
男子　四種競技

中学日本記録 (JH)       3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        
東海中学記録 (JT)       2699      立野　剛志 (城 田・三重)                                    2005        
　県中学記録 (KJ)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005(第51回)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １１０ｍＨ 砲丸投 走高跳 ４００ｍ 総合 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｽｴ ﾄｼｷ 伊勢市 16.11 10m21 1m68 55.90

1 401 石末登志稀 二　見 +1.0 2309
(720) (498) (528) (563)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊勢市 17.35 10m88 1m50 52.64
2 203 山口　元輝 厚　生 +1.9 2213

(588) (539) (389) (697)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 度会郡 15.57 10m56 1m50 60.56

3 73 山本　悠介 南　勢 +1.5 2084
(782) (519) (389) (394)

ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 松阪市 16.97 9m41 1m68 59.10
4 2206 馬場　正典 松阪西 +2.2 2049

(627) (450) (528) (444)
ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 度会郡 16.98 10m06 1m40 54.93

5 1010 坂本　博満 玉　城 +1.5 2034
(626) (489) (317) (602)

ﾊｼｶﾜ ｺｳ 度会郡 16.32 10m53 1m55 61.78
6 61 橋川　　甲 南　勢 +2.2 1996

(697) (518) (426) (355)
ﾌｸｲ ﾕｳﾔ 名張市 17.00 9m73 1m60 60.16

7 2722 福井　悠也 赤　目 +1.0 1965
(624) (469) (464) (408)

ｳｴｽｷﾞ ﾄﾓｷ 津　市 17.74 10m28 1m50 58.01
8 558 上杉　友貴 高　田 +1.0 1923

(549) (502) (389) (483)
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 伊勢市 19.82 11m63 1m60 57.60

9 445 濱口　朋也 伊勢宮川 +1.5 1910
(364) (584) (464) (498)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾅﾘ 伊勢市 17.73 8m52 1m60 58.10
10 402 松本　猛業 二　見 +1.8 1891

(550) (397) (464) (480)
ﾅｶﾞﾄﾐ ｼﾞｭﾝｷ 度会郡 17.09 9m29 1m40 57.29

11 1012 永富　潤樹 玉　城 +1.8 1885
(615) (443) (317) (510)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 四日市 17.70 7m84 1m55 56.69
12 1579 渡辺　健人 　桜　 +0.9 1869

(553) (357) (426) (533)
ﾔﾅｷﾞ ｼｮｳﾀ 鈴鹿市 17.95 8m86 1m60 59.57

13 2063 柳　　翔太 白　鳥 +1.8 1838
(529) (417) (464) (428)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 四日市 18.71 8m13 1m55 56.31
14 1252 中嶋　良輔 山　手 +1.5 1805

(458) (374) (426) (547)
ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 伊勢市 18.49 8m71 1m50 56.93

15 200 森野　有大 厚　生 +1.8 1799
(478) (408) (389) (524)

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 鈴鹿市 18.77 7m87 1m68 58.79
16 2065 福田　　紹 白　鳥 +1.5 1795

(453) (359) (528) (455)
ﾕｱｻ ﾕｳ 津　市 17.44 8m75 1m40 59.84

17 845 湯浅　　優 一　志 +1.0 1726
(579) (411) (317) (419)

ﾎﾘ ﾄｼﾕｷ 伊勢市 19.67 9m00 1m40 54.87
18 301 堀　　敏之 伊勢港 +1.8 1723

(376) (426) (317) (604)
ﾄﾐﾗｸ ｻﾄｼ 伊勢市 19.47 8m65 1m50 57.63

19 654 冨樂　悟志 小　俣 +1.0 1683
(392) (405) (389) (497)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 伊勢市 16.48 9m38 NM 56.25
20 600 栁原　竜也 小　俣 +1.9 1678

(680) (448) (0) (550)
ﾆｼｸﾎﾞ ｼｭｳ 松阪市 19.08 7m72 1m55 58.47

21 2211 西久保　秀 松阪西 +1.8 1668
(425) (350) (426) (467)

第53回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（07500174)
主催：(財)日本陸上競技連盟・(財)日本中学校体育連盟・三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：三重県教育委員会・ＮＨＫ・朝日新聞社

