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主催  三重県高等学校体育連盟 

    三 重 陸 上 競 技 協 会 

主管  三 重 陸 上 競 技 協 会 



コンディション情報
大会総務 松澤　二一 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
競歩審判長 松田　伸彦 招集所審判長 大河内義弘

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2010/05/08 10:00 晴 25.1 32.0 北北西 2.8 競技場

11:00 晴 25.8 30.0 北 1.7 競技場

12:00 晴 26.0 30.0 北 2.4 競技場

13:00 晴 25.2 32.0 東 1.9 競技場

14:00 晴 25.6 36.0 北 2.4 競技場

15:00 晴 25.2 34.0 北東 2.6 競技場

16:00 晴 24.8 35.0 北東 2.3 競技場

17:00 曇 23.2 40.0 南 2.0 競技場

2010/05/09 10:00 晴 23.4 32.0 西北西 0.7 競技場

11:00 晴 25.3 33.0 北東 1.2 競技場

12:00 晴 24.5 28.0 北 2.9 競技場

13:00 晴 24.6 25.0 北北東 1.3 競技場

14:00 晴 24.8 26.0 東北東 1.9 競技場

15:00 晴 25.2 28.0 東 0.9 競技場

16:00 晴 25.2 26.0 北東 1.1 競技場

17:00 晴 24.8 29.0 南南西 1.4 競技場
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今競技会で樹立された大会記録、タイ記録は以下のとおりです。

競技会名

期　　　日

☆県高校記録☆

予・決 記録
1 女子１００mH 決 14”06（+1.2） 辻　　 彩美 桑　名

☆大会記録☆

予・決 記録
1 男子1500m 決 3’55”75 中村　匠吾 上野工

2 男子棒高跳 決 4m85 金児　有人 近大高専

3 男子ハンマー投 決 57m76 森本　涼太 宇治山田商

4 女子２００m 決 24”34（+1.3） 伊藤　瑞希 四日市商

5 女子１００mH 決 14”06（+1.2） 辻　　 彩美 桑　名

石原　瑞穂

松本　芽唯

橋爪　咲奈

寺田　菜美

新記録一覧表

2010/5/8～9

宇治山田商

氏名

№ 種　　目
記録

氏名

第40回三重県高等学校陸上競技春季大会

備考

所属 備考

№ 種　　目
記録

所属

6 女子4×400mR 決 3’55”47



2010年5月8日(土)～5月9日(日） 大会名 第40回三重県高等学校陸上競技春季大会　 大会コード　 １０２４１００１ トラック審判長 小池 弘文

跳 躍 審 判 長 河越 茂樹

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 競技場コード　 ２４１０１０ 投 て き 審 判 長 山本 浩武

主催団体名 三重県高等学校体育連盟・三重陸上競技協会 招 集 所 審 判 長 大河内義弘

記 録 主 任 山本 勇人

男子の部
日付 種目

１００m 松尾慎太郎 (2) 11.12 諏訪　達郎 (1) 11.14 清水　開吏 (3) 11.22 愛敬彰太郎 (1) 11.22 浦井　駿吾 (3) 11.24 西山　竜二 (3) 11.32 木村　健人 (3) 11.34

風：-0.8

２００m 松尾慎太郎 (2) 21.68 中村宗一朗 (2) 22.10 西村　駿哉 (2) 22.33 瀬戸上　智 (3) 22.51 池村　　涼 (3) 22.57 佐藤　弘明 (3) 22.62 藤沢　昇平 (3) 22.68

風：+0.7

堀口羽矢斗 (2) 49.07 水谷　拓也 (2) 49.81 坂本　博満 (3) 49.87 森田　悟司 (3) 50.14 池村　　涼 (3) 50.95 森脇　悠平 (3) 51.02 山崎　碧人 (2) 51.15 前田　貴也 (3) 52.10

市野　泰地 (3) 1.56.35 西山　雄介 (1) 1.58.99 川上　　保 (3) 1.59.04 辻村　貴一 (3) 1.59.89 西山　凌平 (2) 1.59.98 岩森　伶央 (2) 2.01.17 佐藤　大智 (2) 2.01.61 有瀧　　壮 (3) 2.02.59

中村　匠吾 (3) 3.55.75 中川　　瞭 (3) 3.59.51 山田　侑矢 (3) 4.05.15 合田　光希 (2) 4.06.03 加藤　佑樹 (2) 4.07.70 西山　雄介 (1) 4.08.21 有瀧　　壮 (3) 4.10.57 青　　観介 (3) 4.12.02

GR

土井久理夫 (3) 15.08.79 藤原　友章 (2) 15.10.81 加藤　佑樹 (2) 15.17.71 齋田　直輝 (2) 15.22.79 小林　魁斗 (3) 15.31.99 川口　時英 (2) 15.46.50 三谷　武司 (3) 15.46.83 平田　　圭 (2) 15.47.28

１１０mH 藪根　秀和 (3) 15.19 山本　悠介 (2) 15.70 植田　　幹 (2) 15.71 岩田　大輝 (1) 15.71 福井　悠也 (3) 15.75 佐藤　優斗 (3) 15.99 永野　広大 (3) 16.09

風：+1.3

森田　隆真 (3) 54.38 森田　悟司 (3) 54.57 向井　康晃 (3) 55.63 森　　朝音 (3) 56.42 古市　裕貴 (3) 57.62 岡安　嵩也 (3) 58.64 植村　　誉 (3) 59.86

木村　健人 (3) 55.63

清水　清輝 (3) 9.30.37 杉田　航司 (3) 9.45.31 濱地　久史 (3) 9.50.22 三石　愛明 (2) 9.52.43 宮原　未来 (2) 9.53.77 加藤　亮太 (2) 9.54.37 越田　雄樹 (3) 9.59.35 辻井　三嗣 (2) 9.59.40

塚本　浩士 (3) 23.56.39 赤津　　諒 (3) 23.59.73 加藤　雅也 (3) 24.05.83 赤崎　　惣 (3) 24.09.38 辻　　　薫 (3) 25.28.78 山口　正洋 (3) 25.36.76

41.79 42.31 42.71 42.96 43.02 43.17 44.12

安田　祐基 (3) 小塚　　優 (2) 西村　駿哉 (2) 増田圭一郎 (1) 外山　諒也 (3) 前川　貴哉 (3) 奥　　稔宜 (2)

佐藤　弘明 (3) 前田　貴也 (3) 山口　元輝 (3) 黒田　祐基 (3) 伊藤　博幸 (3) 伊藤　慎吾 (3) 大谷　大介 (2)

松尾慎太郎 (2) 伊藤　祐人 (2) 中村宗一朗 (2) 櫛田　昇良 (3) 加藤　雅也 (3) 清水　開吏 (3) 花澤　　翔 (3)

稲垣　夏生 (2) 木村　健人 (3) 辻　　宏介 (3) 諏訪　達郎 (1) 下釜　健吾 (3) 田中　大輝 (3) 稲沢　拓哉 (3)

3.21.67 3.23.23 3.23.55 3.25.22 3.25.76 3.28.20 3.30.27 3.30.37

西山　竜二 (3) 伊藤　祐人 (2) 水谷　拓也 (2) 前田　裕太 (1) 中村宗一朗 (2) 竹内　直人 (2) 曽根　啓登 (2) 伊藤　宏毅 (2)

浦井　駿吾 (3) 小塚　　優 (2) 山室　勇太 (2) 今津　　祥 (3) 山口　元輝 (3) 中川　翔太 (3) 瀬戸上　智 (3) 荒川　雄斗 (2)

森田　悟司 (3) 前田　貴也 (3) 千種　紹弘 (3) 山崎　碧人 (2) 西村　駿哉 (2) 吉田　卓馬 (3) 岡本　　淳 (3) 安藤　和記 (3)

坂本　博満 (3) 木村　健人 (3) 片岡　修平 (3) 宇佐美翔平 (2) 宮村　捷也 (2) 森田　隆真 (3) 池村　　涼 (3) 北原　弘大 (2)

桑山　雄次 (3) 1m97 堀川　竜正 (2) 1m94 衛藤　　将 (1) 1m91 加賀　拓志 (3) 1m88 田谷野義季 (2) 1m88 山添　凌介 (3) 1m85 大森　直輝 (3) 1m80 松本  ﾊﾆｴﾘ (2) 1m75

伊勢工 鈴鹿高専 四日市西

陣田　智也 (3) 1m75

桑名西

西田　和真 (2) 1m75

宇治山田

金児　有人 (3) 4m85 中村　宇宙 (3) 4m20 岩田　和希 (2) 4m20 宮﨑　雄大 (3) 4m00 森下　陽介 (2) 3m80 西田　流正 (1) 3m70 高井　　謙 (2) 3m70 矢形　幸也 (1) 3m40

GR

山室　勇太 (2) 6m79 納米　　良 (3) 6m75 山口　元輝 (3) 6m75 田中　凌平 (1) 6m53 東谷　克哉 (3) 6m46 磯田　翔平 (3) 6m39 前川　　耀 (2) 6m35 小宮圭一朗 (1) 6m34

(-2.4) (-1.1) (+2.0) *F2(+2.6) (+1.9) (+2.0) (+1.9) *F2(+2.2)

向井　康晃 (3) 14m37 納米　　良 (3) 14m02 山口　元輝 (3) 13m81 山室　勇太 (2) 13m77 長谷川　諒 (3) 13m69 廣島　康平 (2) 13m59 西澤　　団 (2) 13m36 熊野　竜馬 (2) 13m30

(+1.3) (+0.8) (+0.8) (+1.7) (+1.6) (+1.9) (+1.3) (0.0)

砲丸投 吉村　昂太 (3) 14m48 強力　鋭人 (3) 13m98 小出　裕貴 (3) 13m95 田中　良典 (3) 13m62 丹生　将稔 (2) 13m57 西村　武人 (2) 13m26 上村　雄音 (1) 13m04 久保田大輝 (2) 12m53

(6.0kg)

円盤投 久保田大輝 (2) 43m96 坂本　大樹 (1) 41m23 田中　良典 (3) 41m15 坂本　恭太 (2) 39m73 小出　裕貴 (3) 39m04 新川　円常 (3) 37m81 中村　洋介 (1) 37m29 三村　武司 (1) 36m64

(1.75kg)

ハンマー投 森本　涼太 (3) 57m76 田中　湧也 (2) 49m42 西出　大志 (3) 47m66 鈴木　雄斗 (3) 47m26 森ノ木　剛 (3) 46m48 日比　裕貴 (2) 45m40 加藤　凌也 (3) 43m82 鈴木龍一郎 (3) 42m31

(6.0kg) GR

坂本　大樹 (1) 53m25 小出　裕貴 (3) 52m83 矢野　隼大 (3) 51m99 森本　涼太 (3) 51m81 小倉　憲幸 (3) 50m16 森ノ木　剛 (3) 49m30 伊藤　義隆 (3) 49m27 度會　和也 (2) 49m06

凡例　 ＧＲ:大会記録    

津　東

宇治山田商

近大高専

棒高跳

5月9日

5月9日

南伊勢

１５００m

4×400mＲ

５０００m

4×100mＲ

宇治山田商

津　東 鳥　羽 津　東

亀　山

宇治山田商

稲　生

稲　生

伊勢工

伊勢工 津　

稲　生 伊勢工

三　重 津　東 伊勢工

伊勢工 宇治山田商

鳥　羽

近大高専

四日市工

近大高専

近大高専

宇治山田商

松　阪 稲　生

伊　勢 伊勢工

津　東

宇治山田商

津　西

伊勢工

伊勢学園

伊　勢 皇學館 伊勢工 四日市

四日市

桑名西 鈴鹿高専 上　野

稲　生 津　西

尾　鷲 四日市南 四日市 上野工

津　西 津　東 津　東 四日市南

名張西 津　 四日市

津　 四日市工 津　商 四日市工

鈴鹿高専 上野工 高　田 高　田

名張西 四日市工 高　田

上野工 三　重 四日市工 高　田

伊勢工

高　田

伊勢工 桑名工 桑　名

宇治山田商

宇治山田商 伊　勢 桑名工

南伊勢伊勢工 稲　生

桑名工 高　田 伊　勢

宇治山田商

宇治山田商 高　田 桑名工 四日市工

名張西

皇學館 宇治山田商 津　東

高　田 津　商 四日市

上野工 上野工 上野工

近大高専 近大高専

四日市工

高　田

伊　勢

鈴鹿高専

宇治山田商

決　勝　一　覧　表

陸協名

4位 5位 6位 7位1位 2位

宇治山田商

８００m

宇治山田商

四日市

上野工

伊勢工

近大高専 皇學館 近大高専

桑名工

3位 8位

期　日

5月8日

5月9日

5月8日

5月8日

5月9日

宇治山田商

近大高専 伊勢工

４００m
松　阪

津　商 上野工 三　重

上野工

津　

稲　生 宇治山田商

稲　生南伊勢 南伊勢

5月9日

伊勢工 宇治山田商 宇治山田商

桑名工 宇治山田商 伊　勢

上野工

四日市工

5000mW

5月8日 3000mSC

5月9日

5月8日

桑　名

桑名工 伊　勢 伊　勢

桑名工 四日市工 鈴鹿高専

伊勢工

上野工

やり投

走高跳

5月8日

5月8日

5月9日

5月9日 ４００mH

5月8日

5月9日

5月9日

5月8日

5月8日

高　田

走幅跳

三段跳



2010年5月8日(土)～5月９日(日） 大会名 第４０回三重県高等学校陸上競技春季大会　 大会コード　 １０２４１００１ トラック審判長 小池 弘文

跳 躍 審 判 長 河越 茂樹

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　 競技場コード　 ２４１０１０ 投 て き 審 判 長 山本 浩武

主催団体名 三重県高等学校体育連盟・三重陸上競技協会 招 集 所 審 判 長 大河内義弘

記 録 主 任 山本 勇人

女子の部
日付 種目

１００m 伊藤　瑞希 (2) 12.15 橋爪　咲奈 (2) 12.29 阿部　祥子 (3) 12.54 北川　里奈 (3) 12.59 小﨑かすみ (3) 12.71 東海　里香 (1) 12.86 竹下　順子 (3) 12.93 木下　真里 (3) 12.94

風：-0.1

２００m 伊藤　瑞希 (2) 24.34 橋爪　咲奈 (2) 24.64 辻　　彩美 (2) 24.76 北川　里奈 (3) 25.24 阿部　祥子 (3) 25.92 小﨑かすみ (3) 26.20 寺埜　紗織 (3) 26.34 木下　真里 (3) 26.37

風：+1.3 GR

寺埜　紗織 (3) 59.21 寺田　菜美 (2) 59.24 松本　芽唯 (3) 59.42 出口和佳奈 (2) 1.00.67 石川　可奈 (3) 1.01.44 西村　佳奈 (2) 1.01.47 中西　　柚 (3) 1.01.51 羽根　翔子 (1) 1.02.91

三浦　琴乃 (3) 2.20.88 小林　未和 (3) 2.21.16 出口和佳奈 (2) 2.22.09 飯尾あずみ (2) 2.25.67 池山菜奈子 (3) 2.26.10 森田梨花子 (1) 2.27.68 矢田　晴香 (2) 2.27.94 服部　貴子 (2) 2.28.37

成岡　千夏 (2) 4.42.85 三浦　琴乃 (3) 4.47.66 鍋本　　杏 (3) 4.49.44 森田梨花子 (1) 4.49.64 岡田　綾乃 (2) 4.50.09 岩瀬梨沙子 (2) 4.51.96 鈴木　美歩 (2) 4.54.01 矢田　晴香 (2) 4.54.76

津　商

成岡　千夏 (2) 10.10.54 窪田　未来 (3) 10.25.41 作野沙希菜 (3) 10.26.32 岡田　綾乃 (2) 10.38.76 仲浦　和稀 (3) 10.41.98 坂倉　　梓 (2) 10.42.44 仲　　遙加 (2) 10.52.08 永本　理子 (2) 10.57.35

１００mH 辻　　彩美 (2) 14.06 石原　瑞穂 (2) 15.00 辻　保奈美 (1) 15.04 西田　裕美 (2) 15.32 小山　綾香 (1) 15.44 佐久間仁美 (3) 15.48 大道　爽香 (3) 15.53 池田　円香 (2) 15.93

風：+1.2 KH GR

佐久間仁美 (3) 1.04.96 市川　　茜 (3) 1.06.64 石川　可奈 (3) 1.07.45 山本　英莉 (3) 1.07.93 中村　祐子 (3) 1.08.22 鈴木　希望 (3) 1.10.88 長谷川仁美 (3) 1.11.01 山本　幸歩 (3) 1.14.96

橋本　　茜 (2) 15.20.04 多賀　理子 (2) 15.43.58 東口佑圭理 (3) 15.51.23 森井まりな (3) 16.17.18 田村友梨奈 (2) 17.05.47 東川ひかり (3) 17.26.34 川端　まこ (3) 19.38.05 藤本　朱里 (2) 21.18.44

47.91 48.40 49.64 50.05 50.27 50.38 51.28 51.35

松浦　史奈 (1) 木下　真里 (3) 寺埜　紗織 (3) 大谷奈都希 (2) 森本　茉央 (3) 宇尾野瑞希 (2) 桐生　浩子 (3) 古川　恭子 (3)

伊藤　瑞希 (2) 橋爪　咲奈 (2) 辻　　彩美 (2) 東海　里香 (1) 川本　詩乃 (3) 宮崎　伶菜 (3) 竹下　順子 (3) 澤田　華奈 (3)

小﨑かすみ (3) 西田　裕美 (2) 石川　可奈 (3) 山添　莉子 (3) 浅生　愛弓 (3) 阿部　祥子 (3) 門脇　可奈 (3) 山村　咲月 (3)

北川　里奈 (3) 寺田　菜美 (2) 堀　　琴美 (1) 小山　綾香 (1) 家城　里奈 (2) 川島　和子 (2) 中嶋　美咲 (3) 舘　優里加 (3)

3.55.47 4.03.69 4.05.46 4.08.03 4.11.48 4.12.12 4.16.61 4.18.68

石原　瑞穂 (2) GR 中山　綾香 (3) 水谷百合香 (2) 澤田　華奈 (3) 伊藤　祥子 (3) 川島　和子 (2) 竹下　順子 (3) 大谷奈都希 (2)

松本　芽唯 (3) 小﨑かすみ (3) 辻　　彩美 (2) 山村　咲月 (3) 出口和佳奈 (2) 宮崎　伶菜 (3) 中嶋　美咲 (3) 宇佐美澄子 (2)

橋爪　咲奈 (2) 西村　佳奈 (2) 石川　可奈 (3) 古川　恭子 (3) 中嶋　花奈 (3) 宇尾野瑞希 (2) 草薙　結衣 (3) 山添　莉子 (3)

寺田　菜美 (2) 佐久間仁美 (3) 寺埜　紗織 (3) 舘　優里加 (3) 三浦　琴乃 (3) 阿部　祥子 (3) 田木亜梨沙 (3) 立野　文香 (2)

