜 ﾀｷﾞ ｱﾘｻ 三重
11 5 600 高田　亜紀 (3) 明　郷 5.06.49 11 5 954 田木亜梨沙 (2) 朝　日 5.07.02

ﾔﾏﾅｶ ｴﾘ 三重 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 三重
12 12 950 山中　英里 (3) 　楠 5.11.70 12 1 921 山田　陽子 (3) 陵　成 5.08.14

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾀ ﾕｳｺ 静岡

1 9 432 岩田　裕子 (3) 島田第二 4.46.74
ﾕﾀﾞ ｻｴｺ 静岡

2 6 526 湯田佐枝子 (2) 富士岡 4.46.94
ｻｶﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡

3 1 392 坂本　美咲 (3) 裾野東 4.48.27
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 静岡

4 5 447 渡邊　望帆 (3) 函　南 4.48.85
ｼﾓﾑﾗ ﾜｶ 愛知

5 4 201 下村　環加 (2) 沓　掛 4.49.55
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳｶ 静岡

6 3 359 市川　涼香 (3) 沼津愛鷹 4.50.10
ﾆｼﾜｷ ﾊﾙﾅ 愛知

7 2 180 西脇　春奈 (3) 平　坂 4.50.98
ｻﾉ ﾄﾓﾐ 静岡

8 8 539 佐野　知美 (2) 富士宮第四 4.51.61
ｲﾄｳ ｱﾘｻ 愛知

9 7 103 伊藤ありさ (3) 城　北 4.54.05
ｱﾘﾏﾂ ｻｴ 三重

10 12 981 有松　　冴 (3) 亀山中部 4.55.07
ｶﾐﾔ ﾏｺ 愛知

11 10 161 神谷　益子 (3) 前　林 4.59.49
ﾏﾉ ｶﾘﾝ 三重

12 11 923 真野　果林 (3) 陵　成 5.06.44

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  



女子共通　100mJH(0.762m-8.0m)

日本中学記録 (JH)       13.78     池田久美子 (酒田三・山形)                                   1995        
東海中学記録 (JT)       14.08     小林　実央 (磐田向陽・静岡)                                 2004        
　　大会記録 (GR)       14.56     竹山かおり (矢作北・愛知)                                   1994        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 三重 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝｺ 静岡
1 4 1067 中川　綾菜 (3) 伊勢港 14.51 NGR Q 1 5 522 清水　惇子 (3) 浜北北部 14.91 Q

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ 静岡 ｺﾞﾄｳ ﾕﾘ 静岡
2 6 548 丸山　実来 (3) 富士鷹岡 14.85 Q 2 3 492 後藤　友里 (3) 浜松都田 15.23 Q

ｱｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 静岡 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 三重
3 8 342 会沢　理奈 (3) 三島錦田 15.40 3 7 1004 中村　祐子 (2) 一　志 15.27 q

ﾓﾘ ﾕｷ 岐阜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 愛知
4 7 707 森　　友紀 (3) 日　新 15.84 4 4 61 近藤　友美 (3) 御幸山 15.36 q

ｽｷﾞｵｶ ｻｷ 愛知 ｵｵﾀﾆ ﾕﾘｴ 岐阜
5 3 88 杉岡　沙紀 (3) 豊橋東部 15.87 5 6 781 大谷友梨恵 (2) 多治見 15.54

ｲﾁｶﾜ ｱｶﾈ 三重 ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 三重
6 2 998 市川　　茜 (2) 久　居 16.00 6 9 1061 三浦　琴乃 (2) 伊勢港 15.89

ﾃﾞﾒﾛ ｶｵﾘ 愛知 ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 愛知
7 5 12 デメロ香織 (2) 冨　士 16.10 7 2 17 西尾真梨子 (3) 北　陵 15.98

ｲﾏｲ ﾄﾓｺ 岐阜 ﾋﾀﾞ ﾓﾓｶ 岐阜
8 9 795 今井　智子 (2) 北　陵 16.11 8 8 817 肥田　桃花 (1) 坂　本 16.10

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡
1 4 500 大竹　良美 (3) 浜松東部 14.93 Q

ｶﾏｸﾗ ﾏﾄﾞｶ 三重
2 8 975 鎌倉まどか (3) 鼓ヶ浦 15.31 Q

ﾜｼｵ ﾜｶﾅ 愛知
3 7 224 鷲尾　若菜 (3) 武　豊 15.49

ｻﾉ ﾕﾘｶ 静岡
4 2 528 佐野有理圭 (3) 富士岳陽 15.66

ﾅｶｼﾏ ｱｷ 岐阜
5 5 861 中島　亜季 (3) 岐大附属 15.69

ｽｴﾋﾛ ﾖｼﾉ 愛知
6 9 163 末廣　佳乃 (3) 末野原 15.76

ｲｹﾔﾏ ｱﾔｶ 三重
7 6 924 池山　彩夏 (3) 陵　成 15.93

ｸｽﾞﾔ ｼｭｳｺ 岐阜
8 3 634 葛谷　周子 (3) 厚　見 16.83

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ 静岡

1 5 548 丸山　実来 (3) 富士鷹岡 14.93
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 三重

2 6 1067 中川　綾菜 (3) 伊勢港 14.97
ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡

3 7 500 大竹　良美 (3) 浜松東部 15.00
ｺﾞﾄｳ ﾕﾘ 静岡

4 2 492 後藤　友里 (3) 浜松都田 15.27
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 三重

5 8 1004 中村　祐子 (2) 一　志 15.32
ｶﾏｸﾗ ﾏﾄﾞｶ 三重

6 3 975 鎌倉まどか (3) 鼓ヶ浦 15.39
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 愛知

7 9 61 近藤　友美 (3) 御幸山 15.60
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝｺ 静岡