会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
　

凡例  



男子　四種競技

中学日本記録 (JH)       3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        
東海中学記録 (JT)       2699      立野　剛志 (城 田・三重)                                    2005        
　県中学記録 (KJ)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005(第51回)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １１０ｍＨ 砲丸投 走高跳 ４００ｍ 総合 ｺﾒﾝﾄ

第53回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（07500174)
主催：(財)日本陸上競技連盟・(財)日本中学校体育連盟・三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：三重県教育委員会・ＮＨＫ・朝日新聞社

会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
　

ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 多気郡 20.33 8m76 1m50 56.82
22 1311 中村　慶太 明　和 +1.9 1652

(324) (411) (389) (528)
ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 伊勢市 17.90 7m31 1m45 60.26

23 617 岩田　和希 小　俣 +2.2 1616
(534) (326) (352) (404)

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾀｶﾔ 志摩市 20.03 8m19 1m60 59.73
24 467 柴原　貴哉 越　賀 +1.9 1611

(347) (378) (464) (422)
ﾔﾌﾞﾉ ﾀｸﾔ 伊勢市 18.43 8m92 1m40 61.25

25 503 藪野　卓也 五十鈴 +1.8 1594
(484) (421) (317) (372)

ｲｹﾔﾏ ﾕｳﾄ 松阪市 19.81 8m43 1m45 58.00
26 2199 池山　佑斗 松阪西 +0.9 1592

(364) (392) (352) (484)
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 伊勢市 18.44 7m65 1m40 59.50

27 5 古田　裕紀 倉田山 +1.5 1576
(483) (346) (317) (430)

ｻｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 津　市 22.25 11m20 1m45 58.64
28 847 坂本　啓祐 一　志 +1.9 1564

(193) (558) (352) (461)
ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 度会郡 19.86 7m77 1m60 61.75

29 708 井戸本朋也 度　会 +1.8 1533
(360) (353) (464) (356)

ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 伊勢市 19.40 9m09 1m50 63.70
30 502 納米　　良 五十鈴 +2.2 1514

(398) (431) (389) (296)
ｶｼﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 津　市 22.85 9m35 1m60 59.34

31 1815 柏原　大地 久居西 +1.0 1506
(159) (447) (464) (436)

ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 伊勢市 22.63 11m76 1m45 62.23
32 440 新川　円常 伊勢宮川 +1.5 1455

(171) (592) (352) (340)
ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 鈴鹿市 21.04 7m27 1m45 57.60

33 2077 磯田　翔平 鼓ヶ浦 +1.0 1445
(272) (323) (352) (498)

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 伊勢市 20.09 8m76 1m40 61.77
34 201 林　ヒデキ 厚　生 +1.5 1425

(342) (411) (317) (355)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳ 度会郡 17.87 9m55 NM 60.19

35 1011 下村　　僚 玉　城 +1.9 1403
(537) (459) (0) (407)

ﾔﾅｷﾞﾔ ﾉﾘﾏｻ 鈴鹿市 21.07 7m51 1m45 59.49
36 2248 柳谷　典成 創　徳 +1.5 1390

(270) (337) (352) (431)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 名張市 20.08 7m88 1m45 63.52

37 2716 長谷川　洸 赤　目 +1.9 1355
(343) (359) (352) (301)

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 伊勢市 20.82 12m07 NM 59.50
38 400 森本　涼太 二　見 +0.9 1328

(287) (611) (0) (430)
ﾅｶﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 志摩市 20.62 7m25 1m45 63.14

39 1451 中森　友啓 和　具 +0.9 1289
(302) (322) (352) (313)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 鈴鹿市 18.23 7m94 NM 60.33
40 2440 渡辺　尚大 白　子 +1.5 1267

(502) (363) (0) (402)
ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 尾鷲市 20.86 7m23 NM 53.88

41 778 森田　悟司 尾　鷲 +1.8 1250
(284) (321) (0) (645)

ｵｷﾞﾀ ｹｲｲﾁ 多気郡 22.46 8m00 1m45 62.93
42 1304 荻田　圭一 明　和 +1.5 1218

(181) (366) (352) (319)
ｷﾉｼﾀｷﾖﾌﾐ 鳥羽市 19.52 8m24 NM 59.33

43 1925 木下　清文 鳥羽東 +1.5 1205
(388) (381) (0) (436)