尾崎　美沙 (2) 1m62 阪下　菜摘 (3) 1m59 熊田　愛美 (3) 1m59 松島衣梨奈 (3) 1m56 河村恵里那 (3) 1m53 田村はるか (2) 1m53 立野　文香 (2) 1m53

東　　美佳 (2) 1m53 荒木　優奈 (3) 1m53

川　越

大道　爽香 (3) 5m60 寺田　菜美 (2) 5m31 杉本　雅子 (2) 5m29 山上　紗貴 (3) 5m23 安藤　紗英 (3) 5m20 森本　真由 (1) 5m16 阿部　祥子 (3) 5m15 薮木　彩乃 (2) 5m08

(+1.5) (+0.9) (+1.0) (+0.6) (+1.6) (+0.2) (+1.5) (+1.9)

砲丸投 下田亜稀子 (3) 12m45 池森　史保 (2) 11m54 小野　歩実 (3) 11m28 濱口　菜緒 (3) 11m26 西岡　名月 (2) 10m77 西村　理絵 (3) 10m42 松岡　由華 (3) 10m15 ｼｬﾙｯｻ 　ﾘｾ (2) 9m95

(4.0kg)

円盤投 藤岡　里奈 (3) 40m29 立花紗也香 (3) 38m39 斉藤　志帆 (3) 38m06 大木　琴未 (3) 37m81 黒宮　　渚 (3) 36m83 井坂　美来 (2) 34m97 井坂美早希 (3) 34m66 星野　真穂 (3) 32m51

(1.0kg)

森本　佳奈 (3) 44m70 西岡　名月 (2) 43m51 畑　菜々美 (2) 41m15 奥村つかさ (2) 40m84 田中　彩穂 (2) 39m55 藤盛　　唯 (3) 38m95 冨谷　　幸 (3) 38m21 中川　知春 (1) 38m02

凡例　 KH:県高校記録　　　ＧＲ:大会記録    

宇治山田商

四日市商

津　商

5月8日 走高跳
近大高専 稲　生

5月9日

ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

津　商

稲　生

宇治山田商

宇治山田商

神　戸

高　田 四日市四郷

1位

桑　名 宇治山田商

5月8日
津　商

四日市商

5月9日

伊　勢

桑　名

上野工

桑　名

四日市

宇治山田商

上野工

宇治山田商

上野工

宇治山田商

桑　名四日市商

宇治山田商

津　商 四日市商伊　勢

四日市商

伊　勢

桑　名

四日市商四日市南 四日市商

四日市商

宇治山田商 桑　名四日市商

川　越

四日市

8位

四日市商 皇學館 宇治山田商

決　勝　一　覧　表

四日市四郷

5位 6位 7位

宇治山田商

桑　名 四日市商 三　重 宇治山田商

4位

鳥　羽 高　田

四日市商

宇治山田商 伊　勢

四日市商

津　商

伊　勢

皇學館

津　商

南伊勢

四日市商 宇治山田商 桑　名 皇學館

津　商 桑名西 四日市工

桑　名

宇治山田商 三　重 宇治山田商

宇治山田商 鈴鹿高専 宇治山田

宇治山田商

三　重津　商

鳥　羽 尾　鷲 津　

四日市西

皇學館

宇治山田商

石薬師

皇學館

四日市 川　越

四日市商 高　田

宇治山田商 四日市商

2位 3位

宇治山田商

桑　名

四日市

津　商

伊勢学園

桑名北津　商

宇治山田商

南伊勢

稲　生

久　居

宇治山田商
5月9日

5月9日

5月9日

5月9日

5月9日

5月8日

5月8日

5月8日

5月9日

5月8日

四日市西

四日市 川　越桑　名 四日市西

近大高専

宇治山田商

宇治山田商

名張桔梗丘

松阪商

４００mH

宇治山田商

宇治山田商 宇治山田商 稲　生

三　重 桑　名

名張西

近大高専

稲　生

やり投

走幅跳

4×100mＲ

4×400mＲ

5月8日

5月8日

期　日

3000mW

１５００m

４００m

３０００m

陸協名

８００m
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男子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          10.44     岡部　和憲(四日市工)                  1998 5月8日 13:30 予選
大会記録(GR)            10.73     中村　光宏(宇治山田商)                1999(第29回) 5月8日 15:15 準決

5月8日 16:15 決勝

予選 18組1着＋6

1組 風:  +0.6 2組 風:  +1.7
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ

1 3 222 西村　駿哉 (2) 伊　勢 11.38 Q 1 3 1354 市川　裕貴 (2) 四日市四郷 11.20 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ ﾑﾗﾀ ﾐﾂﾙ

2 4 1083 谷口　貴士 (3) 津　東 11.56 2 4 1019 村田　　充 (3) 三　重 11.30 q
ｶﾄｳ ﾘｸ ｶﾄｳ ｼﾝﾔ

3 9 472 加藤　　陸 (2) 神　戸 11.57 3 6 1129 加藤　慎也 (2) 桑名工 11.32
ｶｹﾞ ｼｮｳﾀ ﾏｴｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

4 2 420 鹿毛　翔太 (2) 稲　生 11.59 4 5 4299 前川　貴哉 (3) 鈴鹿高専 11.48
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶﾋｻ ﾔｸﾞﾗ ﾕｳｷ

5 5 1347 水谷　貴久 (3) 四日市四郷 11.82 5 9 1575 矢倉　佑紀 (3) 名張桔梗丘 11.95
ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

6 8 127 寺田　健人 (2) 津　商 11.92 6 8 1652 西山　悠介 (3) 名　張 12.11
ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ ﾋﾗｵ ｼｮｳ

7 1 1832 森田　哲史 (2) 松阪工 12.13 7 7 1836 平尾　　渉 (2) 松阪工 12.21
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾖｳﾍｲ ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

8 7 1658 柳本　洋平 (2) 紀　南 12.56 1 1614 吉川　純平 (3) 志　摩 DNS
ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｷ ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｳﾔ

6 348 森中　祐樹 (3) 伊勢工 DNS 2 1524 柳川　洸哉 (3) 　暁　 DNS

3組 風:  +1.4 4組 風:  0.0
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ

1 6 828 西山　竜二 (3) 宇治山田商 11.10 Q 1 6 149 諏訪　達郎 (1) 四日市工 11.39 Q
ｲﾄｳ ﾀｶｷ ﾄﾔﾏ ﾘｮｳﾔ

2 3 500 伊藤　崇希 (3) 四日市西 11.62 2 4 1306 外山　諒也 (3) 桑名西 11.69
ｽｴﾏﾂ ﾕｳﾄ ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ

3 5 1456 末松　勇人 (3) 亀　山 11.68 3 3 1069 浦野　陽平 (1) 津　東 11.86
ﾌﾙｲﾁ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾔ

4 4 1539 古市　健人 (3) 鈴　鹿 11.74 4 9 1339 飯田　智也 (3) いなべ総合 11.97
ｳﾗﾀ ﾖｼｷ ｶﾜｷﾀ ｻﾄﾘ

5 7 1733 浦田　昌樹 (2) あけぼの 12.28 5 1 1352 川北　悟里 (2) 四日市四郷 12.29
ｼｹﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ ﾅｶﾀ ﾕｳｼﾞ

6 2 1654 繁田　慶広 (2) 名　張 12.40 6 2 295 中田　裕二 (3) 南伊勢 12.50
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾉﾘﾏｻ ﾅｶｸﾞﾁ ｴｲｷ

7 9 1043 柳谷　典成 (3) 石薬師 12.41 7 8 4925 中口　瑛貴 (2) 紀　南 13.25
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾏ ｵｵｼﾏ ｺｳｽｹ

8 1 4859 山下　侑真 (1) 松阪工 12.47 5 1276 大嶋　康介 (3) 松　阪 DNS
ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞｱｷ ﾋﾗｺ ﾌﾐﾀｹ

8 1382 平野　伸明 (3) 久居農林 DNS 7 1936 平子　史剛 (2) あけぼの DNS

5組 風:  +2.0 6組 風:  +1.3
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ

1 5 233 愛敬彰太郎 (1) 桑　名 11.02 Q 1 6 946 荒川　雄斗 (2) 四日市 11.18 Q
ﾀﾁ ｱﾗﾀ ｼﾓｶﾞﾏ ｹﾝｺﾞ

2 6 1480 舘　　新太 (3) 四日市南 11.27 q 2 7 1303 下釜　健吾 (3) 桑名西 11.39
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾋ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

3 3 1372 打田　雄飛 (2) 津　工 11.66 3 4 1457 松本　崇宏 (3) 亀　山 11.46
ﾅﾙｾ ﾘｭｳｼﾞ ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

4 9 1449 成瀬　龍治 (3) 津田学園 11.84 4 3 4141 牛田　匡哉 (1) 近大高専 11.70
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ ｻｶｲ ｹﾝﾄ

5 7 966 渡辺　陽平 (3) 上　野 11.98 5 5 1171 阪井　健人 (3) 津　西 11.78
ﾔﾉ ｿｳﾏ ｲﾄｳ ﾄﾓｷ

6 8 893 矢野　壮馬 (2) 久　居 12.31 6 9 1330 伊藤　智貴 (1) いなべ総合 11.78
ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾋｻ ｵｵﾆｼ ｹﾝﾔ

7 4 568 平野　智久 (3) 川　越 12.53 7 8 203 大西　健也 (3) 伊　勢 12.05
ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ ｵｻﾅｲ ｹﾝ

8 2 1687 田口　紘也 (3) 四中工 13.58 8 2 1277 長内　　賢 (3) 松　阪 12.06
ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾀｶ

1 1921 松平　理孝 (2) 三　重 DNS

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          10.44     岡部　和憲(四日市工)                  1998 5月8日 13:30 予選
大会記録(GR)            10.73     中村　光宏(宇治山田商)                1999(第29回) 5月8日 15:15 準決

5月8日 16:15 決勝

7組 風:  +0.3 8組 風:  +1.0
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ ｺｲｹ ﾘｭｳｲ

1 5 255 藤沢　昇平 (3) 桑　名 11.20 Q 1 5 806 小池　龍緯 (1) 宇治山田商 11.21 Q
ｸｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｵｵﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ

2 6 157 櫛田　享佑 (3) 四日市工 11.27 q 2 6 982 大谷　大介 (2) 上　野 11.26 q
ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｮｳ ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ

3 3 963 花澤　　翔 (3) 上　野 11.68 3 4 1795 羽山　知希 (2) 皇學館 11.76
ﾆｼｲ ｱﾂｼ ﾍﾞﾍﾞｺ ｶｽﾞｷ

4 9 1002 西井　敦士 (2) 三　重 11.75 4 1 637 遍々古和輝 (1) 宇治山田 11.76
ｳｻﾐ ﾀﾞｲ ﾎｯﾀ ﾄﾓﾖｼ

5 4 758 宇佐美　大 (2) 伊賀白鳳 11.85 5 3 606 堀田　知義 (3) 　津　 11.80
ﾔﾏｷﾀ ｶｽﾞｷ ｵｵｻｷ ﾀｸﾔ

6 7 1525 山北　和輝 (3) 　暁　 11.97 6 7 1383 大崎　拓哉 (3) 久居農林 12.04
ﾎｿﾌﾞﾁ ﾋﾄｼ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ

1 682 細渕　仁志 (3) 松阪商 DNS 7 9 1820 松原　　裕 (2) 　暁　 13.26
ﾀｶﾅｶ ﾋﾛｷ ﾅﾂｶﾜ ｼｮｳﾏ

2 4871 武仲　弘貴 (2) 日生第一 DNS 2 1448 夏川　将実 (3) 津田学園 DNS
ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ

8 1435 荒河　雄太 (2) 相　可 DNS 8 505 松田　康平 (3) 四日市西 DNS

9組 風:  +1.8 10組 風:  +2.5
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

1 7 159 黒田　祐基 (3) 四日市工 11.14 Q 1 5 334 岡本　　淳 (3) 伊勢工 11.09 Q
ｺﾂﾞｶ ﾕｳ ﾕﾉｷ ﾏｻﾄ

2 6 1260 小塚　　優 (2) 高　田 11.30 2 6 403 柚木　正人 (3) 稲　生 11.32
ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝ ﾐﾅｸﾞﾁ ｹﾝﾄ

3 4 1172 山川　　純 (3) 津　西 11.66 3 3 780 皆口　健斗 (2) 尾　鷲 11.51
ｸﾜﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ ﾎﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾄ

4 5 254 桑山幸之介 (3) 桑　名 11.74 4 4 626 本谷　一隼 (2) 　津　 11.87
ｽﾄﾞｳ ｴｲｷﾁ ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ

5 9 584 須藤　永吉 (2) 川　越 11.78 5 7 1556 田中　敬章 (2) 鈴　鹿 11.87
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｽｹ ｲﾇｲ ｼｮｳｺﾞ

6 3 128 吉田　颯介 (2) 津　商 11.81 6 8 1494 乾　　祥吾 (3) 四日市南 12.00
ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾄ ｼﾗﾂｶ ﾕｳﾀ

7 8 1384 西村　研人 (3) 久居農林 11.96 7 2 4865 白塚　裕太 (1) 飯　南 12.91
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ

2 1371 山本　将司 (2) 津　工 DNS 8 9 1888 山本　　毅 (2) 日生第二 13.54
ｵｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ

1 1595 尾崎　龍二 (1) 鳥　羽 DNS

11組 風:  +0.8 12組 風:  +1.1
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ ｿﾈ ｹｲﾄ

1 5 4303 清水　開吏 (3) 鈴鹿高専 11.06 Q 1 5 351 曽根　啓登 (2) 伊勢工 11.21 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ

2 8 911 安藤　和記 (3) 四日市 11.39 2 6 884 奥村　祐希 (3) 久　居 11.25 q
ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ

3 3 302 田中　雅也 (2) 南伊勢 11.55 3 4 1632 中川　知哉 (3) 明　野 11.57
ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｽｶ ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾔ

4 7 1428 出口　飛鳥 (2) 相　可 11.78 4 7 549 南條　洸也 (2) 海　星 11.71
ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ

5 4 1216 山中翔太郎 (3) 名張西 11.87 5 1 1245 山下　拓眞 (3) 高　田 11.84
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝｼﾞ ﾀﾅｶ ﾄｷ

6 2 1705 山口　寛治 (2) 白　子 11.93 6 9 282 田中　斗樹 (1) 南伊勢 11.88
ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾘ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ

7 9 1405 奥村　翔利 (2) 伊勢学園 12.43 7 2 1701 足立　裕太 (2) 白　子 11.95
ﾌｼﾞﾑﾗ ｿｳﾏ ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ

8 1 1594 藤村　宗磨 (1) 鳥　羽 12.46 8 8 564 岩崎星太郎 (3) 川　越 11.97
ｱﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

6 4147 天野　　翼 (3) 近大高専 DNS 9 3 4890 山本　慶太 (1) 神　戸 12.12

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          10.44     岡部　和憲(四日市工)                  1998 5月8日 13:30 予選
大会記録(GR)            10.73     中村　光宏(宇治山田商)                1999(第29回) 5月8日 15:15 準決

5月8日 16:15 決勝

13組 風:  -0.1 14組 風:  +1.8
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺｸﾌﾞ ｼｭﾝｽｹ ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ

1 6 1170 國府　俊介 (3) 津　西 11.51 Q 1 5 825 浦井　駿吾 (3) 宇治山田商 11.10 Q
ﾂｼﾞﾊﾗ ﾚｴｼﾞ ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｷ

2 4 541 辻原礼慧士 (3) 海　星 11.77 2 3 767 福本　尭輝 (3) 尾　鷲 11.43
ﾋﾙﾅﾐ ｼｮｳﾀ ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ

3 3 504 蛭波　翔太 (3) 四日市西 11.80 3 6 624 和田　将志 (2) 　津　 11.48
ﾏﾂｲ ﾄｼｷ ｲﾄｳ ｺｳｷ

4 7 667 松井　俊樹 (2) 宇治山田 11.82 4 4 941 伊藤　宏毅 (2) 四日市 11.70
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ ｳｴﾑﾗ ﾎﾏﾚ

5 8 1223 中村　慎吾 (2) 名張西 11.90 5 7 1496 植村　　誉 (3) 四日市南 11.74
ｵｵｺｾ ｹｲｽｹ ﾅｶﾃﾞ ﾁｶﾗ

6 2 1690 大古瀬圭介 (2) 四中工 12.38 6 9 1729 中出　　力 (2) 日生第二 12.37
ﾆｼｵｶ ﾏｻﾊﾙ ｼﾀﾞ ﾕｳｷ

7 9 715 西岡　正晴 (1) 伊賀白鳳 13.62 7 2 4808 至田　裕紀 (1) 日生第一 12.43
ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ

1 1817 服部　　葵 (2) 白　子 DNS 8 1 1630 荒井　孝弘 (3) 明　野 13.03
ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾌｸﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ

5 1068 池村　優介 (1) 津　東 DNS 9 8 1734 福森　淳也 (1) あけぼの 13.13

15組 風:  +0.8 16組 風:  -0.3
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

1 5 1130 松尾慎太郎 (2) 桑名工 11.15 Q 1 5 426 原田　玲次 (2) 稲　生 11.27 Q
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ

2 3 636 野村　卓矢 (2) 宇治山田 11.32 2 6 1125 安田　祐基 (3) 桑名工 11.48
ｽｷﾞｲ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ

3 7 1436 杉井　勇輝 (2) 相　可 11.60 3 4 4302 伊藤　慎吾 (3) 鈴鹿高専 11.66
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｵｵｶﾜ ﾀｶﾔ

4 4 1390 山本　航平 (1) 伊勢学園 12.05 4 3 4891 大川　貴也 (1) 神　戸 11.71
ﾎﾘ ﾕｳﾔ ﾏﾂｲ ﾘｮｳ

5 9 1057 堀　　勇也 (2) 石薬師 12.43 5 9 1616 松井　　龍 (2) 志　摩 11.85
ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ ｲｹｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ

6 8 1889 吉田　　翔 (2) 日生第二 12.53 6 7 1913 池上　恭平 (3) 久　居 11.99
ﾏﾂｳﾗ ｼｭｳﾍｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

7 1 1845 松浦　秀平 (2) 津　商 12.75 7 8 1576 山口　祐矢 (3) 名張桔梗丘 12.33
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ

2 1611 山口　　翼 (1) 志　摩 DNS 8 2 1685 坂本　将太 (3) 四中工 12.41
ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ ﾔﾉ ｹﾝﾔ

6 1533 安部　将史 (3) 鈴　鹿 DNS 9 1 1388 矢野　堅也 (1) 伊勢学園 14.26

17組 風:  +0.9 18組 風:  +1.9
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ

1 5 219 中村宗一朗 (2) 伊　勢 11.19 Q 1 5 1256 木村　健人 (3) 高　田 11.17 Q
ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ﾏｷﾀ ﾋﾛﾕｷ

2 6 1302 伊藤　博幸 (3) 桑名西 11.25 q 2 3 543 蒔田　大幸 (3) 海　星 11.59
ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ

3 3 1786 竹内　直人 (2) 皇學館 11.40 3 6 782 長井　佑太 (2) 尾　鷲 11.63
ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾊﾙ ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ

4 9 4143 竹内　大晴 (1) 近大高専 11.84 4 7 1892 佐方　智弘 (2) 亀　山 11.66
ﾆｼｶﾜ ｷﾐｵ ｾｺｸﾞﾁ ﾀｲｷ

5 2 716 西川　公夫 (1) 伊賀白鳳 11.94 5 4 1606 世古口泰紀 (2) 鳥　羽 11.75
ｵｵﾀ ｹﾝｽｹ ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ

6 4 1336 太田　健介 (3) いなべ総合 12.05 6 1 1932 木村　太一 (2) 日生第一 12.08
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｷ

7 8 1571 安藤　康介 (3) 名張桔梗丘 12.22 7 8 1661 東　　大輝 (2) 紀　南 12.34
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｲﾜﾀ ﾘｮｳ

8 1 1447 塚田健太郎 (3) 津田学園 12.25 8 2 1375 岩田　　涼 (2) 津　工 12.91
ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｼｹﾞ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ

7 1284 濵田　安重 (3) 松　阪 DNS 9 9 1056 中川　正義 (2) 石薬師 13.12

凡例  DNS:欠場



男子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          10.44     岡部　和憲(四日市工)                  1998 5月8日 13:30 予選
大会記録(GR)            10.73     中村　光宏(宇治山田商)                1999(第29回) 5月8日 15:15 準決

5月8日 16:15 決勝

準決 3組2着＋2

1組 風:  +0.8 2組 風:  +1.2
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ

1 4 1130 松尾慎太郎 (2) 桑名工 10.96 Q 1 4 4303 清水　開吏 (3) 鈴鹿高専 10.95 Q
ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ

2 6 233 愛敬彰太郎 (1) 桑　名 10.97 Q 2 7 825 浦井　駿吾 (3) 宇治山田商 11.00 Q
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ

3 7 159 黒田　祐基 (3) 四日市工 11.20 3 5 1256 木村　健人 (3) 高　田 11.07 q
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ

4 5 1354 市川　裕貴 (2) 四日市四郷 11.23 4 6 255 藤沢　昇平 (3) 桑　名 11.16
ｺｲｹ ﾘｭｳｲ ｿﾈ ｹｲﾄ

5 9 806 小池　龍緯 (1) 宇治山田商 11.26 5 9 351 曽根　啓登 (2) 伊勢工 11.18
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

6 3 884 奥村　祐希 (3) 久　居 11.35 6 8 222 西村　駿哉 (2) 伊　勢 11.19
ｺｸﾌﾞ ｼｭﾝｽｹ ｸｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

7 8 1170 國府　俊介 (3) 津　西 11.40 7 3 157 櫛田　享佑 (3) 四日市工 11.20
ﾑﾗﾀ ﾐﾂﾙ ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

8 2 1019 村田　　充 (3) 三　重 11.48 8 2 1302 伊藤　博幸 (3) 桑名西 11.21

3組 風:  +1.0
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ

1 8 149 諏訪　達郎 (1) 四日市工 10.95 Q
ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ

2 7 828 西山　竜二 (3) 宇治山田商 11.03 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

3 9 426 原田　玲次 (2) 稲　生 11.14 q
ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ

4 6 946 荒川　雄斗 (2) 四日市 11.16
ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

5 4 219 中村宗一朗 (2) 伊　勢 11.16
ﾀﾁ ｱﾗﾀ

6 3 1480 舘　　新太 (3) 四日市南 11.18
ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

7 5 334 岡本　　淳 (3) 伊勢工 11.19
ｵｵﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ

8 2 982 大谷　大介 (2) 上　野 11.26

決勝 

風:  -0.8
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ

1 4 1130 松尾慎太郎 (2) 桑名工 11.12
ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ

2 5 149 諏訪　達郎 (1) 四日市工 11.14
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ

3 7 4303 清水　開吏 (3) 鈴鹿高専 11.22
ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ

4 6 233 愛敬彰太郎 (1) 桑　名 11.22
ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ

5 9 825 浦井　駿吾 (3) 宇治山田商 11.24
ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ

6 8 828 西山　竜二 (3) 宇治山田商 11.32
ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ

7 2 1256 木村　健人 (3) 高　田 11.34
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

3 426 原田　玲次 (2) 稲　生 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          21.03     奥野　裕嗣(宇治山田)                  2000 5月9日 12:55 予選
大会記録(GR)            21.60     堀川　直哉(名張桔梗丘)                1992(第22回) 5月9日 14:55 準決

5月9日 16:10 決勝

予選 19組1着＋5

1組 風:  +0.9 2組 風:  +1.7
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ ｾﾄｳｴ ﾄﾓ

1 6 1130 松尾慎太郎 (2) 桑名工 22.60 Q 1 6 339 瀬戸上　智 (3) 伊勢工 23.26 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ

2 7 1083 谷口　貴士 (3) 津　東 23.42 2 7 939 北原　弘大 (2) 四日市 23.63
ｱﾀﾗｼ ﾉﾘﾕｷ ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾔ

3 8 757 新　　憲幸 (2) 伊賀白鳳 23.92 3 5 1339 飯田　智也 (3) いなべ総合 23.97
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

4 5 1223 中村　慎吾 (2) 名張西 23.96 4 3 1560 中川　拓哉 (1) 名張桔梗丘 24.23
ｲﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾅｶﾃﾞ ﾁｶﾗ

5 4 972 稲沢　拓哉 (3) 上　野 23.98 5 8 1729 中出　　力 (2) 日生第二 25.93
ｾｺｸﾞﾁ ﾀｲｷ ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ

6 9 1606 世古口泰紀 (2) 鳥　羽 24.37 6 2 1004 佐々木諒介 (1) 三　重 26.57
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ

7 3 1701 足立　裕太 (2) 白　子 24.61 4 1533 安部　将史 (3) 鈴　鹿 DNS
ﾔﾏｷﾀ ｶｽﾞｷ

9 1525 山北　和輝 (3) 　暁　 DNS

3組 風:  +2.0 4組 風:  +1.6
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ

1 6 149 諏訪　達郎 (1) 四日市工 23.06 Q 1 6 1128 稲垣　夏生 (2) 桑名工 22.78 Q
ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

2 7 885 川北　淳也 (3) 久　居 23.60 2 7 426 原田　玲次 (2) 稲　生 23.14 q
ﾌﾙｲﾁ ｹﾝﾄ ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ

3 4 1539 古市　健人 (3) 鈴　鹿 23.67 3 2 1793 橋本　　渉 (2) 皇學館 23.43
ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ ｲﾄｳ ﾄﾓｷ

4 2 1245 山下　拓眞 (3) 高　田 24.54 4 4 1330 伊藤　智貴 (1) いなべ総合 23.87
ｵｵｻｷ ﾀｸﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ

5 9 1383 大崎　拓哉 (3) 久居農林 24.55 5 3 1434 山田　隆平 (2) 相　可 25.52
ﾐﾂﾞﾀﾆ ﾕｳｷ ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾘ

6 3 1442 水谷　有貴 (2) 津田学園 26.15 6 8 1405 奥村　翔利 (2) 伊勢学園 25.69
ｽｷﾞﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ

7 8 1655 杉森　涼平 (2) 名　張 26.86 7 9 1667 岸本　拓也 (1) 紀　南 25.92
ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｼｹﾞ ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾋｻ

5 1284 濵田　安重 (3) 松　阪 DNS 5 568 平野　智久 (3) 川　越 DNS

5組 風:  +0.3 6組 風:  +2.2
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ

1 6 1257 前田　貴也 (3) 高　田 22.90 Q 1 6 826 坂本　博満 (3) 宇治山田商 22.98 Q
ｶﾄｳ ﾏｻﾔ ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ

2 7 1307 加藤　雅也 (3) 桑名西 23.25 2 4 4302 伊藤　慎吾 (3) 鈴鹿高専 23.19
ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｮｳ ﾐﾅｸﾞﾁ ｹﾝﾄ

3 4 963 花澤　　翔 (3) 上　野 24.10 3 7 780 皆口　健斗 (2) 尾　鷲 23.20
ｶﾄﾞﾉ ｻﾄｼ ﾅｶﾔ ﾘｷ

4 8 1916 門野　　諭 (2) 伊勢学園 25.66 4 5 991 中矢　梨葵 (2) 上　野 23.79
ｼｹﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ ｲｻﾞｷ ﾀｸﾔ

5 2 1654 繁田　慶広 (2) 名　張 25.77 5 2 1651 井崎　拓也 (3) 名　張 23.95
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾏ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ

6 3 4859 山下　侑真 (1) 松阪工 25.85 6 9 1824 松永　明大 (2) 　暁　 24.37
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾖｳﾍｲ ﾓｳﾘ ﾕｳｷ

5 1658 柳本　洋平 (2) 紀　南 DNS 7 3 402 毛利　勇貴 (3) 稲　生 24.53
ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

9 1068 池村　優介 (1) 津　東 DNS 8 8 279 杉本　慎次 (2) 桑　名 25.06

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



男子200m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          21.03     奥野　裕嗣(宇治山田)                  2000 5月9日 12:55 予選
大会記録(GR)            21.60     堀川　直哉(名張桔梗丘)                1992(第22回) 5月9日 14:55 準決

5月9日 16:10 決勝

7組 風:  +1.0 8組 風:  0.0
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ

1 6 219 中村宗一朗 (2) 伊　勢 23.07 Q 1 6 330 池村　　涼 (3) 伊勢工 23.06 Q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ ｶﾜｲ ﾀｸﾐ

2 7 1632 中川　知哉 (3) 明　野 23.53 2 7 1209 川合　拓実 (3) 名張西 23.68
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾋ

3 4 607 北川　拓実 (3) 　津　 23.56 3 4 1372 打田　雄飛 (2) 津　工 23.77
ﾌﾅﾄ ﾕｳﾀ ﾓｳﾘ ﾖｼﾉﾘ

4 5 1557 船戸　雄太 (2) 鈴　鹿 23.77 4 9 4300 毛利　文律 (3) 鈴鹿高専 24.45
ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ ﾎﾘｴ ﾉﾌﾞﾕｷ

5 3 1685 坂本　将太 (3) 四中工 25.38 5 2 1708 堀江　信行 (2) 白　子 25.23
ﾎｿﾔ ﾖｳｶﾞ ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｷ

6 8 719 細矢　鷹雅 (1) 伊賀白鳳 25.51 5 1661 東　　大輝 (2) 紀　南 DSQ,T2
ｵｵﾆｼ ﾀｸﾑ ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ

2 680 大西　拓夢 (1) 松阪商 DNS 3 1932 木村　太一 (2) 日生第一 DNS
ﾔﾅｷﾞﾔ ﾉﾘﾏｻ ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾄ

9 1043 柳谷　典成 (3) 石薬師 DNS 8 641 中川　堅斗 (1) 宇治山田 DNS

9組 風:  +0.3 10組 風:  +1.1
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ

1 6 255 藤沢　昇平 (3) 桑　名 22.99 Q 1 6 825 浦井　駿吾 (3) 宇治山田商 23.31 Q
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ

2 7 4297 田中　大輝 (3) 鈴鹿高専 23.51 2 7 302 田中　雅也 (2) 南伊勢 23.70
ﾑﾗﾀ ﾐﾂﾙ ｵｵﾀ ｹﾝﾄ

3 4 1019 村田　　充 (3) 三　重 23.55 3 4 787 太田　健人 (2) 尾　鷲 24.02
ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｽｶ ﾔｸﾞﾗ ﾕｳｷ

4 5 1428 出口　飛鳥 (2) 相　可 24.15 4 5 1575 矢倉　佑紀 (3) 名張桔梗丘 24.25
ﾊｯﾄﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｳﾔ

5 9 567 服部　伸宏 (3) 川　越 24.93 5 9 1524 柳川　洸哉 (3) 　暁　 24.36
ﾐﾄﾞﾘ ﾃﾙﾕｷ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶﾋｻ

6 8 1184 見取　輝之 (2) 津　西 25.39 6 3 1347 水谷　貴久 (3) 四日市四郷 24.46
ｼﾀﾞ ﾕｳｷ ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

7 3 4808 至田　裕紀 (1) 日生第一 25.97 7 2 4805 内田聡一郎 (2) 日生第一 25.25
ﾏﾂｲ ﾘｮｳ ﾓﾘﾀ ｷｮｳﾍｲ

2 1616 松井　　龍 (2) 志　摩 DNS 8 1608 森田　恭平 (1) 志　摩 DNS

11組 風:  +0.1 12組 風:  +0.4
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

1 7 946 荒川　雄斗 (2) 四日市 22.76 Q 1 6 1294 堀口羽矢斗 (2) 松　阪 22.69 Q
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ

2 6 884 奥村　祐希 (3) 久　居 23.10 q 2 4 911 安藤　和記 (3) 四日市 23.00 q
ｻｶｲ ｹｲﾀ ﾀﾁ ｱﾗﾀ

3 5 1928 阪井　啓太 (2) 津　西 23.27 3 7 1480 舘　　新太 (3) 四日市南 23.23
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾂｼﾞﾊﾗ ﾚｴｼﾞ

4 4 459 山口諒太郎 (3) 神　戸 23.79 4 5 541 辻原礼慧士 (3) 海　星 24.08
ｵｵｺｾ ｹｲｽｹ ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ

5 2 1690 大古瀬圭介 (2) 四中工 25.13 5 9 127 寺田　健人 (2) 津　商 24.15
ｸｽﾀﾞ ｼｮｳﾔ ｳｻﾐ ﾀﾞｲ

6 8 1898 楠田　祥也 (2) 　津　 25.23 6 3 758 宇佐美　大 (2) 伊賀白鳳 24.52
ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ ﾅｶﾀ ﾕｳｼﾞ

7 9 1889 吉田　　翔 (2) 日生第二 25.50 7 2 295 中田　裕二 (3) 南伊勢 25.38
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ

8 3 300 山本　翔麻 (1) 南伊勢 26.70 8 8 1056 中川　正義 (2) 石薬師 26.94

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



男子200m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          21.03     奥野　裕嗣(宇治山田)                  2000 5月9日 12:55 予選
大会記録(GR)            21.60     堀川　直哉(名張桔梗丘)                1992(第22回) 5月9日 14:55 準決

5月9日 16:10 決勝

13組 風:  0.0 14組 風:  +0.8
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾉｼﾀ ﾗｲｾｲ ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ

1 6 805 木下　来星 (1) 宇治山田商 22.76 Q 1 6 350 東　　魁輝 (2) 伊勢工 22.04 Q
ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ ｵｵｶﾜ ﾀｶﾔ

2 7 624 和田　将志 (2) 　津　 23.82 2 7 4891 大川　貴也 (1) 神　戸 23.38
ﾎｼﾉ ｼｭｳﾍｲ ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ

3 4 1317 星野　修平 (2) 桑名西 24.02 3 4 224 宮村　捷也 (2) 伊　勢 23.43
ﾋﾙﾅﾐ ｼｮｳﾀ ｽｷﾞｲ ﾕｳｷ

4 5 504 蛭波　翔太 (3) 四日市西 24.06 4 9 1436 杉井　勇輝 (2) 相　可 23.88
ｶﾈｺ ｱﾘﾄ ﾏｷﾀ ﾋﾛﾕｷ

5 8 4148 金児　有人 (3) 近大高専 24.43 5 5 543 蒔田　大幸 (3) 海　星 23.95
ｵｵﾀ ｹﾝｽｹ ｶﾜｷﾀ ｻﾄﾘ

6 9 1336 太田　健介 (3) いなべ総合 24.53 6 3 1352 川北　悟里 (2) 四日市四郷 24.55
ｳｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｼﾗﾂｶ ﾕｳﾀ

7 3 1886 氏原　祥太 (1) 日生第二 28.41 7 8 4865 白塚　裕太 (1) 飯　南 26.62
ﾊﾔﾀ ｲｻﾑ ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ

2 1391 早田　敢武 (1) 伊勢学園 DNS 2 1687 田口　紘也 (3) 四中工 DNS

15組 風:  +1.1 16組 風:  +1.1
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ ｲﾄｳ ｺｳﾀ

1 6 222 西村　駿哉 (2) 伊　勢 22.59 Q 1 7 542 伊藤　航汰 (3) 海　星 23.05 Q
ｺｸﾌﾞ ｼｭﾝｽｹ ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

2 7 1170 國府　俊介 (3) 津　西 23.51 2 5 4698 斎藤　秀樹 (2) 近大高専 23.06 q
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ ｽｴﾄﾐ ｺｳｽｹ

3 4 4800 橋本　尚磨 (1) 亀　山 23.65 3 2 1292 末冨　孝輔 (2) 松　阪 24.08
ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾔ ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ

4 8 523 飯田　峻也 (2) 四日市西 23.89 4 4 1892 佐方　智弘 (2) 亀　山 24.12
ﾊﾏﾉ ｼｭﾝ ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾄ

5 9 585 浜野　　舜 (2) 川　越 24.93 5 9 1384 西村　研人 (3) 久居農林 24.33
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾁｶｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ

6 2 1447 塚田健太郎 (3) 津田学園 24.95 6 8 1373 近澤　紀之 (2) 津　工 26.73
ﾆｼｲ ｱﾂｼ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ

3 1002 西井　敦士 (2) 三　重 DNS 3 1618 齋藤　正直 (2) 志　摩 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ

5 4890 山本　慶太 (1) 神　戸 DNS 6 159 黒田　祐基 (3) 四日市工 DNS

17組 風:  +0.9 18組 風:  +1.1
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

1 7 1354 市川　裕貴 (2) 四日市四郷 22.81 Q 1 4 1121 佐藤　弘明 (3) 桑名工 22.72 Q
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ ｸｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

2 6 503 田中　雄也 (3) 四日市西 23.43 2 6 157 櫛田　享佑 (3) 四日市工 22.76 q
ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ ﾋﾒﾉ ﾀﾛｳ

3 5 4163 清水　剛士 (2) 近大高専 23.69 3 2 396 姫野　太朗 (3) 稲　生 23.74
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝｼﾞ ｸﾜﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ

4 3 1705 山口　寛治 (2) 白　子 24.57 4 5 254 桑山幸之介 (3) 桑　名 23.86
ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ ｵｵﾐﾁ ﾀｸﾔ

5 9 1497 小川　悟史 (2) 四日市南 24.68 5 3 4908 大道　卓也 (1) 高　田 23.87
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ ｲｹｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ

6 8 1576 山口　祐矢 (3) 名張桔梗丘 24.79 6 7 1913 池上　恭平 (3) 久　居 24.62
ﾏﾂｳﾗ ｼｭｳﾍｲ ﾆｼｸﾎﾞ ｼｭｳ

2 1845 松浦　秀平 (2) 津　商 DNS 7 8 665 西久保　秀 (2) 宇治山田 25.03
ﾆﾜ ﾋﾛﾀｶ ﾊｷﾞﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ

4 785 丹羽　弘貴 (2) 尾　鷲 DNS 8 9 1847 萩野龍太郎 (2) 津田学園 25.62

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



男子200m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          21.03     奥野　裕嗣(宇治山田)                  2000 5月9日 12:55 予選
大会記録(GR)            21.60     堀川　直哉(名張桔梗丘)                1992(第22回) 5月9日 14:55 準決

5月9日 16:10 決勝

19組 風:  +1.5
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾍｲ

1 4 1215 森脇　悠平 (3) 名張西 22.62 Q
ﾋﾙｶﾜ ﾕｳｽｹ

2 7 1600 晝河　雄介 (3) 鳥　羽 23.14
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ

3 3 636 野村　卓矢 (2) 宇治山田 23.18
ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ

4 6 1069 浦野　陽平 (1) 津　東 23.57
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

5 5 1457 松本　崇宏 (3) 亀　山 23.66
ｲﾇｲ ｼｮｳｺﾞ

6 2 1494 乾　　祥吾 (3) 四日市南 24.49
ｲﾜｻｷ ﾏｻﾔ

7 8 1319 岩﨑　方哉 (2) 桑名西 24.52
ｲｼｸﾗ ﾄﾓﾐ

8 9 1844 石倉　知実 (2) 津　商 26.12

準決 3組2着＋2

1組 風:  0.0 2組 風:  0.0
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｾﾄｳｴ ﾄﾓ ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ

1 8 339 瀬戸上　智 (3) 伊勢工 22.32 Q 1 6 1130 松尾慎太郎 (2) 桑名工 22.38 Q
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ

2 6 222 西村　駿哉 (2) 伊　勢 22.45 Q 2 8 330 池村　　涼 (3) 伊勢工 22.67 Q
ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ

3 3 825 浦井　駿吾 (3) 宇治山田商 22.47 q 3 9 149 諏訪　達郎 (1) 四日市工 22.71
ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾍｲ

4 5 946 荒川　雄斗 (2) 四日市 22.65 4 4 1215 森脇　悠平 (3) 名張西 22.74
ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ

5 7 1128 稲垣　夏生 (2) 桑名工 22.76 5 7 1257 前田　貴也 (3) 高　田 22.87
ｲﾄｳ ｺｳﾀ ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ

6 9 542 伊藤　航汰 (3) 海　星 23.01 6 5 1354 市川　裕貴 (2) 四日市四郷 23.30
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

2 884 奥村　祐希 (3) 久　居 DNS 7 2 4698 斎藤　秀樹 (2) 近大高専 23.46
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ

4 1294 堀口羽矢斗 (2) 松　阪 DNS 3 826 坂本　博満 (3) 宇治山田商 DNS

3組 風:  +0.7
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

1 8 219 中村宗一朗 (2) 伊　勢 22.36 Q
ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

2 5 1121 佐藤　弘明 (3) 桑名工 22.63 Q
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ

3 4 255 藤沢　昇平 (3) 桑　名 22.63 q
ｸｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

4 9 157 櫛田　享佑 (3) 四日市工 22.66
ｷﾉｼﾀ ﾗｲｾｲ

5 7 805 木下　来星 (1) 宇治山田商 22.84
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ

6 3 911 安藤　和記 (3) 四日市 23.07
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

2 426 原田　玲次 (2) 稲　生 DNS
ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ

6 350 東　　魁輝 (2) 伊勢工 DNS

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



男子200m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          21.03     奥野　裕嗣(宇治山田)                  2000 5月9日 12:55 予選
大会記録(GR)            21.60     堀川　直哉(名張桔梗丘)                1992(第22回) 5月9日 14:55 準決

5月9日 16:10 決勝

決勝 

風:  +0.7
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ

1 6 1130 松尾慎太郎 (2) 桑名工 21.68
ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

2 4 219 中村宗一朗 (2) 伊　勢 22.10
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

3 5 222 西村　駿哉 (2) 伊　勢 22.33
ｾﾄｳｴ ﾄﾓ

4 7 339 瀬戸上　智 (3) 伊勢工 22.51
ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ

5 8 330 池村　　涼 (3) 伊勢工 22.57
ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

6 9 1121 佐藤　弘明 (3) 桑名工 22.62
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ

7 2 255 藤沢　昇平 (3) 桑　名 22.68
ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ

3 825 浦井　駿吾 (3) 宇治山田商 DNS

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



男子400m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          47.31     坂本　隆行(桑名西)                    1995 5月8日 12:25 予選
大会記録(GR)            48.11     逢坂　瑞季(宇治山田商)                2002(第32回) 5月8日 14:55 準決

5月8日 16:05 決勝

予選 14組1着＋10

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ

1 4 1131 水谷　拓也 (2) 桑名工 51.12 Q 1 4 831 森田　悟司 (3) 宇治山田商 51.89 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ ｲﾏﾂﾞ ｼｮｳ

2 5 852 北村　直也 (2) 宇治山田商 51.80 q 2 6 154 今津　　祥 (3) 四日市工 52.52 q
ﾄﾈ ｶｽﾞﾏ ﾐﾔｹ ﾕｳﾀﾞｲ

3 7 1281 刀根　一磨 (3) 松　阪 53.34 3 7 1085 三宅　雄大 (3) 津　東 53.87
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｳﾔ

4 6 499 中嶋　良輔 (3) 四日市西 54.26 4 8 1524 柳川　洸哉 (3) 　暁　 55.42
ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾔ ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾄﾓﾋﾛ

5 2 1451 平野　温也 (3) 津田学園 56.39 5 3 1562 千代延智大 (1) 名張桔梗丘 57.92
ﾀｶｸﾗ ｺｳﾍｲ ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

6 3 881 髙倉　康平 (1) 久　居 58.82 6 9 279 杉本　慎次 (2) 桑　名 58.82
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔ ｱｻﾊﾀ ﾕｳﾔ

8 566 田中　宏弥 (3) 川　越 DNS 7 2 1003 麻畑　雄哉 (1) 三　重 1:00.80
ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ｹﾝｺﾞ

9 236 川瀬　孝則 (1) 桑　名 DNS 5 207 南端　謙吾 (3) 伊　勢 DNS

3組 4組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ

1 4 826 坂本　博満 (3) 宇治山田商 51.73 Q 1 4 1257 前田　貴也 (3) 高　田 52.08 Q
ﾆｼﾖﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ

2 8 1911 西依　純平 (2) 四日市南 53.60 2 8 64 吉田　卓馬 (3) 皇學館 54.28
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾓｳﾘ ﾖｼﾉﾘ

3 5 4297 田中　大輝 (3) 鈴鹿高専 53.65 3 5 4300 毛利　文律 (3) 鈴鹿高専 54.73
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ ｺｼﾀ ｱｻﾐﾁ

4 7 4154 柳原　竜也 (3) 近大高専 55.80 4 6 4885 小下　元路 (1) 神　戸 56.26
ｱﾘﾀｷ ﾘｮｳ ﾊﾗ ﾕｳｶﾞ

5 3 723 有瀧　　良 (1) 伊賀白鳳 1:01.94 5 7 1536 原　　悠河 (3) 鈴　鹿 56.82
ﾐﾅﾐｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾆｼｶﾜ ﾏｼｭｳ

6 569 南川幸多郎 (3) 川　越 DNS 6 2 1873 西川　真周 (2) 桑名西 58.40
ｵﾉ ﾀｸﾏ ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｼﾞ

9 1702 小野　拓馬 (2) 白　子 DNS 7 9 1563 村田　竜士 (1) 名張桔梗丘 58.49
ﾀｷｶﾜ ｼｮｳﾘ

3 245 瀧川　捷理 (1) 桑　名 DNS

5組 6組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾍｲ

1 4 1294 堀口羽矢斗 (2) 松　阪 51.50 Q 1 4 1215 森脇　悠平 (3) 名張西 51.57 Q
ｲﾄｳ ｺｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2 5 542 伊藤　航汰 (3) 海　星 52.42 q 2 6 459 山口諒太郎 (3) 神　戸 53.49
ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ ﾎｼﾉ ｼｭｳﾍｲ

3 3 946 荒川　雄斗 (2) 四日市 53.22 3 5 1317 星野　修平 (2) 桑名西 53.96
ｱﾗｷ ｼｮｳ ﾔﾌﾞﾀ ﾋﾛﾄ

4 8 1937 荒木　　奨 (2) 桑名西 56.06 4 8 1558 薮田　裕人 (2) 鈴　鹿 55.62
ｲﾄｳ ｼﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

5 7 1473 伊藤　　慎 (3) 四日市南 56.36 5 7 220 中村　　翼 (2) 伊　勢 56.04
ﾑﾗｾ ｶｲ ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ

6 9 1174 村瀬　　開 (3) 津　西 56.63 3 532 松岡　良樹 (1) 海　星 DNS
ﾎﾘ ﾄｼﾕｷ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾄ

6 347 堀　　敏之 (3) 伊勢工 DNS 9 1440 中村　和史 (2) 津田学園 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          47.31     坂本　隆行(桑名西)                    1995 5月8日 12:25 予選
大会記録(GR)            48.11     逢坂　瑞季(宇治山田商)                2002(第32回) 5月8日 14:55 準決

5月8日 16:05 決勝

7組 8組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ ｵｶ ﾅﾙﾄ

1 7 4163 清水　剛士 (2) 近大高専 53.47 Q 1 6 770 岡　那瑠人 (3) 尾　鷲 52.15 Q
ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ ｵｶﾔｽ ﾀｶﾔ

2 6 939 北原　弘大 (2) 四日市 53.76 2 4 1079 岡安　嵩也 (3) 津　東 52.77 q
ｵｵﾀ ｹﾝﾄ ｴｸﾞｴｽﾞ ｶﾞﾘ ﾁｭﾀ ﾙｲｽ

3 9 787 太田　健人 (2) 尾　鷲 54.24 3 3 385 ｴｸﾞｴｽﾞ ﾁｭﾀ (3) 稲　生 53.52
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ ｱｵ ｼｭｳﾎ

4 5 1406 柴田　龍也 (2) 伊勢学園 54.39 4 5 608 青　　秀歩 (3) 　津　 53.64
ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾀｶ ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂﾞﾋ

5 8 1261 平野　茂孝 (2) 高　田 54.50 5 9 73 田端　一陽 (3) 皇學館 54.44
ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ

6 3 1358 藤田　康平 (2) 四日市四郷 56.23 6 8 1219 杉森　信吾 (2) 名張西 55.75
ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

4 350 東　　魁輝 (2) 伊勢工 DNS 7 7 1454 橋本　和磨 (3) 亀　山 55.83
ｲｸﾞﾗ ｺｳﾍｲ

8 2 1615 井倉　晃平 (1) 志　摩 1:06.31

9組 10組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｷ ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ

1 6 1084 古市　裕貴 (3) 津　東 51.11 Q 1 4 330 池村　　涼 (3) 伊勢工 51.02 Q
ﾓﾘ ｱｻﾄ ﾂｼﾞﾑﾗ ｷｲﾁ

2 4 1168 森　　朝音 (3) 津　西 51.54 q 2 7 616 辻村　貴一 (3) 　津　 52.01 q
ｵｶ ﾁｮｳﾀﾛｳ ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ

3 5 1014 岡　長太郎 (3) 三　重 52.64 q 3 5 224 宮村　捷也 (2) 伊　勢 53.16
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｷ ﾏﾂｼﾀ ﾕｷﾉﾘ

4 3 400 水谷　昌希 (3) 稲　生 52.90 q 4 9 546 松下　侑准 (3) 海　星 55.98
ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｻﾊﾞ ｺｳﾀ

5 7 1791 橋本　光平 (2) 皇學館 53.91 5 6 1279 佐羽　宏太 (3) 松　阪 56.15
ﾀﾅｾ ﾕｳｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

6 8 1535 種瀬　裕介 (3) 鈴　鹿 55.96 6 3 1340 安藤　拓海 (1) 四日市四郷 56.65
ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾀ ｶﾄﾞﾉ ｻﾄｼ

7 9 1435 荒河　雄太 (2) 相　可 56.88 7 8 1916 門野　　諭 (2) 伊勢学園 58.76
ﾅｶﾞﾀﾆ ｺｳｲﾁ

8 2 882 長谷　幸一 (1) 久　居 58.41

11組 12組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖﾄ

1 4 570 渡邉　貴大 (3) 川　越 52.56 Q 1 4 180 山崎　碧人 (2) 四日市工 51.80 Q
ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ ｺﾂﾞｶ ﾕｳ

2 7 1586 中舎　賢也 (2) 名張桔梗丘 53.67 2 5 1260 小塚　　優 (2) 高　田 52.15 q
ｵｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ ｲﾄｳ ﾀｶｼ

3 6 1459 尾﨑　直道 (3) 亀　山 54.40 3 6 520 伊藤　　聖 (2) 四日市西 55.44
ｲﾊﾗ ﾅｵﾋﾛ ｷﾓﾄ ﾕｳﾀ

4 8 416 伊原　尚宏 (2) 稲　生 55.17 4 3 771 木許　雄太 (3) 尾　鷲 57.73
ｲﾏｲ ｼｮｳ ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ

5 9 973 今井　　将 (3) 上　野 56.85 5 8 450 今井　俊輔 (3) 神　戸 59.70
ｱﾀﾗｼ ﾉﾘﾕｷ ｲｸﾞﾗ ｼｮｳｺﾞ

6 3 757 新　　憲幸 (2) 伊賀白鳳 57.23 6 2 1623 井倉　将吾 (1) 志　摩 1:02.94
ﾔﾊｼ ﾕｳﾀ ﾆｼｸﾎﾞ ｼｭｳ

7 2 1709 矢橋　勇太 (2) 白　子 1:00.97 7 665 西久保　秀 (2) 宇治山田 DNS
ﾄｷﾞﾔ ﾀｶﾄｼ ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

5 4156 硎屋　貴稔 (3) 近大高専 DNS 9 4295 内田　大介 (3) 鈴鹿高専 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          47.31     坂本　隆行(桑名西)                    1995 5月8日 12:25 予選
大会記録(GR)            48.11     逢坂　瑞季(宇治山田商)                2002(第32回) 5月8日 14:55 準決

5月8日 16:05 決勝

13組 14組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ

1 4 1122 千種　紹弘 (3) 桑名工 51.35 Q 1 4 911 安藤　和記 (3) 四日市 51.99 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ

2 5 135 前田　裕太 (1) 四日市工 52.18 q 2 5 503 田中　雄也 (3) 四日市西 54.04
ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

3 7 885 川北　淳也 (3) 久　居 54.43 3 7 625 松下　和弘 (2) 　津　 55.01
ｽｴﾏﾂ ﾕｳﾄ ｶﾀｵｶ ｼｭｳﾍｲ

4 6 1456 末松　勇人 (3) 亀　山 54.77 4 6 1118 片岡　修平 (3) 桑名工 55.29
ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾐﾄﾞﾘ ﾃﾙﾕｷ

5 9 974 岡田　賢人 (3) 上　野 57.64 5 8 1184 見取　輝之 (2) 津　西 56.22
ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ ﾎﾘｴ ﾉﾌﾞﾕｷ

6 8 1824 松永　明大 (2) 　暁　 57.79 6 2 1708 堀江　信行 (2) 白　子 56.67
ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

2 640 寺田　浩亮 (1) 宇治山田 DNS 7 9 985 山本　晃裕 (2) 上　野 59.02
ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ ｶｶﾑ ｼｮｳｽｹ

3 1497 小川　悟史 (2) 四日市南 DNS 8 3 1341 各務　正祐 (1) 四日市四郷 59.11

準決 3組2着＋2

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ

1 7 1294 堀口羽矢斗 (2) 松　阪 49.81 Q 1 6 330 池村　　涼 (3) 伊勢工 50.41 Q
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ

2 5 1131 水谷　拓也 (2) 桑名工 50.14 Q 2 4 826 坂本　博満 (3) 宇治山田商 50.61 Q
ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾍｲ

3 6 831 森田　悟司 (3) 宇治山田商 50.47 q 3 7 1215 森脇　悠平 (3) 名張西 50.91 q
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ ｵｶ ﾅﾙﾄ

4 4 911 安藤　和記 (3) 四日市 51.16 4 5 770 岡　那瑠人 (3) 尾　鷲 51.39
ｲﾏﾂﾞ ｼｮｳ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ

5 2 154 今津　　祥 (3) 四日市工 52.20 5 3 135 前田　裕太 (1) 四日市工 51.93
ﾓﾘ ｱｻﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

6 8 1168 森　　朝音 (3) 津　西 52.25 6 9 570 渡邉　貴大 (3) 川　越 51.94
ｵｶ ﾁｮｳﾀﾛｳ ｵｶﾔｽ ﾀｶﾔ

3 1014 岡　長太郎 (3) 三　重 DNS 7 2 1079 岡安　嵩也 (3) 津　東 52.57
ﾂｼﾞﾑﾗ ｷｲﾁ ｺﾂﾞｶ ﾕｳ

9 616 辻村　貴一 (3) 　津　 DNS 8 1260 小塚　　優 (2) 高　田 DNS

3組
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ

1 7 1257 前田　貴也 (3) 高　田 50.28 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖﾄ

2 6 180 山崎　碧人 (2) 四日市工 50.40 Q
ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ

3 4 1122 千種　紹弘 (3) 桑名工 51.72
ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ

4 9 852 北村　直也 (2) 宇治山田商 52.97
ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ

5 8 4163 清水　剛士 (2) 近大高専 53.06
ｲﾄｳ ｺｳﾀ

6 2 542 伊藤　航汰 (3) 海　星 53.84
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｷ

3 400 水谷　昌希 (3) 稲　生 DNS
ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｷ

5 1084 古市　裕貴 (3) 津　東 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          47.31     坂本　隆行(桑名西)                    1995 5月8日 12:25 予選
大会記録(GR)            48.11     逢坂　瑞季(宇治山田商)                2002(第32回) 5月8日 14:55 準決

5月8日 16:05 決勝

決勝 

カナ名
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ
1 4 1294 堀口羽矢斗 (2) 松　阪 49.07

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ
2 5 1131 水谷　拓也 (2) 桑名工 49.81

ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ
3 8 826 坂本　博満 (3) 宇治山田商 49.87

ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ
4 2 831 森田　悟司 (3) 宇治山田商 50.14

ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ
5 7 330 池村　　涼 (3) 伊勢工 50.95

ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾍｲ
6 3 1215 森脇　悠平 (3) 名張西 51.02

ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖﾄ
7 9 180 山崎　碧人 (2) 四日市工 51.15

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ
8 6 1257 前田　貴也 (3) 高　田 52.10

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          1:52.43   服部　峰祥(三重)                      2008 5月9日 11:05 予選
大会記録(GR)            1:54.94   服部　峰祥(三重)                      2008(第38回) 5月9日 14:30 準決

5月9日 15:55 決勝

予選 12組2着＋0

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾅﾐｶﾜ ｹﾝｺﾞ ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ

1 7 936 南川　顕吾 (2) 四日市 2:08.03 Q 1 7 663 奥井　広幸 (2) 宇治山田 2:07.32 Q
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀ ﾐﾅﾐｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ

2 4 397 藤田　優太 (3) 稲　生 2:08.51 Q 2 4 569 南川幸多郎 (3) 川　越 2:07.38 Q
ｲﾏｸﾗ ﾅｵﾔ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3 5 1247 今倉　直哉 (2) 高　田 2:10.68 3 6 519 吉田　純平 (2) 四日市西 2:08.01
ｲﾅﾀﾞ ｹｲﾀ ｶﾄｳ ﾕｳﾔ

4 9 1370 稲田　啓太 (2) 津　工 2:11.68 4 5 1842 加藤　祐也 (2) 津　商 2:09.82
ﾏﾂﾉ ﾌｳﾀ ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

5 1 1505 松野　風太 (2) 四日市南 2:12.06 5 9 1183 松山　真行 (2) 津　西 2:11.76
ﾅｶﾓﾘ ﾕｳｽｹ ﾀﾞﾃ ｶｽﾞｷ

6 6 4873 中森　湧介 (1) 名張桔梗丘 2:14.07 6 3 1094 伊達　一樹 (2) 津　東 2:13.19
ｱﾗｷ ｹｲﾀ ﾖｼｶﾜ ﾏｻｱｷ

7 2 4809 荒木　啓汰 (2) 桑名西 2:26.15 7 11 253 吉川　正章 (3) 桑　名 2:15.47
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ ｳｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ

8 8 1727 吉田　拓矢 (3) 日生第一 2:26.94 8 8 1783 上田　拳佑 (2) 皇學館 2:18.75
ｱｵｷ ﾕｳｾｲ ｵﾁｱｲ ｶｽﾞﾔ

9 10 4863 青木　悠生 (1) 飯　南 3:10.38 9 10 419 落合　一哉 (2) 稲　生 2:28.16
ﾐﾅﾐ ｼｮｳｺﾞ ｺﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ

3 1660 南　　昌吾 (2) 紀　南 DNS 1 1278 小西健太郎 (3) 松　阪 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ

2 442 山本　拓也 (2) 神　戸 DNS

3組 4組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾘﾀｷ ﾂﾖｼ ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ

1 4 1255 有瀧　　壮 (3) 高　田 2:07.02 Q 1 7 745 西山　凌平 (2) 上野工 2:06.92 Q
ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾏ ﾌﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ

2 7 586 藤田　克真 (2) 川　越 2:07.84 Q 2 4 172 古市　大河 (2) 四日市工 2:07.58 Q
ﾀﾅｵ ｺｳﾀﾞｲ ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

3 6 920 棚尾　晃大 (3) 四日市 2:09.91 3 5 214 岡田　和磨 (2) 伊　勢 2:07.79
ﾋﾗｵ ﾐﾂﾀｶ ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾔ

4 5 1359 平尾　光高 (2) 四日市四郷 2:11.56 4 6 1134 東　　拓矢 (2) 桑名工 2:09.034 5 1359 平尾　光高 (2) 四日市四郷 2 11.56 4 6 1134 東　　拓矢 (2) 桑名工 2 09.03
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｼﾛｳ ｻｶﾀ ｼｭｳﾍｲ

5 11 1173 宮本太志朗 (1) 津　西 2:12.37 5 10 507 阪田　修平 (3) 四日市西 2:11.08
ﾆｼﾖﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾐﾔ

6 9 1911 西依　純平 (2) 四日市南 2:15.06 6 3 1097 本多　史弥 (2) 津　東 2:12.94
ﾋﾛﾓﾄ ﾕｳｷ ﾋｵｷ ﾀﾞｲｽｹ

7 1 1221 廣本　裕己 (2) 名張西 2:22.14 7 1 1293 日置　大介 (2) 松　阪 2:14.94
ﾓﾀﾆ ﾋﾛｷ ｶﾈｺ ﾀｸﾐ

8 10 638 茂谷　大暉 (1) 宇治山田 2:22.15 8 9 4158 金児　拓海 (3) 近大高専 2:28.01
ｲﾄｳ ｱﾂｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

9 8 1882 伊藤　　淳 (2) 四中工 2:28.97 9 8 1227 山本　祐希 (2) 名張西 2:35.99
ﾉﾀﾞ ﾀｸﾛｳ ｼｮｳｼﾞ ﾀｶﾋﾛ

10 2 4896 野田　拓郎 (1) 亀　山 2:50.25 2 1908 小路　剛弘 (3) 日生第一 DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ

3 1946 宮崎　善行 (2) 　津　 DNS

5組 6組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ ﾂｼﾞﾑﾗ ｷｲﾁ

1 4 92 市野　泰地 (3) 津　商 2:07.95 Q 1 4 616 辻村　貴一 (3) 　津　 2:04.55 Q
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ

2 6 1119 加藤　裕也 (3) 桑名工 2:10.22 Q 2 7 858 筒井　勇仁 (2) 宇治山田商 2:05.19 Q
ｲｼｸﾗ ｺｳﾔ ｲﾝﾃﾞﾝ ﾊﾙｷ

3 5 773 石倉　宏哉 (3) 尾　鷲 2:13.08 3 5 1897 位田　浩大 (2) 鈴　鹿 2:06.08
ｲｼｶﾜ ﾂｶｻ ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾉﾌﾞ

4 9 552 石川　　司 (1) 川　越 2:13.95 4 6 1285 藤原　　忍 (3) 松　阪 2:07.94
ｻﾉ ｺｳｽｹ ｱﾗﾏｷ ﾀｲﾄ

5 2 483 佐野　公亮 (2) 神　戸 2:16.01 5 9 415 荒牧　大斗 (2) 稲　生 2:13.11
ｵｸﾉ ﾀｶｼ ﾌｸﾓﾘ ﾘｮｳﾀ

6 8 1884 奥野　貴史 (3) 四中工 2:16.59 6 1 965 福森　亮太 (3) 上　野 2:13.11
ｶｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾄ

7 11 1224 梶川　順平 (2) 名張西 2:21.41 7 2 1440 中村　和史 (2) 津田学園 2:17.80
ｸｻｶﾜ ﾋﾛｷ ｺｻｷﾞ ﾏｻﾄ

8 1 1081 草川　弘貴 (3) 津　東 2:25.57 8 10 290 小鷺　雅人 (3) 南伊勢 2:19.72
ｵﾁｱｲ ﾉﾌﾞｱｷ ｵｸﾀﾞ ｿｳｼ

9 10 975 落合　伸陽 (3) 上　野 2:27.47 9 3 1404 奥田　創士 (2) 伊勢学園 2:21.04
ｶﾄｳ ﾏｻﾔ ﾂｼﾞﾉ ﾜﾀﾙ

3 1522 加藤　将弥 (3) 　暁　 DNS 10 8 1316 辻野　　航 (2) 桑名西 2:27.51
ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

7 545 寺本　卓弘 (3) 海　星 DNS

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



男子800m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          1:52.43   服部　峰祥(三重)                      2008 5月9日 11:05 予選
大会記録(GR)            1:54.94   服部　峰祥(三重)                      2008(第38回) 5月9日 14:30 準決

5月9日 15:55 決勝

7組 8組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜｶﾐ ﾀﾓﾂ ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

1 4 1918 川上　　保 (3) 三　重 2:07.60 Q 1 4 506 稲垣　光浩 (3) 四日市西 2:05.25 Q
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ ﾅｶﾞｵｶ ｼｭﾝｽｹ

2 7 815 前川　　守 (1) 宇治山田商 2:08.36 Q 2 6 221 長岡　俊介 (2) 伊　勢 2:05.36 Q
ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ

3 6 1588 守田　祐基 (2) 名張桔梗丘 2:10.65 3 1 277 伊藤　嘉晃 (2) 桑　名 2:05.97
ｵｵﾀﾆ ｼｮｳﾔ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

4 1 1945 大谷　祥也 (2) 　津　 2:11.75 4 5 1481 田中大二朗 (3) 四日市南 2:07.42
ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｷ ｲｿｻﾞｷ ｺｳｾｲ

5 9 278 中田　大輝 (2) 桑　名 2:14.35 5 9 1895 磯﨑　航誓 (2) 伊勢工 2:11.88
ｳﾗ ﾕｳﾏ ﾉﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ

6 2 1860 浦　　悠馬 (2) 津田学園 2:18.72 6 10 1698 野邉　幸宏 (3) 白　子 2:12.94
ﾆｼｳﾗ ﾘｮｳ ｶｲﾄｳ ﾋﾛｷ

7 10 297 西浦　　稜 (3) 南伊勢 2:23.08 7 7 1175 垣内　大輝 (2) 津　西 2:16.76
ﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ ﾀﾑﾗ ﾏｻｱｷ

8 8 56 津本　航佑 (3) 皇學館 2:24.95 8 2 1452 田村　正彬 (3) 津田学園 2:19.01
ﾌｼﾞﾜｷ ﾀｶｼ ﾊﾔｾ ｶｽﾞﾏ

9 3 1538 藤脇　貴士 (3) 鈴　鹿 2:27.81 9 3 1542 早瀬　和馬 (2) 鈴　鹿 2:19.84
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｲ ｷﾀｵｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 456 髙橋　　基 (3) 神　戸 DNS 10 8 1523 北岡涼太郎 (3) 　暁　 2:30.78

9組 10組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵｷ ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

1 4 161 平山　直輝 (3) 四日市工 2:08.54 Q 1 4 170 佐藤　大智 (2) 四日市工 2:06.77 Q
ｵｶ ﾁｮｳﾀﾛｳ ｵｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ

2 7 1014 岡　長太郎 (3) 三　重 2:09.63 Q 2 6 1459 尾﨑　直道 (3) 亀　山 2:06.79 Q
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ ﾑﾗｶﾜ ﾘｭｳﾔ

3 6 1406 柴田　龍也 (2) 伊勢学園 2:10.71 3 2 1228 村川　竜也 (1) 高　田 2:06.79
ｲｾﾀﾆ ｺｳﾍｲ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ

4 5 768 伊勢谷耕平 (3) 尾　鷲 2:11.19 4 5 1126 山内　裕貴 (3) 桑名工 2:07.19
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ ﾋﾗﾐ ﾀｲｷ

5 8 1340 安藤　拓海 (1) 四日市四郷 2:14.24 5 9 4684 平見　大樹 (2) 鈴鹿高専 2:10.75
ｺｸﾎﾞ ｹﾞﾝｷ ｸﾎﾞ ｹﾝﾀ

6 3 4296 小久保元貴 (3) 鈴鹿高専 2:16.90 6 1 1662 久保　健太 (2) 紀　南 2:16.13
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ

7 9 61 前田　雄希 (3) 皇學館 2:18.45 7 10 1882 山田　達也 (1) 四中工 2:27.04
ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ ﾓﾘ ｹｲ ﾞｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ ｺﾓﾘ ｹｲｺﾞ

8 1 4810 伊藤　将貴 (2) 桑名西 2:21.25 8 8 1053 小森　圭吾 (2) 石薬師 2:35.30
ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾋﾗﾀ ﾕｳｲﾁ

9 2 1707 林　　瞬平 (2) 白　子 2:37.93 3 1843 平田　雄一 (2) 津　商 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾔ

10 10 1055 中村　勇祐 (2) 石薬師 2:38.76 7 710 畔柳　隼弥 (1) 上野工 DNS
ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ

11 11 4895 西川　幸治 (1) 亀　山 2:42.46

11組 12組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

1 4 709 西山　雄介 (1) 上野工 2:08.95 Q 1 4 1031 岩森　伶央 (2) 三　重 2:08.71 Q
ﾏﾂｼﾀ ﾕｷﾉﾘ ﾀｶｽ ﾕｳｽｹ

2 7 546 松下　侑准 (3) 海　星 2:09.08 Q 2 7 655 高須　雄佑 (3) 宇治山田 2:09.06 Q
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ

3 5 308 川口　翔平 (1) 伊勢工 2:09.12 3 5 923 林田　光弘 (3) 四日市 2:09.50
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾄ ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

4 2 817 山本　拓音 (1) 宇治山田商 2:10.71 4 9 4690 林　　遼太 (2) 鈴鹿高専 2:18.29
ｱﾗﾏｷ ｹﾝﾀﾞｲ ﾎﾘ ﾕｳﾔ

5 6 202 荒牧　賢大 (3) 伊　勢 2:12.53 5 2 1057 堀　　勇也 (2) 石薬師 2:19.26
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ ｱﾗｷ ｹﾝｽｹ

6 1 990 樋口　勇人 (2) 上　野 2:15.90 6 1 359 荒木　健介 (2) 伊勢工 2:19.44
ｵｸｶﾞﾜ ﾅｵﾄ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ

7 3 788 奥川　直人 (2) 尾　鷲 2:22.36 7 8 1730 村上　雄大 (3) 日生第二 2:24.53
ｸｽｷ ｼｮｳﾔ ｳｴﾉﾎﾞｳ ｼｹﾞﾄ

8 9 289 楠木　笙也 (3) 南伊勢 2:30.11 8 3 1659 上ノ坊成人 (2) 紀　南 2:26.49
ﾅｶ ﾘｮｳﾀ ｶﾐﾀﾞ ﾘｮｳ

8 1827 中　　良太 (2) 　暁　 DNS 10 4864 紙田　　燎 (1) 飯　南 DSQ,T2
ｱｷﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ

10 679 秋葉　翔吾 (1) 松阪商 DNS 6 532 松岡　良樹 (1) 海　星 DNS

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



男子800m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          1:52.43   服部　峰祥(三重)                      2008 5月9日 11:05 予選
大会記録(GR)            1:54.94   服部　峰祥(三重)                      2008(第38回) 5月9日 14:30 準決

5月9日 15:55 決勝

準決 3組2着＋2

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

1 4 170 佐藤　大智 (2) 四日市工 2:01.70 Q 1 9 709 西山　雄介 (1) 上野工 1:58.91 Q
ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ ｶﾜｶﾐ ﾀﾓﾂ

2 7 745 西山　凌平 (2) 上野工 2:02.05 Q 2 5 1918 川上　　保 (3) 三　重 1:59.23 Q
ﾐﾅﾐｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾂｼﾞﾑﾗ ｷｲﾁ

3 8 569 南川幸多郎 (3) 川　越 2:03.17 3 4 616 辻村　貴一 (3) 　津　 1:59.63 q
ﾐﾅﾐｶﾜ ｹﾝｺﾞ ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵｷ

4 5 936 南川　顕吾 (2) 四日市 2:04.92 4 7 161 平山　直輝 (3) 四日市工 2:01.72
ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾏ

5 6 858 筒井　勇仁 (2) 宇治山田商 2:05.17 5 8 586 藤田　克真 (2) 川　越 2:02.78
ﾀｶｽ ﾕｳｽｹ ｶﾄｳ ﾕｳﾔ

6 2 655 高須　雄佑 (3) 宇治山田 2:08.26 6 2 1119 加藤　裕也 (3) 桑名工 2:04.26
ｵｶ ﾁｮｳﾀﾛｳ ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ

7 3 1014 岡　長太郎 (3) 三　重 2:08.99 7 6 663 奥井　広幸 (2) 宇治山田 2:06.14
ｵｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀ

8 9 1459 尾﨑　直道 (3) 亀　山 2:10.14 8 3 397 藤田　優太 (3) 稲　生 2:09.45

3組
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ

1 7 92 市野　泰地 (3) 津　商 1:57.83 Q
ｱﾘﾀｷ ﾂﾖｼ

2 6 1255 有瀧　　壮 (3) 高　田 1:58.66 Q
ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

3 5 1031 岩森　伶央 (2) 三　重 1:59.63 q
ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

4 4 506 稲垣　光浩 (3) 四日市西 2:01.37
ﾌﾙｲﾁ ﾀｲｶﾞ

5 8 172 古市　大河 (2) 四日市工 2:04.99
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ

6 3 815 前川　　守 (1) 宇治山田商 2:08.14
ﾅｶﾞｵｶ ｼｭﾝｽｹ

7 9 221 長岡　俊介 (2) 伊　勢 2:10.91
ﾏﾂｼﾀ ﾕｷﾉﾘ

8 2 546 松下　侑准 (3) 海　星 2:14.448 2 546 松下　侑准 (3) 海　星 2 14.44

決勝 

カナ名
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ
1 4 92 市野　泰地 (3) 津　商 1:56.35

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ
2 5 709 西山　雄介 (1) 上野工 1:58.99

ｶﾜｶﾐ ﾀﾓﾂ
3 9 1918 川上　　保 (3) 三　重 1:59.04

ﾂｼﾞﾑﾗ ｷｲﾁ
4 3 616 辻村　貴一 (3) 　津　 1:59.89

ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ
5 8 745 西山　凌平 (2) 上野工 1:59.98

ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ
6 2 1031 岩森　伶央 (2) 三　重 2:01.17

ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
7 7 170 佐藤　大智 (2) 四日市工 2:01.61

ｱﾘﾀｷ ﾂﾖｼ
8 6 1255 有瀧　　壮 (3) 高　田 2:02.59

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



男子1500m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:47.64   高林　祐介(上野工)                    2004 5月8日 11:00 予選
大会記録(GR)            3:57.34   小川　展史(三重)                      1996(第26回) 5月8日 14:15 決勝

予選 5組3着＋3

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

1 18 734 中村　匠吾 (3) 上野工 4:14.56 Q 1 16 709 西山　雄介 (1) 上野工 4:16.71 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ｶﾄｳ ﾕｳﾔ

2 16 612 小林　魁斗 (3) 　津　 4:14.90 Q 2 13 1119 加藤　裕也 (3) 桑名工 4:17.06 Q
ﾐﾅﾐｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ

3 14 569 南川幸多郎 (3) 川　越 4:15.69 Q 3 15 1035 藤本　健太 (2) 三　重 4:17.37 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾏ

4 12 176 宮﨑　航希 (2) 四日市工 4:16.54 q 4 17 586 藤田　克真 (2) 川　越 4:17.38 q
ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾉﾌﾞ

5 17 1031 岩森　伶央 (2) 三　重 4:17.61 5 14 1285 藤原　　忍 (3) 松　阪 4:21.12
ｽｽﾞｷ ｼﾝｾｲ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀ

6 15 1572 鈴木　新星 (3) 名張桔梗丘 4:19.36 6 20 397 藤田　優太 (3) 稲　生 4:25.13
ﾀｶｽ ﾕｳｽｹ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

7 13 655 高須　雄佑 (3) 宇治山田 4:21.10 7 11 1481 田中大二朗 (3) 四日市南 4:25.36
ｲｾﾀﾆ ｺｳﾍｲ ﾅｶｲ ｼｮｳｷ

8 11 768 伊勢谷耕平 (3) 尾　鷲 4:21.56 8 8 656 中井　将暁 (3) 宇治山田 4:25.44
ﾅｶﾞｵｶ ｼｭﾝｽｹ ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｼ

9 6 221 長岡　俊介 (2) 伊　勢 4:22.93 9 10 784 北村　正志 (2) 尾　鷲 4:26.96
ﾏﾂｵｶ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｷ

10 7 4685 松岡　省吾 (2) 鈴鹿高専 4:23.04 10 9 278 中田　大輝 (2) 桑　名 4:28.19
ｸﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ｻｶﾀ ｼｭｳﾍｲ

