
 

第 54 回 全 日 本 中 学 校 通 信 陸 上 競 技 

四 種 競 技 三 重 大 会 
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（雨  天  決  行） 

 

 

日 時 平成 20 年 6 月 21 日（土）午前 10 時競技開始 

           

場 所 三重県営総合競技場・陸上競技場(241010) 

 

 

 

 

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 

       Ｎ Ｈ Ｋ 

       朝 日 新 聞 社 



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)
全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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
ﾀﾔﾉ ﾖｼｷ 15.98 9m65 1m77 56.22

1 3229 田谷野義季 (3) 内　部 0.0 2353
(735) (465) (602) (551)

ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ 16.92 10m21 1m55 54.80
2 1667 菱田　聖也 (3) 神　戸 -0.4 2164

(633) (498) (426) (607)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 15.21 11m31 1m45 60.64

3 840 山本　悠介 (3) 南　勢 -0.1 2133
(824) (565) (352) (392)

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 16.29 9m23 1m55 56.12
4 2315 伊藤　祐人 (3) 高　田 0.0 2121

(700) (440) (426) (555)
ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 16.16 9m24 1m55 56.91

5 600 岩田　和希 (3) 小　俣 0.0 2105
(715) (440) (426) (524)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 16.87 8m06 1m60 57.20
6 440 山口　泰宏 (3) 伊勢宮川 -0.2 1985

(638) (370) (464) (513)
ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 19.29 13m01 1m60 59.30

7 871 久保田大輝 (3) 一　志 0.0 1976
(407) (668) (464) (437)

ﾆｼｸﾎﾞ ｼｭｳ 18.30 8m69 1m55 54.17
8 2660 西久保　秀 (3) 松阪西 0.0 1962

(496) (407) (426) (633)
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 16.94 8m41 1m45 56.23

9 2573 原田　玲次 (3) 久　保 0.0 1924
(631) (391) (352) (550)

ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ 16.78 8m85 1m55 60.17
10 2316 植田　　幹 (3) 高　田 +0.7 1897

(647) (417) (426) (407)
ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 17.10 8m01 1m40 56.41

11 2475 松下　和弘 (3) 嬉　野 -0.2 1841
(614) (367) (317) (543)

ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ 18.02 7m74 1m45 55.07
12 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 +0.4 1821

(522) (351) (352) (596)
ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ 16.86 9m09 1m40 59.63

13 201 熊野　竜馬 (3) 厚　生 +0.7 1813
(639) (431) (317) (426)

ﾅｶﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 18.69 8m67 1m60 58.93
14 2774 中森　友啓 (3) 和　具 0.0 1780

(460) (406) (464) (450)
ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 19.33 10m34 1m35 56.71

15 3173 杉森　信吾 (3) 赤　目 0.0 1725
(404) (506) (283) (532)

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ 17.89 7m70 1m35 56.50
16 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 0.0 1707

(535) (349) (283) (540)
ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 18.92 7m67 1m55 59.20

17 10 西口　大樹 (2) 倉田山 -0.2 1653
(439) (347) (426) (441)

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 18.98 8m28 1m35 56.69
18 917 中村　　翼 (3) 北　浜 +0.7 1633

(434) (383) (283) (533)
ｴﾄｳ ｼｮｳ 18.76 8m65 1m60 63.92

19 1864 衛藤　　将 (2) 白　子 0.0 1613
(454) (405) (464) (290)

ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 20.11 7m69 1m35 54.47
20 3136 北原　弘大 (3) 菰　野 -0.1 1592

(341) (348) (283) (620)
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 21.67 11m28 1m45 59.12

21 878 坂本　大樹 (2) 一　志 +0.4 1588
(229) (563) (352) (444)

ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ 19.33 7m38 1m35 56.00
22 2972 中舎　賢也 (3) 名張北 0.0 1576

(404) (330) (283) (559)
ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ 18.50 7m64 1m50 61.70

23 2657 菅　　大彰 (3) 松阪西 -0.1 1568
(477) (345) (389) (357)

ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ 20.55 9m00 1m60 61.65
24 204 羽山　知希 (3) 厚　生 -0.2 1556

(307) (426) (464) (359)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ 17.98 7m68 1m35 60.89

25 1158 小林　義隆 (3) 陵　成 0.0 1539

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)
全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

(526) (347) (283) (383)
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 16.09 NM 1m50 59.77

26 877 岩田　大輝 (2) 一　志 0.0 1533
(723) (0) (389) (421)

ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ 20.09 8m24 1m55 61.08
27 920 橋爪　　裕 (3) 北　浜 0.0 1526

(342) (381) (426) (377)
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 15.80 NM 1m40 59.00

28 603 倉田　純平 (3) 小　俣 0.0 1520
(755) (0) (317) (448)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 21.29 11m01 1m45 63.13
29 447 中村　洋介 (2) 伊勢宮川 -0.1 1465

(254) (546) (352) (313)
ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ 19.68 9m52 1m35 62.05

30 332 寺田　浩亮 (2) 伊勢港 -0.1 1461
(375) (457) (283) (346)

ﾋﾗｵ ｼｮｳ 19.38 7m98 1m45 62.62
31 2520 平尾　　渉 (3) 三　雲 0.0 1445

(400) (365) (352) (328)
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 21.46 8m67 1m50 60.25

32 2874 松本　和朗 (3) 名張北 +0.7 1443
(243) (406) (389) (405)

ﾀﾏｷ ﾘｮｳ 19.45 7m71 1m35 60.83
33 3139 環　　　稜 (3) 菰　野 0.0 1411

(394) (349) (283) (385)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ 19.17 8m32 NM 55.29

34 443 西澤　　団 (3) 伊勢宮川 -0.4 1390
(418) (385) (0) (587)

ﾀﾁ ｱﾂｼ 19.79 6m93 1m35 59.33
35 2327 舘　　篤志 (2) 高　田 +0.6 1388

(366) (303) (283) (436)
ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ 18.28 7m75 1m35 65.30

36 2534 森岡　達哉 (2) 三　雲 0.0 1384
(498) (352) (283) (251)

ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 18.17 8m44 NM 58.60
37 709 清水　敬太 (2) 度　会 0.0 1362

(508) (392) (0) (462)
ﾀﾃﾜｷ ﾖｳﾀ 18.76 7m73 1m40 67.48

38 1974 帯刀　洋太 (3) 創　徳 -0.4 1316
(454) (350) (317) (195)

ｵｵﾀ ﾏｻﾄ 21.57 7m43 1m35 58.59
39 2478 太田　真登 (2) 嬉　野 0.0 1314

(236) (333) (283) (462)
ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ 20.77 9m28 NM 56.22

40 831 澤村　浩直 (3) 南　勢 -0.4 1285
(291) (443) (0) (551)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 19.29 7m11 1m35 64.53
41 1163 岩崎　亮太 (2) 陵　成 +0.7 1276

(407) (314) (283) (272)
ｻﾉ ﾄﾓｷ 20.78 7m12 1m45 63.22

42 1952 佐野　智基 (2) 鼓ヶ浦 -0.4 1266
(290) (314) (352) (310)

ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ 20.15 6m83 1m55 67.26
43 2366 稲垣　和寿 (2) 三重大附属 -0.1 1260

(337) (297) (426) (200)
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 22.16 7m74 1m55 64.98

44 1947 山田　淳也 (2) 鼓ヶ浦 -0.1 1235
(199) (351) (426) (259)

ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 21.88 9m13 1m45 66.87
45 3176 松村　大史 (3) 赤　目 -0.4 1212

(216) (434) (352) (210)
ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ 21.82 7m45 1m35 61.60

46 512 浜崎　聖也 (2) 五十鈴 0.0 1197
(220) (334) (283) (360)

ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 21.66 7m98 1m40 64.41
47 415 浦口　雅隆 (2) 二　見 0.0 1187

(230) (365) (317) (275)
ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ 20.01 7m04 NM 57.52

48 2582 田端　朔也 (2) 久　保 +0.6 1159
(348) (310) (0) (501)

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ 23.28 9m47 1m40 65.54
49 1318 長田　雄希 (3) 明　和 0.0 1152

(137) (454) (317) (244)
ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ 19.16 NM 1m40 60.06

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)
全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

50 1676 近藤　星海 (2) 神　戸 +0.7 1147
(419) (0) (317) (411)

ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ DSQ,*T8 8m62 1m45 60.91
51 3226 大岩　俊介 (3) 内　部 1138

(0) (403) (352) (383)
ﾐﾅｸﾞﾁ  ｹﾝﾄ 21.87 8m21 NM 56.93

52 771 皆口  健斗 (3) 尾　鷲 0.0 1120
(217) (379) (0) (524)

ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 19.49 NM 1m50 62.26
53 2437 稲垣　亮佑 (3) 久居西 +0.4 1119

(391) (0) (389) (339)
ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 21.63 7m78 NM 57.00

54 1981 上田　拓真 (3) 創　徳 +0.4 1106
(232) (353) (0) (521)

ﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ 21.46 7m46 1m40 67.01
55 1938 田村　謙介 (3) 鼓ヶ浦 -0.2 1100

(243) (334) (317) (206)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 21.27 8m79 NM 60.07

56 2576 山田　隆平 (3) 久　保 +0.4 1080
(256) (413) (0) (411)

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾀｶ 20.99 7m98 NM 59.80
57 1321 松平　理孝 (3) 明　和 +0.4 1060

(275) (365) (0) (420)
ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾀｶ 22.35 NM 1m35 55.37

58 2512 平野　茂孝 (3) 三　雲 -0.2 1054
(187) (0) (283) (584)

ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 21.35 NM 1m60 63.27
59 2444 坂口　雅也 (2) 久居西 0.0 1023

(250) (0) (464) (309)
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 22.73 7m92 NM 58.37

60 2878 中村　慎吾 (3) 名張北 +0.6 998
(166) (362) (0) (470)

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ DSQ,*T8 10m32 NM 61.95
61 807 小嶋　孝明 (2) 南島西 854

(0) (505) (0) (349)
ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ DSQ,*T2 7m91 NM 65.24

62 1324 山中　将汰 (3) 明　和 613
(0) (361) (0) (252)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 24.66 NM NM 69.67
63 2228 小林　鷹斗 (1) 南　郊 0.0 221

(76) (0) (0) (145)
ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 24.02 NM NM 76.82

64 2230 矢口　　潤 (1) 南　郊 +0.4 132
(102) (0) (0) (30)

ﾑｺｳﾊﾗ ﾊﾔﾀ 25.19 NM NM 73.82
65 2229 向原　駿太 (1) 南　郊 +0.6 126

(57) (0) (0) (69)
ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ 18.82 7m97 1m35

2662 森中　剛樹 (2) 松阪西 -0.4 1096
(448) (365) (283)

ｸﾛﾉ ｾｲﾔ 21.20 7m22 1m55
1623 黒野　聖矢 (3) 白　鳥 0.0 1007

(261) (320) (426)
ﾔﾏﾅｶ ﾄｳｺﾞ 21.43 8m69 1m35

1977 山中　統吾 (3) 創　徳 +0.6 935
(245) (407) (283)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ 21.09 7m48 NM
102 中川　裕武 (3) 城　田 -0.2 604

(268) (336) (0)

凡例  



男子　四種競技 110mH

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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

ﾀﾔﾉ ﾖｼｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1 4 3229 田谷野義季 (3) 内　部 15.98 735 1 7 840 山本　悠介 (3) 南　勢 15.21 824

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ

2 2 600 岩田　和希 (3) 小　俣 16.16 715 2 9 2657 菅　　大彰 (3) 松阪西 18.50 477

ﾆｼｸﾎﾞ ｼｭｳ ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ

3 8 2660 西久保　秀 (3) 松阪西 18.30 496 3 6 332 寺田　浩亮 (2) 伊勢港 19.68 375

ﾅｶﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ

4 7 2774 中森　友啓 (3) 和　具 18.69 460 4 3 3136 北原　弘大 (3) 菰　野 20.11 341

ｴﾄｳ ｼｮｳ ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ

5 9 1864 衛藤　　将 (2) 白　子 18.76 454 5 5 2366 稲垣　和寿 (2) 三重大附属 20.15 337

ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ

6 3 920 橋爪　　裕 (3) 北　浜 20.09 342 6 8 447 中村　洋介 (2) 伊勢宮川 21.29 254

ｸﾛﾉ ｾｲﾔ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

7 5 1623 黒野　聖矢 (3) 白　鳥 21.20 261 7 2 1947 山田　淳也 (2) 鼓ヶ浦 22.16 199

ｽｷﾞｷ ﾕｳﾏ ｸﾗﾀ ﾔｽﾀｶ

6 502 杉木　悠馬 (3) 五十鈴 DNS 4 2249 倉田　泰孝 (3) 一身田 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 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ

1 8 1667 菱田　聖也 (3) 神　戸 16.92 633 1 4 440 山口　泰宏 (3) 伊勢宮川 16.87 638

ﾀﾃﾜｷ ﾖｳﾀ ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

2 7 1974 帯刀　洋太 (3) 創　徳 18.76 454 2 7 2475 松下　和弘 (3) 嬉　野 17.10 614

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

3 5 2662 森中　剛樹 (2) 松阪西 18.82 448 3 6 10 西口　大樹 (2) 倉田山 18.92 439

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ

4 2 443 西澤　　団 (3) 伊勢宮川 19.17 418 4 2 204 羽山　知希 (3) 厚　生 20.55 307

ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ

5 4 831 澤村　浩直 (3) 南　勢 20.77 291 5 3 102 中川　裕武 (3) 城　田 21.09 268

ｻﾉ ﾄﾓｷ ﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ

6 9 1952 佐野　智基 (2) 鼓ヶ浦 20.78 290 6 5 1938 田村　謙介 (3) 鼓ヶ浦 21.46 243

ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾀｶ

7 6 3176 松村　大史 (3) 赤　目 21.88 216 7 9 2512 平野　茂孝 (3) 三　雲 22.35 187

ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ ﾁｮｳﾉ ｼｭﾝﾀ

3 3226 大岩　俊介 (3) 内　部 DSQ,*T8 8 1633 長野　俊太 (3) 白　鳥 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ

1 3 603 倉田　純平 (3) 小　俣 15.80 755 1 5 2316 植田　　幹 (3) 高　田 16.78 647

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ

2 6 2315 伊藤　祐人 (3) 高　田 16.29 700 2 2 201 熊野　竜馬 (3) 厚　生 16.86 639

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

3 5 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 17.89 535 3 6 917 中村　　翼 (3) 北　浜 18.98 434

ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ

4 7 103 前村　将人 (3) 城　田 18.09 516 4 7 1676 近藤　星海 (2) 神　戸 19.16 419

ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ

5 8 2972 中舎　賢也 (3) 名張北 19.33 404 5 8 1163 岩崎　亮太 (2) 陵　成 19.29 407

ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

6 4 512 浜崎　聖也 (2) 五十鈴 21.82 220 6 9 2874 松本　和朗 (3) 名張北 21.46 243

ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ

9 200 宮村　捷也 (3) 厚　生 DNS 4 807 小嶋　孝明 (2) 南島西 DSQ,*T8

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ ﾜﾅﾝ ﾕｳﾀ

2 705 井戸本朋也 (3) 度　会 DNS 3 3197 和南　悠太 (1) 赤　目 DNS

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

風:  0.0 風:  -0.1

風:  -0.4 風:  -0.2

風:  0.0 風:  +0.7

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    DNS：欠場  DSQ：失格  *T8：故意にハードルを倒した  *T2：レーン侵害



男子　四種競技 110mH

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

1 6 877 岩田　大輝 (2) 一　志 16.09 723 1 9 2573 原田　玲次 (3) 久　保 16.94 631

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

2 7 1158 小林　義隆 (3) 陵　成 17.98 526 2 8 871 久保田大輝 (3) 一　志 19.29 407

ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ ﾋﾗｵ ｼｮｳ

3 9 709 清水　敬太 (2) 度　会 18.17 508 3 6 2520 平尾　　渉 (3) 三　雲 19.38 400

ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

4 4 2534 森岡　達哉 (2) 三　雲 18.28 498 4 2 2444 坂口　雅也 (2) 久居西 21.35 250

ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ ﾐﾅｸﾞﾁ  ｹﾝﾄ

5 3 3173 杉森　信吾 (3) 赤　目 19.33 404 5 4 771 皆口  健斗 (3) 尾　鷲 21.87 217

ﾀﾏｷ ﾘｮｳ ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾀ

6 5 3139 環　　　稜 (3) 菰　野 19.45 394 6 7 1641 坪内　優太 (2) 白　鳥 22.34 188

ｵｵﾀ ﾏｻﾄ ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

7 2 2478 太田　真登 (2) 嬉　野 21.57 236 7 3 1318 長田　雄希 (3) 明　和 23.28 137

ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ

8 8 415 浦口　雅隆 (2) 二　見 21.66 230 8 5 2228 小林　鷹斗 (1) 南　郊 24.66 76

9組 10組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾀﾁ ｱﾂｼ ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

1 3 2327 舘　　篤志 (2) 高　田 19.79 366 1 7 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 18.02 522

ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

2 2 2582 田端　朔也 (2) 久　保 20.01 348 2 9 2437 稲垣　亮佑 (3) 久居西 19.49 391

ﾔﾏﾅｶ ﾄｳｺﾞ ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾀｶ

3 6 1977 山中　統吾 (3) 創　徳 21.43 245 3 5 1321 松平　理孝 (3) 明　和 20.99 275

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ

4 7 2878 中村　慎吾 (3) 名張北 22.73 166 4 8 2576 山田　隆平 (3) 久　保 21.27 256

ﾑｺｳﾊﾗ ﾊﾔﾀ ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾏ

5 4 2229 向原　駿太 (1) 南　郊 25.19 57 5 4 1981 上田　拓真 (3) 創　徳 21.63 232

ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

8 1324 山中　将汰 (3) 明　和 DSQ,*T2 6 2 878 坂本　大樹 (2) 一　志 21.67 229

ﾍﾞｯｼｮ ﾀﾞｲｽｹ ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

9 2435 別所　大輔 (3) 久居西 DNS 7 6 2230 矢口　　潤 (1) 南　郊 24.02 102

ﾔﾏｼﾞ ﾀﾂｷ ﾆﾜ  ﾋﾛﾀｶ

5 700 山路　　樹 (3) 度　会 DNS 3 769 丹羽  弘貴 (3) 尾　鷲 DNS

風:  0.0 風:  0.0

風:  +0.6 風:  +0.4

凡例    DNS：欠場  DSQ：失格  *T8：故意にハードルを倒した  *T2：レーン侵害



男子　四種競技 砲丸投

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

1組

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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1 34 840 山本　悠介 (3) 南　勢 11m31 × × 11m31 565