凡例  



男子　四種競技

中学日本記録 (JH)       3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        
東海中学記録 (JT)       2699      立野　剛志 (城 田・三重)                                    2005        
　県中学記録 (KJ)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005(第51回)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １１０ｍＨ 砲丸投 走高跳 ４００ｍ 総合 ｺﾒﾝﾄ

第53回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（07500174)
主催：(財)日本陸上競技連盟・(財)日本中学校体育連盟・三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：三重県教育委員会・ＮＨＫ・朝日新聞社

会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
　

ｱｻﾉ ﾋｶﾙ 鈴鹿市 18.71 7m22 NM 59.83
44 1655 浅野　　輝 神　戸 +0.9 1197

(458) (320) (0) (419)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 伊勢市 22.36 11m66 NM 59.99

45 439 山本　雄也 伊勢宮川 +1.8 1187
(187) (586) (0) (414)

ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 名張市 19.50 8m58 NM 60.71
46 2729 杉森　信吾 赤　目 +1.8 1180

(390) (401) (0) (389)
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 松阪市 19.64 7m22 NM 59.29

47 3273 原田　玲次 久　保 +1.0 1136
(378) (320) (0) (438)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 津　市 20.90 8m81 NM 59.38
48 565 渡辺　隼斗 高　田 +1.9 1131

(282) (414) (0) (435)
ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 鈴鹿市 19.01 8m73 NM 64.65

49 1657 奥山　智裕 神　戸 +1.5 1111
(432) (410) (0) (269)

ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ 鈴鹿市 21.21 8m60 NM 59.06
50 1660 菱田　聖也 神　戸 +2.2 1108

(260) (402) (0) (446)
ｵｵﾀﾞｹ ﾅｵﾔ 伊勢市 27.79 9m51 1m50 65.91

51 500 大嶽　直也 五十鈴 +1.0 1081
(2) (456) (389) (234)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾋ 鈴鹿市 20.75 7m66 NM 59.77
52 2150 打田　雄飛 平田野 +1.0 1059

(292) (346) (0) (421)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 津　市 18.51 8m79 NM 69.67

53 846 長谷川　諒 一　志 +2.2 1034
(476) (413) (0) (145)

ﾀﾃﾜｷ ﾖｳﾀ 鈴鹿市 21.37 6m93 1m45 70.63
54 2250 帯刀　洋太 創　徳 +0.9 1029

(249) (303) (352) (125)
ｻｶﾄｸ ﾋﾛﾔ 伊勢市 21.51 8m53 NM 60.97

55 300 酒徳　裕弥 伊勢港 +2.2 1019
(240) (398) (0) (381)

ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ 伊勢市 22.05 7m81 NM 58.90
56 337 藤村　翔太 伊勢港 +1.5 1011

(205) (355) (0) (451)
ｸﾛﾐﾔ ｾｲﾔ 松阪市 18.94 7m03 NM 65.75

57 1524 黒宮　聖也 三　雲 +1.9 986
(438) (309) (0) (239)

ﾑﾗｷ ｼｮｳｺﾞ 四日市 22.47 NM 1m40 58.21
58 1576 村木　将吾 　桜　 +1.0 973

(180) (0) (317) (476)
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 松阪市 19.69 NM NM 55.59

59 1522 前田　貴也 三　雲 +1.5 949
(374) (0) (0) (575)

ｲｹｶﾞﾐ ｱﾗﾄ 名張市 20.87 NM 1m55 67.07
60 919 池上　彰人 名張北 +1.5 915

(284) (0) (426) (205)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 松阪市 21.87 7m66 NM 62.59

61 3276 山田　隆平 久　保 +1.0 892
(217) (346) (0) (329)

ｻｶ ﾖｼﾉﾘ 鈴鹿市 22.71 10m01 NM 66.09
62 2046 坂　　佳典 白　鳥 +1.9 883

(167) (486) (0) (230)
ﾌｼﾞﾜｷ ﾀｶｼ 鈴鹿市 23.08 7m04 NM 62.04

63 2156 藤脇　貴士 平田野 +1.0 803
(147) (310) (0) (346)

ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ 津　市 18.52 NM NM 62.81
64 567 植田　　幹 高　田 +2.2 798

(475) (0) (0) (323)
ｲﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 津　市 22.59 NM NM 65.98

65 894 井ノ口拓実 豊　里 +1.9 406
(174) (0) (0) (232)

