
 

第 55 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 21 年 6 月 27 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 



コンディション情報

トラック審判長  小池　弘文 跳躍審判長    河越　茂樹

投てき審判長    山本　浩武 混成審判長    磯田　富弘

記録主任        辻　　昭司

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向 測定場所

2009/06/27 10:00 晴 28.1 67.0 3.0 北東 0.0 競技場

11:00 晴 29.1 62.0 1.8 東北東 0.0 競技場

12:00 晴 28.9 60.0 5.1 東南東 0.0 競技場

13:00 晴 29.6 54.0 5.0 南 0.0 競技場

14:00 晴 29.7 50.0 2.7 南 0.0 競技場

15:00 晴 29.0 50.0 3.2 南南東 0.0 競技場

第55回全日本中学校通信陸上競技四種競技三重大会（09500174)
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)



男子　四種競技

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

通信最高記録 (NGR)      2936      加藤　誠也 (宮　原・埼玉)                                   2007(第53回)

中学日本記録 (JH)       3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        

東海中学記録 (JT)       2711      馬渕　和哉 (曳　馬・静岡)                                   2008        

　県中学記録 (KJ)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005(第51回)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 110mH 走高跳 砲丸投 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 14.89 1m65 10m67 55.46

1 877 岩田　大輝 (3) 一　志 +0.9 2473
(863) (504) (526) (580)

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 19.26 1m60 14m04 55.65
2 878 坂本　大樹 (3) 一　志 +0.2 2178

(410) (464) (731) (573)
ｴﾄｳ ｼｮｳ 16.48 1m77 9m87 60.13

3 2056 衛藤　　将 (3) 白　子 -0.9 2169
(680) (602) (478) (409)

ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 15.95 1m55 9m10 56.09
4 2 西口　大樹 (3) 倉田山 +1.2 2152

(738) (426) (432) (556)
ﾜﾅﾝ ﾕｳﾀ 17.12 1m65 11m74 59.10

5 3112 和南　悠太 (2) 赤　目 -0.9 2151
(612) (504) (591) (444)

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ 16.08 1m45 10m73 57.45
6 2888 森中　剛樹 (3) 松阪西 +0.9 2110

(724) (352) (530) (504)
ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ 16.61 1m65 9m39 59.09

7 2779 森岡　達哉 (3) 三　雲 +1.2 2064
(666) (504) (449) (445)

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 17.06 1m40 9m83 54.67
8 200 岡田　智文 (3) 厚　生 -1.2 2022

(618) (317) (475) (612)
ｻﾉ ﾄﾓｷ 16.83 1m60 8m70 57.78

9 2121 佐野　智基 (3) 鼓ヶ浦 -0.9 2006
(642) (464) (408) (492)

ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ 16.43 1m50 7m54 55.91
10 1874 近藤　星海 (3) 神　戸 -0.8 1976

(685) (389) (339) (563)
ｳﾗｵｶ ｼｮｳﾀ 17.53 1m55 9m09 56.55

11 2674 浦岡　章太 (3) 久居西 -0.8 1965
(570) (426) (431) (538)

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ 16.75 1m60 8m47 59.03
12 885 舌古　一誠 (2) 南　勢 +1.2 1956

(651) (464) (394) (447)
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 19.27 1m55 13m02 59.34

13 443 中村　洋介 (3) 伊勢宮川 +0.2 1939
(409) (426) (668) (436)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 17.94 1m55 9m01 56.32
14 1615 杉本　優太 (3) 菰　野 -0.9 1929

(530) (426) (426) (547)
ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ 16.74 1m40 8m16 55.53

15 2818 増井　秀平 (3) 久　保 -1.3 1923
(652) (317) (376) (578)

ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ 18.38 1m65 8m33 56.56
16 2576 藤木　智巳 (3) 三重大附属 -1.3 1916

(488) (504) (386) (538)
ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ 17.14 1m40 7m28 53.88

17 445 岡咲　和歩 (3) 伊勢宮川 +1.2 1896
(610) (317) (324) (645)

ﾔｽｲ ﾀｸ 16.49 1m40 7m86 56.70
18 3515 安井　　拓 (2) 一　志 -1.2 1886

(679) (317) (358) (532)
ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 16.43 1m40 8m33 59.15

19 931 山本　　卓 (3) 南島西 -1.2 1831
(685) (317) (386) (443)

ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｷ 18.05 1m45 8m31 55.90
20 2289 豊田　隆葵 (3) 亀山中部 +0.5 1819

(519) (352) (385) (563)
ﾍﾞﾍﾞｺ ｶｽﾞｷ 17.81 1m40 9m75 57.90

21 620 遍々古和輝 (3) 小　俣 -1.2 1818
(543) (317) (471) (487)

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

凡例  



男子　四種競技

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

通信最高記録 (NGR)      2936      加藤　誠也 (宮　原・埼玉)                                   2007(第53回)

中学日本記録 (JH)       3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        

東海中学記録 (JT)       2711      馬渕　和哉 (曳　馬・静岡)                                   2008        

　県中学記録 (KJ)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005(第51回)

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

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

ｺｸﾌﾞ ﾕｳｷ 18.84 1m50 9m57 57.64
22 2535 国分　祐樹 (3) 高　田 +0.5 1793

(447) (389) (460) (497)
ﾆｼｵｶ ﾏｻﾔ 16.66 1m50 7m92 61.35

23 106 西岡　征哉 (3) 城　田 -0.9 1779
(660) (389) (362) (368)

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 19.15 1m60 8m94 59.78
24 2127 山田　淳也 (3) 鼓ヶ浦 -1.3 1726

(419) (464) (422) (421)
ｽｷﾞﾀ ｱﾂｼ 19.55 1m35 11m43 58.03

25 2366 杉田　　篤 (3) 西橋内 -1.0 1724
(386) (283) (572) (483)

ｷﾀ ｹﾝﾄ 19.30 1m50 7m90 55.90
26 883 喜多　健斗 (2) 南　勢 +0.2 1719

(407) (389) (360) (563)
ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 17.90 1m60 6m28 59.54

27 3786 松岡　修平 (1) 高　田 +0.9 1692
(534) (464) (265) (429)

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼ 19.75 1m55 10m36 60.77
28 875 濵田　健志 (3) 南　勢 0.0 1689

(369) (426) (507) (387)
ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 17.89 1m40 9m41 61.04

29 403 浦口　雅隆 (3) 二　見 +0.9 1680
(535) (317) (450) (378)

ｵｶﾓﾄ ｸｳﾀﾞｲ 19.03 1m50 8m25 58.79
30 953 岡本　空大 (2) 明　和 +0.9 1655

(430) (389) (381) (455)
ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾘｱｷ 18.20 1m55 7m61 61.40

31 2777 藤川　成秋 (3) 三　雲 +0.5 1641
(505) (426) (343) (367)

ｵｶﾑﾗ ｷｮｳﾏ 19.81 1m60 9m93 62.60
32 2678 岡村　匡真 (3) 久居西 -0.9 1638

(364) (464) (481) (329)
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 18.24 1m55 7m54 61.89

33 2683 坂口　雅也 (3) 久居西 -1.0 1617
(501) (426) (339) (351)

ﾖｼｶﾜ ｻﾄｼ 17.76 1m35 8m45 60.78
34 2977 吉川　悟史 (2) 鏡　浦 +1.2 1610

(547) (283) (393) (387)
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 17.61 1m50 8m17 64.26

35 3165 西村　啓佑 (2) 名張北 -0.8 1607
(562) (389) (376) (280)

ﾊﾏｻｷ ｾｲﾔ 20.54 1m45 9m74 60.18
36 500 濱﨑　聖也 (3) 五十鈴 +0.5 1537

(308) (352) (470) (407)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 19.74 1m45 9m69 62.75

37 2402 小林　鷹斗 (2) 南　郊 0.0 1513
(370) (352) (467) (324)

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ 19.94 1m50 7m87 60.48
38 945 中西　優太 (3) 明　和 -0.9 1499

(354) (389) (359) (397)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 18.60 1m35 8m74 62.76

39 948 藤原　宏展 (3) 明　和 -1.0 1485
(468) (283) (410) (324)

ｺｼﾀ ｱｻﾐﾁ 21.19 1m40 7m96 56.56
40 2167 小下　元路 (3) 創　徳 -1.0 1480

(261) (317) (364) (538)
ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 18.59 1m40 7m12 62.29

41 626 内山　純一 (2) 小　俣 -0.9 1439
(469) (317) (314) (339)

ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ 21.45 1m45 8m24 58.93
42 447 菅原　徹也 (3) 伊勢宮川 0.0 1427

(244) (352) (381) (450)
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 17.63 NM 8m45 58.42

43 169 清水　敬太 (3) 度　会 -1.2 1422
(560) (0) (393) (469)

凡例  



男子　四種競技

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

通信最高記録 (NGR)      2936      加藤　誠也 (宮　原・埼玉)                                   2007(第53回)

中学日本記録 (JH)       3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        

東海中学記録 (JT)       2711      馬渕　和哉 (曳　馬・静岡)                                   2008        

　県中学記録 (KJ)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005(第51回)

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

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 20.43 NM 11m92 58.08
44 929 小嶋　孝明 (3) 南島西 -0.8 1399

(316) (0) (602) (481)
ﾂｼﾞ ｹﾝﾀ 19.39 1m50 7m57 64.70

45 2773 辻　　健太 (3) 三　雲 -1.0 1396
(399) (389) (341) (267)

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾄ 21.10 1m35 9m08 61.75
46 206 田中　将仁 (3) 厚　生 +0.2 1337

(267) (283) (431) (356)
ﾉﾛ ﾖｼｷ 20.61 1m45 5m59 59.02

47 841 野呂　善基 (3) 玉　城 -1.0 1327
(303) (352) (225) (447)

ﾊﾀ ｲｯｾｲ 20.51 1m40 7m77 62.15
48 1204 畑　　壱星 (2) 陵　成 -1.2 1323

(310) (317) (353) (343)
ｴｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 19.10 1m40 6m21 62.89

49 834 江島　知樹 (3) 玉　城 -1.3 1322
(424) (317) (261) (320)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄ 21.50 1m40 8m71 61.74
50 2133 吉澤　誉人 (2) 鼓ヶ浦 +0.2 1321

(240) (317) (408) (356)
ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ 18.90 NM 7m92 57.26

51 2815 田端　朔也 (3) 久　保 +0.5 1314
(441) (0) (362) (511)

ﾉﾛ ﾋﾛｷ 19.43 1m55 NM 57.88
52 840 野呂　博基 (3) 玉　城 0.0 1310

(396) (426) (0) (488)
ｼﾓ ｻﾄｼ 17.65 NM 8m03 61.29

53 3158 下　　聡志 (2) 名張北 0.0 1296
(558) (0) (368) (370)