8 4 522 清水　惇子 (3) 浜北北部 15.70

風:  -0.9

風:  +0.7

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.2 風:  +1.2

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NGR：大会新記録



女子低学年　4×100mR

日本中学記録 (JH)       47.86     常　盤・埼玉 (猪股・城島・笹川・滝瀬)                       1983        
東海中学記録 (JT)       49.00     浜松与進・静岡 (杉浦・柳沢・大石・寺田)                     1992        
　　大会記録 (GR)       51.55     賤　機・静岡 (繁田・望月・今・岩崎)                         1987        

予選  3組2着+2

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 9ﾚｰﾝ Q 3着 7ﾚｰﾝ
吉原第一 52.72 田原東部 53.14 田　原 53.88
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾉ ﾋｶﾙ ｵｵﾊﾞ ﾅﾐ ｵｵｺｳﾁ ﾏｵ
1 315 佐野　　光 吉原第一 1 234 大羽　奈未 田原東部 1 246 大河内麻央 田　原

ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ｺﾓﾀﾞ ﾕﾘｺ
2 316 町田　柚衣 吉原第一 2 243 山田　瑞希 田原東部 2 247 菰田有里子 田　原

ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ ｶﾜｲ ｴﾘﾅ ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ
3 314 高橋美乃莉 吉原第一 3 235 河合絵梨奈 田原東部 3 252 山内　　萌 田　原

ﾄﾘｲ ﾐｻｷ ｼﾉﾍ ｱﾔﾉ ｲｼｲ ﾁｶ
4 317 鳥居　美咲 吉原第一 4 237 四戸　綾乃 田原東部 4 245 石井　知佳 田　原

4着 2ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
浜松天竜 53.91 小　俣 54.36 三　輪 54.65
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｲﾄｳ ｱﾔ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ ﾔｽｴ ﾐｻｺ
1 485 斎藤　　綾 浜松天竜 1 1100 木下　真里 小　俣 1 635 安江美沙子 三　輪

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ ﾏﾂﾀﾞ ｸﾐ
2 487 小島　侑子 浜松天竜 2 1096 西田　裕美 小　俣 2 637 松田　薫実 三　輪

ﾓﾘﾀ ﾊﾙｶ ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ ｵｶﾍﾞ ｶﾎ
3 488 森田　晴香 浜松天竜 3 1098 片山　聖菜 小　俣 3 636 岡部　華歩 三　輪

ｲﾑﾗ ﾜｶﾅ ﾔﾏｷﾞﾜ ﾏﾘﾅ ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｻｷ
4 483 井村　和奏 浜松天竜 4 1093 山際茉利奈 小　俣 4 638 杉山実咲季 三　輪

7着 5ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
小　坂 55.24 御　薗 55.32
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾑﾗ ｻｷ ﾆｼﾑﾗ ﾏﾔ
1 830 中村　早希 小　坂 1 1085 西村　真耶 御　薗

ﾅｶｶﾞﾜ ｷｴ ﾅｶﾆｼ ｶﾅ
2 829 中川　貴絵 小　坂 2 1087 中西　加奈 御　薗

ﾀﾅｶ ﾘﾅ ｷﾀﾑﾗ ﾏﾅ
3 832 田中　里奈 小　坂 3 1088 北村　真菜 御　薗

ｶﾏｸﾗ ﾘﾎ ﾑｶｲ ｱﾕｻ
4 827 鎌倉　里穂 小　坂 4 1084 向井亜友紗 御　薗

2組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ Q 3着 9ﾚｰﾝ q
長　良 52.60 浜松積志 52.67 御殿場 53.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾅﾄﾐ ﾕｲ ｻﾔﾏ ｶｽﾐ ｷｼ ﾏｲ
1 35 稲富　ゆい 長　良 1 479 佐山　可純 浜松積志 1 334 岸　　真衣 御殿場

ｳﾒﾑﾗ ｶﾔﾉ ｼﾐｽﾞ ｶﾎ ﾉｷﾞ ﾐｴｺ
2 36 梅村かや乃 長　良 2 481 清水　香帆 浜松積志 2 339 野木見枝子 御殿場

ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ ｲｹﾔ ﾌﾀﾊﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾋﾅ
3 40 山田　恵里 長　良 3 482 池谷　双葉 浜松積志 3 335 山口由比奈 御殿場

ｲｹｶﾞﾔ ﾚﾅ ｳｴﾉ ﾕﾘ ﾀｼﾛ ﾏｲｶ
4 34 池ヶ谷怜那 長　良 4 480 上野　由理 浜松積志 4 338 田代　舞香 御殿場

4着 4ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
日　新 53.81 神　守 53.85 神　戸 53.89
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾞﾊｶ ｱｲｺ ｲｸﾞﾁ ｱｷﾅ ｶﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
1 697 永墓　愛子 日　新 1 148 井口　明奈 神　守 1 962 鴨田　　心 神　戸

ｻﾀｹ ﾏｲｶ ﾋﾗﾉ ｱﾝﾅ ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ
2 701 佐竹　舞香 日　新 2 152 平野　杏奈 神　守 2 964 川島　和子 神　戸

ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ ｲﾄﾞ ｴﾘﾅ ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ
3 700 高橋　美帆 日　新 3 149 井戸　衿菜 神　守 3 960 伊藤　瑞希 神　戸

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ ｱｻｲ ﾓﾓｺ ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾐ
4 698 近藤奈津美 日　新 4 147 浅井　桃子 神　守 4 966 二宮　奈美 神　戸

7着 5ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
倉田山 53.92 多治見 54.03
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ ｺｳｹﾂ ｻﾔ
1 1019 森　　望美 倉田山 1 791 纐纈　沙耶 多治見

ｲﾜｲ ﾁｶ ｼﾊﾞﾀ ｱﾔﾅ
2 1016 岩井　智香 倉田山 2 775 柴田　彩名 多治見

ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾖ ﾖｼｶﾜ ﾕｶｺ
3 1013 奥田　幸世 倉田山 3 770 吉川有香子 多治見

ｸﾛﾉ ｻｴ ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ
4 1017 黒野　早恵 倉田山 4 785 中村　凪沙 多治見