11 19 480 栗本　嵩大 (2) 神　戸 4:33.61 11 12 507 阪田　修平 (3) 四日市西 4:30.93
ﾊﾅｲ ﾄﾓﾔ ｿﾜﾉ ﾘｮｳｽｹ

12 9 1822 花井　智也 (2) 　暁　 4:33.65 12 7 216 岨野　良亮 (2) 伊　勢 4:33.85
ｱｽﾞﾏ ﾘｭｳｷ ﾆｼｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

13 2 1345 東　　龍紀 (3) 四日市四郷 4:34.49 13 5 1051 西口　晴章 (2) 石薬師 4:38.32
ﾖｼｵｶ ﾂﾖｼ ｶｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

14 8 1217 吉岡　剛司 (3) 名張西 4:36.82 14 23 1224 梶川　順平 (2) 名張西 4:39.19
ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾊﾔｾ ｶｽﾞﾏ

15 20 1689 石田　健人 (2) 四中工 4:37.46 15 3 1542 早瀬　和馬 (2) 鈴　鹿 4:39.29
ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ

16 10 1273 吉澤　隼人 (2) 松　阪 4:38.25

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:47.64   高林　祐介(上野工)                    2004 5月8日 11:00 予選
大会記録(GR)            3:57.34   小川　展史(三重)                      1996(第26回) 5月8日 14:15 決勝

3組 4組
カナ名 カナ名

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾄｳ ﾕｳｷ ｱｲﾀﾞ ｺｳｷ

1 16 4688 加藤　佑樹 (2) 鈴鹿高専 4:23.18 Q 1 16 177 合田　光希 (2) 四日市工 4:09.80 Q
ﾌｸｵｶ ｼﾞｭﾝ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ

2 13 1537 福岡　　淳 (3) 鈴　鹿 4:23.25 Q 2 18 730 中川　　瞭 (3) 上野工 4:10.22 Q
ｱｵ ｶﾝｽｹ ｱﾘﾀｷ ﾂﾖｼ

3 15 1239 青　　観介 (3) 高　田 4:23.83 Q 3 15 1255 有瀧　　壮 (3) 高　田 4:10.86 Q
ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ｲﾇｶｲ ｱﾂｷ

4 23 1110 岡田　健太 (1) 桑名工 4:25.29 4 17 563 犬飼　敦貴 (3) 川　越 4:14.37 q
ﾀｶｲ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾐﾅﾐｶﾜ ｹﾝｺﾞ

5 14 263 高井孝二郎 (3) 桑　名 4:25.55 5 14 936 南川　顕吾 (2) 四日市 4:18.88
ﾏｴｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ

6 11 815 前川　　守 (1) 宇治山田商 4:26.17 6 12 859 豊田　啓貴 (2) 宇治山田商 4:22.29
ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

7 9 1573 鈴木　大貴 (3) 名張桔梗丘 4:26.68 7 5 1879 加藤謙太郎 (2) 桑　名 4:23.30
ｶｲｴﾓﾄ ﾉﾘﾔｽ ｲﾝﾃﾞﾝ ﾊﾙｷ

8 17 156 海江元則保 (3) 四日市工 4:28.19 8 7 1897 位田　浩大 (2) 鈴　鹿 4:23.64
ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

9 12 915 川﨑大治郎 (3) 四日市 4:28.78 9 9 1183 松山　真行 (2) 津　西 4:27.07
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ

10 7 1367 川口　崇史 (3) 津　工 4:30.93 10 10 1126 山内　裕貴 (3) 桑名工 4:29.91
ｶｶﾞﾐﾀﾆ ﾄﾓｷ ｲｿｻﾞｷ ｺｳｾｲ

11 10 508 鏡谷　朋希 (3) 四日市西 4:37.84 11 8 1895 磯﨑　航誓 (2) 伊勢工 4:32.47
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ ｱﾗﾏｷ ﾀｲﾄ

12 20 1842 加藤　祐也 (2) 津　商 4:39.65 12 1 415 荒牧　大斗 (2) 稲　生 4:32.83
ｵｸﾉ ﾀｶｼ

13 20 1884 奥野　貴史 (3) 四中工 4:36.42
ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ

14 19 600 稲垣　達也 (1) 　津　 4:38.65
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ

15 4 964 東本　秀人 (3) 上　野 4:38.92
ｳﾗ ﾕｳﾏ

決勝 

5組
カナ名 カナ名

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

1 17 506 稲垣　光浩 (3) 四日市西 4:17.73 Q 1 15 734 中村　匠吾 (3) 上野工 3:55.75 GR1 17 506 稲垣　光浩 (3) 四日市西 4 17.73 Q 1 15 734 中村　匠吾 (3) 上野工 3 55.75 GR
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ

2 18 210 山田　侑矢 (3) 伊　勢 4:18.24 Q 2 11 730 中川　　瞭 (3) 上野工 3:59.51
ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

3 15 858 筒井　勇仁 (2) 宇治山田商 4:18.33 Q 3 16 210 山田　侑矢 (3) 伊　勢 4:05.15
ｻｶｸﾗ ﾉﾌﾞﾀｹ ｱｲﾀﾞ ｺｳｷ

4 9 918 坂倉　史健 (3) 四日市 4:22.21 4 17 177 合田　光希 (2) 四日市工 4:06.03
ｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ ｶﾄｳ ﾕｳｷ

5 14 976 加藤　大達 (3) 上　野 4:23.16 5 2 4688 加藤　佑樹 (2) 鈴鹿高専 4:07.70
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

6 24 531 山田　鴻太 (1) 海　星 4:26.54 6 6 709 西山　雄介 (1) 上野工 4:08.21
ｵｸﾞﾗ ｲｵﾘ ｱﾘﾀｷ ﾂﾖｼ

7 13 772 小椋　伊織 (3) 尾　鷲 4:27.60 7 4 1255 有瀧　　壮 (3) 高　田 4:10.57
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｱｵ ｶﾝｽｹ

8 6 4692 山田　悠介 (2) 鈴鹿高専 4:27.85 8 14 1239 青　　観介 (3) 高　田 4:12.02
ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ

9 12 482 市川　悦大 (2) 神　戸 4:29.12 9 10 858 筒井　勇仁 (2) 宇治山田商 4:12.31
ﾋﾗｵ ﾐﾂﾀｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ

10 7 1359 平尾　光高 (2) 四日市四郷 4:30.01 10 12 612 小林　魁斗 (3) 　津　 4:13.28
ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ ﾐﾅﾐｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ

11 8 663 奥井　広幸 (2) 宇治山田 4:30.97 11 3 569 南川幸多郎 (3) 川　越 4:13.97
ﾑｶｲﾃﾞ ｷｮｳﾍｲ ﾌｸｵｶ ｼﾞｭﾝ

12 23 4700 向出　京平 (1) 近大高専 4:35.07 12 13 1537 福岡　　淳 (3) 鈴　鹿 4:20.93
ﾅｶﾆｼ ﾘｸ ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ

13 11 327 中西　　陸 (1) 伊勢工 4:35.47 13 5 176 宮﨑　航希 (2) 四日市工 4:21.19
ﾄﾀﾆ ﾁｱｷ ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾏ

14 22 1441 戸谷　千昌 (3) 津田学園 4:36.79 14 8 586 藤田　克真 (2) 川　越 4:21.51
ﾆﾜ ｹﾝﾄ ｶﾄｳ ﾕｳﾔ

15 10 892 丹羽　拳人 (2) 久　居 4:37.06 15 9 1119 加藤　裕也 (3) 桑名工 4:24.72
ｱｶﾏﾂ ｼﾝﾉｽｹ ｲﾇｶｲ ｱﾂｷ

16 3 1177 赤松真ノ介 (2) 津　西 4:39.80 16 1 563 犬飼　敦貴 (3) 川　越 4:26.17
ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

17 7 506 稲垣　光浩 (3) 四日市西 4:26.47
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ

18 18 1035 藤本　健太 (2) 三　重 4:28.53

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          13:56.98  高林　祐介(上野工)                    2005
大会記録(GR)            14:35.15  久木　中也(上野工)                    1991(第21回) 5月9日 16:15 タイムレース

タイムレース 2組

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ ﾄﾞｲ ｸﾘｵ

1 1 310 三浦　健太 (1) 伊勢工 16:24.05 1 16 726 土井久理夫 (3) 上野工 15:08.79
ﾅﾒｶﾀ ｺｳｽｹ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ

2 6 615 行方　宏介 (3) 　津　 16:27.45 2 18 749 藤原　友章 (2) 上野工 15:10.81
ｵｸﾞﾗ ｲｵﾘ ｶﾄｳ ﾕｳｷ

3 5 772 小椋　伊織 (3) 尾　鷲 16:33.80 3 12 4688 加藤　佑樹 (2) 鈴鹿高専 15:17.71
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ ｻｲﾀ ﾅｵｷ

4 18 1367 川口　崇史 (3) 津　工 16:37.49 4 14 736 齋田　直輝 (2) 上野工 15:22.79
ﾏﾂｵｶ ｼｮｳｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ

5 8 4685 松岡　省吾 (2) 鈴鹿高専 16:37.97 5 8 612 小林　魁斗 (3) 　津　 15:31.99
ｲﾏｲ ﾘｮｳｼﾞ ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｷﾋﾃﾞ

6 49 417 今井　亮志 (2) 稲　生 16:38.69 6 11 171 川口　時英 (2) 四日市工 15:46.50
ｱｽﾞﾏ ﾘｭｳｷ ﾐﾀﾆ ﾀｹｼ

7 22 1345 東　　龍紀 (3) 四日市四郷 16:44.36 7 20 94 三谷　武司 (3) 津　商 15:46.83
ｵｶｼﾞﾏ ｳｷｮｳ ﾋﾗﾀ ｹｲ

8 17 544 岡嶋　佑京 (3) 海　星 16:48.62 8 5 1764 平田　　圭 (2) 四日市工 15:47.28
ﾀﾆﾂｼﾞ ﾘｮｳﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

9 13 1574 谷辻　凌也 (3) 名張桔梗丘 16:48.71 9 17 210 山田　侑矢 (3) 伊　勢 15:51.33
ﾓﾘｸﾞﾁ ｾｲｼｮｳ ｱｵ ｶﾝｽｹ

10 23 1485 森口　聖将 (3) 四日市南 16:51.19 10 9 1239 青　　観介 (3) 高　田 15:51.84
ﾆｼｲ ﾀｸﾔ ﾊﾏﾁ ﾋｻｼ

11 59 1229 西井　拓哉 (1) 高　田 16:51.49 11 6 4157 濱地　久史 (3) 近大高専 15:53.14
ｲｿﾍﾞ ｼﾝｲﾁ ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ

12 20 478 磯部　真一 (2) 神　戸 16:51.89 12 30 859 豊田　啓貴 (2) 宇治山田商 15:53.15
ﾂﾙﾏ ﾕｳｷ ﾐﾁﾈ ﾔｽﾄ

13 43 4911 鶴間　雄貴 (1) 高　田 16:53.44 13 1 4152 道根　康登 (3) 近大高専 15:54.83
ｲﾇｶｲ ｱﾂｷ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ

14 19 563 犬飼　敦貴 (3) 川　越 16:55.46 14 21 1498 加藤　亮太 (2) 四日市南 15:57.95
ｵﾊﾞﾀ ﾀｲﾁ ｺｼﾀ ﾕｳｷ

15 55 388 小畑　太地 (3) 稲　生 16:55.53 15 29 917 越田　雄樹 (3) 四日市 16:01.39
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｼ ﾌｸｵｶ ｼﾞｭﾝ

16 37 784 北村　正志 (2) 尾　鷲 16:57.18 16 25 1537 福岡　　淳 (3) 鈴　鹿 16:01.41
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

17 16 1167 山﨑　大輝 (3) 津　西 16:58.08 17 27 1124 平野　秀典 (3) 桑名工 16:04.53
ｿﾜﾉ ﾘｮｳｽｹ ｱｵｷ ｺｳｼﾞ

18 10 216 岨野 良亮 (2) 伊 勢 16 59 46 18 19 1165 青木 康二 (3) 津 西 16 09 1618 10 216 岨野　良亮 (2) 伊　勢 16:59.46 18 19 1165 青木　康二 (3) 津　西 16:09.16
ｲﾄｳ ｼｭｳﾍｲ ｲｹﾔﾏ ﾕｳﾄ

19 66 239 伊藤　周平 (1) 桑　名 16:59.47 19 10 824 池山　佑斗 (3) 宇治山田商 16:15.60
ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

20 26 915 川﨑大治郎 (3) 四日市 16:15.64
ｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ

21 31 976 加藤　大達 (3) 上　野 16:22.22
ﾅｶﾂｼﾞ ｱｻﾋ

22 22 1787 中辻　朝陽 (2) 皇學館 16:32.29
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ

23 7 1035 藤本　健太 (2) 三　重 16:33.67
ｻｶｸﾗ ﾉﾌﾞﾀｹ

24 2 918 坂倉　史健 (3) 四日市 16:34.79
ﾀｶｲ ｺｳｼﾞﾛｳ

25 3 263 高井孝二郎 (3) 桑　名 16:35.56
ｳｴﾏﾂ ｼﾞｭﾝ

26 24 183 植松　　純 (2) 四日市工 16:45.95
ｽｽﾞｷ ｼﾝｾｲ

27 28 1572 鈴木　新星 (3) 名張桔梗丘 16:57.36
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾍｲ

28 4 1133 近藤　祐平 (2) 桑名工 17:47.12

凡例  DNS:欠場



男子110mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          14.37     村島　正敏(宇治山田)                  1983 5月8日 11:50 予選
大会記録(GR)            14.54     隈元　康太(宇治山田商)                2001(第31回) 5月8日 14:35 準決

5月8日 15:55 決勝

予選 6組4着＋0

1組 風:  +0.4 2組 風:  +0.7
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1 4 404 渡辺　尚大 (3) 稲　生 16.69 Q 1 6 364 山本　悠介 (2) 伊勢工 16.16 Q
ｺｲｿ ﾔｽﾋﾛ ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

2 7 1455 小磯　安広 (3) 亀　山 17.26 Q 2 7 800 岩田　大輝 (1) 宇治山田商 16.19 Q
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ

3 5 346 古田　裕紀 (3) 伊勢工 17.53 Q 3 4 1259 植田　　幹 (2) 高　田 16.21 Q
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ ｸﾛﾐﾔ ｾｲﾔ

4 2 1618 齋藤　正直 (2) 志　摩 19.88 Q 4 5 93 黒宮　聖也 (3) 津　商 16.74 Q
ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ｵｸ ﾄｼﾀｶ

5 9 4923 北川　和樹 (1) 高　田 20.28 5 8 986 奥　　稔宜 (2) 上　野 18.33
ｳﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ ｽﾜ ﾕｳﾔ

6 8 1867 宇山　喜弘 (3) 名張桔梗丘 21.03 6 2 4894 諏訪　裕哉 (1) 神　戸 19.45
ﾋｶﾞｼ ﾃﾂﾔ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ

3 779 東　　哲也 (2) 尾　鷲 DNS 3 374 田村　隆斗 (1) 稲　生 DNS
ｱﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

6 4147 天野　　翼 (3) 近大高専 DNS 9 1101 山本　剛德 (2) 津　東 DNS

3組 風:  +1.8 4組 風:  +1.2
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾔﾉ ﾖｼｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ

1 7 949 田谷野義季 (2) 四日市 16.72 Q 1 4 1439 松田　直也 (3) 相　可 16.47 Q
ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

2 4 1556 田中　敬章 (2) 鈴　鹿 16.87 Q 2 5 607 北川　拓実 (3) 　津　 16.49 Q
ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ

3 6 1169 天野　航平 (3) 津　西 17.05 Q 3 6 921 永野　広大 (3) 四日市 16.81 Q
ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 5 1136 吉川　誠史 (2) 桑名工 17.06 Q 4 9 4144 武田　雄斗 (1) 近大高専 17.73 Q
ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ ﾅｶﾉ ﾌｳｷ

5 8 4913 増井　秀平 (1) 高　田 17.85 5 7 1461 仲野　富貴 (2) 亀　山 19.32
ｵｵｶﾞﾜﾗ ｼﾝ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

6 9 132 大河原　進 (2) 四日市工 20.37 6 8 1560 中川　拓哉 (1) 名張桔梗丘 22.54
ｵｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｶｲ

3 1620 岡山　翔悟 (2) 志　摩 DSQ,T8 3 137 近藤　星海 (1) 四日市工 DNS
ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ

2 1295 前村　将人 (2) 松　阪 DNS

5組 風:  +1.0 6組 風:  +2.3
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾌﾞﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

1 6 4153 藪根　秀和 (3) 近大高専 15.88 Q 1 4 605 佐藤　優斗 (3) 　津　 16.01 Q
ｲｼｽｴ ﾄｼｷ ﾌｸｲ ﾕｳﾔ

2 4 331 石末登志稀 (3) 伊勢工 16.96 Q 2 6 1213 福井　悠也 (3) 名張西 16.07 Q
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾍﾞｯｼｮ ﾀﾞｲｽｹ

3 5 229 倉田　純平 (2) 伊　勢 16.99 Q 3 7 1096 別所　大輔 (2) 津　東 17.81 Q
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ ｲﾜｲ ﾕｳﾄ

4 7 987 髙山　博貴 (2) 上　野 19.65 Q 4 8 1585 岩井　優人 (2) 名張桔梗丘 17.85 Q
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ

5 3 142 喜多嶋勝平 (1) 四日市工 20.19 5 3 428 菱田　聖也 (2) 稲　生 18.34
ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ ﾆﾜ ﾋﾛﾀｶ

8 670 橋爪　　裕 (2) 宇治山田 DNS 6 2 785 丹羽　弘貴 (2) 尾　鷲 20.99
ﾊｼｶﾜ ｺｳ ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ

9 829 橋川　　甲 (3) 宇治山田商 DNS 5 938 大岩　俊介 (2) 四日市 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ

9 816 山本　　卓 (1) 宇治山田商 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T8:(R168-7(a))バーの高さより抜き足が低い



男子110mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          14.37     村島　正敏(宇治山田)                  1983 5月8日 11:50 予選
大会記録(GR)            14.54     隈元　康太(宇治山田商)                2001(第31回) 5月8日 14:35 準決

5月8日 15:55 決勝

準決 3組2着＋2

1組 風:  +2.0 2組 風:  +0.8
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾔﾌﾞﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1 4 364 山本　悠介 (2) 伊勢工 15.89 Q 1 6 4153 藪根　秀和 (3) 近大高専 15.56 Q
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ

2 7 1439 松田　直也 (3) 相　可 16.10 Q 2 9 1259 植田　　幹 (2) 高　田 15.84 Q
ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ ﾌｸｲ ﾕｳﾔ

3 9 1169 天野　航平 (3) 津　西 16.14 3 4 1213 福井　悠也 (3) 名張西 15.87 q
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｸﾛﾐﾔ ｾｲﾔ