ｵﾓﾃ ｱｷﾉﾘ 21.47 1m45 7m35 61.18
54 2819 表　亜樹徳 (2) 久　保 -1.2 1296

(242) (352) (328) (374)
ｳｻﾐ ﾌｳﾏ 21.23 1m45 7m11 61.30

55 2166 宇佐美楓馬 (3) 創　徳 +0.5 1295
(259) (352) (314) (370)

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 17.39 NM 7m04 60.92
56 621 山本　航平 (3) 小　俣 +0.5 1276

(584) (0) (310) (382)
ｱﾂﾐ ﾋｻｼ 20.75 NM 8m98 56.40

57 2068 渥美　久司 (2) 白　子 -1.0 1261
(292) (0) (425) (544)

ｵｵﾀ ﾏｻﾄ 23.60 1m40 7m99 58.73
58 2707 太田　真登 (3) 嬉　野 0.0 1261

(121) (317) (366) (457)
ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 21.62 1m40 6m67 60.54

59 2080 藤田　尊大 (2) 白　子 -0.8 1232
(232) (317) (288) (395)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 23.05 1m40 10m04 64.74
60 2170 渡辺　大将 (3) 創　徳 -1.2 1219

(148) (317) (488) (266)
ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 21.71 1m35 5m48 58.31

61 2756 嶋田　拓也 (2) 美　杉 +0.9 1201
(227) (283) (219) (472)

ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶﾋﾃﾞ 18.44 NM 8m39 64.35
62 3098 杉森　隆英 (2) 赤　目 +1.2 1149

(483) (0) (389) (277)
ﾎﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 21.03 1m35 7m41 64.88

63 3110 堀川　純弥 (2) 赤　目 +0.2 1148
(272) (283) (331) (262)

ｻｶｲ ﾕﾒﾄ 19.16 NM 7m90 61.61
64 2725 酒井　夢斗 (2) 嬉　野 -0.8 1139

(419) (0) (360) (360)
ﾔﾏｶﾜ ﾀﾂｷ 19.92 NM 7m99 61.80

65 174 山川　竜樹 (2) 度　会 -1.3 1076
(356) (0) (366) (354)

凡例  



男子　四種競技

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

通信最高記録 (NGR)      2936      加藤　誠也 (宮　原・埼玉)                                   2007(第53回)

中学日本記録 (JH)       3054      中村　　仁 (播磨南・兵庫)                                   2004        

東海中学記録 (JT)       2711      馬渕　和哉 (曳　馬・静岡)                                   2008        

　県中学記録 (KJ)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005        
　　大会記録 (GR)       2699      立野　剛志 (城 田・伊勢)                                    2005(第51回)

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

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 19.10 NM 7m07 62.27
66 211 森本　峻汰 (3) 厚　生 -0.8 1074

(424) (0) (311) (339)
ﾂﾂﾐ ﾖｳﾍｲ 21.28 1m40 5m45 66.77

67 2628 堤　　陽平 (2) 豊　里 +0.5 1001
(255) (317) (217) (212)

ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀ 19.76 NM 7m11 63.63
68 514 松田　菖太 (2) 五十鈴 +1.2 980

(368) (0) (314) (298)
ｵｵﾊｼ ﾕｳｽｹ 25.35 1m35 7m52 63.59

69 1198 大橋　勇介 (2) 陵　成 -1.3 971
(51) (283) (338) (299)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 20.47 NM 6m84 61.89
70 334 山本　卓矢 (2) 伊勢港 +0.2 962

(313) (0) (298) (351)
ﾀﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 20.88 NM 7m05 62.40

71 408 玉田　智也 (3) 二　見 +1.2 928
(283) (0) (310) (335)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 25.85 1m50 6m52 66.35
72 326 谷口　洵哉 (2) 伊勢港 0.0 928

(37) (389) (279) (223)
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾕｳｽｹ 24.95 1m45 7m53 68.60

73 2757 山際　悠祐 (2) 美　杉 -1.3 924
(65) (352) (339) (168)

ﾑｺｳﾊﾗ ﾊﾔﾀ 21.55 NM 7m86 68.31
74 2403 向原　駿太 (2) 南　郊 -0.8 770

(237) (0) (358) (175)

凡例  



女子　四種競技

通信最高記録 (NGR)      3020      浜野　りえ (美　浜・福井)                                   2005(第51回)

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

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)

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
ﾄｳｶｲ ﾘｶ 15.31 1m44 9m95 27.04

1 891 東海　里香 (3) 南　勢 +0.9 -1.8 2590 ☆
(801) (555) (526) (708) 全国大会へ

ﾔﾏﾈ ﾒｲ 16.30 1m59 9m78 28.28
2 481 山根　芽衣 (2) 伊勢宮川 +1.3 -1.8 2526 ☆

(678) (724) (515) (609) 全国大会へ
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ 14.78 1m25 7m61 26.60

3 177 森本　真由 (3) 度　会 +0.9 -1.8 2349
(871) (359) (374) (745)

ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ 15.07 1m30 9m21 28.10
4 488 辻　保奈美 (3) 伊勢宮川 +1.2 -1.8 2342

(832) (409) (478) (623)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 15.90 1m44 7m72 28.54

5 521 山本　佳奈 (3) 五十鈴 +1.2 -1.8 2252
(727) (555) (381) (589)

ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ 15.09 1m20 8m47 27.43
6 483 奥野　春菜 (2) 伊勢宮川 +1.1 -1.8 2248

(830) (312) (430) (676)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 15.20 1m30 7m41 27.64

7 1816 山田　梨央 (2) 川　越 +1.0 -1.8 2244
(815) (409) (361) (659)

ﾅｵｴ ﾕｳﾅ 16.16 1m25 8m31 28.11
8 337 直江　悠奈 (3) 伊勢港 +0.4 -1.0 2095

(695) (359) (419) (622)
ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ 15.60 1m25 7m14 28.08

9 2741 竹村　若奈 (3) 嬉　野 +1.1 -1.0 2092
(764) (359) (344) (625)

ｶﾘﾔ ﾐﾕ 16.65 1m35 6m92 27.93
10 1806 仮屋　美佑 (3) 川　越 +0.7 -1.0 2063

(637) (460) (330) (636)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ 17.43 1m44 9m63 30.42

11 3183 中島　晶子 (3) 名張北 +0.4 -1.8 2062
(549) (555) (505) (453)

ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ 16.42 1m30 7m55 29.26
12 9 角谷　　悠 (3) 倉田山 +1.3 -1.0 1978

(664) (409) (370) (535)
ｶﾜｷﾞｼ ﾐｻｷ 16.08 1m20 7m36 28.68

13 895 川岸　美咲 (3) 一　志 +1.2 -1.0 1952
(704) (312) (358) (578)

ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 16.75 1m35 7m46 30.51
14 1563 林　　彩花 (3) 内　部 +0.3 -1.0 1897

(625) (460) (365) (447)
ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 16.68 1m25 7m16 29.06

15 237 中村　恵理 (3) 厚　生 +0.3 -1.0 1887
(633) (359) (345) (550)

ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 17.28 1m44 7m43 31.71
16 3181 田中千明日 (3) 名張北 +0.4 -1.0 1852

(565) (555) (363) (369)
ｷﾀｸﾞﾁ ｱｶﾘ 16.95 1m15 8m56 29.19

17 2082 北口明香里 (3) 白　子 +1.0 -1.3 1844
(602) (266) (436) (540)

ｲﾄｳ ﾅﾐ 17.72 1m20 7m28 28.21
18 342 伊藤　奈実 (2) 伊勢港 +0.3 -0.6 1797

(518) (312) (353) (614)
ﾌｸﾀﾞ ﾁﾋﾛ 18.81 1m25 8m95 29.02

19 2013 福田　千紘 (2) 千代崎 +1.2 -1.3 1781
(408) (359) (461) (553)

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 18.17 1m20 6m79 27.53
20 2148 谷川　円香 (3) 鼓ヶ浦 +1.5 -0.9 1773

(471) (312) (322) (668)
ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ 18.14 1m30 7m17 29.23

21 2668 宮本　実樹 (2) 久　居 +0.4 -1.3 1766
(474) (409) (346) (537)

審 判 長：磯田　富弘

記録主任：辻　　昭司

凡例    ☆：全日中参加標準記録突破



女子　四種競技

通信最高記録 (NGR)      3020      浜野　りえ (美　浜・福井)                                   2005(第51回)
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　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)

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

ﾀﾂｸﾞﾁ ｱﾔｶ 17.04 1m20 7m13 29.62
22 3132 辰口　綾加 (2) 赤　目 +0.4 -1.3 1756

(592) (312) (343) (509)
ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕ 17.94 1m20 7m32 29.07

23 2795 平松　愛由 (3) 三　雲 +0.7 -0.6 1712
(495) (312) (356) (549)

ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ 16.81 1m20 7m12 30.72
24 2307 内田　沙羅 (2) 亀山中部 +1.2 -1.3 1706

(618) (312) (343) (433)
ﾉﾏ ｱｲｶ 17.96 1m30 7m67 30.95

25 139 野間　愛加 (2) 城　田 +0.4 -1.3 1698
(493) (409) (378) (418)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 17.52 1m20 6m98 29.61
26 2411 山本　佳歩 (3) 南　郊 +0.4 -0.6 1695

(539) (312) (334) (510)
ﾐﾔｿﾞﾉ ﾏﾕｺ 18.07 1m30 7m30 30.58

27 2908 宮園真悠子 (3) 松阪西 +0.9 -1.3 1686
(481) (409) (354) (442)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 19.33 1m30 8m01 29.55
28 890 田中　里奈 (3) 南　勢 +0.4 -0.6 1683

(360) (409) (400) (514)
ﾅｶﾞｻｷ ﾐｸ 19.69 1m44 6m82 30.25

29 1092 長崎　未来 (3) 光　風 +1.0 -0.6 1672
(328) (555) (324) (465)

ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 18.89 1m30 6m52 28.96
30 2758 鈴木可奈子 (3) 美　杉 +0.3 -0.9 1671

(401) (409) (304) (557)
ｽｴﾏﾂ ｶﾎ 17.27 1m25 6m38 30.57

31 2191 末松　果穂 (3) 創　徳 +1.3 -0.6 1663
(566) (359) (295) (443)

ｳｴﾑﾗ ﾙﾐ 17.53 1m20 7m66 30.80
32 2979 植村　瑠海 (2) 鏡　浦 +1.1 -1.3 1655

(538) (312) (377) (428)
ｲﾄｳ ｶｽﾐ 17.81 1m20 7m32 30.26

33 2405 伊藤　香純 (3) 南　郊 +0.9 -0.6 1640
(508) (312) (356) (464)

ｱｻﾘ ﾏｷ 17.56 1m20 6m77 30.32
34 523 浅利　麻貴 (3) 五十鈴 +1.3 -0.6 1627

(535) (312) (320) (460)
ｳｴﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 18.23 1m25 6m39 29.98

