
2007年9月8日(土)・9月9日(日） 大会名 第50回東海陸上競技選手権大会 大会コード　 ０７５０１６００ トラック審判長 小池　弘文

兼　第92回日本陸上競技選手権大会予選会 競技場コード　 ２４１０１０ 跳 躍 審 判 長 河越　茂樹

投 て き 審 判 長 山本　浩武

招 集 所 審 判 長 向井　 俊哉

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 記 録 主 任 辻　　昭司

主催団体名 東海陸上競技協会・中日新聞社
男子の部
日付 種目

１００ｍ 田中　星次 11.03 小山　　良 11.25 下條　裕紀 (2) 11.27 村田　智広 11.29 土井　友裕 (2) 11.31 伊藤　禎浩 (2) 11.35 中井　一磨 (2) 11.39 太田　三暁 11.56

風:-1.4

２００ｍ 嶋屋　昌芳 21.88 飯塚　翔太 21.98 鈴木　大介 (2) 22.08 中津　好雅 (3) 22.19 鈴木香太郎 22.21 羽根　聖也 22.26 松本　　卓 22.44 中井　一磨 (2) 22.82

風:-1.3

向井裕紀弘 48.04 嶋屋　昌芳 48.36 大川　　光 (2) 48.77 村上　史明 49.17 山本　裕慈 49.35 菱田　直弥 (2) 49.78 丹羽将一朗 49.80

福澤  和久 1.55.32 大須賀秀和 (3) 1.56.23 市川宗一朗 (2) 1.56.84 山本　博紀 1.57.34 鈴村　俊介 1.57.76 山岡　卓弥 (3) 1.58.12 斎藤　皓亮 1.59.43 樋口　　諒 2.02.49

角田　達彦 4.06.73 樋口　　諒 4.07.56 山内健太郎 4.07.88 大池　達也 (2) 4.09.79 服部　峰祥 (2) 4.10.65 川上　泰之 4.10.79 高木悠希和 (3) 4.11.66 田中　勝大 (2) 4.12.66

佐藤　秀和 14.28.13 大関　善幸 14.32.93 佐藤　良仁 14.43.50 田村　博史 14.46.14 池谷　寛之 14.52.50 猪子　和明 14.53.23 井上　翔太 (3) 14.55.94 鷲見　知彦 15.02.61

池谷　寛之 30.52.70 阿部　哲史 30.54.90 田村　博史 31.11.97 松野　淳司 31.16.44 三浦　健生 31.21.18 鷲見　知彦 31.32.48 名和　武也 31.41.02 原口　雄二 31.50.47

１１０ｍＨ 久田　尚弥 14.27 竹中　　航 (3) 14.77 和戸　達哉 (2) 14.78 相川　宗靖 14.79 波多野良平 (2) 14.83 山本　健太 (1) 14.98 藤城　　豊 15.01 天野　裕太 15.19

風:0.0

菱田　直弥 (2) 51.96 小金沢　篤 (3) 52.22 中田　和寿 52.37 山本　躍斗 (3) 52.47 柳本　拓也 (3) 52.47 平田　和之 53.67 伏見　壽恭 54.29 三浦　祐矢 55.63

春田　真臣 9.08.78 加藤　　聡 9.12.84 石塚　　誠　 9.21.43 関森　康平 (3) 9.29.99 船村　安洋 9.30.27 松下　智之 (3) 9.30.58 今枝　浩二 (2) 9.30.81 小林　友樹 9.34.81

吉原　政人 21.56.06 濵嶋　邦明 (3) 21.57.51 鈴木　基文 (3) 21.57.77 堀井　重利 22.18.92 大坪　鷹人 22.24.26 橋本　英幸 22.52.76 冨田　悟志 (3) 23.30.84 末松　　輝 (2) 23.34.41

41.54 41.83 42.11 42.28 43.16

  山口　峰昌 (3)   古賀　裕志 (2)   戸川　健司   成瀬　慎也 (1)   小原　　尚

  金子　卓哉 (4)   山田　昌邦 (2)   鈴村　卓哉   屋貝　博文 (2)   久田　尚弥

  伊藤　健志 (3)   森　　勇人   中田　和寿   山崎　翔太 (1)   浅岡　聖志

  岡田　健太 (3)   鈴木　悠基   太田　三暁   三輪　将之 (1)   嶋川福太郎

3.16.61 3.17.34 3.19.75 3.20.23 3.21.70 3.23.69 3.26.65 3.34.69

  北岡　正寛 (3)   中村　洋文   山田　昌邦 (2)   法月　秀平   相川　政人   中馬　恭平   宮﨑　　豊 (1)   水野　無二 (3)