4 8 229 倉田　純平 (2) 伊　勢 16.26 4 2 93 黒宮　聖也 (3) 津　商 16.43
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾀﾔﾉ ﾖｼｷ

5 6 607 北川　拓実 (3) 　津　 16.47 5 7 949 田谷野義季 (2) 四日市 16.58
ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ

6 5 1556 田中　敬章 (2) 鈴　鹿 16.49 6 8 346 古田　裕紀 (3) 伊勢工 16.78
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ ｺｲｿ ﾔｽﾋﾛ

7 2 4144 武田　雄斗 (1) 近大高専 17.35 7 5 1455 小磯　安広 (3) 亀　山 17.48
ｲﾜｲ ﾕｳﾄ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ

8 3 1585 岩井　優人 (2) 名張桔梗丘 17.69 8 3 1618 齋藤　正直 (2) 志　摩 20.07

3組 風:  +1.8
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

1 5 800 岩田　大輝 (1) 宇治山田商 15.90 Q
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

2 4 605 佐藤　優斗 (3) 　津　 16.05 Q
ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ

3 9 921 永野　広大 (3) 四日市 16.12 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ

4 6 404 渡辺　尚大 (3) 稲　生 16.17
ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ

5 3 1136 吉川　誠史 (2) 桑名工 16.64
ｲｼｽｴ ﾄｼｷ

6 7 331 石末登志稀 (3) 伊勢工 17.08
ﾍﾞｯｼｮ ﾀﾞｲｽｹ

7 8 1096 別所　大輔 (2) 津　東 17.63
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ

8 2 987 髙山　博貴 (2) 上　野 18.83

決勝 

風:  +1.3
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾌﾞﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1 6 4153 藪根　秀和 (3) 近大高専 15.19
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

2 4 364 山本　悠介 (2) 伊勢工 15.70
ｳｴﾀﾞ ﾓﾄｷ

3 5 1259 植田　　幹 (2) 高　田 15.71
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

4 7 800 岩田　大輝 (1) 宇治山田商 15.71
ﾌｸｲ ﾕｳﾔ

5 2 1213 福井　悠也 (3) 名張西 15.75
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

6 9 605 佐藤　優斗 (3) 　津　 15.99
ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ

7 3 921 永野　広大 (3) 四日市 16.09
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ

8 1439 松田　直也 (3) 相　可 DNF

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T8:(R168-7(a))バーの高さより抜き足が低い



男子400mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          52.09     浜口　和也(宇治山田商)                2003 5月9日 12:10 予選
大会記録(GR)            53.06     岡田　　敏(川越)                      2000(第30回) 5月9日 14:05 準決

5月9日 15:30 決勝

予選 7組3着＋3

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｷ

1 2 800 岩田　大輝 (1) 宇治山田商 58.16 Q 1 4 1084 古市　裕貴 (3) 津　東 58.72 Q
ｵｶﾔｽ ﾀｶﾔ ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ

2 5 1079 岡安　嵩也 (3) 津　東 58.37 Q 2 5 831 森田　悟司 (3) 宇治山田商 59.12 Q
ｼﾓﾑｷ ﾉﾘｱｷ ｳｴﾑﾗ ﾎﾏﾚ

3 4 391 下向　範明 (3) 稲　生 58.44 Q 3 7 1496 植村　　誉 (3) 四日市南 1:00.21 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾅﾘ ﾅｶﾞﾄﾐ ｼﾞｭﾝｷ

4 6 1018 松本　猛業 (3) 三　重 58.61 q 4 6 206 永富　潤樹 (3) 伊　勢 1:00.89 q
ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ ｳﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ

5 7 1136 吉川　誠史 (2) 桑名工 1:01.09 q 5 2 940 宇畑　雄哉 (2) 四日市 1:04.23
ｶﾜｳﾁ ｺｳﾀ ﾑﾗｾ ｶｲ

6 9 502 河内　孝太 (3) 四日市西 1:05.19 6 9 1174 村瀬　　開 (3) 津　西 1:06.37
ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾖｼｵｶ ｺｳﾍｲ

7 8 1454 橋本　和磨 (3) 亀　山 1:07.86 7 8 185 吉岡　耕平 (2) 四日市工 1:07.93
ｲﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾔ

3 796 岩﨑　和也 (3) 尾　鷲 DNS 3 257 平田　将也 (3) 桑　名 DNS

3組 4組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑｶｲ ﾔｽｱｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

1 5 1074 向井　康晃 (3) 津　東 1:00.27 Q 1 6 570 渡邉　貴大 (3) 川　越 59.26 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ｵｶ ﾅﾙﾄ

2 4 499 中嶋　良輔 (3) 四日市西 1:01.07 Q 2 7 770 岡　那瑠人 (3) 尾　鷲 1:02.52 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｲﾄｳ ﾀｶｼ

3 6 1123 中村　文哉 (3) 桑名工 1:01.21 Q 3 3 520 伊藤　　聖 (2) 四日市西 1:04.42 Q
ｵｶﾑﾗ ﾀｸ ｶﾜﾑﾗ ｹﾝ

4 7 1784 岡村　　拓 (2) 皇學館 1:02.16 4 9 451 河村　　憲 (3) 神　戸 1:05.88
ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ

5 9 4913 増井　秀平 (1) 高　田 1:02.28 8 1219 杉森　信吾 (2) 名張西 DSQ,T7
ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ

6 8 344 林　ヒデキ (3) 伊勢工 1:02.96 4 1169 天野　航平 (3) 津　西 DNS
ﾄｷﾞﾔ ﾀｶﾄｼ ｲﾏｲ ｼｮｳ

3 4156 硎屋　貴稔 (3) 近大高専 DNS 5 973 今井　　将 (3) 上　野 DNS

5組 6組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ ﾓﾘ ｱｻﾄ

1 6 1256 木村　健人 (3) 高　田 59.40 Q 1 6 1168 森　　朝音 (3) 津　西 1:00.73 Q
ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ

2 2 668 石田　崇斗 (2) 宇治山田 1:00.26 Q 2 7 921 永野　広大 (3) 四日市 1:02.89 Q
ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ

3 4 168 山中　誠人 (3) 四日市工 1:00.92 Q 3 4 430 山田　卓弥 (2) 稲　生 1:05.26 Q
ｲｼｽｴ ﾄｼｷ ｲﾄｳ ｼﾝ

4 7 331 石末登志稀 (3) 伊勢工 1:01.42 4 5 1473 伊藤　　慎 (3) 四日市南 1:05.89
ﾎｼﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾋｶﾞｼ ﾃﾂﾔ

5 3 399 星野新一郎 (3) 稲　生 1:01.64 5 3 779 東　　哲也 (2) 尾　鷲 1:06.08
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾔ

6 5 4154 柳原　竜也 (3) 近大高専 1:04.93 6 8 1458 服部　誠也 (3) 亀　山 1:07.01
ﾅｶﾉ ﾌｳｷ ｲﾏﾆｼ ｺｳﾍｲ

7 9 1461 仲野　富貴 (2) 亀　山 1:06.12 9 1425 今西　恒平 (3) 相　可 DNS
ﾀﾅｾ ﾕｳｽｹ

8 8 1535 種瀬　裕介 (3) 鈴　鹿 1:08.82

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T7:(R168-7)ハードル外を通過



男子400mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          52.09     浜口　和也(宇治山田商)                2003 5月9日 12:10 予選
大会記録(GR)            53.06     岡田　　敏(川越)                      2000(第30回) 5月9日 14:05 準決

5月9日 15:30 決勝

7組
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾏ

1 6 63 森田　隆真 (3) 皇學館 1:00.87 Q
ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

2 4 309 西口　大樹 (1) 伊勢工 1:02.27 Q
ﾊﾗ ﾕｳｶﾞ

3 8 1536 原　　悠河 (3) 鈴　鹿 1:03.81 Q
ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾄ

4 9 974 岡田　賢人 (3) 上　野 1:05.63
ｺｼﾀ ｱｻﾐﾁ

3 4885 小下　元路 (1) 神　戸 DNS
ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ

5 938 大岩　俊介 (2) 四日市 DNS
ｵｸﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

7 851 奥山　慎吾 (2) 宇治山田商 DNS

準決 3組2着＋2

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ

1 7 831 森田　悟司 (3) 宇治山田商 55.70 Q 1 5 1256 木村　健人 (3) 高　田 55.93 Q
ﾓﾘ ｱｻﾄ ｵｶﾔｽ ﾀｶﾔ

2 4 1168 森　　朝音 (3) 津　西 55.89 Q 2 6 1079 岡安　嵩也 (3) 津　東 56.94 Q
ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｷ ｳｴﾑﾗ ﾎﾏﾚ

3 5 1084 古市　裕貴 (3) 津　東 56.13 q 3 9 1496 植村　　誉 (3) 四日市南 59.23 q
ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾅﾘ

4 9 168 山中　誠人 (3) 四日市工 59.26 4 3 1018 松本　猛業 (3) 三　重 1:00.40
ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ

5 8 921 永野　広大 (3) 四日市 59.57 5 7 668 石田　崇斗 (2) 宇治山田 1:00.75
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ｲﾄｳ ﾀｶｼ

6 6 499 中嶋　良輔 (3) 四日市西 1:00.02 6 2 520 伊藤　　聖 (2) 四日市西 1:03.45
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

7 2 430 山田　卓弥 (2) 稲　生 1:00.79 7 4 570 渡邉　貴大 (3) 川　越 1:04.00
ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ ｼﾓﾑｷ ﾉﾘｱｷ

8 3 1136 吉川　誠史 (2) 桑名工 1:03.60 8 391 下向　範明 (3) 稲　生 DSQ,T7

3組
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑｶｲ ﾔｽｱｷ

1 6 1074 向井　康晃 (3) 津　東 56.14 Q
ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾏ

2 5 63 森田　隆真 (3) 皇學館 57.56 Q
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

3 4 800 岩田　大輝 (1) 宇治山田商 59.50
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ

4 9 1123 中村　文哉 (3) 桑名工 1:00.48
ｵｶ ﾅﾙﾄ

5 8 770 岡　那瑠人 (3) 尾　鷲 1:01.02
ﾅｶﾞﾄﾐ ｼﾞｭﾝｷ

6 2 206 永富　潤樹 (3) 伊　勢 1:01.25
ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

7 7 309 西口　大樹 (1) 伊勢工 1:02.22
ﾊﾗ ﾕｳｶﾞ

8 3 1536 原　　悠河 (3) 鈴　鹿 1:04.26

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T7:(R168-7)ハードル外を通過



男子400mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          52.09     浜口　和也(宇治山田商)                2003 5月9日 12:10 予選
大会記録(GR)            53.06     岡田　　敏(川越)                      2000(第30回) 5月9日 14:05 準決

5月9日 15:30 決勝

決勝 

カナ名
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾏ
1 9 63 森田　隆真 (3) 皇學館 54.38

ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ
2 5 831 森田　悟司 (3) 宇治山田商 54.57

ﾑｶｲ ﾔｽｱｷ
3 4 1074 向井　康晃 (3) 津　東 55.63

ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ
3 7 1256 木村　健人 (3) 高　田 55.63

ﾓﾘ ｱｻﾄ
5 6 1168 森　　朝音 (3) 津　西 56.42

ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｷ
6 3 1084 古市　裕貴 (3) 津　東 57.62

ｵｶﾔｽ ﾀｶﾔ
7 8 1079 岡安　嵩也 (3) 津　東 58.64

ｳｴﾑﾗ ﾎﾏﾚ
8 2 1496 植村　　誉 (3) 四日市南 59.86

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T7:(R168-7)ハードル外を通過



男子3000mSC
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          8:56.26   梅枝　裕吉(稲生)                      2001
大会記録(GR)            9:18.31   河合　祐介(四日市工)                  2000(第30回) 5月8日 16:25 タイムレース

タイムレース 2組

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾀﾆ ﾀｹｼ ｼﾐｽﾞ ｾｲｷ

1 8 94 三谷　武司 (3) 津　商 10:07.60 1 18 728 清水　清輝 (3) 上野工 9:30.37
ﾑﾗｶﾜ ﾘｭｳﾔ ｽｷﾞﾀ ｺｳｼﾞ

2 27 1228 村川　竜也 (1) 高　田 10:19.12 2 13 729 杉田　航司 (3) 上野工 9:45.31
ｲﾏｲ ﾘｮｳｼﾞ ﾊﾏﾁ ﾋｻｼ

3 2 417 今井　亮志 (2) 稲　生 10:19.57 3 17 4157 濱地　久史 (3) 近大高専 9:50.22
ｱﾜﾔ ｼﾝｺﾞ ﾐﾂｲｼ ﾖｼｱｷ

4 9 173 粟屋　慎吾 (2) 四日市工 10:27.37 4 4 4160 三石　愛明 (2) 近大高専 9:52.43
ﾓﾘｸﾞﾁ ｾｲｼｮｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾐﾗｲ

5 7 1485 森口　聖将 (3) 四日市南 10:29.82 5 8 781 宮原　未来 (2) 尾　鷲 9:53.77
ﾌｸﾓﾘ ﾘｮｳﾀ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ

6 32 965 福森　亮太 (3) 上　野 10:38.66 6 10 1498 加藤　亮太 (2) 四日市南 9:54.37
ﾖｼｶﾜ ﾏｻｱｷ ｺｼﾀ ﾕｳｷ

7 18 253 吉川　正章 (3) 桑　名 10:43.89 7 14 917 越田　雄樹 (3) 四日市 9:59.35
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ ﾂｼﾞｲ ﾐﾂｸﾞ

8 17 1167 山﨑　大輝 (3) 津　西 10:44.86 8 16 737 辻井　三嗣 (2) 上野工 9:59.40
ｲﾁｶﾜ ｺｳｲﾁ ｻﾄｳ ﾀｲｼﾞﾛｳ

9 12 522 市川　滉一 (2) 四日市西 10:45.15 9 19 259 佐藤泰二郎 (3) 桑　名 10:06.90
ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ ｱｵｷ ｺｳｼﾞ

10 33 148 松岡　秀明 (1) 四日市工 10:49.58 10 15 1165 青木　康二 (3) 津　西 10:08.11
ｱｵｷ ﾕｳｽｹ ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

11 3 971 青木　勇佑 (3) 上　野 10:57.14 11 12 1124 平野　秀典 (3) 桑名工 10:12.93
ﾅﾒｶﾀ ｺｳｽｹ

12 11 615 行方　宏介 (3) 　津　 10:32.77
ﾀﾆﾂｼﾞ ﾘｮｳﾔ

13 6 1574 谷辻　凌也 (3) 名張桔梗丘 10:36.69
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾔ

14 22 1240 北川　祐也 (3) 高　田 10:39.02
ﾐﾁﾈ ﾔｽﾄ

15 2 4152 道根　康登 (3) 近大高専 10:39.45
ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ

16 3 1016 喜田川智亮 (3) 三　重 10:42.99
ﾖｼｶﾜ ｷｮｳﾍｲ

17 21 167 吉川　恭平 (3) 四日市工 10:46.89
ﾀﾅｶ ﾖｼｷ

18 5 518 田中 良樹 (2) 四日市西 10 47 4718 5 518 田中　良樹 (2) 四日市西 10:47.47
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔ

19 7 566 田中　宏弥 (3) 川　越 10:49.77
ｵｶｼﾞﾏ ｳｷｮｳ

20 9 544 岡嶋　佑京 (3) 海　星 10:54.36
ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ

21 24 1633 長谷川朋久 (3) 明　野 10:57.45
ｶｲﾄｳ ﾋﾛｷ

22 20 1175 垣内　大輝 (2) 津　西 10:58.03
ｲｼﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ

23 912 石田　元彦 (3) 四日市 DSQ,T3
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾍｲ

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T3:(R163-2)他競技者の妨害



男子5000mW
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          20:59.39  岡村　和樹(鳥羽商船)                  2003
大会記録(GR)            21:42.93  井上　宗冶(名張西)                    2008(第38回) 5月9日 13:30 決勝

決勝 

カナ名
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年)(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ
1 4 1243 塚本　浩士 (3) 高　田 23:56.39

ｱｶﾂ ﾘｮｳ
2 10 91 赤津　　諒 (3) 津　商 23:59.73

ｶﾄｳ ﾏｻﾔ
3 11 914 加藤　雅也 (3) 四日市 24:05.83

ｱｶｻｷ ｿｳ
4 9 1206 赤崎　　惣 (3) 名張西 24:09.38

ﾂｼﾞ ｶｵﾙ
5 8 414 辻　　　薫 (3) 稲　生 25:28.78

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ
6 15 1164 山口　正洋 (3) 津　西 25:36.76

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾄ
3 1212 中山　優豊 (3) 名張西 DSQ,W3

ﾎｼﾊﾞ ﾀｸﾐ
7 1544 干場　　匠 (2) 鈴　鹿 DSQ,W2

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 W2:(R230-1)屈膝 W3:(R230-1)接地不良及び屈膝



男子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          40.47     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999 5月8日 10:15 予選

大会記録(GR)            40.74     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999(第29回) 5月8日 17:00 決勝

予選 6組1着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 桑名工 42.12 Q 1 1125 安田　祐基 (3) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 桑名工

2 1121 佐藤　弘明 (3) ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 桑名工

3 1130 松尾慎太郎 (2) ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 桑名工

4 1128 稲垣　夏生 (2) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工

2 6 桑名西 42.77 q 1 1306 外山　諒也 (3) ﾄﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 桑名西

2 1302 伊藤　博幸 (3) ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 桑名西

3 1307 加藤　雅也 (3) ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 桑名西

4 1303 下釜　健吾 (3) ｼﾓｶﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 桑名西

3 7 上　野 43.13 q 1 986 奥　　稔宜 (2) ｵｸ ﾄｼﾀｶ 上　野

2 982 大谷　大介 (2) ｵｵﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 上　野

3 963 花澤　　翔 (3) ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｮｳ 上　野

4 972 稲沢　拓哉 (3) ｲﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上　野

4 3 稲　生 43.18 1 403 柚木　正人 (3) ﾕﾉｷ ﾏｻﾄ 稲　生

2 385 ｴｸﾞｴｽﾞ ﾁｭﾀ (3) ｴｸﾞｴｽﾞ ｶﾞﾘ ﾁｭﾀ ﾙｲｽ 稲　生

3 400 水谷　昌希 (3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｷ 稲　生

4 426 原田　玲次 (2) ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 稲　生

5 9 名張西 43.96 1 1216 山中翔太郎 (3) ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 名張西

2 1215 森脇　悠平 (3) ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾍｲ 名張西

3 1209 川合　拓実 (3) ｶﾜｲ ﾀｸﾐ 名張西

4 1213 福井　悠也 (3) ﾌｸｲ ﾕｳﾔ 名張西

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害 R1:オーバーゾーン １→２ R2:オーバー
ゾーン ２→３ R3:オーバーゾーン ３→４



男子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          40.47     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999 5月8日 10:15 予選

大会記録(GR)            40.74     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999(第29回) 5月8日 17:00 決勝

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 7 鈴鹿高専 43.72 Q 1 4299 前川　貴哉 (3) ﾏｴｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 鈴鹿高専