35 657 上村　凪沙 (2) 小　俣 +0.4 -0.9 1603
(465) (359) (296) (483)

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ 16.65 NM 7m56 29.26
36 644 野呂真里菜 (3) 小　俣 +1.0 -1.6 1543

(637) (0) (371) (535)
ﾉﾀﾆ ｸﾐ 19.68 1m25 6m80 29.52

37 2835 野谷　公美 (3) 久　保 +0.4 -1.6 1526
(329) (359) (322) (516)

ﾄﾘﾔﾏ ﾅﾂﾐ 17.87 NM 8m18 28.59
38 1241 鳥山　夏海 (2) 陵　成 +1.5 0.0 1498

(502) (0) (411) (585)
ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶ 19.93 1m30 6m61 30.42

39 2800 奥川　秀香 (2) 三　雲 +1.0 -0.9 1480
(308) (409) (310) (453)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 18.30 1m15 5m99 30.29
40 2087 中川　南美 (3) 白　子 +1.0 -1.6 1457

(458) (266) (271) (462)
ﾀﾅｶ ﾚﾝﾅ 17.93 1m15 6m84 32.20

41 2304 田中　恋奈 (3) 亀山中部 +1.3 -0.9 1426
(496) (266) (325) (339)

ﾓﾘﾀ ﾘｴ 22.29 1m20 11m13 31.77
42 2410 守田　りえ (3) 南　郊 +0.3 -0.9 1422

(140) (312) (604) (366)
ﾋｵｷ ﾏﾎ 19.40 1m30 5m76 31.41

43 2760 日置　真渉 (2) 美　杉 +1.1 -1.6 1407
(354) (409) (256) (388)

凡例    ☆：全日中参加標準記録突破



女子　四種競技

通信最高記録 (NGR)      3020      浜野　りえ (美　浜・福井)                                   2005(第51回)

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

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)

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

ﾋﾗﾉ ﾕｷｶ 18.49 1m20 6m10 31.95
44 2803 平野優希香 (2) 三　雲 +1.5 -0.9 1384

(439) (312) (278) (355)
ｲｿﾀﾞ ｶﾅ 19.14 1m25 6m28 32.07

45 3519 磯田　佳奈 (2) 一　志 +0.7 -1.6 1372
(377) (359) (289) (347)

ﾊﾔｼ ﾅｵ 20.49 1m15 8m74 31.49
46 819 林　　直音 (3) 北　浜 +1.0 0.0 1359

(263) (266) (447) (383)
ｲﾄｳ ﾔﾖｲ 20.93 1m20 6m90 30.05

47 2739 伊藤　　弥 (3) 嬉　野 +1.0 0.0 1350
(230) (312) (329) (479)

ｶﾜﾑﾗ ﾏﾐ 22.52 1m41 7m39 32.22
48 239 河村　真実 (3) 厚　生 +1.2 -1.6 1348

(127) (523) (360) (338)
ﾅｶﾉ ﾐｶ 19.49 1m30 7m45 34.28

49 2192 中野　美果 (3) 創　徳 +0.7 -0.9 1344
(346) (409) (364) (225)

ｺｼﾞﾏ ﾐｻ 20.96 1m15 7m57 30.25
50 2380 小島　美紗 (3) 西橋内 +1.5 0.0 1330

(227) (266) (372) (465)
ｵﾁｱｲ ｱﾔﾐ 21.63 1m20 9m95 32.74

51 2007 落合　彩水 (2) 千代崎 +1.3 -1.6 1327
(181) (312) (526) (308)

ｸｻﾌｶ ｱﾔｶ 19.82 1m25 5m17 31.00
52 2187 草深　絢香 (3) 創　徳 +1.0 0.0 1309

(317) (359) (219) (414)
ﾊｼﾂﾒ ｶﾝﾅ 21.39 1m20 7m03 30.69

53 823 橋爪かんな (2) 北　浜 +1.1 0.0 1281
(197) (312) (337) (435)

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔ 21.98 1m25 6m07 30.46
54 423 前田　亜耶 (2) 二　見 +1.2 -1.8 1244

(159) (359) (276) (450)
ｶﾄｳ ﾋﾛｴ 19.43 NM 7m20 29.19

55 1862 加藤　拓江 (2) 白　鳥 +1.0 -1.0 1239
(351) (0) (348) (540)

ｲﾅﾂｷﾞ ﾕｳﾅ 19.65 1m15 5m74 31.52
56 2832 稲継　結菜 (3) 久　保 +0.7 0.0 1234

(332) (266) (255) (381)
ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾂｷ 21.40 1m15 7m37 31.17

57 649 谷口　　皐 (3) 小　俣 +1.5 -1.8 1224
(196) (266) (359) (403)

ｷﾑﾗ ｸﾚﾊ 20.26 1m15 6m44 31.78
58 2980 木村　紅巴 (1) 鏡　浦 +1.5 -1.8 1211

(281) (266) (299) (365)
ﾆｼ ｱｲﾗ 17.66 NM 5m79 31.20

59 3343 西　　愛良 (2) 矢　渕 +1.3 -1.8 1184
(524) (0) (258) (402)

ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｺ 22.80 1m30 6m26 32.20
60 242 髙田　智子 (3) 厚　生 +0.9 -1.0 1148

(112) (409) (288) (339)
ﾏｴｶﾞﾜ ｶﾅｺ 21.97 1m20 6m52 32.08

61 368 前川架菜子 (1) 伊勢港 +0.9 -1.3 1122
(159) (312) (304) (347)

ﾃﾗｵｶ ﾕｳｺ 22.33 1m15 7m53 32.84
62 2086 寺岡　優子 (3) 白　子 +0.7 -1.0 1075

(138) (266) (369) (302)
ﾀﾆﾉ ﾏﾅﾐ 19.41 1m15 3m83 33.23

63 2157 谷野　愛実 (1) 鼓ヶ浦 +1.0 -1.0 1035
(353) (266) (136) (280)

ｷﾀﾉ ｱｶﾈ DSQ,*T8 1m25 6m06 31.58
64 2740 北野　朱音 (3) 嬉　野 -1.0 1011

(0) (359) (275) (377)
ﾓﾘｶﾜ ﾚﾅ 20.50 NM 6m84 31.29

65 2837 森川　玲菜 (3) 久　保 +0.4 -1.3 983
(262) (0) (325) (396)

凡例    ☆：全日中参加標準記録突破



女子　四種競技
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　県中学記録 (KJ)       2730      中村　祐子 (一　志・津)                                     2007        
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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

ﾅｶﾞｵ ｱﾕﾐ 20.22 1m25 NM 32.21
66 3127 永尾あゆみ (3) 赤　目 +1.1 -1.3 982

(284) (359) (0) (339)
ﾄﾘｲ ﾓｴｶ 20.72 NM 5m29 29.82

67 1869 鳥井　萌加 (2) 白　鳥 +1.3 -1.3 966
(245) (0) (226) (495)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 23.89 1m35 6m69 37.52
68 897 山本　　楓 (3) 一　志 +0.9 -1.8 927

(61) (460) (315) (91)
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕﾐ 21.26 NM 7m03 31.58

69 3140 宮崎あゆみ (1) 赤　目 +1.0 -0.4 920
(206) (0) (337) (377)

ｵｶﾓﾄ ﾁｱｷ 24.86 NM 6m80 30.62
70 1238 岡本　千明 (2) 陵　成 +0.4 -0.4 790

(28) (0) (322) (440)
ﾃﾗﾏｴ ｶﾉ 21.34 NM 6m12 34.32

71 2163 寺前　かの (1) 鼓ヶ浦 +1.1 -0.4 704
(201) (0) (279) (224)

ｶﾜｷﾞｼ ﾏｲ 22.46 NM NM 31.47
72 2763 川岸　真衣 (1) 美　杉 +0.4 -0.4 514

(130) (0) (0) (384)

凡例    ☆：全日中参加標準記録突破



 
 
 
 
 
 
 
 

記 録 会 の 部 



男子　１００ｍ

6月27日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       10.67     梨本　真輝 (流山南部・千葉)                                 2008        

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

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ ｶﾜｷﾞﾀ ﾀｹｼ

1 2 3160 田中　翔真 (2) 名張北 11.49 1 6 1880 川喜田剛志 (2) 神　戸 12.03

ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ

2 5 2282 池村　優介 (3) 亀山中部 11.51 2 9 302 宮﨑　寛隆 (3) 伊勢港 12.03

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

3 9 103 小池　龍緯 (3) 城　田 11.56 3 7 2768 牛田　匡哉 (3) 三　雲 12.15

ﾆｼｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ ﾊﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ

4 4 2714 西口　航平 (3) 嬉　野 11.69 3 2 502 林　　訓平 (3) 五十鈴 12.15

ｵｵﾐﾁ ﾀｸﾔ ｵｵｶﾜ ﾀｶﾔ

5 3 2532 大道　卓也 (3) 高　田 11.80 5 3 2057 大川　貴也 (3) 白　子 12.16

ﾌｸｲ ﾔｽﾋﾛ ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ

6 8 2537 福井　康大 (3) 高　田 11.83 6 5 2284 浦野　陽平 (3) 亀山中部 12.25

ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾀｶｵｶ ｼﾝﾉｽｹ

7 6 321 北村　椋汰 (3) 伊勢港 11.89 7 4 446 高岡新之介 (3) 伊勢宮川 12.29

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

7 2863 田中　凌平 (3) 松阪中部 DSQ,*T4 8 8 444 上田　晃平 (3) 伊勢宮川 12.45

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

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｼﾏｵｶ ﾋﾛｷ

1 2 402 松本　旬平 (3) 二　見 12.44 1 4 2727 島岡　大貴 (2) 嬉　野 12.28

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ

2 7 1892 山田　　駿 (2) 神　戸 12.47 2 5 3705 中山　大之 (2) 一　志 12.39

ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾌｶﾔ ﾕｳｷ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

風:  -1.4 風:  -1.2

風:  -1.0 風:  -1.0

ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾌｶﾔ ﾕｳｷ

3 5 2579 小宮圭一朗 (3) 三重大附属 12.63 2 2 1891 深谷　有希 (2) 神　戸 12.39

ｶﾜﾄﾐ ﾐﾂﾏｻ ｵｵﾊｼ ﾀｸﾔ

4 6 3249 川富　光真 (3) 潮　南 12.65 4 9 2646 大橋　拓哉 (3) 久　居 12.40

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ

5 3 629 鈴木　智仁 (2) 小　俣 12.83 5 6 451 尾崎　翔大 (2) 伊勢宮川 12.44

ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾄﾓﾋﾛ

6 4 301 寺田　浩亮 (3) 伊勢港 12.89 6 8 3147 千代延智大 (3) 名張北 12.58

ｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ

7 9 1077 伊藤　貴則 (3) 光　風 12.96 7 7 517 山根　佑太 (2) 五十鈴 12.81

ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ ｺｷﾞｼ ﾕｳﾀ

8 2887 宮本　敬太 (3) 松阪西 DNS 3 1164 小岸　優太 (2) 正　和 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

ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ ｲﾜｻ ｶｲｼ

1 6 871 柴原　祥摩 (3) 南　勢 12.21 1 4 14 岩佐　海詩 (2) 倉田山 12.35

ﾔﾅ ﾋﾛﾕｷ ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ

2 8 3150 梁　　寛侑 (3) 名張北 12.25 2 3 572 加藤　大生 (2) 御　薗 12.39

ﾀﾅｶ ﾄｷ ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀ

3 2 610 田中　斗樹 (3) 小　俣 12.41 3 8 2364 櫻井　駿太 (3) 西橋内 12.39

ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾋﾙｶﾜ ｺﾞｳ

4 9 801 中川　堅斗 (3) 北　浜 12.48 4 2 401 晝河　　豪 (3) 二　見 12.66

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ ｲﾅｶﾞｷ ﾉｿﾞﾑ

5 7 739 山本　裕也 (3) 尾　鷲 12.57 5 9 2673 稲垣　　望 (3) 久居西 12.66

ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵﾔ ﾀｷﾉ ﾘｮｳﾍｲ

6 4 214 山村　直也 (3) 厚　生 12.58 5 7 734 瀧野　凌平 (3) 尾　鷲 12.66

ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾀｶ ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾋﾄ

7 3 2587 永田　一鷹 (2) 三重大附属 12.66 7 5 1160 岡崎　孝仁 (2) 正　和 12.68

ﾄﾐﾔﾏ ｼﾝｼﾞ ﾅｶﾉﾐﾔ ﾄﾓｷ

8 5 2821 富山　新司 (2) 久　保 12.76 6 2545 中之宮知樹 (2) 高　田 DNS

風:  -0.3 風:  -1.4

凡例    DSQ：失格  *T4：２度の不正スタート  DNS：欠場



男子　１００ｍ

6月27日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       10.67     梨本　真輝 (流山南部・千葉)                                 2008        

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

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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ

1 4 108 山口慎太朗 (3) 城　田 12.51 1 8 185 浦井　崚自 (1) 度　会 12.47

ﾃﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ｻﾜｲ ﾕｳｼﾞ

2 2 612 寺山　大貴 (3) 小　俣 12.58 2 4 3104 澤井　雄次 (2) 赤　目 12.55

ｳﾒﾀﾆ ﾘｭｳｲ ﾆｼｲ ｹﾝﾄ

3 6 843 梅谷　竜生 (2) 玉　城 12.67 3 2 404 西井　健人 (3) 二　見 12.73

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ｻｶｸﾞﾁ ｹｲｽｹ

4 5 2061 小林　祐哉 (3) 白　子 12.69 4 9 846 阪口　敬介 (2) 玉　城 12.77

ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ

5 7 876 村田　峻佑 (3) 南　勢 12.74 5 6 2772 田村　隆斗 (3) 三　雲 12.78

ﾀｶｸﾗ ｺｳﾍｲ ｼﾗﾂｶ ﾕｳﾀ

6 8 2651 高倉　康平 (3) 久　居 12.92 6 5 2865 白塚　裕太 (3) 松阪中部 12.86

ﾖｺｲ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾏｸﾞﾁ ｹﾋﾞﾝ

7 3 1033 横井　涼介 (2) 明　正 12.96 3 18 濱口ケビン (2) 倉田山 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ﾎﾁﾊﾀ ｻﾄｷ

8 9 3508 山本　友揮 (2) 一　志 13.35 7 568 堀端　智暉 (3) 御　薗 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

ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ ﾀｷﾞ ｼｹﾞｷ

1 4 805 浜口　就太 (3) 北　浜 12.72 1 6 1154 多儀　臣生 (3) 正　和 12.44

ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

2 6 2169 濱口　啓介 (3) 創　徳 12.88 2 5 579 吉田　拓矢 (2) 御　薗 12.65

ﾌｶｵ ﾊﾙｷ ｶﾂﾗﾔﾏ ﾌｻｱｷ

風:  -1.0 風:  0.0

風:  -3.0 風:  -0.9

ﾌｶｵ ﾊﾙｷ ｶﾂﾗﾔﾏ ﾌｻｱｷ

3 7 2396 深尾　治輝 (2) 橋　南 13.07 3 2 2769 桂山　房明 (3) 三　雲 12.74

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｼ

4 5 2866 斎藤　諒太 (3) 松阪中部 13.10 4 9 1612 小林　大士 (3) 菰　野 12.96

ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｼﾞ

5 9 2283 上田　　仁 (3) 亀山中部 13.22 5 3 3094 村田　竜士 (3) 赤　目 13.06

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

6 3 1683 萩原　勇斗 (2) 菰　野 13.25 6 7 2389 小嶋　大輝 (2) 橋　南 13.14

ﾅｶﾉ ｼｭﾝﾔ ﾑﾗｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

7 2 1032 中野　舜也 (2) 明　正 13.43 7 8 1038 村井省太朗 (2) 明　正 13.18

ｳｴｼﾞﾏ ﾅｵｷ ﾖｼﾀｶ ﾌｳﾀ

8 2055 上嶋　亨紀 (3) 白　子 DNS 8 4 109 吉髙　風汰 (3) 城　田 13.55

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

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ ﾌｼﾞﾀ ｲｯｾｲ

1 3 1555 中村　晋也 (2) 内　部 12.94 1 3 2586 藤田　一成 (2) 三重大附属 12.74

ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ ﾅｶｲ ﾘｮｳﾀ

2 6 3100 野村　直生 (2) 赤　目 13.19 2 6 2369 中井　亮太 (3) 西橋内 12.94

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ﾊﾅｲ ﾘｷﾔ

3 4 2816 中村　知紘 (3) 久　保 13.29 3 7 2978 花井利気也 (2) 鏡　浦 12.95

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｽｹ ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ

4 2 1684 宮崎　泰輔 (2) 菰　野 13.32 4 2 880 植松　直紀 (3) 一　志 13.18

ｲｹﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ ｵｵｽﾐ ﾋｶﾙ

5 5 2672 池山祐二郎 (3) 久居西 13.36 5 4 2676 大角　　輝 (3) 久居西 13.24

ﾀｶｼﾀ ｼｮｳﾍｲ ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾄ

6 8 204 高下　翔平 (3) 厚　生 13.58 6 8 3347 阪本　唯人 (2) 矢　渕 13.48

ﾀﾅｶ ﾄｳﾏ ｺｸﾞﾁ ｷｮｳｽｹ

7 3331 田中　冬真 (3) 矢　渕 DNS 7 5 1080 小口　恭介 (2) 光　風 13.90

風:  0.0 風:  -1.7

凡例    DSQ：失格  *T4：２度の不正スタート  DNS：欠場



男子　１００ｍ

6月27日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

中学日本記録 (JH)       10.67     梨本　真輝 (流山南部・千葉)                                 2008        

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

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

ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ ｱｵ ｺｳｷ

1 3 2755 川岸　侑紀 (2) 美　杉 13.36 1 8 2629 青　　幸輝 (2) 豊　里 13.97

ﾃﾗｼﾀ ｼｮｳｷ ｵｶｲ ｼｭﾝ

2 5 2948 寺下　翔希 (2) 鳥羽東 13.48 2 4 982 岡井　　駿 (2) 多　気 14.03

ﾆｼｵｶ ｼｭﾝｽｹ ｻｶｶﾞﾐ ﾕｳﾀ

3 2 172 西岡　俊輔 (2) 度　会 13.58 3 7 1549 坂上　悠太 (2) 内　部 14.04

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ ｵｸﾑﾗ ﾚﾝ

4 4 2395 豊田健士郎 (2) 橋　南 13.97 4 2 920 奥村　　廉 (1) 南　勢 14.09

ｷﾀﾑﾗ ｹｲﾀ ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼﾞ

5 8 2814 北村　奎太 (3) 久　保 13.98 5 3 930 堀内　勇次 (3) 南島西 14.13

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ ｵﾉ ｼｮｳﾀ

6 6 2890 北村　雅仁 (2) 松阪西 14.01 6 6 2754 小野　翔太 (2) 美　杉 14.82

ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ

7 1552 田口　龍一 (2) 内　部 DNS 5 2934 斎藤　祐靖 (3) 鳥羽東 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

ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｺﾞ

1 5 183 山下　翔汰 (1) 度　会 13.53 1 7 963 山中　大伍 (2) 明　和 13.22

ﾊﾔｼ ﾘｷ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾔ

2 3 2918 林　　里綺 (1) 松阪西 13.76 2 3 1577 高橋　慧矢 (3) 　暁　 13.64

ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ ｷﾀﾞ ｼｭｳ

3 2 2761 樫谷　　大 (1) 美　杉 14.50 3 2 57 木田　　周 (1) 豊　浜 14.09

ﾆﾜ ｺｳﾍｲ ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳﾀ

風:  -1.0 風:  -2.0

風:  -1.5 風:  -1.2

ﾆﾜ ｺｳﾍｲ ｶﾜｷ ﾀ ﾕｳﾀ

4 7 2370 丹羽　耕平 (3) 西橋内 14.70 4 8 2640 川北　悠太 (1) 豊　里 14.60

ｵｵﾂｼﾞ ﾏｻｼ ﾏｴﾀﾞ ﾚﾂｷ

5 6 984 大逵　将司 (2) 多　気 14.84 5 6 2420 前田　烈希 (1) 南　郊 15.12

ﾋﾗﾔﾏ ｱﾂﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ

6 4 2418 平山　敦也 (1) 南　郊 16.06 6 4 985 前田　悠登 (2) 多　気 15.34

ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｺﾞ ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾏ

7 8 2639 北川　優吾 (1) 豊　里 16.64 5 3219 松岡　奨真 (3) 霊　峰 DNS

17組 18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

ﾎﾘｳﾁ ﾀﾂﾔ ﾑｶｲ ﾕｳﾔ

1 5 802 堀内　達矢 (3) 北　浜 12.89 1 5 3363 向　　優弥 (1) 矢　渕 12.79

ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ ﾆｼﾑﾗ ｶｲﾎｳ

2 7 3705 乾　　颯斗 (1) 明　和 12.96 2 3 946 西村　魁宝 (3) 明　和 12.85

ﾅｶﾀ ｹﾝﾀ ﾏｷﾀ ﾖｼﾋﾛ

3 6 44 中田　拳太 (3) 豊　浜 12.98 3 2 16 蒔田　祥大 (2) 倉田山 13.39

ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾖｼ ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ

4 2 1575 今村　昌善 (3) 　暁　 13.18 4 8 928 小島甲太郎 (3) 南島西 13.52

ｲｿｻﾞｷ ﾀｶｷ ﾅｶｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

5 4 927 磯崎　貴希 (3) 南島西 13.34 5 7 49 中口　　剛 (2) 豊　浜 13.71

ｳｴﾉ ﾏﾅﾄ ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ

6 8 3231 植野　愛斗 (3) 霊　峰 13.54 4 1576 木下　　堯 (3) 　暁　 DNS

ﾌｼﾞﾑﾗ ｿｳﾏ ﾖｺｵ ﾀｹﾙ

3 2938 藤村　宗磨 (3) 鳥羽東 DNS 6 3910 横尾　武尊 (1) 霊　峰 DNS

風:  -0.2 風:  -0.2

凡例    DSQ：失格  *T4：２度の不正スタート  DNS：欠場



男子　１５００ｍ

6月27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

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾔ ｲｿﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

1 7 2649 畔柳　隼弥 (3) 久　居 4.09.71 1 2 3510 磯田　大地 (2) 一　志 4.31.74

ｲﾏﾆｼ ﾘｳﾀ ｵｵﾔﾏ ﾏﾂﾋﾛ

2 1 3144 今西　亮太 (3) 名張北 4.21.52 2 5 1609 大山　松大 (3) 菰　野 4.31.84

ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ

3 9 1153 岡田　健太 (3) 正　和 4.21.57 3 16 719 茂山　蓮太 (1) 一　志 4.33.88

ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｷ ｼﾝｹ ﾕｳｷ

4 17 1888 杉浦　宏紀 (2) 神　戸 4.22.41 4 17 2650 新家　悠希 (3) 久　居 4.33.91

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｲｵﾘ ｶﾜﾄ ﾀｸﾐ

5 11 1884 榊原　伊織 (2) 神　戸 4.22.92 5 11 2654 川戸　拓海 (2) 久　居 4.34.19

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ

6 3 102 川口　翔平 (3) 城　田 4.24.46 6 4 814 中村　　誉 (2) 北　浜 4.34.98

ﾋﾛｾ ﾀｲｽｹ ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ

7 6 2877 廣瀬　泰輔 (2) 松阪中部 4.27.48 7 7 3166 藤岡　勇樹 (2) 名張北 4.37.85

ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ ﾅﾏｲ ﾋﾛｷ

8 14 1673 松岡　良樹 (3) 菰　野 4.30.35 8 10 2182 生井　宏樹 (2) 創　徳 4.41.68

ﾑｶｲﾃﾞ ｷｮｳﾍｲ ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ

9 8 879 向出　京平 (3) 一　志 4.30.64 9 18 2106 北村　　祥 (1) 白　子 4.41.90

ｲﾜﾀ ｿｳﾀ ｼﾓ ﾌﾐﾉﾘ

10 10 1152 岩田　壮太 (3) 正　和 4.32.60 10 9 3408 下　　史典 (1) 亀山中部 4.42.41

ﾏｴｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

11 12 319 前川　　守 (3) 伊勢港 4.34.93 11 3 42 佐々木祐介 (3) 豊　浜 4.42.45

ｶﾈｻｷ ｼｭﾝ ｼﾏ ｱｷﾋｺ

12 5 2296 金崎　　舜 (2) 亀山中部 4.37.26 12 1 1206 志摩 亮彦 (2) 陵　成 4.44.77

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

12 5 2296 金崎　　舜 (2) 亀山中部 4.37.26 12 1 1206 志摩 亮彦 (2) 陵　成 4.44.77

ｷﾂﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ ｻｶｲ ｺｳﾀ

13 4 2580 木津　理允 (3) 三重大附属 4.38.88 13 15 2074 阪井　康太 (2) 白　子 4.44.98

ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀ ｵｶﾀﾞ ｹｲｽｹ

14 18 1881 北川　顕太 (2) 神　戸 4.42.35 14 14 325 岡田　圭介 (2) 伊勢港 4.45.94

ﾅｶﾆｼ ﾘｸ ﾔﾏﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ

15 16 838 中西　　陸 (3) 玉　城 4.43.97 15 12 333 山谷　将大 (2) 伊勢港 4.52.80

ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｼ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂ

16 2 3168 前田　泰士 (2) 名張北 4.50.68 6 2886 松永　　徹 (3) 松阪西 DNS

ﾀﾅｶ ｴｲﾀ ｶﾜﾑﾗ ﾀｲﾖｳ

17 15 2298 田中　瑛太 (2) 亀山中部 4.54.26 8 2534 河村　太陽 (3) 高　田 DNS

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾏ ｲﾜｲ ｻﾄｼ

18 13 2053 岩下　和真 (3) 白　子 5.05.02 13 1608 岩井　聡史 (3) 菰　野 DNS

凡例    DNS：欠場



男子　１５００ｍ

6月27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

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

ｲﾜﾊｼ ﾕｳﾏ ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾖｼｷ

1 15 2929 岩橋　裕真 (3) 鳥羽東 4.40.81 1 11 2689 中垣内良輝 (2) 久居西 4.48.57

ﾂｼﾞ ﾏｻｷ ｱｷﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ

2 1 986 逵　　雅基 (2) 多　気 4.42.17 2 9 803 秋葉　翔吾 (3) 北　浜 4.56.84

ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾃﾞ ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ

3 9 15 野村　貴英 (2) 倉田山 4.42.96 3 10 2873 大野　雅宏 (2) 松阪中部 4.58.23

ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾄｼ

4 16 2404 矢口　　潤 (2) 南　郊 4.46.46 4 16 1581 芝田　晃利 (2) 　暁　 4.59.38

ｽﾐﾀﾞ ﾜﾀﾙ ﾉｸﾞﾁ ﾐﾂﾅﾘ

5 2 455 角田　　航 (2) 伊勢宮川 4.47.75 5 13 107 野口　満成 (3) 城　田 5.03.71

ｱﾗｶﾜ ｱﾔﾄ ｻﾄｳ ｼｮｳｷ

6 5 2753 荒川　文斗 (2) 美　杉 4.49.85 6 17 628 佐藤　翔輝 (2) 小　俣 5.06.15

ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ ﾐﾔｹ ﾕｳｷ

7 3 454 竹中　　諒 (2) 伊勢宮川 4.50.20 7 8 636 三宅　佑樹 (2) 小　俣 5.07.79

ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｼ ｸﾎﾞ ﾀｸﾄ

8 10 2917 石橋　耐志 (1) 松阪西 4.50.61 8 15 2820 久保　拓斗 (2) 久　保 5.09.31

ｻﾝﾄｽ ﾀﾓﾉ ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ

9 18 2392 ｻﾝﾄｽ ﾀﾓﾉ (2) 橋　南 4.52.46 9 2 2879 大嶋　悠斗 (2) 松阪中部 5.14.77

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ ｲﾄｳ ﾂﾖｼ

10 12 432 山田　脩人 (1) 伊勢宮川 4.58.56 10 1 2767 伊藤　　健 (3) 三　雲 5.15.23

ﾐﾅﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾕｷ

11 4 2897 南　皓二朗 (2) 松阪西 4.59.80 11 5 3222 服部　竜幸 (2) 霊　峰 5.19.78

ﾀｶﾅ ﾘｸﾔ ｵｶﾀﾞ ﾘｷ

12 6 1219 田中　陸也 (1) 陵　成 5.00.87 12 4 19 岡田 吏貴 (2) 倉田山 5.22.1612 6 1219 田中　陸也 (1) 陵　成 5.00.87 12 4 19 岡田 吏貴 (2) 倉田山 5.22.16

ｲﾄｳ ﾄｵﾙ ｵｵﾅｶ ﾕｳｼ

13 11 3660 伊藤　　亨 (1) 三　雲 5.01.58 13 18 62 大仲　雄詞 (1) 豊　浜 5.23.44

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾅｶﾜｷ ｶｽﾞｷ

14 17 2817 濱口　裕汰 (3) 久　保 5.05.38 14 14 2685 中脇　一希 (3) 久居西 5.23.66

ﾅｶﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ ｲﾄｳ ﾄｼﾉﾌﾞ

15 14 615 中山　元太 (3) 小　俣 5.05.98 15 7 1083 伊藤　寿信 (2) 光　風 5.24.89

ｸﾗｲ ｶﾂﾋﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾄ

16 7 1163 藏井　克仁 (2) 正　和 5.14.17 16 6 2385 瀧澤　雅人 (3) 橋　南 5.26.62

ﾌﾙｵ ﾕｳﾀ ｶﾜｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ

8 33 古尾　勇太 (1) 倉田山 DNS 3 870 川口　　卓 (3) 南　勢 DNS

ﾀﾁ ｱﾂｼ ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ

13 2536 舘　　篤志 (3) 高　田 DNS 12 958 辻　　雄汰 (2) 明　和 DNS

凡例    DNS：欠場



男子　１５００ｍ

6月27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

5組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｻｶ ﾘｮｳｽｹ

1 3 812 井坂　僚介 (2) 北　浜 4.54.85

ｸﾛﾀﾞ ﾀｸ

2 6 2388 黒田　　卓 (2) 橋　南 5.01.35

ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

3 12 2951 西村　亮汰 (2) 鳥羽東 5.09.73

ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ

4 4 935 野村　浩平 (2) 南島西 5.15.03

ｷﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ

5 18 955 北俣　駿介 (2) 明　和 5.18.39

ｻｻｷ ﾄﾓﾔ

6 1 69 佐々木友哉 (1) 豊　浜 5.38.72

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾕｳ

7 17 2792 吉田　謙友 (2) 三　雲 5.39.15

ｵｸﾑﾗ ｶｲﾄ

8 7 869 奥村　海音 (3) 南　勢 5.41.09

ﾏﾂｲ ﾕｳｷ

9 2 419 松井　勇樹 (2) 二　見 5.43.86

ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ

10 16 2671 池田　聖也 (3) 久居西 5.54.81

ｼﾏｵｶ ﾖｼｱｷ

11 11 2825 嶋岡　嘉章 (1) 久　保 5.56.04

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾏｻﾐﾁ

14 2419 別府　昌道 (1) 南　郊 DNS14 2419 別府　昌道 (1) 南　郊 DNS

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ

5 886 林　　将平 (2) 南　勢 DNS

ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀ

13 1579 山﨑　孝太 (3) 　暁　 DNS

ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｼﾞ

9 1583 松岡　修史 (3) 　暁　 DNS

ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

15 3216 小嶋　裕太 (3) 霊　峰 DNS

ﾌｸﾀ ｶｽﾞｼ

10 3229 福田　和志 (1) 霊　峰 DNS

ｼｵｼﾞ ﾚﾝ

8 202 塩地　　廉 (3) 厚　生 DNS

凡例    DNS：欠場



男子　３０００ｍ

6月27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

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ ｵｵﾆｼ ﾘｮｳ

1 12 2775 西山　雄介 (3) 三　雲 9.20.50 1 7 1 大西　　良 (3) 倉田山 10.38.03

ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ ｲｻｶ ﾘｮｳｽｹ

2 13 442 三浦　健太 (3) 伊勢宮川 9.32.39 2 29 812 井坂　僚介 (2) 北　浜 10.38.75

ｻｶﾀ ﾏｻﾄｼ ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｷ

3 4 1613 坂田　昌駿 (3) 菰　野 9.44.22 3 3 2661 古川　喜章 (2) 久　居 10.39.14

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ ﾏﾂｵｶ ｼｭｳｼﾞ

4 10 312 寺田　友紀 (3) 伊勢港 9.46.49 4 11 1583 松岡　修史 (3) 　暁　 10.41.94

ﾆｲｼ ﾀｸﾔ ｲﾜﾀ ｼﾞｭﾝ

5 17 2774 西井　拓哉 (3) 三　雲 9.48.02 5 26 2054 岩田　　淳 (3) 白　子 10.51.70

ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ ｱｷﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ

6 15 3514 中西　航軌 (2) 一　志 9.52.05 6 17 803 秋葉　翔吾 (3) 北　浜 11.00.64

ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾉｸﾞﾁ ﾐﾂﾅﾘ

7 6 1193 益田　一貴 (3) 陵　成 9.54.07 7 5 107 野口　満成 (3) 城　田 11.01.74

ﾂｼﾞﾉ ｷｮｳﾔ ｵﾊﾞﾀ ﾅﾘﾌﾐ

8 3 3161 辻野　恭哉 (2) 名張北 9.56.42 8 6 4 小俣　成史 (3) 倉田山 11.07.60

ﾅｶﾆｼ ﾘｸ ﾌｼﾞｲ ｹｲｺﾞ

9 5 838 中西　　陸 (3) 玉　城 9.58.50 9 19 1672 藤井　啓吾 (3) 菰　野 11.08.52

ﾅｶｼｬ ﾏｻﾔ ﾅｶｾ ﾀｽｸ

10 30 3162 中舎　優也 (2) 名張北 10.03.89 10 20 2064 中瀬　　亮 (3) 白　子 11.08.63

ﾎﾘ ﾗﾝﾏ ｵｸﾑﾗ ｶｲﾖｳ

11 8 3167 堀　　嵐麻 (2) 名張北 10.10.15 11 2 881 奥村　海洋 (2) 南　勢 11.08.82

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛﾔ

12 11 1155 中村　翔吾 (3) 正　和 10.15.38 12 8 2394 寺本 浩哉 (2) 橋　南 11.09.85

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

12 11 1155 中村　翔吾 (3) 正　和 10.15.38 12 8 2394 寺本 浩哉 (2) 橋　南 11.09.85

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾋﾛ

13 14 102 川口　翔平 (3) 城　田 10.16.48 13 18 456 古川　丈裕 (2) 伊勢宮川 11.10.78

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ ｱｻﾊﾀ ﾕｳﾔ

14 9 2981 岩﨑　瞭介 (3) 浜　島 10.18.56 14 1 602 麻畑　雄哉 (3) 小　俣 11.12.73

ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳｼﾛｳ ｵｸﾉ ﾕｳﾔ

15 25 3511 前川功志郎 (2) 一　志 10.22.38 15 14 406 奥野　雄也 (3) 二　見 11.15.44

ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ﾅｶﾆｼ ｽﾊﾞﾙ

16 7 1191 塚田　修平 (3) 陵　成 10.25.85 16 12 2787 中西　　昴 (2) 三　雲 11.16.98

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ﾀﾂﾀﾞ ﾅｵｷ

17 24 411 中村光太郎 (3) 二　見 10.26.99 17 27 405 竜田　直樹 (3) 二　見 11.17.44

ｷﾘｭｳ ｼｮｳｺﾞ ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

18 18 1873 桐生　将吾 (3) 神　戸 10.27.68 18 15 2062 柴田　隼也 (3) 白　子 11.22.87

ﾂﾙﾏ ﾕｳｷ ｴﾉﾓﾄ ﾀｶﾏｻ

19 29 2123 鶴間　雄貴 (3) 鼓ヶ浦 10.36.62 19 25 2386 榎本　孝将 (2) 橋　南 11.27.02

ｱﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ ｺﾆｼ ｷｭｳｺﾞ

20 2 1877 阿部圭一郎 (2) 神　戸 10.41.27 20 21 933 小西　丘悟 (2) 南島西 11.29.38

ｵｵﾊﾀ ｱﾂﾋｺ ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾏｻ

21 23 880 大畑　敦彦 (2) 南　勢 10.41.58 21 4 618 東川　英雅 (3) 小　俣 11.41.04

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ ﾓﾘﾀ ﾀｶﾋﾛ

22 16 1886 清水　貴之 (2) 神　戸 10.45.47 22 23 441 森田　孝洋 (3) 伊勢宮川 11.45.17

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ ｿｶﾞ ﾀﾔｱｷ

23 26 1156 渡辺　明良 (3) 正　和 10.48.28 23 10 2393 曽我太也章 (2) 橋　南 11.52.42

ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ

24 20 876 前川　雄太 (3) 一　志 10.57.19 24 22 2827 西川　貴之 (1) 久　保 12.55.15

ｻｻｷ ﾀｸﾔ ｵｷﾞﾀ ｾｲﾔ

25 19 41 佐々木拓哉 (3) 豊　浜 10.59.23 25 30 2824 荻田　聖也 (1) 久　保 13.07.43

ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ ﾆｼｲ ﾖｳﾍｲ

26 27 1023 加藤　知明 (3) 明　正 11.15.09 9 873 西井　洋平 (3) 南　勢 DNS

ｷﾂﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ ｼﾓﾀﾞ ﾖｳｽｹ

31 2580 木津　理允 (3) 三重大附属 DNS 24 1593 下田　洋輔 (2) 　暁　 DNS

ﾓﾀﾆ ﾋﾛｷ ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋｻ

22 307 茂谷　大暉 (3) 伊勢港 DNS 28 2126 中村　悦久 (3) 鼓ヶ浦 DNS

ﾓﾘﾀﾆ ﾀｶｼ ｼｵｼﾞ ﾏｻﾀｶ

1 2538 森谷　　崇 (3) 高　田 DNS 16 3330 塩地　正崇 (3) 矢　渕 DNS

ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｲﾁ ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ

28 1606 井上　駿一 (3) 菰　野 DNS 13 2546 福井　智也 (2) 高　田 DNS

ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ

中村 誉 ( ) 北21 814 中村　　誉 (2) 北　浜 DNS

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27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)       4m71      火挟　　翔 (一　志・津)                                     2008        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ － － － － － ○ － ○ － ○

1 8 872 田中　昌平 (3) 南　勢 ○ ○ × × × 3m80
ﾓﾘ ﾀｸﾔ － － － － － － － ○ × × ○ × × ×

2 2 3 森　　拓也 (3) 倉田山 3m50
ﾊｼﾓﾄ ﾄｳｶｲ － － － － － ○ ○ ○ × × ×

3 13 315 橋本　東海 (3) 伊勢港 3m40
ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝ － － － ○ － ○ × × ○ × × ○ × × ×

4 4 448 辻村　　潤 (3) 伊勢宮川 3m40
ｲｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ － － ○ ○ ○ × － ○ × × ×

5 5 3103 石村　祥太 (2) 赤　目 3m30
ｲﾜﾀ ﾅｵｷ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 1 624 岩田　直樹 (2) 小　俣 3m30
ﾅﾝﾔ ｼｭｳｼﾞ － － － － － × × ○ × × ○ × × ×

7 12 105 南谷　宗嗣 (3) 城　田 3m30
ﾔﾏﾉ ｹﾝﾄ － － － ○ ○ × ○ × × ×

8 9 3333 山野　健人 (3) 矢　渕 3m20
ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾄ － － ○ × × ○ × × ×

9 16 3347 阪本　唯人 (2) 矢　渕 3m00
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ × × ○ × × ○ ○ × × ×

10 23 2934 斎藤　祐靖 (3) 鳥羽東 2m90
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｱｷ × × ○ ○ × × ×

11 22 3113 水谷　亮勝 (2) 赤　目 2m70
ｲｽﾞﾐ ｼ ｳ ｲ ○ ○

3m50 3m602m50
3m70

2m70
3m80

2m90
4m00

3m00 3m10 3m20 3m30 3m40

ｲｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ × ○ × × ○ × × ×

12 18 520 泉　　秀平 (2) 五十鈴 2m70
ﾐｶﾐ ｻﾄｼ ○ × × ×

13 19 3346 三上　敏司 (2) 矢　渕 2m50
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ × × ○ × × ×

14 14 882 川口　啓学 (2) 南　勢 2m50

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場



女子　１００ｍ

6月27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

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ ｺﾐｿﾞ ﾏｵ

1 6 179 山本　綺美 (3) 度　会 12.96 1 4 1235 小溝　真央 (3) 陵　成 13.42

ｸﾎﾞ ｱｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻ

2 8 780 久保　　愛 (2) 尾　鷲 13.26 2 3 898 丸山　美沙 (3) 一　志 13.45

ｲﾄｳ ﾕﾘ ｲﾜｷﾘ ｱﾚﾝ

3 2 2406 伊藤　友里 (3) 南　郊 13.28 3 8 1234 岩切　杏恋 (3) 陵　成 13.53

ｵｸﾉ ﾏﾕ ﾅｶｽｼﾞ ｱﾔｶ

4 7 480 奥野　真由 (2) 伊勢宮川 13.29 4 9 1914 中筋　彩夏 (2) 神　戸 13.62

ｵｶﾀﾞ ﾏﾕ ﾔｸﾞﾁ ｼｵﾘ

5 4 1903 岡田　麻佑 (2) 神　戸 13.36 5 6 777 矢口　栞梨 (3) 尾　鷲 13.67

ｶﾒｲ ｴﾘｶ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾂﾐ

6 9 336 亀井　衿香 (3) 伊勢港 13.42 6 2 530 柴原奈津美 (3) 五十鈴 13.93

ﾊﾈ ｼｮｳｺ ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕ

7 3 489 羽根　翔子 (3) 伊勢宮川 13.64 7 5 1898 杉本　未夢 (3) 神　戸 13.97

ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ ﾀﾑﾗ ｶｽﾐ

5 2407 金澤　　凪 (3) 南　郊 DNS 7 534 田村　佳澄 (2) 五十鈴 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