  日下部智久   原　　勇太   池田　達也 (2)   飯塚　翔太   根岸　大輔   川端　卓也   吉崎　靖昌 (4)   市川　真央 (3)

  鈴村　直也   原　　伸次   森　　勇人   粳田竜之助   和久　周平   横井　佑哉 (2)   奥田　　悠 (2)   松末　　渉 (3)

  東　　哲久 (4)   田中　星次   川崎　豪己 (2)   山田　康生   河野　　仁   斉藤　真志   竹内　健太 (2)   村田　成隆 (3)

真鍋　周平 2m05 岩田　康弘 2m05 小野田学登 2m05 古野　裕司 2m00 杉江　浩一 2m00

早川  周吾 2m00 清水　悠人 2m00

相川　宗靖 2m00

柴田　孟也 5m20 小野　真二 5m00 田村  雄志 4m80 小島　剛史 (2) 4m70 岡田　公志 (1) 4m50 一ノ瀬　航 (3) 4m50 橋本　幸男 4m50

鈴木　吾郎 4m50

出口　義人 7m50 +0.6 嶋川福太郎 7m46 +0.2 西　　航司 (3) 7m32 0.0 長谷川　悠 (2) 7m26 0.0 志鎌　秀昭 7m18 +0.1 下條　正紀 7m13 +1.0 北野　幸徳 7m03 +0.6 楠川　祥生 (1) 6m98 +0.1

山本  雄介 15m38 +2.4 村上　智史 15m33 +1.9 小野　祐輔 14m69 +1.2 櫻井　佳廣 (3) 14m69 -0.1 中嶋　健司 (4) 14m69 +1.3 伊藤　優司 14m57 +1.5 松村　　覚 14m46 +1.8 佐野　和寛 14m41 +0.8

砲丸投 伊藤　　宏 (4) 14m01 谷　健太朗 (1) 13m74 田中　信也 12m98 大庭　利氏 12m87 鈴木　郷史 12m83 山本　雄紀 12m78 藤村　信之 12m67 小山祐一郎 12m53

7.260kg

円盤投 藤原　　潤 49m26 加藤　弘将 (1) 40m62 伊藤　　宏 (4) 40m32 倉田　友貴 (1) 38m24 伊藤　寿逸 (3) 37m99 小斉　健太 37m96 望月　晋平 37m40 岡　　寮磨 (1) 36m73

2.000kg

ハンマー投 久保　幸弘 62m66 北浦　弘之 56m06 宮本　昌彦 54m16 岡山　　智 (2) 52m69 吉川　昌利 51m21 伊澤　　俊 50m48 瀧　　友孝 (3) 49m67 高橋　孝幸 (4) 48m11

7.260kg

恵濃　一繁 69m52 髙木　俊寿 68m33 岡澤　寿明 62m83 花井　章宏 59m92 小久保辰哉 (3) 59m63 菱田　佳紀 (M2) 59m27 大野　　忍 59m05 久保　誠亮 58m34

静岡：清水ＡＣ

9月9日 走高跳
愛知：筑波大学院

愛知：トヨタ自動車

走幅跳

9月8日

静岡：静岡陸協 静岡：スズキ 愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC 岐阜：日本体育大

静岡：早稲田大

愛知：浜松大

9月9日

9月8日

８００ｍ

9月9日

４００ｍ9月9日

9月8日

５０００ｍ

１５００ｍ

9月9日 棒高跳

9月9日

9月8日

9月9日

やり投

9月8日

9月9日

岐阜：岐阜大 愛知：名古屋高愛知：愛知学院大 愛知：トヨタ自動車 愛知：中京大 静岡：藤枝明誠高 静岡：静岡大 愛知：愛知大

愛知：トヨタ紡織 愛知：愛知製鋼 愛知：トーエネック

愛知：中京大 岐阜：岐阜ｱｽﾘｰﾄ 愛知：中京大中京高 愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC

長野：塩尻市陸協

愛知：愛知学院大

愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC 三重：四日市高 岐阜：中津商高 静岡：藤枝明誠高

岐阜：京都産業大

愛知：ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ 愛知：愛工大名電高

決　勝　一　覧　表
期　日

陸協名

9月8日

愛知：トヨタ自動車 静岡：静岡大 岐阜：名城大 三重：ＩseＴＣ

愛知：小島プレス 静岡：藤枝明誠高

愛知：トーエネック

8位1位 2位 3位 4位 6位5位 7位

４００ｍＨ

４×１００ｍＲ

３０００ｍＳＣ

５０００ｍＷ

愛知：名古屋大谷高 三重：宇治山田商高

三重：国際武道大

４×４００ｍＲ

１００００ｍ

三段跳

愛知：トーエネック 三重：八千代工業

静岡：清水ＡＣ

三重：ＩseＴＣ 愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC

岐阜：岐阜ES事業 愛知：小島プレス 愛知：岐阜経済大 静岡：新日本ﾎｲｰﾙ

岐阜：中津商高三重：ＮＴＮ愛知：慶應義塾大

三重：ＮＴＮ

静岡：東洋大 岐阜：京都産業大 愛知：東洋大

愛知：豊川高 三重：日本体育大 愛知：愛知ｱｽﾘｰﾄ

静岡：LoversT,C

岐阜：ＫＹＢ

三重：上野工高

愛知：愛知製鋼

三重：八千代工業 三重：ＮＴＮ 愛知：愛知製鋼

三重：三重高 三重：八千代工業 岐阜：県岐阜商高 三重：上野工高

愛知：愛知学院大 三重：鳥羽商船 愛知：慶應義塾大

静岡：筑波大 長野：信州大ＡＣ 長野：塩尻市陸協 三重：宇治山田商高

愛知：トヨタ紡織

三重：三重高 愛知：東海ﾃﾞｶｽﾛﾝ 静岡：静岡市立高 静岡：東洋大

長野：シナノＡＣ愛知：中京大クラブ三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 愛知：起ﾄﾞﾘｰﾑAC 愛知：名古屋高 長野：東京農業大