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ

2 30 447 中村　洋介 (2) 伊勢宮川 10m68 11m01 × 11m01 546

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ

3 18 807 小嶋　孝明 (2) 南島西 10m32 × × 10m32 505

ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ

4 22 1667 菱田　聖也 (3) 神　戸 9m59 10m21 × 10m21 498

ﾀﾔﾉ ﾖｼｷ

5 4 3229 田谷野義季 (3) 内　部 9m51 9m65 × 9m65 465

ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ

6 14 332 寺田　浩亮 (2) 伊勢港 9m52 × × 9m52 457

ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ

7 21 831 澤村　浩直 (3) 南　勢 8m74 9m28 × 9m28 443

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ

8 6 600 岩田　和希 (3) 小　俣 8m85 8m97 9m24 9m24 440

ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ

9 7 3176 松村　大史 (3) 赤　目 9m13 × × 9m13 434

ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ

10 36 201 熊野　竜馬 (3) 厚　生 8m21 8m50 9m09 9m09 431

ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ

11 40 204 羽山　知希 (3) 厚　生 9m00 × × 9m00 426

ﾆｼｸﾎﾞ ｼｭｳ

12 35 2660 西久保　秀 (3) 松阪西 7m89 8m69 × 8m69 407

ﾅｶﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ

13 1 2774 中森　友啓 (3) 和　具 8m62 8m67 × 8m67 406

ｴﾄｳ ｼｮｳ

14 33 1864 衛藤　　将 (2) 白　子 8m65 × × 8m65 405

ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ

15 8 3226 大岩　俊介 (3) 内　部 8m48 × 8m62 8m62 403

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ

16 32 443 西澤　　団 (3) 伊勢宮川 × 7m47 8m32 8m32 385

ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ

17 12 920 橋爪　　裕 (3) 北　浜 × 8m24 × 8m24 381

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ

18 19 440 山口　泰宏 (3) 伊勢宮川 × 7m95 8m06 8m06 370

ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

19 27 2475 松下　和弘 (3) 嬉　野 7m52 × 8m01 8m01 367

ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

20 38 415 浦口　雅隆 (2) 二　見 7m84 7m98 × 7m98 365

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ

21 2 2662 森中　剛樹 (2) 松阪西 7m65 7m81 7m97 7m97 365

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

22 25 1947 山田　淳也 (2) 鼓ヶ浦 7m74 × × 7m74 351

ﾀﾃﾜｷ ﾖｳﾀ

23 31 1974 帯刀　洋太 (3) 創　徳 7m49 7m73 × 7m73 350

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ

24 9 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 7m41 7m70 × 7m70 349

ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ

25 26 3136 北原　弘大 (3) 菰　野 × 7m69 × 7m69 348

ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

26 13 10 西口　大樹 (2) 倉田山 7m67 × × 7m67 347

ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ

27 5 2657 菅　　大彰 (3) 松阪西 7m06 7m46 7m64 7m64 345

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ

28 37 102 中川　裕武 (3) 城　田 6m91 7m48 × 7m48 336

ﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ

29 17 1938 田村　謙介 (3) 鼓ヶ浦 6m93 7m46 × 7m46 334

ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ

30 24 512 浜崎　聖也 (2) 五十鈴 × 6m99 7m45 7m45 334

ｸﾛﾉ ｾｲﾔ

31 3 1623 黒野　聖矢 (3) 白　鳥 × 7m22 × 7m22 320

ｻﾉ ﾄﾓｷ

32 23 1952 佐野　智基 (2) 鼓ヶ浦 × × 7m12 7m12 314

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    NM：記録なし  DNS：欠場



男子　四種競技 砲丸投

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

1組

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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)
　

ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ

33 15 2366 稲垣　和寿 (2) 三重大附属 × × 6m83 6m83 297

ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾀｶ

29 2512 平野　茂孝 (3) 三　雲 × × × NM

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

20 603 倉田　純平 (3) 小　俣 × × × NM

ﾁｮｳﾉ ｼｭﾝﾀ

28 1633 長野　俊太 (3) 白　鳥 DNS

ｸﾗﾀ ﾔｽﾀｶ

10 2249 倉田　泰孝 (3) 一身田 DNS

ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ

16 200 宮村　捷也 (3) 厚　生 DNS

ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ

39 103 前村　将人 (3) 城　田 DNS

ｽｷﾞｷ ﾕｳﾏ

11 502 杉木　悠馬 (3) 五十鈴 DNS

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子　四種競技 砲丸投

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

2組

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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

1 13 871 久保田大輝 (3) 一　志 13m01 － － 13m01 668

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

2 33 878 坂本　大樹 (2) 一　志 11m08 11m28 － 11m28 563

ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ

3 9 3173 杉森　信吾 (3) 赤　目 10m04 10m34 － 10m34 506

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

4 7 1318 長田　雄希 (3) 明　和 9m35 9m47 － 9m47 454

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

5 28 2315 伊藤　祐人 (3) 高　田 8m79 9m03 9m23 9m23 440

ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ

6 34 2316 植田　　幹 (3) 高　田 8m84 8m85 － 8m85 417

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ

7 36 2576 山田　隆平 (3) 久　保 8m75 － 8m79 8m79 413

ﾔﾏﾅｶ ﾄｳｺﾞ

8 30 1977 山中　統吾 (3) 創　徳 8m18 8m43 8m69 8m69 407

ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

9 5 2874 松本　和朗 (3) 名張北 8m50 － 8m67 8m67 406

ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ

10 35 709 清水　敬太 (2) 度　会 8m44 － － 8m44 392

ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

11 15 2573 原田　玲次 (3) 久　保 8m15 － 8m41 8m41 391

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

12 25 917 中村　　翼 (3) 北　浜 8m28 － × 8m28 383

ﾐﾅｸﾞﾁ  ｹﾝﾄ

13 27 771 皆口  健斗 (3) 尾　鷲 8m08 8m21 － 8m21 379

ﾋﾗｵ ｼｮｳ

14 17 2520 平尾　　渉 (3) 三　雲 7m98 － － 7m98 365

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾀｶ

14 1 1321 松平　理孝 (3) 明　和 × 7m98 × 7m98 365

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

16 21 2878 中村　慎吾 (3) 名張北 7m92 － － 7m92 362

ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ

17 14 1324 山中　将汰 (3) 明　和 7m52 × 7m91 7m91 361

ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾏ

18 39 1981 上田　拓真 (3) 創　徳 7m78 × × 7m78 353

ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ

19 12 2534 森岡　達哉 (2) 三　雲 × 6m92 7m75 7m75 352

ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

20 19 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 7m74 × － 7m74 351

ﾀﾏｷ ﾘｮｳ

21 24 3139 環　　　稜 (3) 菰　野 7m71 7m53 － 7m71 349

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ

22 2 1158 小林　義隆 (3) 陵　成 7m21 7m51 7m68 7m68 347

ｵｵﾀ ﾏｻﾄ

23 20 2478 太田　真登 (2) 嬉　野 7m43 － － 7m43 333

ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ

24 8 2972 中舎　賢也 (3) 名張北 7m38 － － 7m38 330

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ

25 31 1163 岩崎　亮太 (2) 陵　成 7m11 － － 7m11 314

ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ

26 10 2582 田端　朔也 (2) 久　保 6m87 6m89 7m04 7m04 310

ﾀﾁ ｱﾂｼ

27 23 2327 舘　　篤志 (2) 高　田 6m85 － 6m93 6m93 303

ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾀ

6 1641 坪内　優太 (2) 白　鳥 × × × NM

ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ

16 1676 近藤　星海 (2) 神　戸 × × × NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ

11 2228 小林　鷹斗 (1) 南　郊 × × × NM

ﾑｺｳﾊﾗ ﾊﾔﾀ

32 2229 向原　駿太 (1) 南　郊 × × × NM

ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

22 2230 矢口　　潤 (1) 南　郊 × × × NM

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司
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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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男子　四種競技 砲丸投
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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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
主催：(財)日本陸上競技連盟・(財)日本中学校体育連盟
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ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

26 2437 稲垣　亮佑 (3) 久居西 × × × NM

ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

18 2444 坂口　雅也 (2) 久居西 × × × NM

ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

38 877 岩田　大輝 (2) 一　志 × × × NM

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子　四種競技 走高跳
審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾔﾉ ﾖｼｷ － － － － ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

1 23 3229 田谷野義季 (3) 内　部 × × ○ × × － 1m77 602

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ － － － × ○ ○ ○ × × ×

2 3 440 山口　泰宏 (3) 伊勢宮川 1m60 464

ｴﾄｳ ｼｮｳ － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 15 1864 衛藤　　将 (2) 白　子 1m60 464

ﾅｶﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ － － － × ○ × ○ × × ○ × × ×

4 20 2774 中森　友啓 (3) 和　具 1m60 464

ｸﾛﾉ ｾｲﾔ － － － ○ ○ × × ×

5 21 1623 黒野　聖矢 (3) 白　鳥 1m55 426

ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ － － － ○ ○ × × ×

5 19 920 橋爪　　裕 (3) 北　浜 1m55 426

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ － － － ○ ○ × × ×

5 18 600 岩田　和希 (3) 小　俣 1m55 426

ﾆｼｸﾎﾞ ｼｭｳ － － ○ ○ × × ○ × × ×

8 16 2660 西久保　秀 (3) 松阪西 1m55 426

ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

9 5 1667 菱田　聖也 (3) 神　戸 1m55 426

ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ － ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

9 13 2366 稲垣　和寿 (2) 三重大附属 1m55 426

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

11 1 1947 山田　淳也 (2) 鼓ヶ浦 1m55 426

ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ ○ × ○ × ○ ○ × × ×

12 11 2657 菅　　大彰 (3) 松阪西 1m50 389

ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ ○ ○ ○ × × ×

13 6 3226 大岩　俊介 (3) 内　部 1m45 352

ｻﾉ ﾄﾓｷ ○ ○ ○ × × ×

13 8 1952 佐野　智基 (2) 鼓ヶ浦 1m45 352

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ － － ○ × × ×

13 14 840 山本　悠介 (3) 南　勢 1m45 352

ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ － － ○ × × ×

13 7 3176 松村　大史 (3) 赤　目 1m45 352

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ ○ ○ × ○ × × ×

17 10 447 中村　洋介 (2) 伊勢宮川 1m45 352

ﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ ○ ○ × × ×

18 12 1938 田村　謙介 (3) 鼓ヶ浦 1m40 317

ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ ○ × × ×

19 4 332 寺田　浩亮 (2) 伊勢港 1m35 283

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ × × ○ × × ×

20 9 2662 森中　剛樹 (2) 松阪西 1m35 283

ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ － － × × ×

2 831 澤村　浩直 (3) 南　勢 0 NM

1m55 1m60 1m65 1m681m35
1m77

1m40
1m80

1m45 1m50 1m71 1m74
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主催：(財)日本陸上競技連盟・(財)日本中学校体育連盟
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男子　四種競技 走高跳
審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

1 24 204 羽山　知希 (3) 厚　生 1m60 464

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 6 2315 伊藤　祐人 (3) 高　田 1m55 426

ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ － ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

3 5 10 西口　大樹 (2) 倉田山 1m55 426

ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

4 3 2316 植田　　幹 (3) 高　田 1m55 426

ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ ○ ○ ○ ○ × × ×

5 16 2874 松本　和朗 (3) 名張北 1m50 389

ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ ○ ○ × × ×

6 13 1676 近藤　星海 (2) 神　戸 1m40 317

ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ ○ ○ × × ×

6 21 415 浦口　雅隆 (2) 二　見 1m40 317

ﾀﾃﾜｷ ﾖｳﾀ ○ × ○ × × ×

8 29 1974 帯刀　洋太 (3) 創　徳 1m40 317

ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ○ × ○ × × ×

8 2 2475 松下　和弘 (3) 嬉　野 1m40 317

ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ ○ × ○ × × ×

8 12 201 熊野　竜馬 (3) 厚　生 1m40 317

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ × ○ × ○ × × ×

11 1 603 倉田　純平 (3) 小　俣 1m40 317

ｵｵﾀ ﾏｻﾄ ○ × × ×

12 14 2478 太田　真登 (2) 嬉　野 1m35 283

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ ○ × × ×

12 7 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 1m35 283

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ ○ × × ×

12 9 1158 小林　義隆 (3) 陵　成 1m35 283

ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ × ○ × × ×

15 30 3136 北原　弘大 (3) 菰　野 1m35 283

ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ × ○ × × ×

15 10 512 浜崎　聖也 (2) 五十鈴 1m35 283

ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ × ○ × × ×

15 19 3173 杉森　信吾 (3) 赤　目 1m35 283

ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ × ○ × × ×

15 20 2972 中舎　賢也 (3) 名張北 1m35 283

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ × ○ × × ×

15 26 1163 岩崎　亮太 (2) 陵　成 1m35 283

ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾀｶ × × ○ × × ×

20 31 2512 平野　茂孝 (3) 三　雲 1m35 283

ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ × × ○ × × ×

20 4 2534 森岡　達哉 (2) 三　雲 1m35 283

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ × × ○ × × ×

20 22 917 中村　　翼 (3) 北　浜 1m35 283

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ × × ×

27 443 西澤　　団 (3) 伊勢宮川 0 NM

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ ／

15 102 中川　裕武 (3) 城　田 0 NM

ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ ／

11 103 前村　将人 (3) 城　田 0 NM

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ × × ×

25 807 小嶋　孝明 (2) 南島西 0 NM

ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ × × ×

23 709 清水　敬太 (2) 度　会 0 NM

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m68

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子　四種競技 走高跳
審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

3組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 2 2444 坂口　雅也 (2) 久居西 1m60 464

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

2 10 871 久保田大輝 (3) 一　志 1m60 464

ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 8 2437 稲垣　亮佑 (3) 久居西 1m50 389

ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ － ○ ○ ○ × × ×

3 26 877 岩田　大輝 (2) 一　志 1m50 389

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ○ ○ ○ × × ×

5 13 878 坂本　大樹 (2) 一　志 1m45 352

ﾋﾗｵ ｼｮｳ ○ ○ × ○ × × ×

6 24 2520 平尾　　渉 (3) 三　雲 1m45 352

ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ ○ ○ × ○ × × ×

6 4 2573 原田　玲次 (3) 久　保 1m45 352

ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ ○ × ○ × ○ × × ×

8 25 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 1m45 352

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ ○ × ○ × × ×

9 14 1318 長田　雄希 (3) 明　和 1m40 317

ﾀﾏｷ ﾘｮｳ ○ × × ×

10 22 3139 環　　　稜 (3) 菰　野 1m35 283

ﾔﾏﾅｶ ﾄｳｺﾞ × ○ × × ×

11 5 1977 山中　統吾 (3) 創　徳 1m35 283

ﾀﾁ ｱﾂｼ × ○ × × ×

11 18 2327 舘　　篤志 (2) 高　田 1m35 283

ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾀ × × ×

23 1641 坪内　優太 (2) 白　鳥 0 NM

ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾏ × × ×

12 1981 上田　拓真 (3) 創　徳 0 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ × × ×

15 2228 小林　鷹斗 (1) 南　郊 0 NM

ﾑｺｳﾊﾗ ﾊﾔﾀ × × ×

3 2229 向原　駿太 (1) 南　郊 0 NM

ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ × × ×

7 2230 矢口　　潤 (1) 南　郊 0 NM

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ × × ×

1 2576 山田　隆平 (3) 久　保 0 NM

ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ × × ×

11 2582 田端　朔也 (2) 久　保 0 NM

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾀｶ × × ×

9 1321 松平　理孝 (3) 明　和 0 NM

ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ × × ×

19 1324 山中　将汰 (3) 明　和 0 NM

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ × × ×

16 2878 中村　慎吾 (3) 名張北 0 NM

ﾐﾅｸﾞﾁ  ｹﾝﾄ × × ×

17 771 皆口  健斗 (3) 尾　鷲 0 NM

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



男子　四種競技 400m

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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

ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾀｶ ﾐﾅｸﾞﾁ  ｹﾝﾄ

1 7 2512 平野　茂孝 (3) 三　雲 55.37 584 1 3 771 皆口  健斗 (3) 尾　鷲 56.93 524

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾏ

2 6 807 小嶋　孝明 (2) 南島西 61.95 349 2 4 1981 上田　拓真 (3) 創　徳 57.00 521

ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ

3 8 1324 山中　将汰 (3) 明　和 65.24 252 3 2 2582 田端　朔也 (2) 久　保 57.52 501

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

4 3 2228 小林　鷹斗 (1) 南　郊 69.67 145 4 9 2878 中村　慎吾 (3) 名張北 58.37 470

ﾑｺｳﾊﾗ ﾊﾔﾀ ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾀｶ

5 4 2229 向原　駿太 (1) 南　郊 73.82 69 5 6 1321 松平　理孝 (3) 明　和 59.80 420

ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ

6 5 2230 矢口　　潤 (1) 南　郊 76.82 30 6 8 2576 山田　隆平 (3) 久　保 60.07 411

ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ

2 1641 坪内　優太 (2) 白　鳥 DNS 5 102 中川　裕武 (3) 城　田 DNS

ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ

7 103 前村　将人 (3) 城　田 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 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ

1 4 443 西澤　　団 (3) 伊勢宮川 55.29 587 1 7 3136 北原　弘大 (3) 菰　野 54.47 620

ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ

2 8 831 澤村　浩直 (3) 南　勢 56.22 551 2 9 709 清水　敬太 (2) 度　会 58.60 462

ｵｵﾀ ﾏｻﾄ ﾀﾁ ｱﾂｼ

3 5 2478 太田　真登 (2) 嬉　野 58.59 462 3 6 2327 舘　　篤志 (2) 高　田 59.33 436

ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ ｻﾉ ﾄﾓｷ

4 2 1676 近藤　星海 (2) 神　戸 60.06 411 4 2 1952 佐野　智基 (2) 鼓ヶ浦 63.22 310

ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

5 7 3226 大岩　俊介 (3) 内　部 60.91 383 5 5 415 浦口　雅隆 (2) 二　見 64.41 275

ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

6 3 512 浜崎　聖也 (2) 五十鈴 61.60 360 6 4 1318 長田　雄希 (3) 明　和 65.54 244

ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ

7 6 2437 稲垣　亮佑 (3) 久居西 62.26 339 7 3 1938 田村　謙介 (3) 鼓ヶ浦 67.01 206

ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ ﾔﾏﾅｶ ﾄｳｺﾞ

8 9 2444 坂口　雅也 (2) 久居西 63.27 309 8 1977 山中　統吾 (3) 創　徳 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

1 3 2972 中舎　賢也 (3) 名張北 56.00 559 1 3 917 中村　　翼 (3) 北　浜 56.69 533

ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2 6 2874 松本　和朗 (3) 名張北 60.25 405 2 7 603 倉田　純平 (3) 小　俣 59.00 448