凡例  



男子　四種競技

中学日本記録 (JH)       3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        
東海中学記録 (JT)       2699      立野　剛志 (城 田・三重)                                    2005        
　県中学記録 (KJ)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005(第51回)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １１０ｍＨ 砲丸投 走高跳 ４００ｍ 総合 ｺﾒﾝﾄ

第53回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（07500174)
主催：(財)日本陸上競技連盟・(財)日本中学校体育連盟・三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：三重県教育委員会・ＮＨＫ・朝日新聞社

会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
　

ｴﾄｳ ｼｮｳ 鈴鹿市 21.08 NM NM 72.68
66 2475 衛藤　　将 白　子 +1.8 356

(269) (0) (0) (87)
ﾀﾅｶ ﾄｳﾏ 南牟婁 22.68 NM NM 68.75

67 3213 田中　冬真 矢　渕 +1.9 333
(168) (0) (0) (165)

ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 津　市 21.96 NM NM 72.73
68 1824 稲垣　亮佑 久居西 +1.9 297

(211) (0) (0) (86)
ﾀﾅｶ ｼｮｳ 津　市 DNF NM NM 66.77

69 900 田中　　翔 豊　里 212
(0) (0) (0) (212)

ﾔﾏﾉ ｹﾝﾄ 南牟婁 25.95 NM NM 71.44
70 3209 山野　健人 矢　渕 +1.0 143

(34) (0) (0) (109)
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 伊勢市 19.75 7m79 1m55

109 中川　翔太 城　田 +1.9 1149
(369) (354) (426)

ｸﾗﾀ ﾔｽﾀｶ 津　市 15.81
2622 倉田　泰孝 一身田 +1.0 754

(754)
ﾊﾗ ﾕｳﾔ 伊勢市 16.66 NM

100 原　　侑也 城　田 +1.9 660
(660) (0)

ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷﾗ 津　市 19.02 NM NM
2628 前川　　耀 一身田 +1.9 431

(431) (0) (0)

凡例  



女子　四種競技

中学日本記録 (JH)       3102      浜野　りえ (美 浜・福井)                                    2005        
東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        
　県中学記録 (KJ)       2564      山口　　薫 (小 俣・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2564      山口　　薫 (小 俣・伊勢)                                    2005(第51回)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 １００ｍＨ 走高跳 砲丸投 ２００ｍ 総合 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 津　市 14.95 1m44 10m46 27.28 県中学新

1 853 中村　祐子 一　志 +2.8 +1.1 2652 大会新
(848) (555) (560) (689)

ﾉﾅｶ ｱﾔﾐ 津　市 16.01 1m30 10m04 28.53
2 1408 野中　彩未 南　郊 +0.4 +1.1 2244

(713) (409) (532) (590)
ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ 度会郡 15.93 1m38 7m60 27.75

3 97 髙松　麻妃 南　勢 +1.4 +1.1 2239
(723) (491) (374) (651)

ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 伊勢市 16.00 1m38 7m18 27.56
4 446 中村　百花 伊勢宮川 +0.5 +1.1 2218

(714) (491) (347) (666)
ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 伊勢市 16.44 1m35 8m10 28.12

5 356 三浦　琴乃 伊勢港 +1.4 +1.1 2148
(661) (460) (406) (621)

ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ 伊勢市 16.38 1m25 7m91 26.97
6 610 木下　真里 小　俣 +1.0 +1.0 2135

(668) (359) (394) (714)
ｷﾑﾗ ﾐｸ 名張市 16.60 1m35 8m24 28.27

7 937 木村　美伯 名張北 +0.9 +1.1 2127
(642) (460) (415) (610)

ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ 伊勢市 16.86 1m38 8m26 28.47
8 419 藪木　彩乃 二　見 +0.5 +1.1 2113

(612) (491) (416) (594)
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵ 伊勢市 16.13 1m25 8m83 28.64

9 267 濱口　菜緒 北　浜 0.0 +1.1 2091
(698) (359) (453) (581)

ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 津　市 16.05 1m25 8m29 28.55
10 854 池田　円香 一　志 +0.4 +1.0 2073

(708) (359) (418) (588)
ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 度会郡 17.09 1m25 9m36 27.95

11 1032 石原　瑞穂 玉　城 +1.6 +1.0 2068
(586) (359) (488) (635)