三重：ＩseＴＣ岐阜：岐阜経済大 岐阜：岐阜大 愛知：ライズ

愛知：名古屋大谷高 三重：宇治山田商高

愛知：ＴＴＲ 愛知：愛知学院大 愛知：岡崎高 静岡：浜松商高

岐阜：中津商高 岐阜：岐阜大 三重：宇治山田商高 岐阜：岐阜ｱｽﾘｰﾄ

静岡：大阪体育大 静岡：藤枝明誠高 静岡：スズキ 三重：宇治山田商高

愛知：館倶楽部愛知：トヨタ紡織

長野：小諸高 岐阜：岐阜ｱｽﾘｰﾄ 愛知：岡崎城西高

愛知：豊川工高

三重：ＮＴＮ 愛知：トヨタ自動車 愛知：愛知学院大

静岡：中京大

静岡：静岡陸協 愛知：愛工大名電高 愛知：至学館高長野：穂高商高 愛知：守山自衛隊

愛知：名古屋ＡＣ 三重：S.C.MAX 岐阜：岐阜工高 岐阜：大垣北高

三重：中京大 愛知：岡崎城西高 岐阜：大垣体連

長野：長野市陸協

愛知：中京魂

愛知：小島プレス 愛知：日本大 静岡：浜松商高 岐阜：岐阜経済大 岐阜：岐阜経済大 三重：ASSA-TC 長野：飯田市陸協 静岡：静岡大

三重：大阪体育大 三重：日本大 静岡：静岡陸協 静岡：磐田農業高

三重：八千代工業 三重：国士舘大 三重：大阪体育大 三重：三重中京大

静岡：藤枝明誠高 三重：神鋼電機 愛知：トヨタ自動車 愛知：なごや陸上ク

三重：稲生高 静岡：静岡大 静岡：関西学院大 三重：岐阜経済大

三重：日本陸送 岐阜：ＨＥＲＯ 静岡：静岡陸協 愛知：名古屋消防局

9月9日

9月8日

9月9日

9月9日

9月9日

9月8日

9月8日

静岡：東京学芸大 静岡：修善寺工高 三重：ＩseＴＣ



2007年9月8日(土)・9月9日(日） 大会名 第50回東海陸上競技選手権大会 大会コード　 ０７５０１６００ トラック審判長 小池　弘文

兼　第92回日本陸上競技選手権大会予選会 競技場コード　 ２４１０１０ 跳 躍 審 判 長 河越　茂樹

投 て き 審 判 長 山本　浩武

招 集 所 審 判 長 向井　 俊哉

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 記 録 主 任 辻　　昭司

主催団体名 東海陸上競技協会・中日新聞社
女子の部
日付 種目

１００ｍ 三枝　夏季 12.52 渡邉有紀子 (2) 12.54 中村　花子 12.54 水谷　敦子 12.70 伊藤　　藍 12.75 堤　　真千 (3) 12.90 市川　華菜 (2) 12.95 猪田　有紗 (2) 12.99

風:-1.4

２００ｍ 三枝　夏季 25.26 中村　花子 25.34 今井沙緒里 (2) 25.54 世古　　和 (1) 25.59 山本　紗綾 (2) 26.02 愛敬　世菜 (2) 26.25 堤　　真千 (3) 26.36 熊澤　皆美 (3) 26.89

風:-1.3

柘植　早織 (3) 56.60 愛敬　世菜 (2) 56.60 下道　美奈 (2) 57.21 和久　洋子 59.40 平松由梨香 (2) 59.54 佐藤　愛美 (3) 59.65 山本　紗綾 (2) 59.65

峰村いずみ (2) 2.15.28 吉川　侑美 (2) 2.16.91 鈴木美津希 2.17.41 伊澤菜々花 (1) 2.17.61 市川　博子 (2) 2.19.29 小坂　奈央 (1) 2.20.06 中村真悠子 2.24.35 三好　麻里 (1) 2.26.76

山元　美駒 4.34.49 中條　宏美 (3) 4.36.08 安達　　歩 4.37.59 畑　沙也加 (3) 4.38.95 後藤亜由美 4.38.97 坂井　彩奈 4.41.27 森　知奈美 (2) 4.44.82 鈴木　沙季 (2) 4.45.71

二宮悠希乃 (2) 16.16.22 加藤　麻美 16.34.13 畑　沙也加 (3) 16.41.89 小島　理央 (2) 16.49.75 前田さやか (4) 17.07.53 石原　　芽 17.18.66 小柳津早紀 (2) 17.22.14 諸岡　里菜 (3) 17.36.66

五十嵐美香 (2) 40.22.22 野村　美貴 (2) 41.48.13 堀江　美杉 (1) 44.41.09

１００ｍＨ 山﨑由加里 13.86 安藤由加里 (3) 14.34 松下　小織 14.43 中川　佳美 (3) 14.50 桐山　智衣 (1) 14.66 田村  彩湖 14.71 萩原　千絵 (3) 14.80 鈴木　章子 15.23

風:-0.9

石田　朋美 (3) 62.05 西尾真梨子 (1) 63.30 高橋香央里 (2) 64.54 佐藤那名子 64.56 橋井　千紘 (2) 65.20 高橋　優香 (3) 68.30 東　　翔子 (2) 71.38

宇佐見紗也加 (3) 25.00.88 光田　理子 (2) 25.24.07 兼橋　志帆 25.37.44 伊藤　幸恵 25.51.55 秋葉　真弓 26.18.58 岡野　千草 26.44.14 加賀友果子 (1) 26.51.33 山室　栄美 27.10.99

48.20 48.30 48.75 49.26 49.42 49.76 50.04

  花井　沙織 (3)   青山　祐香 (3)   薮崎　真子   小椋　敦子 (1)   森本　詞織 (2)   古田　桃子 (2)   後藤　香奈 (1)

  安藤由加里 (3)   古澤　　薫 (1)   鈴木　咲子   近藤　希実 (3)   山本ひかる (2)   近藤知香恵 (2)   尾野藤　幸 (1)

  柘植　早織 (3)   下道　美奈 (2)   鳥居　桃子   青山知沙季 (3)   中村　奈央 (2)   坂本　美希 (3)   越　美彩子 (2)