ﾀﾏｷ ﾘｮｳ ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

3 8 3139 環　　　稜 (3) 菰　野 60.83 385 3 6 877 岩田　大輝 (2) 一　志 59.77 421

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ

4 7 1163 岩崎　亮太 (2) 陵　成 64.53 272 4 8 332 寺田　浩亮 (2) 伊勢港 62.05 346

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ﾋﾗｵ ｼｮｳ

5 2 1947 山田　淳也 (2) 鼓ヶ浦 64.98 259 5 5 2520 平尾　　渉 (3) 三　雲 62.62 328

ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ

6 9 3176 松村　大史 (3) 赤　目 66.87 210 6 2 2534 森岡　達哉 (2) 三　雲 65.30 251

ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ ﾀﾃﾜｷ ﾖｳﾀ

7 4 2366 稲垣　和寿 (2) 三重大附属 67.26 200 7 9 1974 帯刀　洋太 (3) 創　徳 67.48 195

ｸﾛﾉ ｾｲﾔ ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ

5 1623 黒野　聖矢 (3) 白　鳥 DNS 4 2662 森中　剛樹 (2) 松阪西 DNS

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    DNS：欠場



男子　四種競技 400m

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)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ ﾆｼｸﾎﾞ ｼｭｳ

1 2 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 56.50 540 1 3 2660 西久保　秀 (3) 松阪西 54.17 633

ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

2 7 3173 杉森　信吾 (3) 赤　目 56.71 532 2 2 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 55.07 596

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

3 6 878 坂本　大樹 (2) 一　志 59.12 444 3 6 2573 原田　玲次 (3) 久　保 56.23 550

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

4 3 1158 小林　義隆 (3) 陵　成 60.89 383 4 8 2475 松下　和弘 (3) 嬉　野 56.41 543

ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ ﾅｶﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ

5 8 920 橋爪　　裕 (3) 北　浜 61.08 377 5 7 2774 中森　友啓 (3) 和　具 58.93 450

ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

6 4 204 羽山　知希 (3) 厚　生 61.65 359 6 5 10 西口　大樹 (2) 倉田山 59.20 441

ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ

7 9 2657 菅　　大彰 (3) 松阪西 61.70 357 7 9 201 熊野　竜馬 (3) 厚　生 59.63 426

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ ｴﾄｳ ｼｮｳ

8 5 447 中村　洋介 (2) 伊勢宮川 63.13 313 8 4 1864 衛藤　　将 (2) 白　子 63.92 290

9組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ

1 6 1667 菱田　聖也 (3) 神　戸 54.80 607

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

2 7 2315 伊藤　祐人 (3) 高　田 56.12 555

ﾀﾔﾉ ﾖｼｷ

3 5 3229 田谷野義季 (3) 内　部 56.22 551

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ

4 8 600 岩田　和希 (3) 小　俣 56.91 524

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ

5 2 440 山口　泰宏 (3) 伊勢宮川 57.20 513

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

6 3 871 久保田大輝 (3) 一　志 59.30 437

ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ

7 9 2316 植田　　幹 (3) 高　田 60.17 407

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

8 4 840 山本　悠介 (3) 南　勢 60.64 392

凡例    DNS：欠場



女子　四種競技

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        
東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        
　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        
　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)
全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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
ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 14.82 1m41 7m35 26.64

1 1387 辻　　彩美 (3) 山　手 +0.6 -1.4 2488
(866) (523) (357) (742)

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ 15.39 1m35 9m41 28.29
2 863 髙松　麻妃 (3) 南　勢 +0.6 -1.4 2350

(791) (460) (491) (608)
ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 15.03 1m25 10m24 28.91

3 881 池田　円香 (3) 一　志 0.0 -1.4 2303
(838) (359) (545) (561)

ﾄｳｶｲ ﾘｶ 16.78 1m41 9m07 27.93
4 868 東海　里香 (2) 南　勢 0.0 -1.4 2250

(622) (523) (469) (636)
ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 15.78 1m20 9m26 27.30

5 70 石原　瑞穂 (3) 玉　城 +0.2 -1.4 2221
(741) (312) (481) (687)

ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ 16.64 1m38 8m65 28.93
6 409 藪木　彩乃 (3) 二　見 +0.6 -1.4 2129

(638) (491) (441) (559)
ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ 16.83 1m41 9m03 29.59

7 111 立野　文香 (3) 城　田 +0.6 -1.4 2116
(616) (523) (466) (511)

ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 15.74 1m25 7m30 27.89
8 2219 松田　明里 (3) 南　郊 +0.6 -1.3 2099

(746) (359) (354) (640)
ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ 16.15 1m30 8m20 28.96

9 633 片山　聖菜 (3) 小　俣 +0.2 -1.4 2074
(696) (409) (412) (557)

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ 15.78 1m15 6m75 27.36
10 719 森本　真由 (2) 度　会 0.0 -0.6 2008

(741) (266) (319) (682)
ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 16.06 1m20 8m16 28.98

11 255 中村　恵理 (2) 厚　生 +0.2 -1.3 1985
(707) (312) (410) (556)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 16.73 1m30 7m60 28.97
12 533 山本　佳奈 (2) 五十鈴 0.0 -1.3 1966

(627) (409) (374) (556)
ﾌｸﾁ ﾏﾘﾅ 16.36 1m25 7m28 28.82

13 894 福地真梨奈 (2) 一　志 +0.9 -1.3 1951
(671) (359) (353) (568)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ 17.98 1m47 8m33 30.45
14 2924 中島　晶子 (2) 名張北 0.0 -1.3 1951

(491) (588) (421) (451)
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ 18.33 1m38 7m09 27.65

15 521 下村真有子 (3) 五十鈴 +0.2 -0.6 1946
(455) (491) (341) (659)

ｶﾜｷﾞｼ ﾐｻｷ 16.33 1m25 6m81 28.77
16 895 川岸　美咲 (2) 一　志 +0.6 -0.6 1927

(674) (359) (323) (571)
ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 17.03 1m20 9m12 29.06

17 637 西田　裕美 (3) 小　俣 0.0 -1.3 1927
(593) (312) (472) (550)

ﾊｯﾄﾘ ｱﾝﾅ 15.97 1m25 7m61 30.15
18 2547 服部　杏奈 (3) 三　雲 0.0 -1.3 1923

(718) (359) (374) (472)
ﾀｹﾓﾄ ﾏﾐ 16.80 1m25 8m54 29.98

19 930 竹本　真望 (3) 北　浜 0.0 -1.3 1895
(619) (359) (434) (483)

ｲｻｶ ﾐｷ 18.00 1m15 10m47 28.87
20 489 井坂　美来 (3) 伊勢宮川 +0.2 -0.6 1878

(488) (266) (560) (564)
ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ 18.05 1m41 7m39 30.05

21 1929 寺前　由紀 (3) 天　栄 0.0 -0.6 1845
(483) (523) (360) (479)

ﾐﾂﾓﾄ ｱﾔﾉ 16.35 1m20 6m50 29.15
22 1898 光本　彩乃 (3) 白　子 0.0 -0.6 1830

(672) (312) (303) (543)
ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ 17.01 1m20 7m10 28.68

23 2501 竹村　若奈 (2) 嬉　野 0.0 -0.8 1826
(595) (312) (341) (578)

ｲﾀﾆ ｻｷ 17.38 1m25 7m15 29.02
24 3003 井谷　早稀 (3) 潮　南 +0.9 -0.8 1811

(554) (359) (345) (553)
ﾀﾅｶ ﾚﾅ 16.40 1m15 6m71 29.17

25 2426 田中　伶奈 (3) 久　居 0.0 -0.8 1790
(666) (266) (316) (542)

ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ 16.86 1m20 7m49 29.80
26 2780 城山萌菜美 (3) 和　具 +0.2 -0.6 1786

(612) (312) (366) (496)
ｲｹﾓﾘ ｼﾎ 20.49 1m20 12m24 30.26

27 72 池森　史保 (3) 玉　城 0.0 -0.8 1716
(263) (312) (677) (464)

ｷﾀｸﾞﾁ ｱｶﾘ 17.34 1m15 7m79 29.81
28 1910 北口明香里 (2) 白　子 +0.6 -0.8 1706

(559) (266) (386) (495)
ﾔﾏﾈ ﾒｲ 19.53 1m38 7m62 29.86

29 472 山根　芽衣 (1) 伊勢宮川 0.0 -0.8 1700
(342) (491) (375) (492)

ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ 17.24 1m15 7m85 30.35
30 29 角谷　　悠 (2) 倉田山 0.0 -0.8 1684

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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  



女子　四種競技

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        
東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        
　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        
　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)
全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

(570) (266) (390) (458)
ﾀﾅｶ ﾏｲ 18.58 1m15 9m17 29.76

31 2425 田中　　舞 (3) 久　居 +0.2 -1.0 1670
(430) (266) (475) (499)

ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 18.76 1m41 7m01 31.30
32 2930 田中千明日 (2) 名張北 +0.6 -0.6 1667

(413) (523) (336) (395)
ﾖｺｵ ﾐﾂｷ 18.04 1m25 7m05 30.13

33 2952 横尾　美月 (3) 霊　峰 0.0 -1.0 1654
(484) (359) (338) (473)

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ 17.77 1m20 5m98 29.31
34 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 0.0 -1.0 1625

(512) (312) (270) (531)
ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ 17.27 1m25 6m46 31.32

35 2333 山本和佳奈 (3) 高　田 0.0 -0.8 1620
(566) (359) (301) (394)

ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 19.83 1m38 7m00 30.38
36 1351 野田奈津実 (2) 明　和 +0.6 -1.0 1598

(316) (491) (335) (456)
ﾑﾗﾀ ﾅﾎ 17.53 1m20 6m61 30.69

37 2623 村田　奈穂 (3) 松阪東部 +0.9 -1.0 1595
(538) (312) (310) (435)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ 17.27 1m25 NM 27.80
38 2222 金澤　　凪 (2) 南　郊 0.0 -2.0 1572

(566) (359) (0) (647)
ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ 18.50 1m20 6m47 29.77

39 230 角前　温子 (3) 厚　生 +0.2 -1.0 1549
(438) (312) (301) (498)

ﾐﾈﾀ ﾘｺ 17.62 1m15 5m89 29.90
40 3132 峰田　莉子 (3) 菰　野 +0.6 -1.0 1547

(528) (266) (264) (489)
ｶﾄｳ ﾘﾅ 20.94 1m20 8m68 29.22

41 1348 加藤　里菜 (2) 明　和 +0.6 -2.0 1522
(229) (312) (443) (538)

ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ 19.36 1m41 6m26 31.99
42 2921 岩崎　　栞 (3) 名張北 +0.6 -1.0 1520

(357) (523) (288) (352)
ﾔﾉ ｺｺﾛ 20.53 1m35 6m22 29.99

43 721 矢野こころ (2) 度　会 +0.6 -2.0 1488
(260) (460) (285) (483)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｶ 19.81 1m20 9m57 32.05
44 2004 内山　朋香 (3) 創　徳 0.0 -1.0 1479

(318) (312) (501) (348)
ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ 18.73 1m25 7m34 32.16

45 2498 池川　咲良 (2) 嬉　野 +0.2 -1.0 1474
(416) (359) (357) (342)

ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ 18.91 1m15 7m21 30.32
46 2550 平松　愛由 (2) 三　雲 +0.6 -1.0 1473

(399) (266) (348) (460)
ｺﾐｿﾞ ﾏｵ 20.28 1m25 6m56 29.74

47 1191 小溝　真央 (2) 陵　成 +0.6 -2.0 1445
(279) (359) (307) (500)

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ 18.91 1m25 6m00 31.30
48 724 嶋田　真奈 (3) 南　島 +0.2 -1.0 1424

(399) (359) (271) (395)
ﾅｶｼﾏ ｶｵﾘ 19.79 1m30 6m39 31.42

49 1182 中島　香織 (3) 陵　成 +0.6 -1.0 1412
(320) (409) (296) (387)

ﾜﾀﾞﾐ ﾏｷ 19.37 1m15 8m69 32.29
50 1902 和田見　蒔 (3) 白　子 0.0 -1.0 1401

(357) (266) (444) (334)
ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ 20.88 1m20 6m93 29.43

51 3207 吉田有里沙 (3) 赤　目 0.0 -1.7 1399
(233) (312) (331) (523)

ﾃﾗｻｶ ﾐｶ 19.26 1m15 8m49 32.37
52 2011 寺坂　美香 (3) 創　徳 0.0 -1.0 1392

(366) (266) (431) (329)
ﾔｽﾀﾞ ｼﾎ 20.34 1m15 6m77 29.77

53 2380 安田　志帆 (2) 三重大附属 +0.9 -1.7 1359
(275) (266) (320) (498)

ｽｷﾞｻｶ ﾕｳﾅ 20.89 1m30 6m23 30.78
54 24 杉坂　柚那 (2) 倉田山 +0.6 -2.0 1357

(233) (409) (286) (429)
ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ 19.07 1m15 5m88 31.04

55 2951 森田　夏実 (3) 霊　峰 +0.9 -2.0 1326
(384) (266) (264) (412)

ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ 21.68 1m25 7m38 30.86
56 69 中山　愛理 (3) 玉　城 +0.6 -1.7 1320

(178) (359) (359) (424)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ 21.45 1m35 6m53 31.90

57 2385 渡辺ありさ (2) 三重大附属 0.0 -2.0 1316
(193) (460) (305) (358)

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ 20.41 1m20 7m18 31.69
58 410 北村　真悠 (3) 二　見 0.0 -2.0 1299

(269) (312) (347) (371)
ｶﾐｸﾘ ﾘﾅ 20.24 1m15 6m33 30.49

59 3221 上栗　里奈 (1) 赤　目 0.0 -1.7 1289
(283) (266) (292) (448)

ｲｿﾍﾞ ﾅﾂﾐ 21.61 1m25 6m48 30.56

凡例  



女子　四種競技

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        
東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        
　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        
　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)
全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

60 2008 磯部なつみ (3) 創　徳 +0.6 -1.7 1287
(182) (359) (302) (444)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 20.73 1m20 6m57 31.43
61 1238 小林　亜実 (3) 大　安 0.0 -1.7 1251

(244) (312) (308) (387)
ｲｼﾀﾞ ﾕｲ 18.13 1m15 NM 29.63

62 2546 石田　佑衣 (3) 三　雲 0.0 -1.5 1249
(475) (266) (0) (508)

ﾊﾔｼ ﾅｵ 20.99 1m15 8m00 32.07
63 935 林　　直音 (2) 北　浜 +0.2 -1.7 1237

(225) (266) (399) (347)
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 23.11 1m25 7m51 31.17

64 866 田中　里奈 (2) 南　勢 +0.6 -1.7 1226
(96) (359) (368) (403)

ﾀﾂｸﾞﾁ ｱﾔｶ 22.51 1m20 6m42 30.43
65 3220 辰口　綾加 (1) 赤　目 +0.2 -1.5 1189

(127) (312) (298) (452)
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ 20.76 1m20 5m87 31.85

66 2379 森本　麻海 (2) 三重大附属 +0.6 -1.5 1178
(242) (312) (263) (361)

ｵｸﾑﾗ ﾂｶｻ 22.25 NM 11m89 31.74
67 128 奥村つかさ (3) 城　田 0.0 -1.5 1163

(142) (0) (654) (367)
ｲﾄｳ ﾎﾅﾐ 23.08 1m20 6m56 30.80

68 1184 伊藤保奈美 (3) 陵　成 0.0 -1.5 1144
(97) (312) (307) (428)

ﾋｶﾞｼ ﾐｶ 19.23 NM 7m09 30.94
69 231 東　　美佳 (3) 厚　生 0.0 -1.5 1128

(369) (0) (341) (418)
ﾀﾞｲ ｶﾅｴ 20.02 NM 7m20 30.09

70 423 臺　　華苗 (2) 二　見 0.0 -1.4 1125
(301) (0) (348) (476)

ｱｻﾉ ﾐﾗｲ 21.70 1m20 6m37 32.22
71 2790 浅野　未来 (2) 和　具 0.0 -1.5 1121

(176) (312) (295) (338)
ﾅｶｾｺ ﾏｷ 20.26 NM 7m83 30.83

72 1344 中世古麻妃 (3) 明　和 +0.9 -1.4 1095
(281) (0) (388) (426)

ｷｼ ﾏﾕ 22.04 1m20 6m49 32.84
73 3005 岸　　真由 (3) 潮　南 0.0 -1.5 1071

(155) (312) (302) (302)
ｵｵﾂｷ ﾐﾚｲ 23.34 1m15 6m50 31.50

74 2683 大槻　美玲 (2) 松阪西 +0.9 -1.4 1036
(85) (266) (303) (382)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 19.98 1m15 NM 31.05
75 718 中村　亜矢 (2) 度　会 0.0 -1.4 981

(304) (266) (0) (411)
ｲﾄｳ ｶｽﾐ 20.85 NM 6m84 32.08

76 2220 伊藤　香純 (2) 南　郊 +0.6 -1.4 908
(236) (0) (325) (347)

ﾔﾀﾞ ｶﾘﾝ 20.74 NM 6m59 32.50
77 2793 矢田　佳凛 (2) 和　具 0.0 -1.4 875

(244) (0) (309) (322)
ｼﾓﾑﾗ ｻｷ 22.13 1m20 NM 33.38

78 2684 下村　咲妃 (2) 松阪西 +0.6 -1.4 734
(150) (312) (0) (272)

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 21.24 NM NM 30.25
79 1969 谷川　円香 (2) 鼓ヶ浦 0.0 -2.5 672

(207) (0) (0) (465)
ﾐﾔｼﾞ ﾏﾕ 20.97 NM NM 30.69

80 1930 宮路　真由 (1) 天　栄 +0.9 -2.5 662
(227) (0) (0) (435)

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾉｶ 23.01 1m15 NM 34.17
81 2344 松村　好夏 (2) 高　田 +0.2 -1.4 598

(101) (266) (0) (231)
ﾉﾏ ｱｲｶ 21.14 NM NM 32.64

82 157 野間　愛加 (1) 城　田 0.0 -2.5 529
(215) (0) (0) (314)

ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ 15.36 1m20 NM
1203 蛭川あかね (3) 多　度 +0.2 1107

(795) (312) (0)

凡例  



女子　四種競技 走高跳
審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ×

1 13 2924 中島　晶子 (2) 名張北 1m47 588

ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 20 1929 寺前　由紀 (3) 天　栄 1m41 523

ﾄｳｶｲ ﾘｶ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

2 15 868 東海　里香 (2) 南　勢 1m41 523

ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

4 12 1387 辻　　彩美 (3) 山　手 1m41 523

ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

5 8 111 立野　文香 (3) 城　田 1m41 523

ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 10 2921 岩崎　　栞 (3) 名張北 1m41 523