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R1：オーバーゾーン　１　→　２



女子低学年　4×100mR

日本中学記録 (JH)       47.86     常　盤・埼玉 (猪股・城島・笹川・滝瀬)                       1983        
東海中学記録 (JT)       49.00     浜松与進・静岡 (杉浦・柳沢・大石・寺田)                     1992        
　　大会記録 (GR)       51.55     賤　機・静岡 (繁田・望月・今・岩崎)                         1987        

予選  3組2着+2

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

3組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ q
東浦西部 53.35 浜松東陽 53.53 沼津金岡 53.70
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｼｶﾜ ﾓﾓ ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ ｳｴﾏﾂ ｱﾔﾐ
1 263 石川　もも 東浦西部 1 509 鈴木　文海 浜松東陽 1 361 植松　彩実 沼津金岡

ｲｴﾀﾞ ﾁｶ ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾐ ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
2 262 家田　知佳 東浦西部 2 504 安藤　佳純 浜松東陽 2 364 石田めぐみ 沼津金岡

ﾅｶﾞｻｶ ﾘｵﾝ ｽｷﾞｳﾗ ﾐｷ ｲｲﾀﾞ ﾘｵﾅ
3 266 長坂　里穏 東浦西部 3 506 杉浦　光希 浜松東陽 3 367 飯田梨央奈 沼津金岡

ｸﾉ ｱﾘｻ ｿﾌﾞｶﾜ ﾁｱｷ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾘ
4 264 久野　有咲 東浦西部 4 507 曽布川千晶 浜松東陽 4 366 中村　りり 沼津金岡

4着 2ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
伊勢宮川 54.82 中　山 55.07 乙　川 59.21
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ ﾊﾗ ﾅﾂｷ ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ
1 1055 中村　理紗 伊勢宮川 1 850 原　奈津季 中　山 1 135 鈴木　杏奈 乙　川

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ ｶﾐﾎｷﾞ ｶﾅｺ ﾅｶｲ ｱｻｶ
2 1049 寺田　菜美 伊勢宮川 2 852 上保木可奈子 中　山 2 136 中井　朝日 乙　川

ｲｻｶ ﾐｷ ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ ﾎﾘ ｺﾉﾐ
3 1040 井坂　美来 伊勢宮川 3 849 宮本　　葵 中　山 3 137 堀　このみ 乙　川

ｷﾉｼﾀ ﾐｷ ﾋﾛﾀ ﾋｶﾘ ﾐﾔﾀ ﾐｻｷ
4 1058 木下　美希 伊勢宮川 4 855 廣田妃加里 中　山 4 138 宮田　美咲 乙　川

7ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
下有知 DSQ,*R3 尾　鷲 DSQ,*R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾉﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ｾｷｼﾀ ﾕｲ
1 745 野々村侑香 下有知 1 1149 関下　由衣 尾　鷲

ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻ ｸﾛ ﾂｸﾞﾐ
2 741 松田　知紗 下有知 2 1152 黒　つぐみ 尾　鷲

ﾐｽﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ ｵｸﾞﾗ ｼﾎ
3 742 水田　　望 下有知 3 1153 小倉　史歩 尾　鷲

ﾂｼﾞ ﾏﾅﾐ ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ
4 743 辻　真奈美 下有知 4 1151 高山　名積 尾　鷲

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 2ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
長　良 52.29 沼津金岡 53.01 浜松積志 53.13
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾅﾄﾐ ﾕｲ 愛知 ｳｴﾏﾂ ｱﾔﾐ 静岡 ｻﾔﾏ ｶｽﾐ 静岡
1 35 稲富　ゆい (2) 長　良 1 361 植松　彩実 (2) 沼津金岡 1 479 佐山　可純 (2) 浜松積志

ｳﾒﾑﾗ ｶﾔﾉ 愛知 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 静岡 ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 静岡
2 36 梅村かや乃 (1) 長　良 2 364 石田めぐみ (1) 沼津金岡 2 481 清水　香帆 (1) 浜松積志

ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ 愛知 ｲｲﾀﾞ ﾘｵﾅ 静岡 ｲｹﾔ ﾌﾀﾊﾞ 静岡
3 40 山田　恵里 (1) 長　良 3 367 飯田梨央奈 (1) 沼津金岡 3 482 池谷　双葉 (1) 浜松積志

ｲｹｶﾞﾔ ﾚﾅ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾘ 静岡 ｳｴﾉ ﾕﾘ 静岡
4 34 池ヶ谷怜那 (2) 長　良 4 366 中村　りり (2) 沼津金岡 4 480 上野　由理 (2) 浜松積志

4着 3ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
田原東部 53.30 東浦西部 53.32 浜松東陽 53.67
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｵﾊﾞ ﾅﾐ 愛知 ｲｼｶﾜ ﾓﾓ 愛知 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 静岡
1 234 大羽　奈未 (2) 田原東部 1 263 石川　もも (2) 東浦西部 1 509 鈴木　文海 (2) 浜松東陽

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知 ｲｴﾀﾞ ﾁｶ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾐ 静岡
2 243 山田　瑞希 (1) 田原東部 2 262 家田　知佳 (1) 東浦西部 2 504 安藤　佳純 (1) 浜松東陽

ｶﾜｲ ｴﾘﾅ 愛知 ﾅｶﾞｻｶ ﾘｵﾝ 愛知 ｽｷﾞｳﾗ ﾐｷ 静岡
3 235 河合絵梨奈 (1) 田原東部 3 266 長坂　里穏 (1) 東浦西部 3 506 杉浦　光希 (1) 浜松東陽

ｼﾉﾍ ｱﾔﾉ 愛知 ｸﾉ ｱﾘｻ 愛知 ｿﾌﾞｶﾜ ﾁｱｷ 静岡
4 237 四戸　綾乃 (2) 田原東部 4 264 久野　有咲 (2) 東浦西部 4 507 曽布川千晶 (2) 浜松東陽