ﾏｽｵｶ ｲﾁﾎ 名張市 16.71 1m25 9m18 28.53
12 2757 舛岡　一穂 赤　目 +0.3 +1.0 2055

(630) (359) (476) (590)
ﾐﾅﾐ ｻﾔｶ 伊勢市 17.15 1m20 9m81 28.78

13 111 南　　冴佳 城　田 +0.3 +1.0 1980
(580) (312) (517) (571)

ｸﾛﾉ ｻｴ 伊勢市 16.78 1m30 6m50 27.98
14 8 黒野　早恵 倉田山 +0.4 +1.4 1966

(622) (409) (303) (632)
ﾓﾘ ｴﾘﾅ 鈴鹿市 16.61 1m25 8m60 29.41

15 2153 森　恵里奈 平田野 +0.9 +1.0 1962
(641) (359) (438) (524)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 鈴鹿市 17.04 1m25 8m29 28.59
16 1687 宮崎　伶菜 神　戸 +2.8 +1.4 1954

(592) (359) (418) (585)
ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 伊勢市 18.15 1m30 7m73 27.34

17 453 寺田　菜美 伊勢宮川 +0.3 0.0 1948
(473) (409) (382) (684)

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ 伊勢市 16.57 1m25 7m60 28.84
18 647 片山　聖菜 小　俣 +0.5 +1.4 1945

(646) (359) (374) (566)
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 桑名市 17.15 1m35 6m70 28.60

19 1503 水谷　春奈 陽　和 +0.5 +1.4 1940
(580) (460) (316) (584)

ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 津　市 16.58 1m25 6m22 27.84
20 1415 松田　明里 南　郊 +1.7 0.0 1932

(645) (359) (285) (643)
ｴｼﾞﾘ ﾌｻ 鈴鹿市 18.13 1m50 6m68 29.74

21 2022 江尻　　英 白　鳥 +2.1 +1.0 1911
(475) (621) (315) (500)

第53回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（07500174)
主催：(財)日本陸上競技連盟・(財)日本中学校体育連盟・三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
後援：三重県教育委員会・ＮＨＫ・朝日新聞社

会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
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ｲｻｶ ﾐｷ 伊勢市 18.45 1m15 10m75 28.84
22 454 井坂　美来 伊勢宮川 +1.6 0.0 1854

(443) (266) (579) (566)
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘ 松阪市 16.86 1m35 7m11 30.79

23 965 中嶋　恵利 嬉　野 +0.5 +1.0 1842
(612) (460) (342) (428)

ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ 鈴鹿市 17.60 1m35 6m81 29.42
24 2506 寺前　由紀 天　栄 +1.7 0.0 1836

(530) (460) (323) (523)
ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ 度会郡 17.81 1m30 8m19 29.71

25 91 西田　奈央 南　勢 +0.3 +1.4 1832
(508) (409) (412) (503)

ﾋｶﾞｼ ﾐｶ 伊勢市 18.43 1m44 6m90 29.72
26 248 東　　美佳 厚　生 +0.9 +1.4 1831

(445) (555) (329) (502)
ｷﾀﾞ ｼｵﾘ 鈴鹿市 18.25 1m41 7m54 30.23

27 2121 喜田　詩織 鼓ヶ浦 +1.6 +1.4 1822
(463) (523) (370) (466)

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ いなべ 18.15 1m41 6m96 29.90
28 1234 出口　稚菜 大　安 +1.0 +1.4 1817

(473) (523) (332) (489)
ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 鈴鹿市 18.44 1m25 6m88 27.77

29 2112 小崎かすみ 鼓ヶ浦 +1.4 0.0 1779
(444) (359) (327) (649)

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾓｴﾐ 鈴鹿市 17.23 1m25 7m69 30.19
30 1686 神原　萌実 神　戸 +1.7 0.0 1778

(571) (359) (379) (469)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 四日市 17.39 1m15 8m59 29.54

31 1581 長谷川仁美 　桜　 +0.5 0.0 1772
(553) (266) (438) (515)

ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ 志摩市 17.73 1m30 7m30 29.89
32 1461 城山萌菜美 和　具 +0.5 0.0 1770

(517) (409) (354) (490)
ﾀｹﾓﾄ ﾏﾐ 伊勢市 17.57 1m25 7m50 29.77

33 272 竹本　真望 北　浜 +0.9 0.0 1758
(534) (359) (367) (498)