  後藤　菜月 (3)   吉田　麻佑 (3)   鈴木　章子   中川　佳美 (3)   上村　　唯 (1)   清水　祐佳 (2)   市川　華菜 (2)

3.56.69 3.56.75 3.57.62 4.05.25 4.05.32 4.07.45 4.07.59 4.11.61

  髙澤　理実 (2)   吉村　美保   森　美有記 (1)   愛敬　世菜 (2)   作野　捺希 (1)   池谷　由美   眞田　詩穂 (2)   土井　麻実 (3)

  太田  英里 (2)   森島　一美   下道　美奈 (2)   大月菜穂子 (1)   世古　　和 (1)   鈴木　詩織   平松由梨香 (2)   成田　幸代 (3)

  渡邉まなみ (2)   林　加世子   熊澤　知夏 (1)   若松　　愛 (2)   森田菜津紀 (1)   小林　由季   渡辺　知紗 (2)   掛布　里美 (3)

  安保　真衣 (1)   大沼　芽生   浅野江梨奈 (2)   伊藤みさき (1)   野田　貴恵 (2)   佐藤那名子   前田真里奈 (1)   樋口　光華 (3)

日高　里子 1m70 竹内　梨里 (3) 1m70 高村　知里 1m65 河澄　真子 (2) 1m60 浅井　奈央 (2) 1m60 河合　玲美 (1) 1m55

松下　小織 1m65 佐藤ゆりあ (3) 1m60

前田　朋子 3m80 尾上　裕香 3m70 横井恵里香 (1) 3m40 青島　綾子 3m30 鈴木　詩織 3m20 髙木　桃子 3m20 田中　明莉 (3) 3m10 小林　　翠 (2) 2m80

三澤　涼子 5m84 +0.7 水谷　敦子 5m71 0.0 賀川　綾子 (3) 5m70 +0.6 吉田　麻佑 (3) 5m70 +1.2 廣川美沙紀 (3) 5m41 0.0 深谷　実咲 (3) 5m31 +1.1 宮坂　　楓 (3) 5m26 +0.5 桐山　智衣 (1) 5m25 -0.1

三澤　涼子 12m89 +2.1 吉田　麻佑 (3) 12m52 +1.5 谷澤　陽子 12m21 +0.7 田澤　　愛 (3) 11m67 +0.3 小川　詩織 11m33 +2.2 新谷美久帆 (3) 11m19 +1.1 水谷　綾香 (3) 11m14 +2.0 浅井　奈央 (2) 10m97 +2.0

砲丸投 竹山　知佳 13m50 茂山　千尋 (3) 13m32 伊川　綾子 (3) 13m05 伊藤　有可 11m60 加藤　博子 (1) 11m43 西井　春菜 (2) 11m42 伊東亜優美 (2) 11m31 羽田野真由 (3) 11m10

4.000ｋｇ

円盤投 成瀬美代子 45m84 渡辺真佑子 42m96 竹山　知佳 41m19 加藤　千枝 (3) 40m21 鈴木和佳絵 38m74 井出美有紀 37m33 加藤　由記 36m63 菅原はるか 35m75

1.000kg

ハンマー投 加藤　晴香 (2) 46m10 合澤  理絵 45m79 髙木　　霞 (3) 41m16 赤嶺　　愛 (2) 40m76 川口　佳恵 40m42 佐藤　絢香 (2) 39m07 梶浦友加里 (3) 38m89 伊川　綾子 (3) 38m54

4.000kg

棚瀬　由貴 (1) 42m79 大野真由美 42m77 小山菜都子 (3) 42m42 坂　　　瞳 (3) 41m87 東野　麻衣 41m13 加藤　千枝 (3) 40m41 國仲美沙紀 (2) 40m02 川島　まり 39m22