6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
吉原第一 DSQ,*R2 御殿場 DSQ,*R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾉ ﾋｶﾙ 静岡 ｷｼ ﾏｲ 静岡
1 315 佐野　　光 (2) 吉原第一 1 334 岸　　真衣 (2) 御殿場

ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲ 静岡 ﾉｷﾞ ﾐｴｺ 静岡
2 316 町田　柚衣 (1) 吉原第一 2 339 野木見枝子 (1) 御殿場

ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾘ 静岡 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾋﾅ 静岡
3 314 高橋美乃莉 (1) 吉原第一 3 335 山口由比奈 (1) 御殿場

ﾄﾘｲ ﾐｻｷ 静岡 ﾀｼﾛ ﾏｲｶ 静岡
4 317 鳥居　美咲 (2) 吉原第一 4 338 田代　舞香 (2) 御殿場

凡例    DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  *R1：オーバーゾーン　１　→　２



女子共通　4×100mR

日本中学記録 (JH)       47.86     常　盤・埼玉 (猪股・城島・笹川・滝瀬)                       1983        
東海中学記録 (JT)       49.00     浜松与進・静岡 (杉浦・柳沢・大石・寺田)                     1992        
　　大会記録 (GR)       49.18     浜松与進・静岡 (杉浦・柳沢・大石・寺田)                     1992        

予選  3組2着+2

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q 3着 3ﾚｰﾝ
北　陵 50.95 富士鷹岡 51.13 三島北 51.33
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 愛知 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾎ 静岡 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 静岡
1 17 西尾真梨子 (3) 北　陵 1 557 藤原　志保 (3) 富士鷹岡 1 354 小林　友紀 (3) 三島北

ﾌﾅｻｶ ﾐﾗｲ 愛知 ｷｻﾓﾘ ﾐｻﾄ 静岡 ｻｲｸﾞｻ ﾘｴ 静岡
2 18 船坂　実来 (2) 北　陵 2 558 木佐森美里 (3) 富士鷹岡 2 352 三枝　里衣 (3) 三島北

ｵｸﾑﾗ ｱｲｺ 愛知 ﾄｳｶｲﾘﾝ ｻﾕﾘ 静岡 ﾕｲ ｱﾔｺ 静岡
3 14 奥村　愛子 (3) 北　陵 3 555 東海林さゆり (2) 富士鷹岡 3 355 油井　絢子 (3) 三島北

ﾅｶﾞｾ ﾕｳｶ 愛知 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ 静岡 ｺﾏﾂ ﾕﾘ 静岡
4 16 長瀬　優香 (2) 北　陵 4 548 丸山　実来 (3) 富士鷹岡 4 353 小松　由梨 (3) 三島北

4着 7ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
伊勢港 51.39 日　新 52.08 古知野 52.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾆｼ ﾁﾋﾛ 三重 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｺ 岐阜 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙｶ 愛知
1 1066 中西千比呂 (3) 伊勢港 1 711 服部　翔子 (3) 日　新 1 189 平山　春香 (3) 古知野

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 三重 ﾓﾘ ﾐｻﾄ 岐阜 ｿﾉﾊﾗ ｷﾖ 愛知
2 1067 中川　綾菜 (3) 伊勢港 2 706 森　　美聡 (3) 日　新 2 186 園原　基予 (2) 古知野

ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 三重 ﾓﾘ ﾕｷ 岐阜 ｸﾗﾁ ﾐｶ 愛知
3 1061 三浦　琴乃 (2) 伊勢港 3 707 森　　友紀 (3) 日　新 3 185 倉知　未佳 (3) 古知野

ｳｴﾑﾗ ﾕｲ 三重 ｵｵｸﾗ ﾅﾂﾐ 岐阜 ｶﾜﾑﾗ ｱｶﾘ 愛知
4 1064 上村　　唯 (3) 伊勢港 4 708 大倉　菜摘 (2) 日　新 4 184 河村　　燈 (2) 古知野

7着 9ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
伊勢宮川 52.31 岩野田 54.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｸﾑﾗ ﾏｵ 三重 ﾊﾔｼ ﾓｴ 岐阜
1 1041 奥村　麻央 (3) 伊勢宮川 1 629 林　　　萌 (3) 岩野田

ｻｸﾉ ﾅﾂｷ 三重 ｻｴｷ ﾓｴ 岐阜
2 1046 作野　捺希 (3) 伊勢宮川 2 624 佐伯　　萌 (2) 岩野田

ﾅｶｶﾞﾜ ｺｽﾞｴ 三重 ｳﾁﾀﾞ ﾘｻ 岐阜
3 1053 中川こずえ (3) 伊勢宮川 3 628 内田　理沙 (3) 岩野田

ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 三重 ｺﾞﾄｳ ｼｽﾞｶ 岐阜
4 1054 中村　百花 (2) 伊勢宮川 4 623 後藤　静香 (3) 岩野田

2組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ q
三島山田 50.60 浜松東部 50.88 小　俣 51.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻｷ 静岡 ｲﾄｳ ﾏﾘﾝ 静岡 ﾉﾛ ﾁﾅﾐ 三重
1 346 坂口美紗希 (2) 三島山田 1 495 伊藤　真琳 (1) 浜松東部 1 1101 野呂知菜美 (3) 小　俣

ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｷ 静岡 ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾘﾅ 三重
2 348 杉村　真希 (2) 三島山田 2 500 大竹　良美 (3) 浜松東部 2 1102 濱田優里奈 (2) 小　俣

ｲﾀｶﾞｷ ｱｽﾞｻ 静岡 ｽｽﾞｷ ﾐｵ 静岡 ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ 三重
3 349 板垣あずさ (3) 三島山田 3 503 鈴木　美緒 (3) 浜松東部 3 1094 山添　莉子 (2) 小　俣

ﾔｽﾏﾙ ﾄﾓｶ 静岡 ﾃﾗﾀﾞ ｻｵﾘ 静岡 ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾅ 三重
4 343 安丸　知佳 (3) 三島山田 4 496 寺田　早織 (3) 浜松東部 4 1095 小泉　　愛 (2) 小　俣