ﾀﾅｶ ﾁｱｷ － － × ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

7 16 2930 田中千明日 (2) 名張北 1m41 523

ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

8 7 409 藪木　彩乃 (3) 二　見 1m38 491

ﾔﾏﾈ ﾒｲ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

9 11 472 山根　芽衣 (1) 伊勢宮川 1m38 491

ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

10 18 1351 野田奈津実 (2) 明　和 1m38 491

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

11 17 863 髙松　麻妃 (3) 南　勢 1m35 460

ﾔﾉ ｺｺﾛ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

11 5 721 矢野こころ (2) 度　会 1m35 460

ｽｷﾞｻｶ ﾕｳﾅ ○ ○ ○ × ○ × × ×

13 9 24 杉坂　柚那 (2) 倉田山 1m30 409

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ － － ○ × × ○ × × ×

14 14 533 山本　佳奈 (2) 五十鈴 1m30 409

ﾅｶｼﾏ ｶｵﾘ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

15 3 1182 中島　香織 (3) 陵　成 1m30 409

ﾀﾅｶ ﾘﾅ ○ ○ × × ○ × × ×

16 4 866 田中　里奈 (2) 南　勢 1m25 359

ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ ○ ○ ／

17 2 1203 蛭川あかね (3) 多　度 1m20 312

ﾋｶﾞｼ ﾐｶ － － － － － － － × × ×

21 231 東　　美佳 (3) 厚　生 0 NM

1m35 1m38 1m41 1m441m15
1m53

1m20
1m56

1m25 1m30 1m47 1m50

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　四種競技 走高跳
審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

1 26 521 下村真有子 (3) 五十鈴 1m38 491

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 33 633 片山　聖菜 (3) 小　俣 1m30 409

ｲｿﾍﾞ ﾅﾂﾐ ○ ○ ○ × × ×

3 31 2008 磯部なつみ (3) 創　徳 1m25 359

ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ ○ ○ ○ × × ×

3 13 881 池田　円香 (3) 一　志 1m25 359

ﾊｯﾄﾘ ｱﾝﾅ × ○ × × ○ ○ × × ×

5 10 2547 服部　杏奈 (3) 三　雲 1m25 359

ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ ○ ○ × ○ × × ×

6 22 2333 山本和佳奈 (3) 高　田 1m25 359

ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ ○ ○ × ○ × × ×

6 19 2498 池川　咲良 (2) 嬉　野 1m25 359

ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ ○ ○ × ○ × × ×

6 29 69 中山　愛理 (3) 玉　城 1m25 359

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ ○ ○ × ○ × × ×

6 20 724 嶋田　真奈 (3) 南　島 1m25 359

ｺﾐｿﾞ ﾏｵ ○ ○ × ○ × × ×

6 32 1191 小溝　真央 (2) 陵　成 1m25 359

ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ － ○ × × ○ × × ×

11 28 2219 松田　明里 (3) 南　郊 1m25 359

ﾀｹﾓﾄ ﾏﾐ ○ ○ × × ○ × × ×

11 11 930 竹本　真望 (3) 北　浜 1m25 359

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ ○ ○ × × ×

13 17 410 北村　真悠 (3) 二　見 1m20 312

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ ○ ○ × × ×

13 8 637 西田　裕美 (3) 小　俣 1m20 312

ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ ○ ○ × × ×

13 25 70 石原　瑞穂 (3) 玉　城 1m20 312

ｱｻﾉ ﾐﾗｲ ○ ○ × × ×

13 14 2790 浅野　未来 (2) 和　具 1m20 312

ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ ○ ○ × × ×

13 5 3207 吉田有里沙 (3) 赤　目 1m20 312

ﾀﾂｸﾞﾁ ｱﾔｶ ○ ○ × × ×

13 24 3220 辰口　綾加 (1) 赤　目 1m20 312

ｲﾄｳ ﾎﾅﾐ ○ ○ × × ×

13 30 1184 伊藤保奈美 (3) 陵　成 1m20 312

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ × ○ ○ × × ×

20 4 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 1m20 312

ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ × ○ × ○ × × ×

21 9 230 角前　温子 (3) 厚　生 1m20 312

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ ○ × × ○ × × ×

22 15 255 中村　恵理 (2) 厚　生 1m20 312

ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ ○ × × ○ × × ×

22 27 2780 城山萌菜美 (3) 和　具 1m20 312

ﾃﾗｻｶ ﾐｶ ○ × × ×

24 7 2011 寺坂　美香 (3) 創　徳 1m15 266

ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ ○ × × ×

24 21 29 角谷　　悠 (2) 倉田山 1m15 266

ｲｻｶ ﾐｷ ○ × × ×

24 16 489 井坂　美来 (3) 伊勢宮川 1m15 266

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ ○ × × ×

24 3 719 森本　真由 (2) 度　会 1m15 266

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾉｶ × ○ × × ×

28 18 2344 松村　好夏 (2) 高　田 1m15 266

ﾀﾅｶ ﾏｲ × ○ × × ×

28 6 2425 田中　　舞 (3) 久　居 1m15 266

ﾀﾅｶ ﾚﾅ × ○ × × ×

28 1 2426 田中　伶奈 (3) 久　居 1m15 266

1m47 1m501m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41 1m44

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　四種競技 走高跳
審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

3組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 31 2385 渡辺ありさ (2) 三重大附属 1m35 460

ﾖｺｵ ﾐﾂｷ ○ ○ ○ × × ×

2 3 2952 横尾　美月 (3) 霊　峰 1m25 359

ｶﾜｷﾞｼ ﾐｻｷ ○ × ○ ○ × × ×

3 7 895 川岸　美咲 (2) 一　志 1m25 359

ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ ○ × × ○ ○ × × ×

4 8 2222 金澤　　凪 (2) 南　郊 1m25 359

ﾌｸﾁ ﾏﾘﾅ × ○ × × ○ × ○ × × ×

5 18 894 福地真梨奈 (2) 一　志 1m25 359

ｲﾀﾆ ｻｷ ○ ○ × × ○ × × ×

6 22 3003 井谷　早稀 (3) 潮　南 1m25 359

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ ○ ○ × × ×

7 2 1238 小林　亜実 (3) 大　安 1m20 312

ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ ○ ○ × × ×

7 32 2501 竹村　若奈 (2) 嬉　野 1m20 312

ﾑﾗﾀ ﾅﾎ ○ ○ × × ×

7 19 2623 村田　奈穂 (3) 松阪東部 1m20 312

ｲｹﾓﾘ ｼﾎ ○ ○ × × ×

7 24 72 池森　史保 (3) 玉　城 1m20 312

ｷｼ ﾏﾕ ○ ○ × × ×

7 26 3005 岸　　真由 (3) 潮　南 1m20 312

ｼﾓﾑﾗ ｻｷ ○ × ○ × × ×

12 21 2684 下村　咲妃 (2) 松阪西 1m20 312

ﾐﾂﾓﾄ ｱﾔﾉ ○ × × ○ × × ×

13 12 1898 光本　彩乃 (3) 白　子 1m20 312

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｶ ○ × × ○ × × ×

13 30 2004 内山　朋香 (3) 創　徳 1m20 312

ｶﾄｳ ﾘﾅ ○ × × ○ × × ×

13 20 1348 加藤　里菜 (2) 明　和 1m20 312

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ × × ○ × × ○ × × ×

16 16 2379 森本　麻海 (2) 三重大附属 1m20 312

ﾐﾈﾀ ﾘｺ ○ × × ×

17 11 3132 峰田　莉子 (3) 菰　野 1m15 266

ﾜﾀﾞﾐ ﾏｷ ○ × × ×

17 9 1902 和田見　蒔 (3) 白　子 1m15 266

ｷﾀｸﾞﾁ ｱｶﾘ ○ × × ×

17 5 1910 北口明香里 (2) 白　子 1m15 266

ｲｼﾀﾞ ﾕｲ ○ × × ×

17 10 2546 石田　佑衣 (3) 三　雲 1m15 266

ﾊﾔｼ ﾅｵ ○ × × ×

17 28 935 林　　直音 (2) 北　浜 1m15 266

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ ○ × × ×

17 14 718 中村　亜矢 (2) 度　会 1m15 266

ｶﾐｸﾘ ﾘﾅ ○ × × ×

17 33 3221 上栗　里奈 (1) 赤　目 1m15 266

ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ ○ × × ×

17 1 2951 森田　夏実 (3) 霊　峰 1m15 266

ﾔｽﾀﾞ ｼﾎ × ○ × × ×

25 25 2380 安田　志帆 (2) 三重大附属 1m15 266

ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ × ○ × × ×

25 13 2550 平松　愛由 (2) 三　雲 1m15 266

ｵｵﾂｷ ﾐﾚｲ × ○ × × ×

25 6 2683 大槻　美玲 (2) 松阪西 1m15 266

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m38

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　四種競技 砲丸投

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

1組

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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

1 15 881 池田　円香 (3) 一　志 10m24 － － 10m24 545

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ

2 19 863 髙松　麻妃 (3) 南　勢 8m69 9m17 9m41 9m41 491

ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ

3 10 70 石原　瑞穂 (3) 玉　城 8m51 8m83 9m26 9m26 481

ﾀﾅｶ ﾏｲ

4 46 2425 田中　　舞 (3) 久　居 8m36 9m17 × 9m17 475

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

5 7 637 西田　裕美 (3) 小　俣 8m48 9m12 － 9m12 472

ﾄｳｶｲ ﾘｶ

6 4 868 東海　里香 (2) 南　勢 8m67 － 9m07 9m07 469

ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ

7 45 111 立野　文香 (3) 城　田 8m64 － 9m03 9m03 466

ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ

8 14 409 藪木　彩乃 (3) 二　見 7m76 × 8m65 8m65 441

ﾀｹﾓﾄ ﾏﾐ

9 5 930 竹本　真望 (3) 北　浜 8m34 － 8m54 8m54 434

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ

10 32 2924 中島　晶子 (2) 名張北 8m04 8m33 － 8m33 421

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ

11 16 633 片山　聖菜 (3) 小　俣 × 8m20 － 8m20 412

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ

12 24 255 中村　恵理 (2) 厚　生 7m40 7m55 8m16 8m16 410

ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ

13 26 29 角谷　　悠 (2) 倉田山 7m44 7m85 － 7m85 390

ﾔﾏﾈ ﾒｲ

14 43 472 山根　芽衣 (1) 伊勢宮川 6m59 7m62 － 7m62 375

ﾊｯﾄﾘ ｱﾝﾅ

15 40 2547 服部　杏奈 (3) 三　雲 7m23 7m61 － 7m61 374

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ

16 12 533 山本　佳奈 (2) 五十鈴 7m01 7m14 7m60 7m60 374

ﾀﾅｶ ﾘﾅ

17 25 866 田中　里奈 (2) 南　勢 7m51 － × 7m51 368

ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ

18 2 2780 城山萌菜美 (3) 和　具 7m03 － 7m49 7m49 366

ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ

19 37 1929 寺前　由紀 (3) 天　栄 7m39 － － 7m39 360

ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ

20 38 69 中山　愛理 (3) 玉　城 6m67 6m81 7m38 7m38 359

ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ

21 18 1387 辻　　彩美 (3) 山　手 7m14 7m35 － 7m35 357

ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ

22 22 2498 池川　咲良 (2) 嬉　野 6m91 － 7m34 7m34 357

ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ

23 9 2219 松田　明里 (3) 南　郊 6m61 － 7m30 7m30 354

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ

24 36 410 北村　真悠 (3) 二　見 7m18 － × 7m18 347

ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ

25 34 521 下村真有子 (3) 五十鈴 6m71 － 7m09 7m09 341

ﾋｶﾞｼ ﾐｶ

26 27 231 東　　美佳 (3) 厚　生 7m09 － － 7m09 341

ﾀﾅｶ ﾁｱｷ

27 6 2930 田中千明日 (2) 名張北 6m56 6m60 7m01 7m01 336

ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ

28 13 1351 野田奈津実 (2) 明　和 7m00 － － 7m00 335

ｲﾄｳ ﾎﾅﾐ

29 23 1184 伊藤保奈美 (3) 陵　成 × 6m51 6m56 6m56 307

ｺﾐｿﾞ ﾏｵ

30 33 1191 小溝　真央 (2) 陵　成 6m48 － 6m56 6m56 307

ｲｿﾍﾞ ﾅﾂﾐ

31 35 2008 磯部なつみ (3) 創　徳 × 6m48 － 6m48 302

ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ

32 21 230 角前　温子 (3) 厚　生 6m12 6m47 － 6m47 301

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　四種競技 砲丸投

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

1組

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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)
　

ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ

33 28 2333 山本和佳奈 (3) 高　田 6m14 6m17 6m46 6m46 301

ﾀﾂｸﾞﾁ ｱﾔｶ

34 1 3220 辰口　綾加 (1) 赤　目 × 5m92 6m42 6m42 298

ﾅｶｼﾏ ｶｵﾘ

35 31 1182 中島　香織 (3) 陵　成 × 6m39 － 6m39 296

ｱｻﾉ ﾐﾗｲ

36 20 2790 浅野　未来 (2) 和　具 6m30 － 6m37 6m37 295

ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ

37 29 2921 岩崎　　栞 (3) 名張北 6m26 － × 6m26 288

ｽｷﾞｻｶ ﾕｳﾅ

38 8 24 杉坂　柚那 (2) 倉田山 6m15 6m23 － 6m23 286

ﾔﾉ ｺｺﾛ

39 30 721 矢野こころ (2) 度　会 6m22 － × 6m22 285

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ

40 17 724 嶋田　真奈 (3) 南　島 × 6m00 × 6m00 271

ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ

11 1203 蛭川あかね (3) 多　度 ／ NM

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ

41 1969 谷川　円香 (2) 鼓ヶ浦 × × × NM

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾉｶ

44 2344 松村　好夏 (2) 高　田 × × × NM

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　四種競技 砲丸投

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

2組

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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾓﾘ ｼﾎ

1 26 72 池森　史保 (3) 玉　城 12m02 12m24 － 12m24 677

ｵｸﾑﾗ ﾂｶｻ

2 30 128 奥村つかさ (3) 城　田 11m37 11m89 × 11m89 654

ｲｻｶ ﾐｷ

3 1 489 井坂　美来 (3) 伊勢宮川 9m69 10m47 － 10m47 560

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｶ

4 29 2004 内山　朋香 (3) 創　徳 8m94 9m57 － 9m57 501

ﾜﾀﾞﾐ ﾏｷ

5 35 1902 和田見　蒔 (3) 白　子 7m73 8m16 8m69 8m69 444

ｶﾄｳ ﾘﾅ

6 15 1348 加藤　里菜 (2) 明　和 × 8m68 － 8m68 443

ﾃﾗｻｶ ﾐｶ

7 11 2011 寺坂　美香 (3) 創　徳 8m38 8m48 8m49 8m49 431

ﾊﾔｼ ﾅｵ

8 9 935 林　　直音 (2) 北　浜 7m07 8m00 － 8m00 399

ﾅｶｾｺ ﾏｷ

9 2 1344 中世古麻妃 (3) 明　和 7m67 － 7m83 7m83 388

ｷﾀｸﾞﾁ ｱｶﾘ

10 22 1910 北口明香里 (2) 白　子 6m55 7m79 － 7m79 386

ﾌｸﾁ ﾏﾘﾅ

11 39 894 福地真梨奈 (2) 一　志 7m21 － 7m28 7m28 353

ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ

12 37 2550 平松　愛由 (2) 三　雲 6m69 7m21 － 7m21 348

ﾀﾞｲ ｶﾅｴ

13 41 423 臺　　華苗 (2) 二　見 7m20 × － 7m20 348

ｲﾀﾆ ｻｷ

14 32 3003 井谷　早稀 (3) 潮　南 × 6m71 7m15 7m15 345

ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ

15 31 2501 竹村　若奈 (2) 嬉　野 6m56 7m10 － 7m10 341

ﾖｺｵ ﾐﾂｷ

16 34 2952 横尾　美月 (3) 霊　峰 × 7m05 × 7m05 338

ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ

17 8 3207 吉田有里沙 (3) 赤　目 6m93 － － 6m93 331

ｲﾄｳ ｶｽﾐ

18 13 2220 伊藤　香純 (2) 南　郊 6m84 － － 6m84 325

ｶﾜｷﾞｼ ﾐｻｷ

19 27 895 川岸　美咲 (2) 一　志 6m81 － × 6m81 323

ﾔｽﾀﾞ ｼﾎ

20 38 2380 安田　志帆 (2) 三重大附属 × 5m95 6m77 6m77 320

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ

21 36 719 森本　真由 (2) 度　会 6m58 6m64 6m75 6m75 319

ﾀﾅｶ ﾚﾅ

22 14 2426 田中　伶奈 (3) 久　居 6m43 6m47 6m71 6m71 316

ﾑﾗﾀ ﾅﾎ

23 16 2623 村田　奈穂 (3) 松阪東部 × 6m61 － 6m61 310

ﾔﾀﾞ ｶﾘﾝ

24 17 2793 矢田　佳凛 (2) 和　具 6m59 － － 6m59 309

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ

25 12 1238 小林　亜実 (3) 大　安 6m49 6m55 6m57 6m57 308

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ

26 18 2385 渡辺ありさ (2) 三重大附属 6m20 6m53 － 6m53 305

ﾐﾂﾓﾄ ｱﾔﾉ

27 33 1898 光本　彩乃 (3) 白　子 6m40 － 6m50 6m50 303

ｵｵﾂｷ ﾐﾚｲ

28 19 2683 大槻　美玲 (2) 松阪西 5m90 6m15 6m50 6m50 303

ｷｼ ﾏﾕ

29 5 3005 岸　　真由 (3) 潮　南 6m27 6m29 6m49 6m49 302

ｶﾐｸﾘ ﾘﾅ

30 4 3221 上栗　里奈 (1) 赤　目 6m14 6m33 － 6m33 292

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ

31 23 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 × 5m94 5m98 5m98 270

ﾐﾈﾀ ﾘｺ

32 10 3132 峰田　莉子 (3) 菰　野 × × 5m89 5m89 264

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　四種競技 砲丸投

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

2組

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 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)
　

ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ

33 24 2951 森田　夏実 (3) 霊　峰 × 5m88 × 5m88 264

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ

34 6 2379 森本　麻海 (2) 三重大附属 × × 5m87 5m87 263

ﾐﾔｼﾞ ﾏﾕ

3 1930 宮路　真由 (1) 天　栄 × × × NM

ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ

25 2222 金澤　　凪 (2) 南　郊 × × × NM

ｲｼﾀﾞ ﾕｲ

7 2546 石田　佑衣 (3) 三　雲 × × × NM

ｼﾓﾑﾗ ｻｷ

28 2684 下村　咲妃 (2) 松阪西 × × × NM

ﾉﾏ ｱｲｶ

21 157 野間　愛加 (1) 城　田 × × × NM

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ

20 718 中村　亜矢 (2) 度　会 × × × NM

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　四種競技 200m

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

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

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ ﾀﾞｲ ｶﾅｴ

1 6 1969 谷川　円香 (2) 鼓ヶ浦 30.25 465 1 3 423 臺　　華苗 (2) 二　見 30.09 476

ﾐﾔｼﾞ ﾏﾕ ﾅｶｾｺ ﾏｷ

2 4 1930 宮路　真由 (1) 天　栄 30.69 435 2 2 1344 中世古麻妃 (3) 明　和 30.83 426

ﾉﾏ ｱｲｶ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ

3 7 157 野間　愛加 (1) 城　田 32.64 314 3 9 718 中村　亜矢 (2) 度　会 31.05 411

ｵｵﾂｷ ﾐﾚｲ

4 8 2683 大槻　美玲 (2) 松阪西 31.50 382

ｲﾄｳ ｶｽﾐ

5 7 2220 伊藤　香純 (2) 南　郊 32.08 347

ﾔﾀﾞ ｶﾘﾝ

6 5 2793 矢田　佳凛 (2) 和　具 32.50 322

ｼﾓﾑﾗ ｻｷ

7 4 2684 下村　咲妃 (2) 松阪西 33.38 272

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾉｶ

8 6 2344 松村　好夏 (2) 高　田 34.17 231

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｲｼﾀﾞ ﾕｲ ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ

1 5 2546 石田　佑衣 (3) 三　雲 29.63 508 1 2 3207 吉田有里沙 (3) 赤　目 29.43 523

ﾀﾂｸﾞﾁ ｱﾔｶ ﾔｽﾀﾞ ｼﾎ

2 6 3220 辰口　綾加 (1) 赤　目 30.43 452 2 7 2380 安田　志帆 (2) 三重大附属 29.77 498

ｲﾄｳ ﾎﾅﾐ ｶﾐｸﾘ ﾘﾅ

3 7 1184 伊藤保奈美 (3) 陵　成 30.80 428 3 4 3221 上栗　里奈 (1) 赤　目 30.49 448

ﾋｶﾞｼ ﾐｶ ｲｿﾍﾞ ﾅﾂﾐ

4 4 231 東　　美佳 (3) 厚　生 30.94 418 4 6 2008 磯部なつみ (3) 創　徳 30.56 444

ｵｸﾑﾗ ﾂｶｻ ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ

5 3 128 奥村つかさ (3) 城　田 31.74 367 5 9 69 中山　愛理 (3) 玉　城 30.86 424

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ ﾀﾅｶ ﾘﾅ

6 8 2379 森本　麻海 (2) 三重大附属 31.85 361 6 5 866 田中　里奈 (2) 南　勢 31.17 403

ｱｻﾉ ﾐﾗｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ

7 2 2790 浅野　未来 (2) 和　具 32.22 338 7 3 1238 小林　亜実 (3) 大　安 31.43 387

ｷｼ ﾏﾕ ﾊﾔｼ ﾅｵ

8 9 3005 岸　　真由 (3) 潮　南 32.84 302 8 8 935 林　　直音 (2) 北　浜 32.07 347

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ ﾉﾛ ﾏﾘﾅ

1 7 2222 金澤　　凪 (2) 南　郊 27.80 647 1 2 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 29.31 531

ｶﾄｳ ﾘﾅ ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ

2 8 1348 加藤　里菜 (2) 明　和 29.22 538 2 5 230 角前　温子 (3) 厚　生 29.77 498

ｺﾐｿﾞ ﾏｵ ﾐﾈﾀ ﾘｺ

3 9 1191 小溝　真央 (2) 陵　成 29.74 500 3 8 3132 峰田　莉子 (3) 菰　野 29.90 489

ﾔﾉ ｺｺﾛ ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ

4 3 721 矢野こころ (2) 度　会 29.99 483 4 6 2550 平松　愛由 (2) 三　雲 30.32 460

ｽｷﾞｻｶ ﾕｳﾅ ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ

5 5 24 杉坂　柚那 (2) 倉田山 30.78 429 5 7 724 嶋田　真奈 (3) 南　島 31.30 395

ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ ﾅｶｼﾏ ｶｵﾘ

6 4 2951 森田　夏実 (3) 霊　峰 31.04 412 6 4 1182 中島　香織 (3) 陵　成 31.42 387

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ ﾜﾀﾞﾐ ﾏｷ

7 6 410 北村　真悠 (3) 二　見 31.69 371 7 3 1902 和田見　蒔 (3) 白　子 32.29 334

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ ﾃﾗｻｶ ﾐｶ

8 2 2385 渡辺ありさ (2) 三重大附属 31.90 358 8 9 2011 寺坂　美香 (3) 創　徳 32.37 329

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

風:  -2.5 風:  -1.4

風:  -1.5 風:  -1.7

風:  -2.0 風:  -1.0

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    DNS：欠場



女子　四種競技 200m

中学日本記録 (JH)       3110      岡部ｿﾌｨ満有子 (宮　川・山形)                                2006        

東海中学記録 (JT)       2885      桐山　智衣 (岐阜北・岐阜)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        

　　大会記録 (GR)       2652      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007(第53回)

全中標準記録 (AJH)      2500      全中参加標準記録 (＊)                                                   

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾀﾅｶ ﾏｲ ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ

1 3 2425 田中　　舞 (3) 久　居 29.76 499 1 9 2501 竹村　若奈 (2) 嬉　野 28.68 578

ﾖｺｵ ﾐﾂｷ ｲﾀﾆ ｻｷ

2 8 2952 横尾　美月 (3) 霊　峰 30.13 473 2 3 3003 井谷　早稀 (3) 潮　南 29.02 553

ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾀﾅｶ ﾚﾅ

3 4 1351 野田奈津実 (2) 明　和 30.38 456 3 2 2426 田中　伶奈 (3) 久　居 29.17 542

ﾑﾗﾀ ﾅﾎ ｷﾀｸﾞﾁ ｱｶﾘ

4 2 2623 村田　奈穂 (3) 松阪東部 30.69 435 4 5 1910 北口明香里 (2) 白　子 29.81 495

ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ ﾔﾏﾈ ﾒｲ

5 9 2921 岩崎　　栞 (3) 名張北 31.99 352 5 6 472 山根　芽衣 (1) 伊勢宮川 29.86 492

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｶ ｲｹﾓﾘ ｼﾎ

6 7 2004 内山　朋香 (3) 創　徳 32.05 348 6 8 72 池森　史保 (3) 玉　城 30.26 464

ｲｹｶﾞﾜ ｻｸﾗ ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ

7 5 2498 池川　咲良 (2) 嬉　野 32.16 342 7 4 29 角谷　　悠 (2) 倉田山 30.35 458

ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ

6 1203 蛭川あかね (3) 多　度 DNS 8 7 2333 山本和佳奈 (3) 高　田 31.32 394

9組 10組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ

1 2 719 森本　真由 (2) 度　会 27.36 682 1 3 2219 松田　明里 (3) 南　郊 27.89 640

ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ ﾌｸﾁ ﾏﾘﾅ

2 4 521 下村真有子 (3) 五十鈴 27.65 659 2 6 894 福地真梨奈 (2) 一　志 28.82 568

ｶﾜｷﾞｼ ﾐｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ

3 3 895 川岸　美咲 (2) 一　志 28.77 571 3 7 533 山本　佳奈 (2) 五十鈴 28.97 556

ｲｻｶ ﾐｷ ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ

4 9 489 井坂　美来 (3) 伊勢宮川 28.87 564 4 9 255 中村　恵理 (2) 厚　生 28.98 556

ﾐﾂﾓﾄ ｱﾔﾉ ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

5 5 1898 光本　彩乃 (3) 白　子 29.15 543 5 5 637 西田　裕美 (3) 小　俣 29.06 550

ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ ﾀｹﾓﾄ ﾏﾐ

6 6 2780 城山萌菜美 (3) 和　具 29.80 496 6 4 930 竹本　真望 (3) 北　浜 29.98 483

ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ ﾊｯﾄﾘ ｱﾝﾅ

7 8 1929 寺前　由紀 (3) 天　栄 30.05 479 7 2 2547 服部　杏奈 (3) 三　雲 30.15 472

ﾀﾅｶ ﾁｱｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ

8 7 2930 田中千明日 (2) 名張北 31.30 395 8 8 2924 中島　晶子 (2) 名張北 30.45 451

11組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 得点

ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ

1 2 1387 辻　　彩美 (3) 山　手 26.64 742

ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ

2 6 70 石原　瑞穂 (3) 玉　城 27.30 687

ﾄｳｶｲ ﾘｶ

3 3 868 東海　里香 (2) 南　勢 27.93 636

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ

4 8 863 髙松　麻妃 (3) 南　勢 28.29 608

ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

5 9 881 池田　円香 (3) 一　志 28.91 561

ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ

6 4 409 藪木　彩乃 (3) 二　見 28.93 559

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ

7 7 633 片山　聖菜 (3) 小　俣 28.96 557

ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ

8 5 111 立野　文香 (3) 城　田 29.59 511

風:  -1.4

風:  -1.0 風:  -0.8

風:  -0.6 風:  -1.3

凡例    DNS：欠場



 
 
 
 
 
 
 
 

記 録 会 の 部 



男子　１００ｍ

6月21日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       10.68     池上洋二郎 (山 鹿・熊本)                                    1989        

中学日本記録 (JH)       10.68     楊井佑輝緒 (長 峰・兵庫)                                    2001        

東海中学記録 (JT)       10.77     岡部　和憲 (名張北・三重)                                   1996        

　県中学記録 (KJ)       10.77     岡部　和憲 (名張北・名張)                                   1996        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 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 ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ

1 7 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 11.40 1 4 800 東　　魁輝 (3) 南島西 11.72

ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ ｺﾂﾞｶ ﾕｳ

2 9 63 坂野　航平 (3) 玉　城 11.65 2 7 2168 小塚  優 (3) 西橋内 12.01

ｶｼﾞﾉ ﾘｮｳ ﾋｶﾞｼ ﾃﾂﾔ

3 4 160 梶野　　凌 (3) 豊　浜 11.82 3 3 2979 東　　哲也 (3) 潮　南 12.06

ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷﾗ

4 2 708 下村　直也 (3) 度　会 11.91 4 6 2254 前川　　耀 (3) 一身田 12.40

ｾｺ  ｺｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝ

5 8 768 世古  航大 (3) 尾　鷲 11.93 5 8 444 藤原　　俊 (3) 伊勢宮川 12.59

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ

6 3 919 藤本　展志 (3) 北　浜 11.95 9 2109 池村　優介 (2) 亀山中部 DNS

ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽｷ

6 2612 中山　郁哉 (3) 松阪東部 DNS 2 8 山本　益輝 (3) 倉田山 DNS

ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ

5 300 野村　卓矢 (3) 伊勢港 DNS 5 60 坂野　翔平 (3) 玉　城 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 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｵｵﾐﾁ ﾀｸﾔ

1 2 61 池山　将悟 (3) 玉　城 11.93 1 5 2322 大道　卓也 (2) 高　田 11.85

ｸｻﾌｶ ﾔｽﾀｹ ｲｼｶﾜ ｼﾝ

2 6 2251 草深　靖丈 (3) 一身田 12.07 2 4 408 石川　　秦 (3) 二　見 12.16

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｵｵﾅｶ ﾋﾛﾄ

3 5 445 上田　晃平 (2) 伊勢宮川 12.09 3 2 2193 大仲　洋人 (3) 橋　南 12.18

ｵｸﾀﾞ ｶﾞｸ ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾏ

4 7 2 奥田　　岳 (3) 倉田山 12.17 4 7 605 中西　一馬 (3) 小　俣 12.27

ｶｹﾞ ｼｮｳﾀ ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ

5 3 1973 鹿毛　翔太 (3) 創　徳 12.28 5 3 446 岡咲　和歩 (2) 伊勢宮川 12.30

ｶﾜﾄﾐ ﾐﾂﾏｻ ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ

6 9 2986 川富　光真 (2) 潮　南 12.30 6 8 214 伊藤　祐介 (3) 厚　生 12.40

ﾌｸｲ ﾔｽﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ

4 2328 福井　康大 (2) 高　田 DNS 7 6 811 山本　　卓 (2) 南島西 12.44

ｻｸﾉ ｺｳﾀﾞｲ ﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾎ

8 501 作野　広大 (3) 五十鈴 DNS 8 9 2773 外山　和歩 (3) 和　具 12.96

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

1 5 2964 長井　佑太 (3) 紀　北 12.15 1 2 336 北村　椋汰 (2) 伊勢港 12.36

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ ｵｵﾓﾘ ﾀﾂﾔ

2 4 2575 堀口羽矢斗 (3) 久　保 12.37 2 8 2516 大森　達也 (3) 三　雲 12.46

ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ ｺｲｹ ﾘｭｳｲ

3 9 844 奥村　公智 (3) 南　勢 12.39 3 3 110 小池　龍緯 (2) 城　田 12.53

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾊﾙ ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

4 2 2786 竹内　大晴 (2) 和　具 12.40 4 9 3181 山本　晃裕 (3) 赤　目 12.70

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ

5 6 329 宮﨑　寛隆 (2) 伊勢港 12.48 5 7 208 中澤　礼偉 (3) 厚　生 12.76

ﾓﾘﾓﾄ ﾓﾄｷ ｿﾞｳｻﾞ ﾋﾛｱｷ

6 3 220 森本　元紀 (3) 厚　生 12.56 6 5 1626 左座　裕彰 (3) 白　鳥 12.80

ﾀｹｼﾀ ｹﾞﾝｷ ｾｺｸﾞﾁ ﾀｲｷ

7 8 2169 竹下　元気 (3) 西橋内 12.56 6 6 1312 世古口泰紀 (3) 明　和 12.80

ｵｸﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ｶﾅﾏﾙ ｶﾂｼ

8 7 602 奥山　慎吾 (3) 小　俣 12.59 4 2064 金丸　克士 (3) 亀　山 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

風:  0.0 風:  -0.1

風:  +0.7 風:  0.0

風:  +0.6 風:  -1.7

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    DNS：欠場



男子　１００ｍ

6月21日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       10.68     池上洋二郎 (山 鹿・熊本)                                    1989        

中学日本記録 (JH)       10.68     楊井佑輝緒 (長 峰・兵庫)                                    2001        

東海中学記録 (JT)       10.77     岡部　和憲 (名張北・三重)                                   1996        

　県中学記録 (KJ)       10.77     岡部　和憲 (名張北・名張)                                   1996        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾘ ｽｲｺｸ ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

1 6 2363 李　　帥克 (2) 三重大附属 12.39 1 8 2542 牛田　匡哉 (2) 三　雲 12.39

ｵｶﾔﾏ ﾏｺﾄ ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ

2 5 1328 岡山　　真 (2) 明　和 12.44 2 7 3182 杉本　翔一 (3) 赤　目 12.44

ｳﾀﾞ ﾏｻﾔ ｵｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

3 9 2770 宇田真佐也 (3) 和　具 12.49 3 3 2806 岡山　翔悟 (3) 東　海 12.50

ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾄ ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ

4 3 925 中川　堅斗 (2) 北　浜 12.54 4 2 2107 浦野　陽平 (2) 亀山中部 12.57

ﾌｸﾔﾏ ﾖｼｱｷ ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ

5 2 3175 福山　祥旦 (3) 赤　目 12.56 5 6 2368 藤木　智巳 (2) 三重大附属 12.72

ﾐﾜ ﾀｹｵ ﾊﾔｾ ｶｽﾞﾏ

6 7 1636 三輪　赳央 (3) 白　鳥 12.62 6 4 1635 早瀬　和馬 (3) 白　鳥 12.77

ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾉﾘ ｵｶﾞﾜ ｱﾗｼ

7 8 2804 中村　公紀 (2) 越　賀 13.11 7 5 2805 小川　　嵐 (1) 越　賀 13.20

ﾊﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｷ

4 508 林　　訓平 (2) 五十鈴 DNS 9 2250 山上　勇樹 (3) 一身田 DNS

9組 10組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ﾌﾅﾄ ﾕｳﾀ

1 4 1853 小林　和樹 (3) 白　子 12.68 1 5 1975 船戸　雄太 (3) 創　徳 12.70

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ ｽｴﾄﾐ ｺｳｽｹ

2 8 3380 舌古　一誠 (1) 南　勢 12.72 2 7 2572 末冨　孝輔 (3) 久　保 12.94

ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

3 2 2722 尾崎　大揮 (2) 鳥羽東 12.91 3 6 101 中川　拓也 (3) 城　田 12.96

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾄ ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ

4 7 165 中西　佑斗 (3) 豊　浜 12.95 4 8 2364 小宮圭一朗 (2) 三重大附属 13.03

ﾅｶｻﾞﾄ ｹﾝﾀ ﾎｿｲ ﾕｳｽｹ

5 3 1951 中里　謙太 (2) 鼓ヶ浦 13.03 5 3 2196 細井　祐輔 (3) 橋　南 13.06

ﾀｷﾞ ｼｹﾞｷ ｽﾞｼ ﾋﾛｷ

6 6 1121 多儀　臣生 (2) 正　和 13.04 6 9 1679 図師　広樹 (2) 神　戸 13.08

ｵｶﾀﾞ ｹﾝ ﾔｶｼﾛ ﾕｳﾔ

7 5 100 岡田　　憲 (3) 城　田 13.11 7 4 1225 八ヶ代裕哉 (3) 大　安 13.50

ﾖﾈｸﾗ ﾀﾂｷ ﾌｼｻﾜ ｷｼ

8 9 2578 米倉　　樹 (3) 久　保 13.18 8 2 2797 藤澤　貴紹 (2) 越　賀 13.64

11組 12組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾅﾘ

1 6 1859 谷　　純輝 (3) 白　子 12.77 1 7 407 中川　隆成 (3) 二　見 12.75

ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾖｼ ｺｷﾞｼ ﾕｳﾀ

2 8 2613 長谷川　毅 (3) 松阪東部 12.93 2 3 1136 小岸　優太 (1) 正　和 13.17

ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ

3 5 2514 西山　凌平 (3) 三　雲 13.03 3 5 2665 宮本　敬太 (2) 松阪西 13.22

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ ｺｸﾌﾞ ﾕｳｷ

4 3 2659 田中　湧也 (3) 松阪西 13.05 4 6 2326 国分　祐樹 (2) 高　田 13.40

ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ

5 9 1935 杉本　　渉 (3) 鼓ヶ浦 13.26 5 8 802 堀内　幸輝 (3) 南島西 13.80

ｵｶ ﾏｻﾔｽ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

6 7 1221 岡　　正康 (3) 大　安 13.29 6 4 3508 山本　友揮 (1) 一　志 14.09

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ ﾔﾌﾞﾀ ﾋﾛﾄ

7 2 658 鈴木　智仁 (1) 小　俣 13.42 9 1976 薮田　裕人 (3) 創　徳 DNS

ｶﾜｷﾞﾀ ﾀｹｼ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ

4 1697 川喜田剛志 (1) 神　戸 DNS 2 2617 鈴木　啓太 (2) 松阪東部 DNS

風:  -0.1 風:  0.0

風:  -2.7 風:  0.0

風:  -1.3 風:  -0.8

凡例    DNS：欠場



男子　１００ｍ

6月21日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       10.68     池上洋二郎 (山 鹿・熊本)                                    1989        