ﾆｼｵｶ ﾐﾆｲ ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ

1 8 22 西岡みにい (2) 倉田山 13.33 1 8 817 上原加奈子 (3) 北　浜 13.95

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ ﾐﾔﾏ ｻｱﾔ

2 3 2089 吉田　香織 (3) 白　子 13.58 2 4 340 宮間　沙絢 (3) 伊勢港 13.99

ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

風:  -1.4 風:  -1.2

風:  -1.0 風:  -0.7

ﾏﾂﾀ  ﾓﾓｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ

3 6 2409 松田　桃子 (3) 南　郊 13.62 3 3 3197 山本　桃花 (2) 名張北 14.00

ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ ﾀﾆｵｸ ｱｺ

4 2 818 角谷　侑香 (3) 北　浜 13.65 4 5 3192 谷奥　亜胡 (2) 名張北 14.01

ｵｶﾞﾜ ﾀﾏﾐ ﾎﾘﾓﾄ ｱﾔﾉ

5 4 646 小川　珠実 (3) 小　俣 13.89 5 2 588 堀本　彩乃 (3) 御　薗 14.10

ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｴ ｻﾄｳ ｱﾔ

6 7 537 野口　幸恵 (2) 五十鈴 14.00 6 7 3180 佐藤　　彩 (3) 名張北 14.13

ｲﾄｳ ｱﾔｶ ｵｵﾆｼ ﾐｵ

7 9 1689 伊藤　彩香 (2) 菰　野 14.04 7 6 645 大西　　澪 (3) 小　俣 14.24

ﾆｼｵ ｶﾉ ﾏﾂｲ ﾄﾓﾐ

8 5 1093 西尾　香乃 (3) 光　風 14.73 8 9 2836 松井　智未 (3) 久　保 14.47

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

ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ

1 2 131 角谷　風歌 (2) 城　田 13.91 1 3 424 松本　梨那 (2) 二　見 13.88

ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｶ

2 5 125 清水　彩加 (3) 城　田 14.17 2 7 2797 山田　　静 (3) 三　雲 13.88

ｼﾓ ﾋﾛｺ ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ

3 6 3939 下　　浩子 (1) 御　薗 14.39 3 6 3522 岡本　梨奈 (2) 一　志 13.89

ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ ﾊﾔｼ ﾐｷ

4 4 490 山本　早絵 (1) 伊勢宮川 14.58 4 9 181 林　　実季 (2) 度　会 13.91

ﾔｶﾞｾ ｼｽﾞｶ ｾｺ ｱﾔﾈ

5 9 2868 矢ヶ瀬　静 (3) 松阪中部 14.60 5 2 345 世古　綾音 (2) 伊勢港 13.99

ﾑｶｲ ｻﾖ ｳｴﾑﾗ ｱﾔ

6 8 652 向井　さよ (3) 小　俣 14.61 6 4 2399 上村　　綾 (3) 橋　南 14.02

ｶﾈﾀﾞ ﾁｴ ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ

7 3 1100 兼田　智恵 (2) 光　風 15.09 7 5 892 西岡　由貴 (3) 南　勢 14.18

ﾔﾅｾ ﾋﾛｺ ｾｺｸﾞﾁ ｶﾝﾅ

7 2867 柳瀬　紘子 (3) 松阪中部 DNS 8 8 585 世古口栞奈 (3) 御　薗 14.32

風:  -0.3 風:  +0.1

凡例    DNS：欠場



女子　１００ｍ

6月27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

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

ｻﾉｲ ﾕｷ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ

1 2 821 佐之井優希 (2) 北　浜 13.88 1 5 176 中村　亜矢 (3) 度　会 14.46

ﾅｶﾆｼ ﾕﾐｶ ﾀｶﾏﾂ ﾕﾘｱ

2 9 11 中西裕美香 (3) 倉田山 14.00 2 6 889 髙松ゆりあ (3) 南　勢 14.73

ﾓﾘﾅｶ ﾜｶﾅ ﾌｼﾞｲ ｶｲ

3 5 2922 森中　若菜 (1) 松阪西 14.11 3 3 141 藤井　華衣 (2) 城　田 14.81

ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ ｲﾄｳ ｱｲ

4 6 2870 大西　夕湖 (3) 松阪中部 14.15 4 8 2831 伊藤　　愛 (3) 久　保 14.83

ﾔﾉｳ ｱﾕﾐ ｱｻﾀﾞ ｻﾁｶ

5 3 13 矢納　　歩 (3) 倉田山 14.17 5 4 1102 淺田　幸加 (2) 光　風 15.11

ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾕ ﾀﾁﾉ ﾊﾅﾐ

6 4 895 奥村　悠由 (2) 南　勢 14.27 6 2 243 立野　花実 (3) 厚　生 15.17

ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾅ ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ

7 7 2913 水本　寛菜 (2) 松阪西 14.34 7 9 238 奥村　彩加 (3) 厚　生 15.52

ﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ ﾏｷ ｱﾔｶ

8 8 2096 田辺　真子 (2) 白　子 14.53 7 2401 槙木　彩香 (2) 橋　南 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

ﾀﾃﾊｼ ﾕｳｶ ﾔｶﾞﾀ ｱｽｶ

1 3 3406 立橋　優香 (3) 久　保 14.14 1 3 56 矢形あすか (3) 豊　浜 14.55

ｸﾘﾀ ｺﾄﾈ ﾐｳﾗ ﾌﾐﾅ

2 5 3546 栗田　琴音 (1) 橋　南 14.59 2 2 3521 三浦　文奈 (2) 一　志 14.57

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ ｺﾞｶﾞﾐ ﾀﾏｴ

風:  -0.4 風:  -1.0

風:  -1.2 風:  -1.3

ﾜﾀﾅﾍ  ﾐｸ ｺ ｶ ﾐ ﾀﾏｴ

3 7 2383 渡邊　美玖 (3) 西橋内 14.73 3 4 1594 後上　珠絵 (2) 　暁　 14.98

ｺﾏﾀﾞ ﾏﾕ ﾆｼﾜｷ ﾕｲ

4 4 2802 駒田　茉由 (2) 三　雲 14.82 4 5 1693 西脇　　唯 (2) 菰　野 15.23

ｲﾏﾑﾗ ﾐﾎﾘ ｽﾄﾞｳ ｱｲﾐ

5 8 1690 今村美歩里 (2) 菰　野 14.97 5 6 2903 須藤あいみ (3) 松阪西 15.53

ｶﾒｲ ﾕｷﾅ ｲﾏｲ ﾒｲ

6 6 3335 亀井優希奈 (3) 矢　渕 15.11 6 8 2762 今井　芽衣 (1) 美　杉 15.65

ｵｵﾀ ｻｷ ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｱｷ

7 2 1059 太田　沙希 (2) 明　正 15.35 7 3227 東出　亜紀 (1) 霊　峰 DNS

ﾅｶｵ ﾐｻｷ ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ

8 9 244 中尾　美咲 (3) 厚　生 15.65 9 728 杉本　　彩 (2) 大山田 DNS

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

ｶﾄｳ ﾘﾅ ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ

1 8 964 加藤　里菜 (3) 明　和 13.39 1 5 967 野田奈津実 (3) 明　和 14.45

ﾏﾂﾐﾔ ﾊﾙｶ ﾓﾘ ﾁﾅﾐ

2 4 2196 松宮　　遥 (3) 創　徳 13.78 2 3 1596 森　千菜美 (2) 　暁　 14.81

ｵｵﾅｶ ｻｷｺ ｵｸﾉ ﾕｶｺ

3 2 52 大仲　咲子 (3) 豊　浜 14.99 3 4 421 奥野裕香子 (2) 二　見 15.37

ﾏﾙﾔﾏ ｱｶﾘ ﾅｶﾆｼ ﾐﾅ

4 9 1591 丸山　明莉 (2) 　暁　 15.28 4 6 2794 中西　未奈 (3) 三　雲 15.44

ｵｵｶﾜ ｶﾅ ｲﾉｳｴ ﾏｲ

5 7 2384 大川　佳奈 (2) 西橋内 15.84 7 51 井上　真衣 (3) 豊　浜 DNS

ﾔﾏﾉ ﾅﾅﾐ ﾔﾏｶﾄﾞ ﾁｻｷ

3 3359 山野ななみ (1) 矢　渕 DNS 8 3350 山門　千咲 (1) 矢　渕 DNS

ﾓﾘﾀ ﾏﾎ ｷﾀﾏ ｶｵﾘ

6 3228 森田　真帆 (1) 霊　峰 DNS 2 3224 北間　花織 (3) 霊　峰 DNS

ﾌｸｵｶ ｼﾞｭﾝ ｲﾄｳ ﾌｳｶ

5 999 福岡　　純 (1) 大山田 DNS 9 998 伊藤　風香 (1) 大山田 DNS

風:  0.0 風:  -1.1

凡例    DNS：欠場



女子　８００ｍ

6月27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

ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ ｻｶｲ ｶﾅ

1 1 1233 藤田　菜緒 (3) 陵　成 2.24.46 1 2 1240 酒井　香奈 (2) 陵　成 2.24.99

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ

2 4 1920 山田　芽衣 (2) 神　戸 2.27.90 2 7 3643 西山　遥香 (1) 三　雲 2.26.95

ﾊﾏｼﾞ ﾅｷﾞｺ ﾔｽｲ ｼｲﾅ

3 7 8 濱地　凪子 (3) 倉田山 2.27.92 3 3 600 安井　稚菜 (2) 御　薗 2.31.98

ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ ｸﾜﾊﾗ ｱﾔﾉ

4 8 479 坂本　真佑 (2) 伊勢宮川 2.28.19 4 1 1895 桑原　綾乃 (3) 神　戸 2.36.21

ｻｶｸﾞﾁ ｶﾔ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾎ

5 2 132 坂口　　茅 (2) 城　田 2.28.52 5 5 2663 中澤　里穂 (3) 久　居 2.36.45

ｵｲｶﾜ ﾁｺ ｲﾉｳｴ ﾚｲｶ

6 3 3177 及川　千子 (3) 名張北 2.29.06 6 6 3176 井上　麗華 (3) 名張北 2.40.85

ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘｶ ﾖｺｲ ｱｷｺ

7 6 355 山下友理香 (2) 伊勢港 2.29.93 7 8 1236 横井　晶子 (3) 陵　成 2.42.36

ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ ﾜｶﾔﾏ ﾏﾁ

8 5 2400 田中　愛乃 (3) 橋　南 2.31.92 8 9 3187 若山　真知 (3) 名張北 2.43.97

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ ﾋﾋﾞﾉ ｼｮｳｺ

9 9 3345 高見澤安珠 (2) 矢　渕 2.34.62 9 4 1566 日比野祥子 (3) 内　部 2.47.92

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

ﾌｼﾞﾀ ｱｲｺ ｶﾅﾔ ﾊﾅ

1 1 3387 藤田　愛子 (1) 菰　野 2.29.74 1 1 3644 金谷　華奈 (1) 三　雲 2.38.63

ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｶ ｻｶｲ ﾓﾓｺ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｶ ｻｶｲ ﾓﾓｺ