4着 7ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
扇　台 51.27 不　破 52.14 陵　成 52.88
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 愛知 ｲﾄｻｶ ｱｻﾐ 岐阜 ｻｸﾞﾁ ﾕｳ 三重
1 55 渡部　　結 (3) 扇　台 1 681 井戸坂麻美 (3) 不　破 1 919 佐口　ゆう (3) 陵　成

ﾏﾂｼﾀ ｻﾔｶ 愛知 ﾀﾜﾀﾞ ﾕｶ 岐阜 ﾊﾏｼﾞ ﾕﾐ 三重
2 53 松下紗矢香 (2) 扇　台 2 688 多和田有桂 (3) 不　破 2 929 濱路　祐未 (3) 陵　成

ｸﾆｲ ﾒｸﾞﾐ 愛知 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐｻｷ 岐阜 ｲｹﾔﾏ ｱﾔｶ 三重
3 50 國井　　恵 (3) 扇　台 3 687 新里　美咲 (2) 不　破 3 924 池山　彩夏 (3) 陵　成

ｵｸﾞﾗ ｱﾂｺ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 岐阜 ﾀｹﾑﾗ ﾐｻｷ 三重
4 49 小椋　敦子 (3) 扇　台 4 686 松本　望路 (3) 不　破 4 925 竹村　美咲 (3) 陵　成

7着 3ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
金　山 53.27 富　貴 DSQ,*R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾏｲ ﾄﾓｴ 岐阜 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 愛知
1 838 今井　智恵 (3) 金　山 1 229 田中　里歩 (2) 富　貴

ｸﾏｻﾞｷ ｶｵﾘ 岐阜 ｶﾀｲﾜ ｱｶﾘ 愛知
2 837 熊﨑　　香 (2) 金　山 2 225 片岩　　燈 (3) 富　貴

ｶﾄｳ ﾀｶｺ 岐阜 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 愛知
3 836 加藤　貴子 (3) 金　山 3 230 山田　　栞 (3) 富　貴

ﾀｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 岐阜 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏﾘｱ 愛知
4 841 田口嵯友里 (3) 金　山 4 227 榊原まりあ (3) 富　貴

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DSQ：失　　　格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３



女子共通　4×100mR

日本中学記録 (JH)       47.86     常　盤・埼玉 (猪股・城島・笹川・滝瀬)                       1983        
東海中学記録 (JT)       49.00     浜松与進・静岡 (杉浦・柳沢・大石・寺田)                     1992        
　　大会記録 (GR)       49.18     浜松与進・静岡 (杉浦・柳沢・大石・寺田)                     1992        

予選  3組2着+2

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

3組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 7ﾚｰﾝ q
成　徳 49.81 　島　 50.65 焼津大富 51.11
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼﾀﾞ ｱｷ 三重 ﾉﾑﾗ ｶｺ 岐阜 ﾏﾂｼﾀ ﾕﾘ 静岡
1 908 西田　亜貴 (3) 成　徳 1 622 野村　華子 (3) 　島 1 371 松下　祐梨 (3) 焼津大富

ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 三重 ﾌﾙｻﾜ ｶｵﾙ 岐阜 ﾉｻﾞｷ ﾙﾘ 静岡
2 900 愛敬　麻矢 (3) 成　徳 2 617 古澤　　薫 (3) 　島 2 377 野崎　瑠璃 (3) 焼津大富

ﾆｼﾀﾞ ｶﾖ 三重 ｽｷﾞﾉｼﾀ ｱｵｲ 岐阜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 静岡
3 909 西田　佳世 (3) 成　徳 3 618 杉ノ下　葵 (2) 　島 3 374 渡辺明日香 (3) 焼津大富

ｶﾄｳ ﾘﾅ 三重 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾘｴ 岐阜 ﾏﾆﾜ ﾐｻｷ 静岡
4 903 加藤　里奈 (3) 成　徳 4 616 原田百合絵 (3) 　島 4 375 馬庭　実咲 (2) 焼津大富

4着 6ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
御幸山 51.70 静大附浜松 52.29 円　上 52.47
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾀﾔ ﾅﾐ 愛知 ﾏﾂｲ ﾐｷﾅ 静岡 ﾓﾘ ﾕﾐ 愛知
1 60 板谷　奈美 (2) 御幸山 1 423 松井　幹奈 (3) 静大附浜松 1 31 森　　優美 (3) 円　上

ｽｷﾞﾓﾄ ｷｴ 愛知 ﾏﾙﾔ ﾏｲ 静岡 ｲｼﾊﾗ ﾘﾅ 愛知
2 63 杉本　貴恵 (3) 御幸山 2 419 丸谷　まい (1) 静大附浜松 2 28 石原　里奈 (2) 円　上

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾜ 愛知 ｴﾄｳ ﾘｴ 静岡 ｸﾏｻﾞﾜ ﾓﾓ 愛知
3 64 山田　侑和 (2) 御幸山 3 421 江藤　梨衣 (3) 静大附浜松 3 30 熊澤　もも (2) 円　上

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 愛知 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎﾘ 静岡 ｳｴｷﾞｼ ﾐｻｷ 愛知
4 61 近藤　友美 (3) 御幸山 4 420 橋本佳保里 (3) 静大附浜松 4 29 上岸みさき (3) 円　上

7着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
坂　本 53.64 南　郊 54.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾞﾄｳ ﾁｶ 岐阜 ﾔﾏｵｶ ﾁﾋﾛ 三重
1 813 後藤　　央 (3) 坂　本 1 989 山岡　千洋 (1) 南　郊

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 岐阜 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾎ 三重
2 815 中村　文香 (1) 坂　本 2 990 山本　幸歩 (2) 南　郊

