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ＪＯ参加標準 (SH)       22.54     全国JO参加標準記録 (JO)                                     2008        

日本中学記録 (JH)       21.36     為末　　大 (五日市・広島)                                   1993        

　県中学記録 (KJ)       21.55     岡部　和憲 (名張北・名張)                                   1996        

　　大会記録 (GR)       22.40     島田　和史 (伊勢港・伊勢)                                   2000(第21回)

予選  5組1着+3

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

ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ

1 7 953 稲垣　夏生 (3) 成　徳 23.10 Q 1 4 1217 松尾慎太郎 (3) 多　度 22.94 Q

ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ｺﾂﾞｶ ﾕｳ

2 5 406 中村宗一朗 (3) 二　見 23.21 q 2 3 2168 小塚 　 優 (3) 西橋内 24.33

ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ

3 4 63 坂野　航平 (3) 玉　城 23.73 3 7 2872 中舎　賢也 (3) 名張北 24.73

ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

4 2 708 下村　直也 (3) 度　会 24.77 4 2 3181 山本　晃裕 (3) 赤　目 25.04

ﾌｸﾔﾏ ﾖｼｱｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾔ

5 6 3175 福山　祥旦 (3) 赤　目 24.91 6 2947 松田比呂哉 (3) 霊　峰 DNS

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ ｸﾗﾀ ﾔｽﾀｶ

8 3067 齋藤　正直 (3) 文　岡 DNS 5 2249 倉田　泰孝 (3) 一身田 DNS

ｷﾉｼﾀ ｱｷﾉﾌﾞ

3 2713 木下　晃暢 (3) 鳥羽東 DNS

3組 4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 ｼﾝﾔ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

1 6 952 加藤　慎也 (3) 成　徳 23.21 Q 1 6 559 西村　駿哉 (3) 御　薗 23.72 Q

ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ

2 2 2573 原田　玲次 (3) 久　保 23.46 q 2 7 438 田中　雅也 (3) 伊勢宮川 24.05

ﾔﾏｻｷ ｷﾖﾄ ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ

3 4 2645 山崎　碧人 (3) 松阪中部 23.58 3 3 2718 鈴木　慎也 (3) 鳥羽東 24.21

ﾋﾊﾞｻ ｼｮｳ ﾋｶﾞｼ ﾃﾂﾔ

4 5 874 火狭　　翔 (3) 一　志 24.95 4 2 2979 東　　哲也 (3) 潮　南 24.63

ｷﾀｲ ｹﾝﾀ ｵｵﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ

3 3070 北井　健太 (3) 文　岡 DNS 5 4 2875 大谷　大介 (3) 名張北 24.75

ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ

7 3136 北原　弘大 (3) 菰　野 DNS 6 8 2438 寺田　健人 (3) 久居西 25.27

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

5 3869 山口　雄大 (3) 紀　北 DNS

決勝
5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

ｿﾈ ｹｲﾄ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ

1 6 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 22.97 Q 1 7 953 稲垣　夏生 (3) 成　徳 22.65

ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ ｶﾄｳ ｼﾝﾔ

2 4 800 東　　魁輝 (3) 南島西 23.57 q 2 5 952 加藤　慎也 (3) 成　徳 22.71

ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

3 5 300 野村　卓矢 (3) 伊勢港 23.90 3 9 406 中村宗一朗 (3) 二　見 22.79

ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ

4 8 2964 長井　佑太 (3) 紀　北 24.22 4 4 1217 松尾慎太郎 (3) 多　度 22.93

ｻｸﾉ ﾋｶﾙ ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

5 3 400 作野　　光 (3) 二　見 24.41 5 2 2573 原田　玲次 (3) 久　保 23.60

ﾐﾅｸﾞﾁ  ｹﾝﾄ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

6 7 771 皆口  健斗 (3) 尾　鷲 24.56 6 8 559 西村　駿哉 (3) 御　薗 23.83

ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ

7 2 3169 坂本　亮介 (3) 赤　目 25.01 3 800 東　　魁輝 (3) 南島西 DNS

ｿﾈ ｹｲﾄ

6 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 DNS

風:  +0.5

風:  +1.8 風:  0.0

風:  +0.7

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

風:  +0.9 風:  +0.2

第29回三重県ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会(08240007)

主催：三重陸上競技協会
後援：読売新聞中部本社・三重県高等学校体育連盟・三重県中学校体育連盟
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
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