2 7 472 内藤　響加 (1) 伊勢宮川 2.32.12 2 5 3516 酒井萌々子 (2) 一　志 2.39.83

ﾔｸﾞﾁ ﾏﾅ ｽｶﾞｳﾗ ﾕﾅ

3 6 795 矢口　真菜 (1) 尾　鷲 2.33.59 3 9 241 須賀浦結菜 (3) 厚　生 2.41.77

ｵｸﾑﾗ ﾋｶﾘ ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ

4 4 492 奥村ひかり (1) 伊勢宮川 2.35.36 4 4 151 中西はるか (1) 城　田 2.42.40

ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ

5 5 248 中村　幸菜 (3) 厚　生 2.36.81 5 6 820 竹本　美穂 (3) 北　浜 2.43.15

ｽｴﾏﾂ ﾋﾅｺ ｵｶ ｱｻｺ

6 9 1936 末松日向子 (1) 神　戸 2.38.81 6 8 894 岡　　朝子 (2) 南　勢 2.43.32

ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾈ ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ

7 8 2764 藤田　　茜 (1) 美　杉 2.41.10 7 2 246 中西　遥香 (3) 厚　生 2.51.58

ｲﾅﾊﾞ ｱｲ ｸﾗｲ ｻｴ

8 3 2665 稲葉　亜衣 (2) 久　居 2.42.45 7 145 倉井　　冴 (1) 城　田 DNS

ｼﾞｶﾞﾐ ﾁﾎ ｻｲﾄｳ ｴﾘ

9 2 1865 地紙　千穂 (2) 白　鳥 2.45.16 3 1585 齋藤　英里 (3) 　暁　 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

ｻｶ ﾐｻｷ ﾅｶﾞｻｷ ﾌﾕｷ

1 1 2109 坂　　実咲 (1) 白　子 2.29.80 1 5 3687 長﨑ふゆき (1) 嬉　野 2.43.36

ﾆｼｲ ｱﾔｶ ｼﾊﾞﾀ ｱｶﾈ

2 2 3441 西井　彩香 (1) 松阪西 2.40.30 2 1 659 柴田　　茜 (2) 小　俣 2.45.57

ｽｶﾞﾉ ﾏｲｺ ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉ

3 7 822 菅野真以子 (2) 北　浜 2.42.56 3 2 849 大谷　愛乃 (2) 玉　城 2.49.35

ｾﾞｯｺ ﾕｳｶ ﾀﾏｷ ﾜｶﾅ

4 9 924 舌古　優花 (1) 南　勢 2.42.98 4 6 36 玉木　若菜 (1) 倉田山 2.49.47

ｵｵﾆｼ ｱﾔﾈ ﾅｶﾆｼ ﾕｷ

5 3 581 大西　綾音 (3) 御　薗 2.50.07 5 9 2098 中西　幸希 (2) 白　子 2.54.14

ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｶﾈ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ

6 5 2416 谷口　　茜 (1) 南　郊 2.50.69 6 4 1095 横山　　優 (3) 光　風 3.02.74

ﾆｼ ﾂﾌﾞﾗ ｵｵｽｷﾞ ｱﾔﾉ

7 6 367 西　つぶら (1) 伊勢港 2.53.02 7 8 2662 大杉　綾乃 (3) 久　居 3.20.85

ｽｽﾞｷ ｻﾔ ｵｶ ﾅﾅﾐ

8 648 鈴木　沙弥 (3) 小　俣 DNS 3 2414 岡　菜々美 (1) 南　郊 DNS

ﾅｶﾞｼﾏ ｱｻｶ ﾅｶ ｻｵﾘ

4 651 長嶋　麻加 (3) 小　俣 DNS 7 729 中　佐緒莉 (2) 大山田 DNS

凡例    DNS：欠場



女子　８００ｍ

6月27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

7組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀﾑﾗ ﾁﾅﾐ

1 1 53 北村　千波 (3) 豊　浜 2.38.87

ﾅｶﾞｲ ﾕﾒﾎ

2 8 934 長井　夢帆 (2) 南島西 2.43.83

ﾊﾏｸﾞﾁ ｴﾘﾅ

3 6 2906 濱口絵梨奈 (3) 松阪西 2.45.77

ﾉﾅﾐ ﾕｲ

4 4 725 野浪　由衣 (1) 一　志 2.49.23

ｲﾜﾀ ﾏﾔ

5 7 1590 岩田　摩耶 (2) 　暁　 2.49.73

ｲﾜﾊｼ ｻﾜ

6 5 2972 岩橋　佐和 (1) 鳥羽東 2.50.60

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ

7 3 3646 倉林　光莉 (1) 三　雲 2.59.28

ｵｸ ｱｵｲ

2 997 奥　　　葵 (1) 大山田 DNS

凡例    DNS：欠場



女子　１５００ｍ

6月27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)       4.24.73   木村　友香 (籠　上・静岡)                                   2008        

東海中学記録 (JT)       4.24.74   鈴木亜由子 (豊　城・愛知)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       4.30.74   長谷川まゆみ (白 子・鈴鹿)                                  1986        

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

ｸﾎﾞｸﾗ ﾐｻﾄ ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ

1 14 482 久保倉実里 (2) 伊勢宮川 4.43.46 1 5 142 前田安友美 (2) 城　田 5.05.53

ｲｼｲ ﾘｶ ｵｵﾆｼ ｻｷﾅ

2 1 1243 石井　梨香 (2) 陵　成 4.46.91 2 2 589 大西小希菜 (2) 御　薗 5.13.38

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾓｶ ﾐｳﾗ ｶﾅｺ

3 7 1248 水谷　百花 (1) 陵　成 4.47.71 3 9 351 三浦　奏子 (2) 伊勢港 5.15.81

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾅ

4 9 3345 高見澤安珠 (2) 矢　渕 5.01.55 4 6 795 矢口　真菜 (1) 尾　鷲 5.16.75

ﾊﾏｼﾞ ﾅｷﾞｺ ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ

5 10 8 濱地　凪子 (3) 倉田山 5.03.79 5 11 665 山下　奈央 (2) 小　俣 5.18.63

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ ｲﾄｳ ｶﾝﾅ

6 13 1231 清水なつみ (3) 陵　成 5.03.86 6 13 655 伊藤　緩奈 (2) 小　俣 5.21.01

ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾐ ｶﾔﾓﾄ ﾘｻｺ

7 4 1870 服部　綾美 (2) 白　鳥 5.05.50 7 12 3178 栢本莉沙子 (3) 名張北 5.24.80

ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ

8 16 2400 田中　愛乃 (3) 橋　南 5.05.79 8 7 662 中村　美穂 (2) 小　俣 5.27.08

ｲｽﾞﾀﾆ ｼｮｳｺ ﾅｶﾞﾄﾓ ｶﾅ

9 12 3188 泉谷　祥子 (2) 名張北 5.06.29 9 10 1060 長友　佳菜 (2) 明　正 5.27.95

ｻｲﾄｳ ﾐﾔ ﾉﾎﾞﾘ ｼｽﾞｶ

10 8 1907 斉藤　　雅 (2) 神　戸 5.16.14 10 3 347 登　　静加 (2) 伊勢港 5.29.92

ﾆｼｶﾜ ｶﾎ ﾅｶﾔﾏ ｷﾋﾛ

11 2 1917 西川　佳穂 (2) 神　戸 5.19.30 11 1 2664 仲山　希洋 (3) 久　居 5.31.86

ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ ﾁｶﾞｲﾐﾁ ﾐﾔｶ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ ﾁｶ ｲﾐﾁ ﾐﾔｶ

12 5 485 中村　汐李 (3) 伊勢宮川 5.19.66 12 4 1913 違道美弥香 (2) 神　戸 5.39.98

ﾄｸﾀﾞ ｱﾔﾈ ｲﾄｳ ﾐﾔｺ

13 6 255 徳田　彩音 (2) 厚　生 5.27.06 13 8 2090 伊藤　都子 (2) 白　子 5.42.18

ｻﾄｳ ｱｷﾎ ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ

14 15 2303 佐藤　晶穂 (3) 亀山中部 5.27.99 14 15 256 中村　伊織 (2) 厚　生 5.45.51

ｸﾏｷｭｳ ﾅﾅﾐ ｻｲﾄｳ ﾕｳ

15 11 2083 熊給　七海 (3) 白　子 6.01.23 15 16 1180 齊藤　　優 (3) 正　和 5.55.00

ﾌｼﾞﾀ ｱｲｺ ｻｲﾄｳ ｴﾘ

3 3387 藤田　愛子 (1) 菰　野 DNS 14 1585 齋藤　英里 (3) 　暁　 DNS

凡例    DNS：欠場



女子　１５００ｍ

6月27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)       4.24.73   木村　友香 (籠　上・静岡)                                   2008        

東海中学記録 (JT)       4.24.74   鈴木亜由子 (豊　城・愛知)                                   2006        

　県中学記録 (KJ)       4.30.74   長谷川まゆみ (白 子・鈴鹿)                                  1986        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

3組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾈ

1 6 2666 内田　朱音 (2) 久　居 5.30.37

ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ

2 8 2919 西田　奈央 (1) 松阪西 5.31.05

ｽｶﾞﾉ ﾏｲｺ

3 13 822 菅野真以子 (2) 北　浜 5.31.33

ﾀﾅｶ ｱｵｲ

4 12 2956 田中　　葵 (3) 鳥羽東 5.35.37

ｸﾛﾀﾞ ｶﾅｴ

5 4 1058 黒田佳菜絵 (2) 明　正 5.37.01

ｵｶﾞｲ ﾐﾎ

6 15 245 小粥　美穂 (3) 厚　生 5.37.35

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾎ

7 5 2796 山崎友貴穂 (3) 三　雲 5.38.50

ﾔﾉ ｶﾎ

8 1 1179 矢野　夏帆 (3) 正　和 5.40.80

ﾅｶﾓﾘ ﾏﾅ

9 9 138 中森　麻菜 (2) 城　田 5.45.44

ﾓﾘ ﾊﾙｶ

10 2 476 森　　晴香 (2) 伊勢宮川 5.46.61

ﾅｶﾀ ｴﾐ

11 14 137 中田　栄美 (2) 城　田 5.47.23

ｶﾂﾉ ｼﾎｶﾂﾉ ｼﾎ

12 16 1861 勝野　志保 (2) 白　鳥 5.49.49

ﾅｶﾞｲ ﾏﾅﾐ

13 3 3195 永井麻菜実 (2) 名張北 5.50.34

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ

14 10 2798 山本　利奈 (3) 三　雲 5.53.75

ｵｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ

15 11 1096 尾崎　　碧 (3) 光　風 6.03.79

ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ

7 820 竹本　美穂 (3) 北　浜 DNS

凡例    DNS：欠場