ﾋﾀﾞ ﾓﾓｶ 岐阜 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘﾅ 三重
3 817 肥田　桃花 (1) 坂　本 3 992 前田真里奈 (3) 南　郊

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 岐阜 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｶﾈ 三重
4 816 中村　友香 (1) 坂　本 4 986 金澤　　茜 (3) 南　郊

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 8ﾚｰﾝ
成　徳 49.63 　島　 50.68 焼津大富 50.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼﾀﾞ ｱｷ 三重 ﾉﾑﾗ ｶｺ 岐阜 ﾏﾂｼﾀ ﾕﾘ 静岡
1 908 西田　亜貴 (3) 成　徳 1 622 野村　華子 (3) 　島 1 371 松下　祐梨 (3) 焼津大富

ｱｲｷｮｳ ﾏﾔ 三重 ﾌﾙｻﾜ ｶｵﾙ 岐阜 ﾉｻﾞｷ ﾙﾘ 静岡
2 900 愛敬　麻矢 (3) 成　徳 2 617 古澤　　薫 (3) 　島 2 377 野崎　瑠璃 (3) 焼津大富

ﾆｼﾀﾞ ｶﾖ 三重 ｽｷﾞﾉｼﾀ ｱｵｲ 岐阜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 静岡
3 909 西田　佳世 (3) 成　徳 3 618 杉ノ下　葵 (2) 　島 3 374 渡辺明日香 (3) 焼津大富

ｶﾄｳ ﾘﾅ 三重 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾘｴ 岐阜 ﾏﾆﾜ ﾐｻｷ 静岡
4 903 加藤　里奈 (3) 成　徳 4 616 原田百合絵 (3) 　島 4 375 馬庭　実咲 (2) 焼津大富

4着 3ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
浜松東部 50.95 小　俣 51.20 富士鷹岡 51.27
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｳ ﾏﾘﾝ 静岡 ﾉﾛ ﾁﾅﾐ 三重 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾎ 静岡
1 495 伊藤　真琳 (1) 浜松東部 1 1101 野呂知菜美 (3) 小　俣 1 557 藤原　志保 (3) 富士鷹岡

ｵｵﾀｹ ﾖｼﾐ 静岡 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾘﾅ 三重 ｷｻﾓﾘ ﾐｻﾄ 静岡
2 500 大竹　良美 (3) 浜松東部 2 1102 濱田優里奈 (2) 小　俣 2 558 木佐森美里 (3) 富士鷹岡

ｽｽﾞｷ ﾐｵ 静岡 ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ 三重 ﾄｳｶｲﾘﾝ ｻﾕﾘ 静岡
3 503 鈴木　美緒 (3) 浜松東部 3 1094 山添　莉子 (2) 小　俣 3 555 東海林さゆり (2) 富士鷹岡

ﾃﾗﾀﾞ ｻｵﾘ 静岡 ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾅ 三重 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ 静岡
4 496 寺田　早織 (3) 浜松東部 4 1095 小泉　　愛 (2) 小　俣 4 548 丸山　実来 (3) 富士鷹岡

7着 7ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
北　陵 51.65 三島山田 DSQ,*R1
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼｶﾜ ﾅｵ 愛知 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾔ 静岡
1 19 吉川　菜穂 (3) 北　陵 1 344 稲垣　沙綾 (2) 三島山田

ﾌﾅｻｶ ﾐﾗｲ 愛知 ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｷ 静岡
2 18 船坂　実来 (2) 北　陵 2 348 杉村　真希 (2) 三島山田

ｵｸﾑﾗ ｱｲｺ 愛知 ｲﾀｶﾞｷ ｱｽﾞｻ 静岡
3 14 奥村　愛子 (3) 北　陵 3 349 板垣あずさ (3) 三島山田

ﾅｶﾞｾ ﾕｳｶ 愛知 ﾔｽﾏﾙ ﾄﾓｶ 静岡
4 16 長瀬　優香 (2) 北　陵 4 343 安丸　知佳 (3) 三島山田

凡例    DSQ：失　　　格  *R2：オーバーゾーン　２　→　３



女子共通　走高跳

日本中学記録 (JH)       1m87      佐藤　　恵 (木　戸・新潟)                                   1981        

東海中学記録 (JT)       1m73      今泉　美紀 (三　谷・愛知)                                   1990        

東海中学記録 (JT)       1m73      今井　美希 (平　針・愛知)                                   1990        

東海中学記録 (JT)       1m73      松下　小織 (浜松曳馬・静岡)                                 1998        

　　大会記録 (GR)       1m70      兵藤　典子 (観　山・静岡)                                   1982        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ｶﾖｺ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

1 7 174 中村佳代子 (2) 愛知 鶴　城 1m61

ﾂｼﾞ ﾅﾂｺ － ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 20 478 辻  七都子 (3) 静岡 浜松神久呂 1m58

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾐ － － ○ ○ × ○ × × ×

2 23 107 中嶋　文望 (3) 愛知 岩　津 1m58

ｶﾀﾔﾏ ﾅﾐ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 24 385 片山  奈巳 (3) 静岡 新　居 1m58