陸協名

静岡：磐田農業高

愛知：中京大中京高

愛知：東浦中

6位

三重：宇治山田商高

長野：塩尻志学館

9月9日

9月8日

４００ｍ

9月8日

9月9日

決　勝　一　覧　表
期　日

愛知：愛知淑徳高

岐阜：県岐阜商高 静岡：東海大翔洋高 愛知：中京大中京高 三重：皇學館高 三重：津商高 愛知：岡崎城西高

岐阜：県岐阜商高

愛知：岡崎城西高

三重：久居高 愛知：中京大クラブ 愛知：津島北高 愛知：起工高 岐阜：岐阜教員中濃 愛知：津島北高 愛知：起工高 三重：稲生高

静岡：浜松湖南高

長野：長野工高 長野：屋代高

長野：ﾔﾏﾄﾔTC 岐阜：県岐阜商高 岐阜：COLORS 長野：松本深志高 愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC 三重：伊勢高 三重：関西大

静岡：磐田農業高 愛知：中京大 静岡：磐田農業高 静岡：磐田農業高

愛知：小島プレス 静岡：日大三島高

三重：皇學館大

三重：愛知教育大 岐阜：市岐阜商高 岐阜：美濃加茂高

愛知：豊川高 三重：四日市商高愛知：豊川高 愛知：豊川 三重：宇治山田商高 岐阜：中津商高 三重：椙山女大

岐阜：岐阜大

三重：高田短大 静岡：磐田北高

岐阜：県岐阜商高 愛知：中京大クラブ

三重：宇治山田商高三重：桑名高

静岡：静岡大岐阜：県岐阜商高三重：桑名高愛知：至学館高 岐阜：大垣北高愛知：安城学園高三重：津高

長野：岡谷東部中 岐阜：県岐阜商高

静岡：スズキ 三重：宇治山田商高 静岡：スズキ 静岡：スズキ 岐阜：県岐阜商高 岐阜：岐阜高

静岡：東海大翔洋高

静岡：早稲田大

岐阜：COLORS 愛知：名古屋西高 岐阜：県岐阜商高 長野：長野吉田高

7位2位 4位 5位 8位1位 3位

9月9日

9月8日

9月9日

9月8日

9月8日

４×４００ｍＲ

走幅跳

やり投

８００ｍ

５０００ｍ

１００００ｍ

４×１００ｍＲ

４００ｍＨ

１５００ｍ

５０００ｍＷ

長野：ﾔﾏﾄﾔTC

9月8日 走高跳

9月9日

9月8日

9月8日

棒高跳

三段跳

愛知：中京大クラブ

三重：宇治山田商高 三重：稲生高 静岡：日大三島高 愛知：豊川工高 愛知：惟信高 愛知：至学館高

岐阜：COLORS 静岡：静岡大 三重：宇治山田商高 愛知：岡崎城西高

三重：津商高

三重：ASSA-TC

愛知：至学館高

静岡：浜松湖南高

岐阜：大垣北高三重：宇治山田商高

愛知：豊川高 長野：松本深志高

長野：松本蟻ヶ崎

岐阜：中津恵那北

愛知：中京女子大長野：ﾔﾏﾄﾔTC

長野：ﾔﾏﾄﾔTC 三重：ASSA-TC

愛知：桜花学園高長野：長野吉田高

愛知：椙山女学園大 愛知：愛知淑徳高

愛知：さかえｸﾘﾆｯｸTC 愛知：至学館高 静岡：静岡陸協 愛知：中京大中京高

岐阜：大垣東高静岡：常葉菊川高

愛知：岡崎城西高

三重：津高

岐阜：日本体育大

三重：大阪体育大 愛知：小島プレス 三重：津商高 三重：稲生高

三重：三重高校教 三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 静岡：浜松湖南高 愛知：至学館高 静岡：藤枝明誠高 静岡：日本女子体大 静岡：磐田農業高 愛知：愛知教育大

愛知：愛知教育大 愛知：至学館高 愛知：至学館高 静岡：静岡陸協

愛知：中京大中京高

愛知：至学館高

愛知：岡崎城西高愛知：トヨタ自動車 愛知：至学館高

静岡：静岡陸協

愛知：瑞陵高 愛知：トヨタ自動車

9月8日

9月8日

9月9日

静岡：浜松商高

愛知：トヨタ自動車

長野：丸子修学館愛知：名城大附高 愛知：中京大中京高 三重：福岡大

岐阜：県岐阜商高 愛知：津島北高

9月9日

9月9日

9月8日

三重：桑名高 三重：宇治山田商高 静岡：浜松商高

静岡：静岡大

9月9日