ﾐﾂﾓﾄ ｱﾔﾉ 鈴鹿市 16.65 1m15 6m01 28.83
34 2467 光本　彩乃 白　子 +0.4 0.0 1742

(637) (266) (272) (567)
ﾐｽﾞﾉ ﾅﾂｷ 鈴鹿市 18.06 1m30 7m62 30.29

35 2020 水野　菜月 白　鳥 +0.4 0.0 1728
(482) (409) (375) (462)

ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾐ 鈴鹿市 20.84 1m20 8m34 26.64
36 1685 二宮　奈美 神　戸 +0.5 0.0 1711

(236) (312) (421) (742)
ｵｵｲｼ ﾐｻｷ 津　市 18.27 1m20 6m51 28.16

37 1838 大石　　岬 久居西 +0.5 0.0 1695
(461) (312) (304) (618)

ﾀﾎﾘ ﾏﾘｴ 鈴鹿市 17.49 1m15 7m21 29.36
38 2126 田堀まりえ 鼓ヶ浦 +0.9 0.0 1684

(542) (266) (348) (528)
ﾅｶﾞﾄﾓ ﾔﾔ 鈴鹿市 17.37 1m20 6m86 30.51

39 2265 永友　弥綾 創　徳 +0.5 0.0 1640
(555) (312) (326) (447)

ｶﾜﾄ ﾏﾘﾅ 松阪市 18.02 1m25 7m12 30.92
40 1560 川戸満理奈 三　雲 +1.0 0.0 1608

(486) (359) (343) (420)
ｷﾀｶﾞﾜ ﾌｳｶ 松阪市 17.73 1m20 6m39 30.80

41 963 北川　風花 嬉　野 +1.6 0.0 1553
(517) (312) (296) (428)

ｵｶｻﾞﾜ ﾘﾎ 伊勢市 19.99 1m15 7m22 28.57
42 213 岡澤　里帆 厚　生 +0.5 -1.4 1505

(303) (266) (349) (587)
ｶﾜﾑﾗ ｴﾘﾅ 度会郡 20.67 1m35 6m58 30.02

43 88 河村恵里那 南　勢 +1.0 0.0 1498
(249) (460) (308) (481)
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ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 津　市 18.82 1m20 6m63 30.27
44 587 中村　佳帆 高　田 +1.0 0.0 1493

(407) (312) (311) (463)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾎ 津　市 16.69 NM 6m28 28.96

45 1411 山本　幸歩 南　郊 0.0 -1.4 1478
(632) (0) (289) (557)

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 松阪市 20.50 1m25 7m00 29.47
46 1563 出口ほのか 三　雲 +0.3 0.0 1476

(262) (359) (335) (520)
ﾜﾀﾇｷ ﾐﾉﾘ 伊勢市 19.46 1m20 7m21 30.23

47 208 綿貫みのり 厚　生 +1.7 0.0 1475
(349) (312) (348) (466)

ﾅｶﾆｼ ﾐｶ 名張市 20.08 1m30 7m06 30.87
48 933 中西　未華 名張北 +1.7 0.0 1467

(296) (409) (339) (423)
ｲﾅｶﾞｷ ｱﾔｶ いなべ 19.99 1m30 6m02 30.28

49 1228 稲垣　綾香 大　安 +2.8 0.0 1448
(303) (409) (273) (463)

ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ 伊勢市 20.42 1m20 6m17 28.69
50 515 下村真有子 五十鈴 +2.1 -0.1 1439

(268) (312) (282) (577)
ｶﾄﾞﾉ ﾊﾙﾅ 鈴鹿市 18.91 1m25 6m07 31.45

51 2455 角野　晴菜 白　子 +1.7 0.0 1420
(399) (359) (276) (386)

ﾌｼﾞﾀ ﾂｸﾞﾐ 松阪市 22.51 1m15 10m06 30.48
52 2223 藤田　貢未 松阪西 +2.1 -1.4 1375

(127) (266) (533) (449)
ﾊﾔｼ ﾘｶ 志摩市 19.92 1m20 6m41 30.64

53 1454 林　　里香 和　具 +1.6 -1.4 1356
(309) (312) (297) (438)

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ 伊勢市 20.78 1m25 6m46 30.43
54 420 北村　真悠 二　見 +2.8 -1.4 1353

(241) (359) (301) (452)
ｽﾐﾀﾞ ﾓｴｺ 名張市 19.33 1m15 6m20 31.03

55 2763 角田　萌子 赤　目 +2.8 -1.4 1323
(360) (266) (284) (413)