中学日本記録 (JH)       10.68     楊井佑輝緒 (長 峰・兵庫)                                    2001        

東海中学記録 (JT)       10.77     岡部　和憲 (名張北・三重)                                   1996        

　県中学記録 (KJ)       10.77     岡部　和憲 (名張北・名張)                                   1996        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

13組 14組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ ﾋﾛｼﾏ ｺｳﾍｲ

1 4 3494 若林　正文 (1) 紀　北 13.27 1 3 2877 廣島　康平 (3) 名張北 12.19

ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ

2 5 929 浜口　就太 (2) 北　浜 13.50 2 2 2438 寺田　健人 (3) 久居西 12.37

ﾔｽｲ ﾀｸ ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾋﾄ

3 9 3515 安井　　拓 (1) 一　志 13.63 3 5 1135 岡崎　孝仁 (1) 正　和 13.51

ｸｻｶﾞﾜ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾀｶｼ

4 7 2055 草川　　凌 (3) 亀　山 13.65 4 9 2670 佐藤　崇史 (1) 松阪西 13.81

ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ

5 2 1855 吉澤　　剛 (3) 白　子 13.70 5 4 2507 川岸　侑紀 (1) 美　杉 14.17

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｽｹ ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

6 8 3309 宮崎　泰輔 (1) 菰　野 14.25 6 8 729 野﨑健太郎 (2) 南　島 14.46

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ ｲﾄｳ ﾀﾛｳ

6 1685 山田　　駿 (1) 神　戸 DNS 6 2399 伊藤　太郎 (3) 豊　里 DNS

ﾔﾊｼ ﾕｳﾀ ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾕｷ

3 1933 矢橋　勇太 (3) 鼓ヶ浦 DNS 7 3524 服部　竜幸 (1) 霊　峰 DNS

15組 16組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ

1 7 2875 大谷　大介 (3) 名張北 12.44 1 4 2900 田中　翔真 (1) 名張北 12.36

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ ｳﾗｵｶ ｼｮｳﾀ

2 5 402 橋本　　匠 (3) 二　見 13.35 2 8 2454 浦岡　章太 (2) 久居西 12.84

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ

3 2 2450 藤田　　峻 (2) 久居西 13.69 3 3 731 山本　翔麻 (2) 南　島 13.59

ﾂﾂﾐ ｼﾝﾍﾟｲ ｵｸﾑﾗ ﾌﾞﾝﾀ

4 6 728 堤　　信平 (2) 南　島 14.25 4 7 3017 奥村　文太 (1) 潮　南 15.09

ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ ｵﾉ ｼｮｳﾀ

5 4 2508 嶋田　拓也 (1) 美　杉 14.34 5 6 2506 小野　翔太 (1) 美　杉 15.47

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ ﾋﾗﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ

6 3 3308 萩原　勇斗 (1) 菰　野 14.36 6 5 3490 平野龍太郎 (1) 紀　北 18.28

ﾀｹｼﾏ ﾀｶﾄ ﾌｸｲ ﾐﾕｼﾞ

8 3526 竹島　崇登 (1) 霊　峰 DNS 2 2955 福井実佑士 (2) 霊　峰 DNS

風:  -1.6 風:  -0.9

風:  -0.5 風:  0.0

凡例    DNS：欠場



男子　１５００ｍ

6月21日 11:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       3.56.2    和田　仁志 (赤 穂・長野)                                    1983        

東海中学記録 (JT)       3.56.43   福士優太朗 (裾野深良・静岡)                                 2005        

　県中学記録 (KJ)       4.06.42   加田　将士 (楠 ・四日市)                                    2000        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｸﾒ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

1 12 2317 久米　秀和 (3) 高　田 4.15.01 1 5 210 長谷川拓也 (3) 厚　生 4.31.43

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ ﾆｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

2 4 609 藤原　友章 (3) 小　俣 4.16.34 2 10 222 西本　大輔 (3) 厚　生 4.31.57

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ

3 9 442 藤本　健太 (3) 伊勢宮川 4.21.13 3 3 448 三浦　健太 (2) 伊勢宮川 4.32.52

ﾌﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ

4 7 1782 古市　大河 (3) 千代崎 4.21.64 4 11 6 奥井　広幸 (3) 倉田山 4.33.79

ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾞｵｶ ｼｭﾝｽｹ

5 13 65 筒井　勇仁 (3) 玉　城 4.22.92 5 1 216 長岡　俊介 (3) 厚　生 4.34.19

ﾂｼﾞｲ ﾐﾂｸﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ

6 15 66 辻井　三嗣 (3) 玉　城 4.23.65 6 7 3142 宮崎　晃輔 (3) 菰　野 4.38.76

ｱﾜﾔ ｼﾝｺﾞ ﾆｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

7 5 1791 粟屋　慎吾 (3) 千代崎 4.25.23 7 4 1631 西本　大輝 (3) 白　鳥 4.43.40

ｶﾐﾓﾘ ｾｲｷ ﾋﾗｵ ﾐﾂﾀｶ

8 2 701 神森　正輝 (3) 度　会 4.25.80 8 14 3147 平尾　光高 (3) 菰　野 4.45.20

ｱｲﾀﾞ ｺｳｷ ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ

9 11 1978 合田　光希 (3) 創　徳 4.30.11 9 16 923 柴田　龍也 (3) 北　浜 4.46.11

ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ ﾏﾂｳﾗ ｼｮｳﾄ

10 8 2514 西山　凌平 (3) 三　雲 4.30.77 10 9 1982 松浦　祥人 (3) 創　徳 4.46.22

ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ

11 10 1119 岡田　健太 (2) 正　和 4.32.53 11 2 774 吉川　一典 (3) 尾　鷲 4.46.39

ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ ｳｴﾏﾂ ｼﾞｭﾝ

12 17 2319 鈴木　敦士 (3) 高　田 4.35.93 12 12 1980 植松　　純 (3) 創　徳 4.48.45

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾊﾀﾉ ｶｲﾄ

13 1 2535 西山　雄介 (2) 三　雲 4.41.35 13 8 1681 波多野海渡 (2) 神　戸 4.49.97

ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

14 16 2413 福岡　和也 (3) 久　居 4.41.79 14 17 2318 小林　大輝 (3) 高　田 4.50.05

ｵｵﾀ ﾀｶｷ ｵｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

15 18 1114 太田　毅希 (3) 正　和 4.44.53 15 13 872 大澤　卓巳 (3) 一　志 4.57.52

ｶﾈﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ｱﾗﾏｷ ﾀﾞｲﾄ

6 1156 金田　秀明 (3) 陵　成 DNF 16 6 1792 荒牧　大斗 (3) 千代崎 5.01.94

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾍｲ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾔ

14 1116 近藤　祐平 (3) 正　和 DNS 15 2419 畔柳　隼弥 (2) 久　居 DNS

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

3 1164 益田　一貴 (2) 陵　成 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    DNF：途中棄権  DNS：欠場



男子　１５００ｍ

6月21日 11:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       3.56.2    和田　仁志 (赤 穂・長野)                                    1983        

東海中学記録 (JT)       3.56.43   福士優太朗 (裾野深良・静岡)                                 2005        

　県中学記録 (KJ)       4.06.42   加田　将士 (楠 ・四日市)                                    2000        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

3組 4組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ ｶﾈｻｷ ｼｭﾝ

1 13 1867 岩下　和真 (2) 白　子 4.38.35 1 13 3760 金崎　　舜 (1) 亀山中部 4.53.57

ﾏｴｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ

2 3 340 前川　　守 (2) 伊勢港 4.47.08 2 17 55 西田　秀人 (1) 平田野 4.53.63

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｲｵﾘ ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

3 12 1682 榊原　伊織 (1) 神　戸 4.47.33 3 5 172 佐々木祐介 (2) 豊　浜 4.56.61

ﾑｶｲﾃﾞ ｷｮｳﾍｲ ﾓﾀﾆ ﾋﾛｷ

4 4 879 向出　京平 (2) 一　志 4.48.44 4 1 334 茂谷　大暉 (2) 伊勢港 4.58.08

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ ｱｻﾊﾀ ﾕｳﾔ

5 7 109 川口　翔平 (2) 城　田 4.49.29 5 15 612 麻畑　雄哉 (2) 小　俣 4.58.61

ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ ｵｵﾆｼ ﾘｮｳ

6 16 2260 稲垣　達也 (2) 一身田 4.49.40 6 3 12 大西　　良 (2) 倉田山 4.59.59

ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾏｻ ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀ

7 15 627 東川　英雅 (2) 小　俣 4.53.83 7 4 1689 北川　顕太 (1) 神　戸 5.00.02

ｶﾄｳ ﾘｮｳ ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳ

8 5 2658 加藤　　涼 (3) 松阪西 5.03.89 8 14 4 伊藤　大晃 (3) 倉田山 5.00.81

ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ｲﾜﾊｼ ﾕｳﾏ

9 9 876 前川　雄太 (2) 一　志 5.05.54 9 11 2729 岩橋　裕真 (2) 鳥羽東 5.02.33

ｱｷﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ

10 11 927 秋葉　翔吾 (2) 北　浜 5.11.03 10 16 945 中村　　誉 (1) 北　浜 5.02.85

ｵｶﾞﾜ ｱﾗｼ ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ

11 17 2805 小川　　嵐 (1) 越　賀 5.14.71 11 2 403 橋本　佳樹 (3) 二　見 5.02.96

ﾉｸﾞﾁ ﾐﾂﾅﾘ ｻｻｷ ｱｵｲ

12 14 119 野口　満成 (2) 城　田 5.16.22 12 6 1862 佐々木　葵 (3) 白　子 5.04.26

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾂｸﾞ ｻｻｷ ﾀｸﾔ

13 1 3491 水谷　友貢 (1) 紀　北 5.23.02 13 10 171 佐々木拓哉 (2) 豊　浜 5.05.97

ﾅﾂﾒ ﾀｶﾏｻ ｼﾞﾓﾄ ﾕｷｵ

6 2195 夏目　喬正 (3) 橋　南 DNS 14 12 325 地本　行央 (2) 伊勢港 5.08.97

ｱﾗｶﾜ ｱﾔﾄ ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ

10 2505 荒川　文斗 (1) 美　杉 DNS 15 7 468 竹中　　諒 (1) 伊勢宮川 5.12.02

ｷﾀﾊﾞ ｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾔ

2 2513 北場　　翔 (3) 三　雲 DNS 16 9 2263 田中　伸弥 (2) 一身田 5.13.44

ﾋｵｷ ﾀﾞｲｽｹ ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ

8 2574 日置　大介 (3) 久　保 DNS 17 8 805 野村　浩平 (1) 南島西 5.21.42

凡例    DNF：途中棄権  DNS：欠場



男子　１５００ｍ

6月21日 11:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       3.56.2    和田　仁志 (赤 穂・長野)                                    1983        

東海中学記録 (JT)       3.56.43   福士優太朗 (裾野深良・静岡)                                 2005        

　県中学記録 (KJ)       4.06.42   加田　将士 (楠 ・四日市)                                    2000        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

5組 6組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾀ ｱﾂｼ ｲﾏﾆｼ ﾘｳﾀ

1 5 3757 平田　　惇 (1) 亀山中部 5.09.40 1 6 2887 今西　亮太 (2) 名張北 4.42.76

ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳﾔ ﾅｶﾆｼ ﾘｸ

2 6 3201 松葉　勇也 (1) 赤　目 5.18.96 2 10 79 中西　　陸 (2) 玉　城 4.42.97

ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝﾀ ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ

3 13 1637 鈴木　元太 (2) 白　鳥 5.22.08 3 11 2882 守田　祐基 (3) 名張北 4.51.90

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ

4 10 3199 藤原　智弥 (1) 赤　目 5.22.20 4 14 732 山本　大貴 (2) 南　島 4.53.82

ﾊｷﾞ ﾘｮｳﾀ ｱｵﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ

5 16 3307 萩　　稜太 (1) 菰　野 5.25.35 5 9 2452 青山　昇平 (2) 久居西 5.10.02

ﾐﾅﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ

6 1 2675 南　皓二朗 (1) 松阪西 5.26.60 6 8 2884 橋本　直樹 (2) 名張北 5.12.19

ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳｽｹ ｵｸﾀﾞ ｿｳｼ

7 14 404 山中　秀介 (3) 二　見 5.27.26 7 5 162 奥田　創士 (3) 豊　浜 5.18.35

ｸﾗﾏｴ ｹｲｺﾞ ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｽｹ

8 12 2571 蔵前　圭吾 (3) 久　保 5.27.55 8 7 2618 髙畑　侑祐 (2) 松阪東部 5.34.57

ﾅｶｾ ﾀｽｸ ﾅｶﾆｼ ﾀﾂﾔ

9 2 1872 中瀬　　亮 (2) 白　子 5.27.83 9 17 3498 中西　達耶 (1) 紀　北 5.40.19

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋｻ ﾂｼﾞ ﾀﾂﾖｼ

10 17 1956 中村　悦久 (2) 鼓ヶ浦 5.32.15 10 4 733 辻　　竜良 (1) 南　島 5.54.35

ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾏ

11 7 1963 寺澤　亮太 (1) 鼓ヶ浦 5.37.63 11 2 2954 松岡　奨真 (2) 霊　峰 5.55.27

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾋｶﾞｼ ﾂﾊﾞｻ

12 15 2570 岡田　悠汰 (3) 久　保 5.39.74 12 3 3489 東　　　翼 (1) 紀　北 5.58.19

ﾀｹﾓﾘ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾄ

13 8 3190 竹森龍一郎 (1) 赤　目 5.45.19 13 15 2197 瀧澤　雅人 (2) 橋　南 5.59.47

ｺｸﾎﾞ ﾖｼﾏｻ ｲｼｶﾜ ﾂｶｻ

14 4 405 小久保良真 (3) 二　見 5.47.56 14 12 2436 石川　　司 (3) 久居西 6.04.51

ｺｻﾞｷ ﾊﾙﾋ ｺｵﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

9 1949 小崎　陽日 (2) 鼓ヶ浦 DNS 15 1 3429 郡山　誠人 (2) 久居西 6.11.72

ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋﾛ ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｲｻｵ

3 2194 高橋　克裕 (3) 橋　南 DNS 13 2957 東出　　功 (1) 霊　峰 DNS

ﾀﾁｷ ｼﾝｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

11 2395 立木　真二 (3) 豊　里 DNS 16 2958 山本　純矢 (2) 霊　峰 DNS

凡例    DNF：途中棄権  DNS：欠場



男子　３０００ｍ

6月21日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       8.23.80   大住　大和 (大　川・北海道)                                 2005        

東海中学記録 (JT)       8.24.04   福士優太朗 (裾野深良・静岡)                                 2005        

　県中学記録 (KJ)       8.36.97   池上　誠悟 (光 風・桑名)                                    1995        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｶﾄｳ ﾕｳｷ ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1 14 1778 加藤　佑樹 (3) 千代崎 9.15.77 1 27 2880 島田　靖大 (3) 名張北 10.14.10

ｻｲﾀ ﾅｵｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ

2 16 836 齋田　直輝 (3) 南　勢 9.20.91 2 16 515 山口　真輝 (2) 五十鈴 10.22.37

ｶｷﾉ ﾄﾓｷ ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ

3 11 1669 垣野　友希 (3) 神　戸 9.27.40 3 1 2577 吉澤　隼人 (3) 久　保 10.23.57

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

4 12 442 藤本　健太 (3) 伊勢宮川 9.37.86 4 12 516 溝口　周平 (2) 五十鈴 10.28.71

ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

5 15 448 三浦　健太 (2) 伊勢宮川 9.42.85 5 3 608 原田　貴之 (3) 小　俣 10.30.96

ﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ

6 8 2095 津田　淳一 (3) 亀山中部 9.44.51 6 10 1122 渡辺　明良 (2) 正　和 10.36.07

ｻｶﾀ ﾏｻﾄｼ ｽｷﾞﾉ ﾏﾓﾙ

7 2 3156 坂田　昌駿 (2) 菰　野 9.45.39 7 11 1675 杉野　　士 (3) 神　戸 10.37.23

ｸﾒ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ

8 13 2317 久米　秀和 (3) 高　田 9.49.77 8 9 2519 濱田　賢祥 (3) 三　雲 10.40.61

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ｻｶﾀ ｹﾝｲﾁ

9 4 1803 宮崎　翔太 (2) 千代崎 9.50.55 9 5 500 坂田　顕一 (3) 五十鈴 10.43.05

ｲﾜﾀ ｿｳﾀ ｻｶﾓﾄ ﾓﾄｱｷ

10 18 1120 岩田　壮太 (2) 正　和 9.52.43 10 31 1871 坂本　基彰 (2) 白　子 10.44.06

ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ﾀｶﾉ ｼﾝﾔ

11 6 1162 塚田　修平 (2) 陵　成 9.59.59 10 18 1876 高野　真哉 (2) 白　子 10.44.06

ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ

12 1 2319 鈴木　敦士 (3) 高　田 9.59.59 12 13 109 川口　翔平 (2) 城　田 10.44.89

ﾆｼｲ ﾀｸﾔ ﾓﾘﾀ ﾀｶﾋﾛ

13 19 2561 西井　拓哉 (2) 三　雲 10.01.39 13 14 450 森田　孝洋 (2) 伊勢宮川 10.51.00

ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｷ ｽﾄﾞｳ ｻﾄｼ

14 21 1117 中田　大貴 (3) 正　和 10.01.65 14 8 2255 数胴　　聖 (2) 一身田 10.55.98

ｲｿﾍﾞ ｼﾝｲﾁ ｵｸﾉ ﾕｳﾔ

15 7 1627 磯部　真一 (3) 白　鳥 10.03.37 15 4 417 奥野　雄也 (2) 二　見 11.05.47

ｿﾜﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ

16 3 212 岨野　良亮 (3) 厚　生 10.12.90 16 6 337 寺田　友紀 (2) 伊勢港 11.05.82

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏﾉｳ ｶｽﾞﾏ

17 28 422 中村光太郎 (2) 二　見 10.15.23 17 24 2320 山納　一真 (3) 高　田 11.07.23

ﾏﾂｵｶ ｹﾝｽｹ ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ

18 22 219 松岡　健介 (3) 厚　生 10.16.84 18 2 2253 宮本　敦史 (3) 一身田 11.09.57

ﾀﾞﾃ ｶｽﾞｷ ｵｸﾓﾄ ﾕｳｽｹ

19 24 1860 伊達　一樹 (3) 白　子 10.19.98 19 32 2879 奥本　悠介 (3) 名張北 11.10.88

ﾀｹﾀﾞ ﾚﾝﾄ ｾｺ ｼﾝｺﾞ

20 33 312 武田　蓮斗 (3) 伊勢港 10.25.30 20 17 707 世古　晋護 (3) 度　会 11.18.58

ｵﾄﾍﾞ ﾖｼｷ ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

21 31 2092 音部　佳紀 (3) 亀山中部 10.27.81 21 30 2956 小嶋　裕太 (2) 霊　峰 11.18.90

ｲｿﾉ ﾘｮｳﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ

22 27 841 磯野　良太 (3) 南　勢 10.31.02 22 20 2265 山田　清龍 (2) 一身田 11.19.89

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ ｱｵﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ

23 30 2521 川口　幸輝 (3) 三　雲 10.31.48 23 35 2452 青山　昇平 (2) 久居西 11.22.56

ﾅｶﾂｼﾞ ｱｻﾋ ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

24 20 209 中辻　朝陽 (3) 厚　生 10.32.39 24 19 1630 伊藤　将吾 (3) 白　鳥 11.24.10

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾉｸﾞﾁ ﾐﾂﾅﾘ

25 32 309 中川　雄斗 (3) 伊勢港 10.32.98 25 28 119 野口　満成 (2) 城　田 11.35.77

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｼ ｲｼｶﾜ ﾂｶｻ

26 26 2966 北村　正志 (3) 紀　北 10.33.25 26 26 2436 石川　　司 (3) 久居西 11.44.27

ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ ｺｵﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

27 17 873 山下　翔平 (3) 一　志 10.34.81 27 29 3429 郡山　誠人 (2) 久居西 11.47.03

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂ ｾｺ ﾊﾔﾃ

28 35 2668 松永　　徹 (2) 松阪西 10.52.71 28 7 2807 世古　　颯 (3) 東　海 11.48.51

ﾌｼﾞｲ ｹｲｺﾞ ﾎｼﾊﾞ ﾀｸﾐ

29 34 3165 藤井　啓吾 (2) 菰　野 11.05.88 29 25 1632 干場　　匠 (3) 白　鳥 11.54.93

ﾂﾙﾏ ﾕｳｷ ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ

30 23 1954 鶴間　雄貴 (2) 鼓ヶ浦 11.05.89 22 2192 太田　智之 (3) 橋　南 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    DNS：欠場



男子　棒高跳
審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司

6月21日 10:30 決勝  

中学日本記録 (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        

　県中学記録 (KJ)       4m50      中井　隆広 (城 田・伊勢)                                    1995        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ － － － － － ○ ○ ○ × × ×

1 19 832 田中　　弦 (3) 南　勢 3m40

ﾄﾖﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ － － － － ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

2 18 3178 豊永　洋介 (3) 赤　目 3m40

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺﾞ － － － － － × ○ × ○ × × ×

3 17 504 中西　将吾 (3) 五十鈴 3m30

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ － ○ ○ ○ × × ×

4 5 855 田中　昌平 (2) 南　勢 3m00

ﾔｶﾞﾀ ｺｳﾔ ○ ○ × ○ ○ × × ×

5 22 630 矢形　幸也 (2) 小　俣 3m00

ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ － ○ ○ × ○ × × ×

6 14 1304 石田　崇斗 (3) 明　和 3m00

ﾅﾝﾔ ｼｭｳｼﾞ ○ × ○ ○ × × ×

7 9 113 南谷　宗嗣 (2) 城　田 2m90

ｲﾊﾗ ﾅｵﾋﾛ － － × ○ × × ×

8 16 1858 伊原　尚宏 (3) 白　子 2m90

ﾀｶｲ ｹﾝ － － × ○ × × ×

8 21 215 髙井　　謙 (3) 厚　生 2m90

ﾓﾘｼﾀ ﾖｳｽｹ － ○ × × ×

10 13 611 森下　陽介 (3) 小　俣 2m70

ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ × × ○ ○ × × ×

11 8 845 小山　純平 (3) 南　勢 2m70

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ ○ × × ×

12 6 455 山口　優斗 (2) 伊勢宮川 2m50

ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ○ × × ×

12 3 175 西田　流正 (2) 豊　浜 2m50

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ × ○ × × ×

14 11 880 植松　直紀 (2) 一　志 2m50

ﾊｼﾓﾄ ﾄｳｶｲ × ○ × × ×

14 15 333 橋本　東海 (2) 伊勢港 2m50

3m10 3m20 3m30 3m402m50 2m70 2m90 3m00 3m50 3m60

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　１００ｍ

6月21日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       11.73     竹内　彩華 (御　影・兵庫)                                   2005        

東海中学記録 (JT)       11.96     斉藤　伸江 (入 野・静岡)                                    1989        

　県中学記録 (KJ)       12.26     水谷　友紀 (陵 成・桑名)                                    2001        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ

1 7 1706 伊藤　瑞希 (3) 神　戸 12.64 1 5 490 寺田　菜美 (3) 伊勢宮川 13.20

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ

2 6 720 山本　綺美 (2) 度　会 13.07 2 4 934 角谷　侑香 (2) 北　浜 13.55

ﾀﾔ ﾏﾅﾐ ｵﾉ ｴﾘﾅ

3 5 2082 田矢　愛美 (2) 亀　山 13.20 3 2 2081 小野恵里奈 (3) 亀　山 13.73

ﾊﾈ ｼｮｳｺ ｶﾂﾗﾔﾏ ﾕｳｶ

4 9 482 羽根　翔子 (2) 伊勢宮川 13.23 4 6 1699 桂山　柚花 (3) 神　戸 13.98

ｲﾜｲ ﾁｶ ｻﾄｳ ﾘﾅ

5 4 19 岩井　智香 (3) 倉田山 13.30 5 3 1186 佐藤　李奈 (2) 陵　成 14.32

ｺﾔﾏ ﾅﾐ ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾖ

6 8 810 小山　夏未 (3) 南島西 13.59 6 8 21 奥田　幸世 (3) 倉田山 14.49

ｶﾒｲ ｴﾘｶ ｱｻﾊﾗ ｷｮｳｺ

2 357 亀井　衿香 (2) 伊勢港 DNS 9 2798 浅原　京子 (3) 越　賀 DNS

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾂﾐ ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ

3 531 柴原奈津美 (2) 五十鈴 DNS 7 1297 藤林亜紗美 (2) 阿　山 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 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ

1 4 859 大谷奈都希 (3) 南　勢 13.53 1 4 1905 吉田　香織 (2) 白　子 13.79

ｼﾓｲ ﾐｻｷ ｵｸﾉ ﾏﾕ

2 8 2016 下井　美咲 (2) 創　徳 13.57 2 6 471 奥野　真由 (1) 伊勢宮川 14.03

ｲﾄｳ ﾕﾘ ﾋﾗﾀ ｺﾄﾈ

3 6 2221 伊藤　友里 (2) 南　郊 13.60 3 2 869 平田　琴音 (2) 南　勢 14.07

ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

4 7 1700 川島　和子 (3) 神　戸 13.72 4 9 2216 川口奈津季 (3) 南　郊 14.25

ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾎ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ

5 5 931 宮本　美保 (3) 北　浜 13.78 5 5 2548 山本　利花 (3) 三　雲 14.26

ﾅｶﾓﾘ ｱｲ ﾅｶﾔ ﾅﾂﾐ

6 3 2111 中森　　藍 (3) 亀山中部 14.07 6 3 2823 仲谷　夏美 (2) 東　海 14.37

ﾐﾔﾏ ｻｱﾔ ﾅｵｴ ﾕｳﾅ

7 9 352 宮間　沙絢 (2) 伊勢港 14.27 7 7 353 直江　悠奈 (2) 伊勢港 14.42

ｼｵｻﾞｷ ﾚｲ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ

8 2 1188 塩崎　　礼 (2) 陵　成 14.66 8 8 1190 西村　優花 (2) 陵　成 14.70

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｸﾀﾞ ｽｽﾞﾊ ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ

1 4 3615 徳田　涼葉 (1) 亀　山 14.02 1 5 2968 福田　　萌 (3) 紀　北 14.00

ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ ﾅｶﾆｼ ｱｶﾈ

2 8 717 林　　采奈 (3) 度　会 14.08 2 4 178 中西あかね (3) 豊　浜 14.33

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ ｻｲﾄｳ ｼﾉ

3 5 2226 山本　佳歩 (2) 南　郊 14.09 3 8 526 齋藤　紫乃 (2) 五十鈴 14.38

ｵｵﾀﾆ ﾓﾓｺ ｸﾛｾ ｱﾘｻ

4 6 2028 大谷　桃子 (2) 創　徳 14.17 4 2 254 黒精亜莉紗 (2) 厚　生 14.41

ｵｶﾀﾞ ｱｽﾞｻ ｶﾄｳ ﾘﾅ

5 2 2592 岡田　　梓 (3) 久　保 14.32 5 3 1142 加藤　里奈 (2) 正　和 14.41

ｾｺ ﾁﾊﾙ ｵｶﾞﾜ ﾀﾏﾐ

6 7 2817 世古　千春 (2) 東　海 14.35 6 7 639 小川　珠実 (2) 小　俣 14.54

ﾋｶﾞｼ ﾐﾕｺ ﾔﾏｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ

7 3 2562 東　美友子 (3) 鎌　田 14.37 7 9 2212 山崎　希美 (3) 橋　南 14.91

ｵｻﾞｷ ｻﾅﾐ ｶﾜｻｷ ﾏｷ

8 9 2332 尾﨑さなみ (3) 高　田 14.44 8 6 71 川崎　真希 (3) 玉　城 15.09

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

風:  -0.4 風:  0.0

風:  +0.4 風:  -1.0

風:  -1.4 風:  -1.6

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    DNS：欠場



女子　１００ｍ

6月21日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       11.73     竹内　彩華 (御　影・兵庫)                                   2005        

東海中学記録 (JT)       11.96     斉藤　伸江 (入 野・静岡)                                    1989        

　県中学記録 (KJ)       12.26     水谷　友紀 (陵 成・桑名)                                    2001        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｺ ﾊﾙｶ ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ

1 3 2818 世古　春香 (2) 東　海 14.41 1 2 153 角谷　風歌 (1) 城　田 14.48

ﾆｼｵｶ ﾐﾆｲ ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ

2 8 33 西岡みにい (1) 倉田山 14.45 2 5 3522 岡本　梨奈 (1) 一　志 14.49

ﾃﾗｳﾗ ﾅﾙﾐ ｳｴﾑﾗ ｱﾔ

3 7 2974 寺浦　成美 (2) 紀　北 14.51 3 8 2213 上村　　綾 (2) 橋　南 14.53

ｲｼﾊﾗ ﾐﾚｲ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ

4 2 2778 石原　美玲 (3) 和　具 14.54 4 9 1907 中川　南美 (2) 白　子 14.59

ｲﾑﾗ ﾁｴ ｵｵﾆｼ ﾐｵ

5 6 233 井村　智映 (3) 厚　生 14.58 5 4 638 大西　　澪 (2) 小　俣 14.66

ﾐﾅﾄﾔ ﾅﾂﾐ ｶﾏﾀﾞ ﾅﾂｶ

6 4 529 湊谷南つみ (2) 五十鈴 14.64 6 6 1656 鎌田　夏歌 (2) 白　鳥 14.72

ﾂﾙﾀ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾀ ﾋﾄﾐ

7 9 1350 鶴田　瑞季 (2) 明　和 14.75 7 7 2950 中田　　瞳 (3) 霊　峰 15.06

ﾑｶｲ ｻﾖ ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ

8 5 647 向井　さよ (2) 小　俣 14.89 3 2006 大西　杏奈 (3) 創　徳 DNS

9組 10組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ

1 4 131 清水　彩加 (2) 城　田 14.47 1 9 3763 内田　沙羅 (1) 亀山中部 14.47

ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｺ ｻﾊﾞ ﾁﾊﾅ

2 3 234 中川　晴子 (3) 厚　生 14.67 2 6 68 佐波　知花 (3) 玉　城 14.57

ﾉﾅｶ ｱｶﾈ ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳｺ

3 9 179 野中　　茜 (3) 豊　浜 14.68 3 8 2969 服部　玲子 (3) 紀　北 14.69

ﾕｷﾋﾛ ｻｷ ｵｵﾋﾗ ﾓﾓｺ

4 6 932 行廣　彩希 (3) 北　浜 14.72 4 2 3206 大平ももこ (3) 赤　目 14.71

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ ｷﾀﾔﾏ ｼｽﾞﾎ

5 2 2211 中村　真由 (3) 橋　南 14.73 5 5 1342 北山　静穂 (3) 明　和 15.00

ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾒ

6 8 2680 中川　風香 (3) 松阪西 14.94 6 3 2338 塚本　花女 (2) 高　田 15.25

ｳｴﾉ ﾕｷﾅ ﾐﾖｼ ﾀｶｺ

7 5 2563 上野由紀菜 (3) 鎌　田 17.86 7 4 2624 三好　貴子 (3) 松阪東部 15.25

ｷｼﾓﾄ ｸﾐｺ ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾙ

7 3214 岸野久美子 (2) 赤　目 DNS 8 7 1965 藤田ひかる (3) 鼓ヶ浦 15.54

11組 12組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾﾞｯｺ ﾘｶｺ ｽｽﾞｷ ﾘｻｺ

1 4 122 舌古梨佳子 (3) 城　田 14.81 1 5 3517 鈴木りさ子 (1) 一　志 15.02

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾅ ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ

2 5 1966 吉田カンナ (3) 鼓ヶ浦 14.84 2 9 73 森田　紅李 (3) 玉　城 15.04

ｻｶﾄｸ ﾋｶﾘ ﾔﾌﾞｷ ｴﾘ

3 3 1150 酒德ひかり (1) 正　和 14.85 3 4 427 藪木　恵理 (2) 二　見 15.21

ﾐﾔﾀ ﾏﾘﾅ ﾀｹｳﾁ ｶﾅ

4 9 411 宮田真理名 (3) 二　見 14.90 4 3 2678 竹内　伽奈 (3) 松阪西 15.23

ｷﾀﾏ ｶｵﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ｲｽｽﾞ

5 6 2953 北間　花織 (2) 霊　峰 14.90 5 6 1248 小林五十鈴 (2) 大　安 15.30

ｾｲｹ ｻｷ ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾐ

6 8 3209 清家　紗貴 (3) 赤　目 15.32 6 7 1971 西本　祐美 (2) 鼓ヶ浦 15.46

ﾄﾘｶｲ ﾐｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞｻ

7 2 1249 鳥飼　充里 (2) 大　安 15.38 7 2 3766 小林　梓紗 (1) 亀山中部 15.70

ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅﾐ

7 1299 西田　奈央 (1) 阿　山 DNS 8 2594 橋本　花実 (3) 久　保 DNS

風:  -1.6 風:  -0.6

風:  +0.6 風:  -1.8

風:  -1.7 風:  -0.6

凡例    DNS：欠場



女子　１００ｍ

6月21日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       11.73     竹内　彩華 (御　影・兵庫)                                   2005        

東海中学記録 (JT)       11.96     斉藤　伸江 (入 野・静岡)                                    1989        

　県中学記録 (KJ)       12.26     水谷　友紀 (陵 成・桑名)                                    2001        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

13組 14組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｲｶﾜ ﾁｺ ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ

1 2 2926 及川　千子 (2) 名張北 14.28 1 2 2504 鈴木可奈子 (2) 美　杉 14.74

ﾎｯﾀ ﾊﾙｶ ﾏｴﾀﾞ ｱﾔ

2 4 2342 堀田　陽香 (2) 高　田 15.29 2 6 433 前田　亜耶 (1) 二　見 15.07

ｽｽﾞｷ ｼﾎ ﾏﾂｼﾏ ｻﾘｱ

3 3 2462 鈴木　紫穂 (2) 久居西 15.30 3 8 3545 松島沙理亜 (1) 三　雲 15.10

ｲｻｶ ﾏﾅ ﾐｳﾗ ﾌﾐﾅ

4 6 2625 井坂　真菜 (2) 松阪東部 15.52 4 7 3521 三浦　文奈 (1) 一　志 15.18

ﾃﾞｸﾞﾁ ｺﾄﾅ ｷﾄﾞ ｾﾘﾅ

5 8 725 出口　琴菜 (3) 南　島 16.05 5 3 735 木戸　芹奈 (1) 南　島 16.43

ｲﾄｳ ｺﾄﾐ ｻｻｵ ｱｲﾘ

6 9 1146 伊藤　琴実 (1) 正　和 16.13 4 2461 笹尾あいり (2) 久居西 DNS

ｵｸｶﾞﾜ ｶﾖｺ ﾀﾆｵｸ ｱｺ

5 2679 奥川佳代子 (3) 松阪西 DNS 5 2941 谷奥　亜胡 (1) 名張北 DNS

ﾋﾞﾙﾁｨｽ･ﾀｲﾅ･ｶﾐﾗ

7 3527 ﾋﾞﾙﾁｨｽ･ﾀｲﾅ (3) 霊　峰 DNS

15組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｲｼ ﾐｻｷ

1 6 2458 大石　　岬 (3) 久居西 14.04

ｻﾄｳ ｱﾔ

2 8 2923 佐藤　　彩 (2) 名張北 14.18

ｵｵﾆｼ ﾘｻ

3 7 3548 大西　莉沙 (1) 三　雲 15.47

ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ

4 4 1659 小林　　愛 (2) 白　鳥 15.75

ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ

5 2 1347 山本　香織 (3) 明　和 15.76

ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ

6 3 2626 上田　彩加 (2) 松阪東部 16.05

ｳｴﾑﾗ ｱｵｲ

7 5 734 植村　　葵 (1) 南　島 16.76

風:  -1.8

風:  0.0 風:  -0.2

凡例    DNS：欠場



女子　８００ｍ

6月21日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       2.07.81   市川　良子 (浅 江・山口)                                    1991        