ﾂﾁﾔ ｹｲｺ － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

5 19 123 土屋　景子 (3) 愛知 一宮南部 1m58

ｲｼﾏ ﾋｶﾘ ○ ○ ○ × × ×

6 16 514 石間    光 (2) 静岡 浜松北浜 1m50

ｳﾁﾀﾞ ﾘｻ ○ ○ × ○ × × ×

7 9 628 内田　理沙 (3) 岐阜 岩野田 1m50

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ ○ × ○ × ○ × × ×

8 3 219 中村　未央 (2) 愛知 河　和 1m50

ﾓﾘｼﾀ ｱﾐ × ○ × × ○ × ○ × × ×

9 4 493 森下　亜美 (3) 静岡 浜松都田 1m50

ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ － × × ○ × × ○ × × ×

10 15 56 佐藤　菜南 (2) 愛知 滝ノ水 1m50

ﾅｶﾆｼ ﾁﾋﾛ ○ ○ × × ×

11 22 1066 中西千比呂 (3) 三重 伊勢港 1m45

ﾉﾀﾞ ｻﾔｶ ○ × ○ × × ×

12 12 410 野田早矢香 (3) 静岡 静岡東 1m45

ｺﾞﾄｳ ｻｴｶ ○ × × ○ × × ×

13 17 605 後藤　冴香 (3) 岐阜 梅　林 1m45

ﾆｼｲ ｱﾔ ○ × × ×

14 10 1140 西飯　　彩 (3) 三重 東　海 1m40

ﾎﾘ ｼﾌﾐ ○ × × ×

14 21 803 堀　詩芙美 (3) 岐阜 土岐津 1m40

ｵｶﾓﾄ ﾏﾅ × ○ × × ×

16 18 1143 岡本　真菜 (2) 三重 赤　目 1m40

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ × ○ × × ×

16 2 914 水谷　春奈 (2) 三重 陽　和 1m40

ﾀﾏｷ ｴﾐ × ○ × × ×

16 13 771 玉木　恵美 (3) 岐阜 多治見 1m40

ｻﾜﾀﾞ ｱﾔｶ × ○ × × ×

16 11 200 澤田　恵花 (3) 愛知 　栄 1m40

ｵﾉ ｱｻﾋ × × ○ × × ×

20 8 380 小野　麻妃 (3) 静岡 新　居 1m40

ﾋﾗｺ ﾖｼｴ × × ×

14 957 平子　良枝 (3) 三重 平田野 NM

ｻｶﾓﾄ ﾏﾘﾅ × × ×

6 1147 坂本真理奈 (3) 三重 名張北 NM

ｶﾄｳ ｻﾔ × × ×

5 749 加藤　沙弥 (3) 岐阜 美濃加茂西 NM

ｼｹﾞﾏﾂ ﾕｲ × × ×

1 631 重松　由依 (2) 岐阜 境　川 NM

審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司

1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 1m64

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし 2006/8/8 18:48



女子共通　走幅跳

日本中学記録 (JH)       6m19      池田久美子 (酒田三・山形)                                   1995        

東海中学記録 (JT)       5m87      鈴木　瑞笑 (東　山・愛知)                                   1992        

　　大会記録 (GR)       5m83      鈴木　典江 (北　星・静岡)                                   1993        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉｻﾞｷ ﾙﾘ 5m18 × 4m84 5m18 4m87 5m40 5m35 5m40

1 23 377 野崎　瑠璃 (3) 静岡 焼津大富 +0.8 -0.5 +0.8 +1.6 +3.1 +1.7 +3.1

ﾊﾏｼﾞ ﾕﾐ 5m12 × 5m04 5m12 5m25 5m04 5m32 5m32

2 21 929 濱路　祐未 (3) 三重 陵　成 +1.5 +0.9 +1.5 +2.9 -0.8 +4.0 +4.0

ﾐﾜ ﾏﾘﾝ × 4m64 5m16 5m16 3m45 2m92 5m22 5m22

3 11 416 三輪　真琳 (3) 静岡 静岡雙葉 +1.9 +0.6 +0.6 +2.3 -0.5 +0.7 +0.7

ﾅｶﾑﾗ ｼﾎ × 5m08 5m19 5m19 5m12 × 5m13 5m19

4 17 932 中村　志穂 (3) 三重 東員第一 +2.4 +3.2 +3.2 +0.9 +2.7 +3.2

ﾐｽﾞｶﾐ ｶｵﾘ 5m14 × 4m96 5m14 － － 4m90 5m14

5 22 169 水上かおり (3) 愛知 安城北 +1.7 +2.3 +1.7 +1.3 +1.7

ｺｼﾞﾏ ﾐｻ 5m02 4m91 × 5m02 4m55 4m83 × 5m02

6 6 198 小島　未紗 (3) 愛知 知　多 +1.7 +2.9 +1.7 -1.2 +0.9 +1.7

ｲﾄｳ ﾐｻｷ × 4m91 4m85 4m91 4m60 × 4m96 4m96

7 1 930 伊藤みさき (3) 三重 多　度 +2.8 +1.8 +2.8 +1.3 +6.9 +6.9

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ 4m93 × × 4m93 4m92 × × 4m93