ｵｵﾊﾗ ｱｲｺ 津　市 22.89 1m30 8m09 31.70
56 1831 大原　愛子 久居西 +0.3 -1.4 1291

(107) (409) (405) (370)
ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 度会郡 20.81 1m25 6m25 31.26

57 1035 森田　紅李 玉　城 +1.4 -0.1 1283
(239) (359) (287) (398)

ｽｷﾞﾀ ﾏｲｺ 津　市 21.46 1m20 7m40 31.05
58 867 杉田真依子 一　志 +1.0 -0.1 1276

(192) (312) (361) (411)
ｲﾀﾆ ｻｷ 北牟婁 18.67 NM 6m58 29.25

59 1376 井谷　早稀 潮　南 +0.4 -0.1 1266
(422) (0) (308) (536)

ﾑﾗﾀ ﾅﾎ 松阪市 18.05 1m25 NM 31.29
60 1623 村田  奈穂 松阪東部 +0.3 -0.1 1238

(483) (359) (0) (396)
ｷﾀﾑﾗ ﾕｷ 松阪市 18.58 NM 7m03 30.20

61 1561 北村　有希 三　雲 0.0 -0.1 1235
(430) (0) (337) (468)

ﾏﾂｵｶ ﾕｲｶ 伊賀市 21.44 1m15 8m77 32.62
62 2606 松岡　唯華 霊　峰 +0.5 -1.4 1224

(194) (266) (449) (315)
ｱﾏﾉ ｱﾔｶ 津　市 23.04 1m25 6m12 30.30

63 1830 天野　綾佳 久居西 +2.1 -0.1 1198
(99) (359) (279) (461)

ﾌｸﾑﾗ ﾏｲ 伊賀市 22.36 1m15 6m60 30.05
64 2603 福村　真依 霊　峰 0.0 -0.1 1190

(136) (266) (309) (479)
ｻﾊﾞ ﾁﾊﾅ 度会郡 22.40 1m20 6m50 30.97

65 1030 佐波　知花 玉　城 0.0 -0.1 1165
(134) (312) (303) (416)
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第53回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（07500174)
主催：(財)日本陸上競技連盟・(財)日本中学校体育連盟・三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟
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会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
　

ﾜﾀﾞﾐ ﾏｷ 鈴鹿市 18.85 NM 7m66 31.87
66 2471 和田見　蒔 白　子 +1.6 -0.1 1140

(404) (0) (377) (359)
ﾖｼｶﾜ ｶﾅﾃﾞ 津　市 19.84 1m30 NM 31.16

67 589 吉川　　奏 高　田 +1.4 -0.1 1129
(316) (409) (0) (404)

ﾖｺｵ ﾐﾂﾞｷ 伊賀市 21.36 1m30 NM 30.81
68 2610 横尾　美月 霊　峰 +2.8 -0.1 1035

(199) (409) (0) (427)
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｲ 鈴鹿市 20.07 NM 6m53 30.74

69 2151 丸山　真依 平田野 0.0 -0.1 1033
(296) (0) (305) (432)

ﾋﾗﾂｶ ﾘﾅ いなべ 20.90 NM 6m19 30.29
70 1235 平塚　理奈 大　安 +2.1 +0.4 977

(232) (0) (283) (462)
ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 名張市 21.74 1m30 NM 31.86

71 942 岩崎　　栞 名張北 +0.4 -0.1 943
(174) (409) (0) (360)

ﾌｼﾞｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 鳥羽市 19.75 NM 6m50 33.38
72 1954 藤口　　京 鳥羽東 +0.5 -0.1 898

(323) (0) (303) (272)
ﾐﾔﾀ ﾏﾘﾅ 伊勢市 22.37 NM 7m50 32.08

73 421 宮田真理名 二　見 +1.4 +0.4 849
(135) (0) (367) (347)

ｷｼ ﾏﾕ 北牟婁 23.45 NM 6m02 32.35
74 1378 岸　　真由 潮　南 +2.1 +0.4 684

(80) (0) (273) (331)
ｵｻﾞｷ ｻﾎ 南牟婁 21.64 NM NM 32.84

75 2378 尾﨑　紗穂 矢　渕 +1.7 +0.4 482
(180) (0) (0) (302)
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