東海中学記録 (JT)       2.08.68   鈴木亜由子 (豊　城・愛知)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2.15.30   山崎　朱美 (笹 川・四日市)                                  1986        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ

1 6 20 出口和佳奈 (3) 倉田山 2.26.94 1 9 934 角谷　侑香 (2) 北　浜 2.31.63

ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾋｵｷ ﾏﾎ

2 4 3238 矢田　晴香 (3) 内　部 2.31.49 2 1 2509 日置　真渉 (1) 美　杉 2.32.42

ﾂﾀﾞ ﾀﾏｷ ｳﾗﾀ ﾏﾘﾝ

3 1 493 津田　　環 (3) 伊勢宮川 2.32.54 3 4 491 浦田　真鈴 (3) 伊勢宮川 2.32.90

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ ﾊﾏｼﾞ ﾅｷﾞｺ

4 7 124 中川　朱理 (3) 城　田 2.34.21 4 5 30 濱地　凪子 (2) 倉田山 2.36.23

ﾀﾊﾞﾀ ｱｲ ｸﾗｲ ｱﾕﾐ

5 2 2337 田端　　愛 (2) 高　田 2.34.34 5 3 133 倉井　　歩 (2) 城　田 2.38.86

ｲｲｵ ｱｽﾞﾐ ﾎｿｲ ﾐｻｷ

6 5 889 飯尾あずみ (3) 一　志 2.35.00 6 7 2218 細井美沙季 (3) 南　郊 3.17.75

ｶﾜｲ ﾏﾘﾅ ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ

7 9 2545 河合真里奈 (3) 三　雲 2.35.52 2 2214 田中　愛乃 (2) 橋　南 DNS

ﾋｸﾞﾁ ﾘｻ ｵｶﾞﾜ ﾖｳｺ

8 2217 樋口　里紗 (3) 南　郊 DNS 8 2799 小川　洋子 (3) 越　賀 DNS

ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ

3 1187 藤田　菜緒 (2) 陵　成 DNS 6 1189 清水なつみ (2) 陵　成 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 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｸﾞﾁ ｶﾔ ｷﾀｲ ｻﾕﾘ

1 8 145 坂口　　茅 (1) 城　田 2.31.65 1 4 3133 稀代小百合 (3) 菰　野 2.32.87

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ ﾄｲﾀ ｻｷ

2 6 236 中村　美穂 (3) 厚　生 2.32.96 2 6 2083 戸板　紗希 (2) 亀　山 2.35.92

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘｶ ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅｺ

3 7 1141 水谷百合香 (3) 正　和 2.37.32 3 2 348 水谷加奈子 (3) 伊勢港 2.37.17

ｵｻﾞｷ ﾎﾉｶ ｽﾐﾀﾞ ﾓｴｺ

4 1 356 尾崎ほのか (2) 伊勢港 2.37.38 4 8 3208 角田　萌子 (3) 赤　目 2.37.68

ﾃﾗｳﾗ ﾅﾙﾐ ｵｵﾊﾞ ﾐｻｷ

5 5 2974 寺浦　成美 (2) 紀　北 2.37.53 5 3 2009 大場　美咲 (3) 創　徳 2.37.88

ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ ﾃﾗﾓﾄ ﾏｲｺ

6 3 484 中村　汐李 (2) 伊勢宮川 2.38.44 6 1 1972 寺本　舞子 (2) 鼓ヶ浦 2.40.00

ﾐﾅﾐﾃﾞ ｻｷ ﾅｶﾞｼﾏ ｱｻｶ

7 2 1711 南出　早紀 (2) 神　戸 2.47.61 7 9 644 長嶋　麻加 (2) 小　俣 2.45.31

ﾅｶﾞｲ ﾕﾒﾎ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ

8 9 817 長井　夢帆 (1) 南島西 2.56.39 8 5 860 谷口　友麻 (3) 南　勢 2.47.40

ﾌｼﾞｻｷ ｱｲ ﾔﾏｵｶ ｻﾜｺ

4 1181 藤崎　亜依 (3) 陵　成 DNS 7 2800 山岡佐和子 (3) 越　賀 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾗｸﾞﾁ ｻﾔｶ ﾃﾗﾔﾏ ｱｶﾘ

1 4 1716 倉口紗也加 (2) 神　戸 2.37.21 1 4 3518 寺山明香里 (1) 一　志 2.38.22

ｲﾜｷ ｷｮｳ ｵｵﾔﾌﾞ ｱｶﾈ

2 5 2776 岩城　　京 (3) 和　具 2.38.91 2 6 1664 大薮　朱弥 (2) 白　鳥 2.45.36

ｶﾄｳ ﾊﾂﾐ ｲﾄｳ ﾕｷｶ

3 1 1655 加藤　初美 (2) 白　鳥 2.40.34 3 3 2022 伊東友紀香 (2) 創　徳 2.46.31

ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ

4 9 1247 黒田　悠加 (2) 大　安 2.43.70 4 7 678 中村　美穂 (1) 小　俣 2.47.05

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾎ ｽｶﾞﾉ ﾏｲｺ

5 7 2553 山崎友貴穂 (2) 三　雲 2.46.90 5 9 949 菅野真以子 (1) 北　浜 2.47.52

ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ ﾖｼｶﾜ ｶｽﾐ

6 2 867 西岡　由貴 (2) 南　勢 2.47.66 6 1 1239 吉川かすみ (3) 大　安 2.48.19

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶ

7 6 1148 藤本　奈那 (1) 正　和 2.48.00 7 8 235 中村　知華 (3) 厚　生 2.48.73

ｽｽﾞｷ ｻﾔ ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾅ

8 8 641 鈴木　沙弥 (2) 小　俣 2.48.14 8 5 2077 山内　茜奈 (3) 亀　山 2.49.05

ｶﾜｷﾀ ﾏﾘﾝ ｵｻﾞｷ ｱｽﾞｻ

3 2382 川北　真鈴 (2) 三重大附属 DNS 2 2335 尾﨑あずさ (2) 高　田 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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    DNS：欠場  DSQ：失格  *T2：レーン侵害



女子　８００ｍ

6月21日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       2.07.81   市川　良子 (浅 江・山口)                                    1991        

東海中学記録 (JT)       2.08.68   鈴木亜由子 (豊　城・愛知)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       2.15.30   山崎　朱美 (笹 川・四日市)                                  1986        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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)

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｲｹ ﾐｷ ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ

1 9 2919 松生　美樹 (3) 名張北 2.27.21 1 4 1964 鈴木　沙綾 (3) 鼓ヶ浦 3.02.48

ｻｶｲ ﾓﾓｺ ｶｼﾜｷﾞ ﾏﾅ

2 1 3516 酒井萌々子 (1) 一　志 2.42.94 2 6 2976 柏木　真奈 (2) 紀　北 3.02.61

ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ ﾊﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ

3 3 2968 福田　　萌 (3) 紀　北 2.44.01 3 5 237 濵田　侑奈 (3) 厚　生 3.12.34

ｷﾀｲ ｱｶﾘ ｳｴﾉ ﾕｷﾅ

4 6 2810 北井　明李 (3) 東　海 2.46.43 4 1 2563 上野由紀菜 (3) 鎌　田 3.22.72

ﾖｼｶﾜ ｾﾘﾅ ﾌﾙﾀ ﾕｷﾅ

5 5 2025 吉川　芹菜 (2) 創　徳 2.46.66 9 2457 古田有希菜 (3) 久居西 DNS

ｲﾜﾀﾆ ﾕｶ ﾅｶﾆｼ ｱｶﾈ

6 4 1242 岩谷　結香 (3) 大　安 2.49.82 8 178 中西あかね (3) 豊　浜 DNS

ﾔﾏｼﾞ ﾐｻｷ ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｶ

7 7 1352 山路　実咲 (2) 明　和 2.55.15 3 726 中村いつか (3) 南　島 DNS

ﾏｻｷ ﾊﾙﾅ ｲｽﾞﾀﾆ ｼｮｳｺ

8 2 2343 正木　陽菜 (2) 高　田 2.57.75 7 2939 泉谷　祥子 (1) 名張北 DNS

ｲﾄｳ ｱｶﾘ ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ

8 1660 伊藤　明梨 (2) 白　鳥 DSQ,*T2 2 1299 西田　奈央 (1) 阿　山 DNS

9組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ｱｶﾈ

1 5 2918 橋本　　茜 (3) 名張北 2.39.17

ﾋｶﾞｼ ﾐﾕｺ

2 6 2562 東　美友子 (3) 鎌　田 2.46.65

ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶ

3 8 3547 奥川　秀香 (1) 三　雲 2.52.13

ﾃﾞｸﾞﾁ ｺﾄﾅ

4 4 725 出口　琴菜 (3) 南　島 2.52.28

ﾐｳﾗ ｶﾅｺ

5 7 385 三浦　奏子 (1) 伊勢港 2.53.79

ﾅｶｲ ﾕﾒ

6 3 2227 中井　結女 (1) 南　郊 3.15.14

ｵﾀﾞﾅｶ ｻｷ

2 2459 小田中咲樹 (2) 久居西 DNS

ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾙ

1 1298 竹内ひかる (2) 阿　山 DNS

凡例    DNS：欠場  DSQ：失格  *T2：レーン侵害



女子　１５００ｍ

6月21日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (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        
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1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｻｷ ｱｲ ｸﾉ ﾅﾂｷ

1 8 1181 藤崎　亜依 (3) 陵　成 4.48.98 1 9 1658 久野菜津紀 (2) 白　鳥 5.09.93

ﾑｶｲ ｼｵﾘ ﾂﾀﾞ ﾀﾏｷ

2 5 2821 向井　詩織 (2) 東　海 4.50.14 2 4 493 津田　　環 (3) 伊勢宮川 5.15.30

ﾊﾏｼﾞ ﾒｲ ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ

3 15 816 濵地　明衣 (3) 南島西 4.51.36 3 2 635 竹内　杏奈 (3) 小　俣 5.15.61

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ｷﾀｲ ｻﾕﾘ

4 11 20 出口和佳奈 (3) 倉田山 4.58.56 4 8 3133 稀代小百合 (3) 菰　野 5.16.11

ﾀｹｷﾞｼ ｴﾘ ﾊﾏｼﾞ ﾅｷﾞｺ

5 3 890 竹岸　絵理 (3) 一　志 5.02.55 5 3 30 濱地　凪子 (2) 倉田山 5.17.15

ｵﾁｱｲ ﾐｻｷ ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘｶ

6 4 2079 落合　美咲 (3) 亀　山 5.08.35 6 14 376 山下友理香 (1) 伊勢港 5.18.22

ｸﾜﾊﾗ ｱﾔﾉ ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ

7 1 1710 桑原　綾乃 (2) 神　戸 5.09.07 7 15 256 中村　幸菜 (2) 厚　生 5.19.67

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ

8 6 1189 清水なつみ (2) 陵　成 5.13.58 8 13 477 奥野　春菜 (1) 伊勢宮川 5.22.32

ｸﾎﾞｸﾗ ﾐｻﾄ ｶﾜｲ ﾏﾘﾅ

9 2 473 久保倉実里 (1) 伊勢宮川 5.17.49 9 12 2545 河合真里奈 (3) 三　雲 5.22.47

ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ ｼﾝﾄﾞｳ ﾏﾐｶ

10 10 3238 矢田　晴香 (3) 内　部 5.18.69 10 11 2267 新堂真実香 (3) 一身田 5.23.06

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ ｻﾄｳ ｱｷﾎ

11 17 818 山本　実奈 (3) 南島西 5.21.46 11 17 2120 佐藤　晶穂 (2) 亀山中部 5.24.83

ｽｽﾞｷ ﾐﾎ ｵｵﾔﾏ ｴﾘ

12 13 2456 鈴木　美歩 (3) 一　志 5.22.22 12 5 1708 大山　絵梨 (3) 神　戸 5.26.34

ﾎﾘｺｼ ﾁﾎ ﾊｷﾞﾓﾘ ｻﾔｶ

13 16 2549 堀越　智歩 (3) 三　雲 5.34.93 13 16 1703 萩森沙也果 (3) 神　戸 5.37.33

ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ

12 2214 田中　愛乃 (2) 橋　南 DNS 14 1 1663 中村　留奈 (2) 白　鳥 5.48.51

ﾋｸﾞﾁ ﾘｻ ﾎｿｲ ﾐｻｷ

7 2217 樋口　里紗 (3) 南　郊 DNS 15 6 2218 細井美沙季 (3) 南　郊 6.28.84

ｲｲｵ ﾐﾕ ｵｻﾞｷ ﾎﾉｶ

9 896 飯尾　美友 (2) 一　志 DNS 10 356 尾崎ほのか (2) 伊勢港 DNS

ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ ｵｸﾉ ｼﾞｭﾅ

14 1187 藤田　菜緒 (2) 陵　成 DNS 7 632 奥野　珠奈 (3) 小　俣 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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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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審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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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3組 4組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ

1 8 124 中川　朱理 (3) 城　田 5.20.69 1 8 158 前田安友美 (1) 城　田 5.25.34

ｼﾞｶﾞﾐ ﾁﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ

2 3 3331 地紙　千穂 (1) 白　鳥 5.26.54 2 11 2026 渡邉　　愛 (2) 創　徳 5.31.66

ﾀﾅﾍﾞ  ﾋｶﾘ ｲﾀｸﾗ ﾕｳﾅ

3 7 532 田邉　洸莉 (2) 五十鈴 5.27.22 3 7 2021 板倉　佑奈 (2) 創　徳 5.31.93

ﾆｼﾑﾗ ｱｻｶ ﾀﾊﾞﾀ ｱｲ

4 6 2977 西村　麻佳 (2) 紀　北 5.28.19 4 16 2337 田端　　愛 (2) 高　田 5.37.43

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻﾄ ｽｶﾞｳﾗ ﾕﾅ

5 14 2377 山本　海里 (2) 三重大附属 5.28.41 5 2 264 須賀浦結菜 (2) 厚　生 5.37.44

ﾏｽﾀﾞ ｴﾘｻ ｵｶﾞｲ ﾐﾎ

6 1 2084 増田瑛里紗 (2) 亀　山 5.29.53 6 13 261 小粥　美穂 (2) 厚　生 5.39.36

ﾓﾘｼﾀ ｱｷｺ ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ

7 2 530 森下　彰子 (2) 五十鈴 5.30.35 7 9 936 竹本　美穂 (2) 北　浜 5.41.09

ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾏｴﾔﾏ ｶﾅ

8 15 1247 黒田　悠加 (2) 大　安 5.30.81 8 12 2503 前山　可奈 (2) 美　杉 5.42.73

ｵｵﾋﾗ ｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ

9 13 2005 大平　早紀 (3) 創　徳 5.32.33 9 6 2552 山本　利奈 (2) 三　雲 5.43.06

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅｺ ﾔﾉ ｶﾎ

10 10 348 水谷加奈子 (3) 伊勢港 5.43.25 10 14 1145 矢野　夏帆 (2) 正　和 5.51.57

ﾊﾏｼﾞ ｽｽﾞﾈ ﾖｼｶﾜ ｶｽﾐ

11 9 808 濵地　涼音 (3) 南島西 5.45.46 11 10 1239 吉川かすみ (3) 大　安 5.58.97

ﾊｷﾞﾉ ｲｸｺ ﾏｷﾉ ﾊﾙｶ

12 12 2268 萩野伊光子 (3) 一身田 5.46.03 12 1 1140 牧野　　遥 (3) 正　和 6.07.89

ｲﾜﾀﾆ ﾕｶ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｶ

13 11 1242 岩谷　結香 (3) 大　安 5.47.11 13 3 2225 松永　春香 (2) 南　郊 6.14.09

ﾔﾌﾞｷﾞｼ ｼｮｳｺ ｸﾗﾉ ﾕﾐ

14 16 2384 藪岸　翔子 (2) 三重大附属 5.52.05 5 634 倉野　佑実 (3) 小　俣 DNS

ｸﾗｲ ｱﾕﾐ ｵｶﾞﾜ ﾖｳｺ

4 133 倉井　　歩 (2) 城　田 DNS 4 2799 小川　洋子 (3) 越　賀 DNS

ｲﾜｷ ｷｮｳ ﾔﾏｵｶ ｻﾜｺ

5 2776 岩城　　京 (3) 和　具 DNS 15 2800 山岡佐和子 (3) 越　賀 DNS

凡例    DNS：欠場
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審 判 長：小池　弘文
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第54回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（08500174)
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5組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ﾚｲｶ

1 14 2929 井上　麗華 (2) 名張北 5.24.26

ﾌﾙﾀ ﾕｷﾅ

2 8 2457 古田有希菜 (3) 久居西 5.29.41

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ

3 9 2922 田村友梨奈 (3) 名張北 5.30.14

ｵﾀﾞﾅｶ ｻｷ

4 1 2459 小田中咲樹 (2) 久居西 5.35.04

ｵｻﾞｷ ｱｽﾞｻ

5 2 2335 尾﨑あずさ (2) 高　田 5.35.98

ｶﾔﾓﾄ ﾘｻｺ

6 5 2927 栢本莉沙子 (2) 名張北 5.42.19

ﾏｻｷ ﾊﾙﾅ

7 11 2343 正木　陽菜 (2) 高　田 5.48.20

ｷﾀﾑﾗ ﾁﾅﾐ

8 4 183 北村　千波 (2) 豊　浜 5.48.67

ｶﾄﾞﾔ ﾋﾄﾐ

9 12 177 角屋　　瞳 (3) 豊　浜 5.56.20

ﾔﾏｼﾞ ﾐｻｷ

10 15 1352 山路　実咲 (2) 明　和 6.02.67

ｾｺ ｱｲｺ

11 3 2971 世古　愛子 (3) 紀　北 6.05.87

ﾏﾂｵｶ ﾐﾕｳ

12 16 1143 松岡　美有 (2) 正　和 6.09.56

ﾏｴﾀﾞ ﾕｶ

13 6 180 前田　結花 (3) 豊　浜 6.22.15

ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾂﾐ

10 2606 川口あつみ (1) 久　保 DNS

ﾌｸｲ ﾕﾘ

13 1346 福井　友梨 (3) 明　和 DNS

ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｶ

7 726 中村いつか (3) 南　島 DNS

凡例    DNS：欠場


	男子四種
	女子四種
	記録会