8 13 1116 髙松　麻妃 (1) 三重 南　勢 +3.6 +3.6 +2.4 +3.6

ﾑﾗｶﾐ ｱｷ 4m52 4m89 × 4m89 4m89

9 10 217 村上　明季 (3) 愛知 弥　富 +2.5 +1.9 +1.9 +1.9

ﾌﾅｻｶ ﾄﾓﾖ 4m10 × 4m87 4m87 4m87

10 24 660 船坂　知世 (3) 岐阜 鵜　沼 +0.8 +0.1 +0.1 +0.1

ﾀｶﾄｳ ﾕｻ 4m70 × 4m86 4m86 4m86

11 9 1146 高藤　優佐 (3) 三重 名張北 -0.3 +4.5 +4.5 +4.5

ｲｼｸﾞﾛ ﾒｸﾞﾐ 4m84 × × 4m84 4m84

12 2 220 石黒　　愛 (3) 愛知 武　豊 +2.8 +2.8 +2.8

ｺｽｷﾞ ｻｸﾗ 4m30 4m82 × 4m82 4m82

13 15 570 小杉さくら (3) 静岡 北浜東部 +1.9 -0.3 -0.3 -0.3

ｿﾌﾞｶﾜ ﾁｱｷ 4m82 ／ 4m82 4m82

14 3 507 曽布川千晶 (2) 静岡 浜松東陽 +1.7 +1.7 +1.7

ｶﾅｻﾞﾜ ｱｶﾈ 4m62 × × 4m62 4m62

15 5 986 金澤　　茜 (3) 三重 南　郊 +3.1 +3.1 +3.1

ｻｲﾄｳ ﾅﾐ × 4m61 × 4m61 4m61

16 7 358 斎藤　菜未 (2) 静岡 松　崎 -1.0 -1.0 -1.0

ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｺ 4m52 × × 4m52 4m52

17 4 711 服部　翔子 (3) 岐阜 日　新 +2.8 +2.8 +2.8

ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 4m51 × × 4m51 4m51

18 12 766 中村　香穂 (2) 岐阜 西可児 +2.8 +2.8 +2.8

ﾂﾁﾀﾞ ﾐｸ 4m46 × × 4m46 4m46

19 20 767 土田　実久 (3) 岐阜 西可児 +1.8 +1.8 +1.8

ｻｸﾗｲ ﾘｻ 4m45 × × 4m45 4m45

20 8 811 櫻井　莉彩 (3) 岐阜 　泉 +1.4 +1.4 +1.4

ｶﾄｳ ﾕﾘ × 4m36 × 4m36 4m36

21 16 762 加藤　由莉 (3) 岐阜 可児中部 +3.8 +3.8 +3.8

ﾊｯﾁｮｳｼﾞ ｱﾔｶ 4m26 × × 4m26 4m26

22 18 140 八丁地彩華 (3) 愛知 高蔵寺 +0.6 +0.6 +0.6

ﾃﾗﾀﾞ ｻｵﾘ × × ×

19 496 寺田　早織 (3) 静岡 浜松東部 NM

ｺｳｻｶ ｻｵﾘ × × ×

14 89 高阪　沙織 (3) 愛知 豊橋東部 NM

審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし



女子共通　砲丸投(2.721kg)

日本中学記録 (JH)       16m41     鈴木　梨枝 (宮の原・栃木)                                   2005        

東海中学記録 (JT)       16m04     鈴木　　文 (天　竜・静岡)                                   1982        

　　大会記録 (GR)       15m46     鈴木　　文 (天　竜・静岡)                                   1982        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷﾞ ﾘｴ

1 24 1132 仰　　梨江 (3) 三重 文　岡 × 13m42 × 13m42 12m05 13m68 13m77 13m77

ｶﾄｳ ﾋﾛｺ

2 21 143 加藤　博子 (3) 愛知 豊川南部 12m68 12m88 12m10 12m88 13m32 12m97 13m25 13m32

ｲﾄｳ ﾄﾓｶ

3 14 312 伊藤　有可 (3) 静岡 吉原第一 × 12m70 12m95 12m95 12m23 12m57 13m22 13m22

ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ

4 23 630 桐山　智衣 (3) 岐阜 岐　北 12m39 12m72 12m89 12m89 13m07 11m98 12m19 13m07

ﾅｶｼﾏ ﾕﾘｱ

5 19 831 中島由理亜 (3) 岐阜 小　坂 10m47 11m79 12m39 12m39 × 12m19 12m38 12m39

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶ

6 12 1062 山﨑　美香 (3) 三重 伊勢港 11m67 11m44 12m02 12m02 12m10 11m72 12m08 12m10

ﾓﾘ ｴﾘｺ

7 10 415 森　絵理子 (3) 静岡 静岡末広 11m99 10m57 × 11m99 11m40 11m67 10m07 11m99

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺ

8 16 1000 池田　昌子 (3) 三重 久　居 11m96 11m88 × 11m96 11m86 11m31 11m29 11m96

ﾑﾗｾ ｱｽｶ

9 18 476 村瀬明日香 (2) 静岡 浜松三方原 11m77 11m96 11m18 11m96 11m96

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾓﾓｺ

10 22 535 望月ももこ (3) 静岡 富士岳陽 × 11m90 × 11m90 11m90

ｱﾗｲ ﾄﾓﾐ

11 2 401 新井　智美 (3) 静岡 静岡長田西 10m44 10m70 11m68 11m68 11m68

ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻ

12 20 1123 山本　妃紗 (3) 三重 度　会 11m52 × 10m58 11m52 11m52

ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ

13 6 491 鈴木　仁美 (3) 静岡 浜松天竜 11m33 11m01 － 11m33 11m33

ｵﾉ ｱﾕﾐ

14 8 999 小野　歩実 (2) 三重 久　居 11m25 10m73 11m29 11m29 11m29

ｶﾄｳ ｻﾘ

15 11 639 加藤　早梨 (3) 岐阜 藍川東 10m43 11m08 × 11m08 11m08

ｷﾑﾗ ﾕﾘ

16 4 968 木村　有里 (3) 三重 神　戸 10m85 10m78 11m04 11m04 11m04

ｺﾝﾀﾞ ｱｶﾈ

17 17 37 近田　　茜 (2) 愛知 長　良 10m32 10m90 － 10m90 10m90

ｷﾑﾗ ｱﾔﾉ

18 7 650 木村　彩乃 (3) 岐阜 藍川東 10m84 － － 10m84 10m84

ｵﾊﾞﾗ ｱｲｶ

19 1 191 小原　愛加 (3) 愛知 尾西第二 10m76 － － 10m76 10m76

ｲﾄｳ ｻﾅ

20 3 696 伊藤　小奈 (3) 岐阜 日　新 10m63 － － 10m63 10m63

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾌﾐ

21 15 776 小林　美文 (3) 岐阜 多治見 × 10m61 × 10m61 10m61

ﾔｽﾀﾞ ｼﾎ

22 13 117 安田　糸穂 (3) 愛知 六ツ美 × 10m47 10m38 10m47 10m47

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ

23 9 96 山本　朋未 (3) 愛知 美　川 × 9m91 － 9m91 9m91

ｱｵｼﾏ ｻﾄｺ

24 5 165 青島　聡子 (3) 愛知 安城北 9m87 － － 9m87 9m87

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第28回東海中学校総合体育大会陸上競技大会(06501604)
主催：東海中学校体育連盟、愛知・静岡・岐阜・三重県教育委員会
　　：伊勢市教育委員会・東海陸上競技協会
主管：三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：(財)三重県体育協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  2006/8/8 18:53
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