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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
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾔﾏ ﾏｺﾄ × 5m74 5m99 5m99 8 × 5m86 5m95 5m99

1 21 1328 岡山　　真 (2) 明　和 +2.0 +1.7 +1.7 -0.5 +0.2 +1.7

ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ 5m45 5m82 × 5m82 6 × 5m68 5m96 5m96

2 22 332 寺田　浩亮 (2) 伊勢港 +0.3 +1.8 +1.8 -0.7 +1.5 +1.5

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ × 5m84 5m75 5m84 7 × 5m55 5m62 5m84

3 20 2647 田中　凌平 (2) 松阪中部 +1.8 +1.8 +1.8 -0.5 +1.1 +1.8

ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 5m58 5m64 5m63 5m64 5 5m66 5m79 5m48 5m79

4 19 877 岩田　大輝 (2) 一　志 +1.8 +0.9 +1.1 +0.9 +0.4 +0.2 -0.2 +0.2

ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ × × 5m57 5m57 1 5m66 × 5m56 5m66

5 18 2368 藤木　智巳 (2) 三重大附属 0.0 0.0 +0.1 -1.2 +0.1

ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ 5m63 5m41 5m48 5m63 4 5m29 5m27 5m53 5m63

6 9 908 辻　　昌享 (2) 皇學館 +1.4 -0.2 +0.7 +1.4 0.0 +0.5 -1.0 +1.4

ﾔﾅ ﾋﾛﾕｷ 5m63 × × 5m63 3 5m47 5m28 5m12 5m63

7 15 2888 梁　　寛侑 (2) 名張北 +2.1 +2.1 +0.4 +0.5 -0.3 +2.1

ｺｸﾌﾞ ﾕｳｷ × × 5m59 5m59 2 × × × 5m59

8 1 2326 国分　祐樹 (2) 高　田 +1.4 +1.4 +1.4

ﾌｸｲ ﾔｽﾋﾛ × 5m50 5m52 5m52 5m52

9 16 2328 福井　康大 (2) 高　田 +0.2 +1.5 +1.5 +1.5

ﾏｴｶﾜ ｹｲﾔ × 5m50 × 5m50 5m50

10 17 2257 前川　恵弥 (2) 一身田 +0.2 +0.2 +0.2

ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ × 5m42 × 5m42 5m42

11 6 2364 小宮圭一朗 (2) 三重大附属 +0.4 +0.4 +0.4

ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ × × ×

7 2482 辻　　周平 (2) 嬉　野 NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾄ × × ×

11 2489 山本　琢人 (2) 嬉　野 NM

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ × × ×

14 880 植松　直紀 (2) 一　志 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ × × ×

10 1371 小林　弘明 (2) 山　手 NM

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ × × ×

5 616 小嶋　雄介 (2) 小　俣 NM

ﾅﾙｶﾜ ﾏｻﾄｼ × × ×

13 625 鳴川　真俊 (2) 小　俣 NM

ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ × × ×

8 10 西口　大樹 (2) 倉田山 NM

ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ × × ×

4 452 菅原　徹也 (2) 伊勢宮川 NM

ﾋﾙｶﾜ ｺﾞｳ × × ×

3 414 晝河　　豪 (2) 二　見 NM

ｼﾛﾀ ｼｭﾝｽｹ × × ×

2 1565 城田　隼佑 (2) 　楠　 NM

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ

12 2652 増田　竜也 (2) 松阪中部 DNS
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