2 4302 伊藤　慎吾 (3) ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 鈴鹿高専

3 4303 清水　開吏 (3) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 鈴鹿高専

4 4297 田中　大輝 (3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鈴鹿高専

2 6 久　居 44.86 1 1913 池上　恭平 (3) ｲｹｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 久　居

2 884 奥村　祐希 (3) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 久　居

3 893 矢野　壮馬 (2) ﾔﾉ ｿｳﾏ 久　居

4 885 川北　淳也 (3) ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 久　居

3 4 神　戸 44.91 1 472 加藤　　陸 (2) ｶﾄｳ ﾘｸ 神　戸

2 4890 山本　慶太 (1) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 神　戸

3 4891 大川　貴也 (1) ｵｵｶﾜ ﾀｶﾔ 神　戸

4 471 小林　和樹 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 神　戸

4 8 名張桔梗丘 46.86 1 1560 中川　拓哉 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 名張桔梗丘

2 1575 矢倉　佑紀 (3) ﾔｸﾞﾗ ﾕｳｷ 名張桔梗丘

3 1586 中舎　賢也 (2) ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ 名張桔梗丘

4 1576 山口　祐矢 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 名張桔梗丘

5 宇治山田商 DSQ,R3 1 828 西山　竜二 (3) ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 宇治山田商

2 825 浦井　駿吾 (3) ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 宇治山田商

3 826 坂本　博満 (3) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 宇治山田商

4 827 納米　　良 (3) ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 宇治山田商

9 相　可 DSQ,T2 1 1439 松田　直也 (3) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 相　可

2 1428 出口　飛鳥 (2) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｽｶ 相　可

3 1434 山田　隆平 (2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 相　可

4 1436 杉井　勇輝 (2) ｽｷﾞｲ ﾕｳｷ 相　可

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害 R1:オーバーゾーン １→２ R2:オーバー
ゾーン ２→３ R3:オーバーゾーン ３→４



男子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          40.47     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999 5月8日 10:15 予選

大会記録(GR)            40.74     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999(第29回) 5月8日 17:00 決勝

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 伊　勢 43.67 Q 1 222 西村　駿哉 (2) ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 伊　勢

2 208 山口　元輝 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊　勢

3 219 中村宗一朗 (2) ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊　勢

4 205 辻　　宏介 (3) ﾂｼﾞ ｺｳｽｹ 伊　勢

2 6 皇學館 43.89 1 63 森田　隆真 (3) ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾏ 皇學館

2 1786 竹内　直人 (2) ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 皇學館

3 1793 橋本　　渉 (2) ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 皇學館

4 58 中川　翔太 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 皇學館

3 4 亀　山 44.81 1 1456 末松　勇人 (3) ｽｴﾏﾂ ﾕｳﾄ 亀　山

2 1457 松本　崇宏 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 亀　山

3 1892 佐方　智弘 (2) ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ 亀　山

4 4800 橋本　尚磨 (1) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ 亀　山

4 9 宇治山田 45.95 1 668 石田　崇斗 (2) ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ 宇治山田

2 636 野村　卓矢 (2) ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 宇治山田

3 667 松井　俊樹 (2) ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 宇治山田

4 635 柴原　貴哉 (3) ｼﾊﾞﾊﾗ ﾀｶﾔ 宇治山田

5 8 津　商 46.44 1 93 黒宮　聖也 (3) ｸﾛﾐﾔ ｾｲﾔ 津　商

2 128 吉田　颯介 (2) ﾖｼﾀﾞ ｿｳｽｹ 津　商

3 1845 松浦　秀平 (2) ﾏﾂｳﾗ ｼｭｳﾍｲ 津　商

4 127 寺田　健人 (2) ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ 津　商

6 3 四中工 47.85 1 1880 加藤　　亘 (1) ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 四中工

2 1881 加藤　正人 (1) ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 四中工

3 1690 大古瀬圭介 (2) ｵｵｺｾ ｹｲｽｹ 四中工

4 1685 坂本　将太 (3) ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 四中工

2 志　摩 DSQ,R1 1 1611 山口　　翼 (1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 志　摩

2 1616 松井　　龍 (2) ﾏﾂｲ ﾘｮｳ 志　摩

3 1620 岡山　翔悟 (2) ｵｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 志　摩

4 1618 齋藤　正直 (2) ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ 志　摩

7 四日市西 DSQ,R1 1 499 中嶋　良輔 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 四日市西

2 503 田中　雄也 (3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 四日市西

3 504 蛭波　翔太 (3) ﾋﾙﾅﾐ ｼｮｳﾀ 四日市西

4 500 伊藤　崇希 (3) ｲﾄｳ ﾀｶｷ 四日市西

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害 R1:オーバーゾーン １→２ R2:オーバー
ゾーン ２→３ R3:オーバーゾーン ３→４



男子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          40.47     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999 5月8日 10:15 予選

大会記録(GR)            40.74     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999(第29回) 5月8日 17:00 決勝

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 6 津　東 43.98 Q 1 1084 古市　裕貴 (3) ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｷ 津　東

2 1083 谷口　貴士 (3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 津　東

3 1074 向井　康晃 (3) ﾑｶｲ ﾔｽｱｷ 津　東

4 1068 池村　優介 (1) ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ 津　東

2 3 海　星 45.32 1 549 南條　洸也 (2) ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾔ 海　星

2 542 伊藤　航汰 (3) ｲﾄｳ ｺｳﾀ 海　星

3 541 辻原礼慧士 (3) ﾂｼﾞﾊﾗ ﾚｴｼﾞ 海　星

4 543 蒔田　大幸 (3) ﾏｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 海　星

3 9 川　越 45.37 1 584 須藤　永吉 (2) ｽﾄﾞｳ ｴｲｷﾁ 川　越

2 570 渡邉　貴大 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 川　越

3 568 平野　智久 (3) ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾋｻ 川　越

4 567 服部　伸宏 (3) ﾊｯﾄﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ 川　越

4 2 　暁 46.37 1 1824 松永　明大 (2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ 　暁　

2 1525 山北　和輝 (3) ﾔﾏｷﾀ ｶｽﾞｷ 　暁　

3 1821 環　　　稜 (2) ﾀﾏｷ ﾘｮｳ 　暁　

4 1524 柳川　洸哉 (3) ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｳﾔ 　暁　

5 4 伊賀白鳳 47.23 1 715 西岡　正晴 (1) ﾆｼｵｶ ﾏｻﾊﾙ 伊賀白鳳

2 716 西川　公夫 (1) ﾆｼｶﾜ ｷﾐｵ 伊賀白鳳

3 757 新　　憲幸 (2) ｱﾀﾗｼ ﾉﾘﾕｷ 伊賀白鳳

4 758 宇佐美　大 (2) ｳｻﾐ ﾀﾞｲ 伊賀白鳳

5 伊勢工 DSQ,R2 1 351 曽根　啓登 (2) ｿﾈ ｹｲﾄ 伊勢工

2 334 岡本　　淳 (3) ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 伊勢工

3 330 池村　　涼 (3) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工

4 339 瀬戸上　智 (3) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工

7 津　西 DSQ,R3 1 1168 森　　朝音 (3) ﾓﾘ ｱｻﾄ 津　西

2 1170 國府　俊介 (3) ｺｸﾌﾞ ｼｭﾝｽｹ 津　西

3 1172 山川　　純 (3) ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝ 津　西

4 1169 天野　航平 (3) ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ 津　西

8 日生第二 DSQ,R3 1 1888 山本　　毅 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 日生第二

2 1729 中出　　力 (2) ﾅｶﾃﾞ ﾁｶﾗ 日生第二

3 1886 氏原　祥太 (1) ｳｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 日生第二

4 1889 吉田　　翔 (2) ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ 日生第二

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害 R1:オーバーゾーン １→２ R2:オーバー
ゾーン ２→３ R3:オーバーゾーン ３→４



男子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          40.47     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999 5月8日 10:15 予選

大会記録(GR)            40.74     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999(第29回) 5月8日 17:00 決勝

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 7 高　田 42.85 Q 1 1260 小塚　　優 (2) ｺﾂﾞｶ ﾕｳ 高　田

2 1257 前田　貴也 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 高　田

3 1258 伊藤　祐人 (2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 高　田

4 1256 木村　健人 (3) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 高　田

2 5 尾　鷲 43.91 1 782 長井　佑太 (2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 尾　鷲

2 770 岡　那瑠人 (3) ｵｶ ﾅﾙﾄ 尾　鷲

3 780 皆口　健斗 (2) ﾐﾅｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 尾　鷲

4 786 世古　航大 (2) ｾｺ ｺｳﾀﾞｲ 尾　鷲

3 3 桑　名 44.17 1 254 桑山幸之介 (3) ｸﾜﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ 桑　名

2 255 藤沢　昇平 (3) ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 桑　名

3 233 愛敬彰太郎 (1) ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 桑　名

4 234 清水　元基 (1) ｼﾐｽﾞ ｹﾞﾝｷ 桑　名

4 8 白　子 46.77 1 1708 堀江　信行 (2) ﾎﾘｴ ﾉﾌﾞﾕｷ 白　子

2 1701 足立　裕太 (2) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 白　子

3 1710 伊藤　綾太 (2) ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 白　子

4 1705 山口　寛治 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝｼﾞ 白　子

5 9 名　張 47.45 1 1652 西山　悠介 (3) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 名　張

2 1651 井崎　拓也 (3) ｲｻﾞｷ ﾀｸﾔ 名　張

3 1653 松村　大史 (2) ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 名　張

4 1654 繁田　慶広 (2) ｼｹﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 名　張

4 　津 DSQ,R2 1 606 堀田　知義 (3) ﾎｯﾀ ﾄﾓﾖｼ 　津　

2 624 和田　将志 (2) ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 　津　

3 605 佐藤　優斗 (3) ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 　津　

4 607 北川　拓実 (3) ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 　津　

6 鈴　鹿 DNF 1 1533 安部　将史 (3) ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ 鈴　鹿

2 1539 古市　健人 (3) ﾌﾙｲﾁ ｹﾝﾄ 鈴　鹿

3 1557 船戸　雄太 (2) ﾌﾅﾄ ﾕｳﾀ 鈴　鹿

4 1556 田中　敬章 (2) ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 鈴　鹿

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害 R1:オーバーゾーン １→２ R2:オーバー
ゾーン ２→３ R3:オーバーゾーン ３→４



男子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          40.47     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999 5月8日 10:15 予選

大会記録(GR)            40.74     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999(第29回) 5月8日 17:00 決勝

6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 四日市工 42.51 Q 1 134 増田圭一郎 (1) ﾏｽﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 四日市工

2 159 黒田　祐基 (3) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 四日市工

3 158 櫛田　昇良 (3) ｸｼﾀﾞ ｼｮｳｽｹ 四日市工

4 149 諏訪　達郎 (1) ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ 四日市工

2 7 四日市 43.64 1 921 永野　広大 (3) ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ 四日市

2 941 伊藤　宏毅 (2) ｲﾄｳ ｺｳｷ 四日市

3 946 荒川　雄斗 (2) ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 四日市

4 939 北原　弘大 (2) ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 四日市

3 9 松　阪 44.64 1 1287 湯浅　　優 (3) ﾕｱｻ ﾕｳ 松　阪

2 1294 堀口羽矢斗 (2) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 松　阪

3 1284 濵田　安重 (3) ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｼｹﾞ 松　阪

4 1276 大嶋　康介 (3) ｵｵｼﾏ ｺｳｽｹ 松　阪

4 3 いなべ総合 45.56 1 1331 今村　　燿 (1) ｲﾏﾑﾗ ﾖｳ いなべ総合

2 1336 太田　健介 (3) ｵｵﾀ ｹﾝｽｹ いなべ総合

3 1330 伊藤　智貴 (1) ｲﾄｳ ﾄﾓｷ いなべ総合

4 1339 飯田　智也 (3) ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾔ いなべ総合

5 6 鳥　羽 45.69 1 1604 岡山　　真 (1) ｵｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 鳥　羽

2 1606 世古口泰紀 (2) ｾｺｸﾞﾁ ﾀｲｷ 鳥　羽

3 1594 藤村　宗磨 (1) ﾌｼﾞﾑﾗ ｿｳﾏ 鳥　羽

4 1600 晝河　雄介 (3) ﾋﾙｶﾜ ﾕｳｽｹ 鳥　羽

6 2 四日市南 45.78 1 1496 植村　　誉 (3) ｳｴﾑﾗ ﾎﾏﾚ 四日市南

2 1480 舘　　新太 (3) ﾀﾁ ｱﾗﾀ 四日市南

3 1473 伊藤　　慎 (3) ｲﾄｳ ｼﾝ 四日市南

4 1497 小川　悟史 (2) ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ 四日市南

7 8 伊勢学園 46.12 1 1405 奥村　翔利 (2) ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾘ 伊勢学園

2 1390 山本　航平 (1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 伊勢学園

3 1407 松本  ﾊﾆｴﾘ (2) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾆｴﾘ 伊勢学園

4 1406 柴田　龍也 (2) ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ 伊勢学園

8 4 津田学園 46.86 1 1451 平野　温也 (3) ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾔ 津田学園

2 1447 塚田健太郎 (3) ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 津田学園

3 1848 白木　雄也 (2) ｼﾗｷ ﾕｳﾔ 津田学園

4 1449 成瀬　龍治 (3) ﾅﾙｾ ﾘｭｳｼﾞ 津田学園

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害 R1:オーバーゾーン １→２ R2:オーバー
ゾーン ２→３ R3:オーバーゾーン ３→４



男子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          40.47     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999 5月8日 10:15 予選

大会記録(GR)            40.74     宇治山田商(山際・中村・釜谷・北岡)    1999(第29回) 5月8日 17:00 決勝

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 桑名工 41.79 1 1125 安田　祐基 (3) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 桑名工

2 1121 佐藤　弘明 (3) ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 桑名工

3 1130 松尾慎太郎 (2) ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 桑名工

4 1128 稲垣　夏生 (2) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工

2 7 高　田 42.31 1 1260 小塚　　優 (2) ｺﾂﾞｶ ﾕｳ 高　田

2 1257 前田　貴也 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 高　田

3 1258 伊藤　祐人 (2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 高　田

4 1256 木村　健人 (3) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 高　田

3 6 伊　勢 42.71 1 222 西村　駿哉 (2) ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 伊　勢

2 208 山口　元輝 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊　勢

3 219 中村宗一朗 (2) ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊　勢

4 205 辻　　宏介 (3) ﾂｼﾞ ｺｳｽｹ 伊　勢

4 4 四日市工 42.96 1 134 増田圭一郎 (1) ﾏｽﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 四日市工

2 159 黒田　祐基 (3) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 四日市工

3 158 櫛田　昇良 (3) ｸｼﾀﾞ ｼｮｳｽｹ 四日市工

4 149 諏訪　達郎 (1) ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ 四日市工

5 2 桑名西 43.02 1 1306 外山　諒也 (3) ﾄﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 桑名西

2 1302 伊藤　博幸 (3) ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 桑名西

3 1307 加藤　雅也 (3) ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 桑名西

4 1303 下釜　健吾 (3) ｼﾓｶﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 桑名西

6 8 鈴鹿高専 43.17 1 4299 前川　貴哉 (3) ﾏｴｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 鈴鹿高専

2 4302 伊藤　慎吾 (3) ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 鈴鹿高専

3 4303 清水　開吏 (3) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 鈴鹿高専

4 4297 田中　大輝 (3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鈴鹿高専

7 3 上　野 44.12 1 986 奥　　稔宜 (2) ｵｸ ﾄｼﾀｶ 上　野

2 982 大谷　大介 (2) ｵｵﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 上　野

3 963 花澤　　翔 (3) ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｮｳ 上　野

4 972 稲沢　拓哉 (3) ｲﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上　野

9 津　東 DSQ,R3 1 1069 浦野　陽平 (1) ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ 津　東

2 1083 谷口　貴士 (3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 津　東

3 1074 向井　康晃 (3) ﾑｶｲ ﾔｽｱｷ 津　東

4 1068 池村　優介 (1) ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ 津　東

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害 R1:オーバーゾーン １→２ R2:オーバー
ゾーン ２→３ R3:オーバーゾーン ３→４



男子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:13.32   四日市工(石井・山家・松永・岡部)      2000 5月9日 10:15 予選

大会記録(GR)            3:18.43   桑名西(坂本・鬼頭・加藤・伊藤)        1995(第25回) 5月9日 17:05 決勝

予選 4組1着＋4

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 6 高　田 3:29.30 Q 1 1258 伊藤　祐人 (2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 高　田

2 1260 小塚　　優 (2) ｺﾂﾞｶ ﾕｳ 高　田

3 1261 平野　茂孝 (2) ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾀｶ 高　田

4 1257 前田　貴也 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 高　田

2 5 津　西 3:32.67 1 1172 山川　　純 (3) ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝ 津　西

2 1168 森　　朝音 (3) ﾓﾘ ｱｻﾄ 津　西

3 1169 天野　航平 (3) ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ 津　西

4 1171 阪井　健人 (3) ｻｶｲ ｹﾝﾄ 津　西

3 3 四日市西 3:34.32 1 499 中嶋　良輔 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 四日市西

2 503 田中　雄也 (3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 四日市西

3 520 伊藤　　聖 (2) ｲﾄｳ ﾀｶｼ 四日市西

4 523 飯田　峻也 (2) ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 四日市西

4 4 鈴　鹿 3:42.61 1 1536 原　　悠河 (3) ﾊﾗ ﾕｳｶﾞ 鈴　鹿

2 1556 田中　敬章 (2) ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 鈴　鹿

3 1558 薮田　裕人 (2) ﾔﾌﾞﾀ ﾋﾛﾄ 鈴　鹿

4 1535 種瀬　裕介 (3) ﾀﾅｾ ﾕｳｽｹ 鈴　鹿

5 8 神　戸 3:49.35 1 471 小林　和樹 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 神　戸

2 459 山口諒太郎 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神　戸

3 473 美濃　翔也 (2) ﾐﾉｳ ｼｮｳﾔ 神　戸

4 4885 小下　元路 (1) ｺｼﾀ ｱｻﾐﾁ 神　戸

6 2 津　商 3:52.34 1 128 吉田　颯介 (2) ﾖｼﾀﾞ ｿｳｽｹ 津　商

2 83 横田　祐輔 (1) ﾖｺﾀ ﾕｽｽｹ 津　商

3 127 寺田　健人 (2) ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ 津　商

4 94 三谷　武司 (3) ﾐﾀﾆ ﾀｹｼ 津　商

凡例  DNS:欠場



男子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:13.32   四日市工(石井・山家・松永・岡部)      2000 5月9日 10:15 予選

大会記録(GR)            3:18.43   桑名西(坂本・鬼頭・加藤・伊藤)        1995(第25回) 5月9日 17:05 決勝

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 7 宇治山田商 3:25.33 Q 1 852 北村　直也 (2) ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ 宇治山田商

2 828 西山　竜二 (3) ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 宇治山田商

3 803 岡咲　和歩 (1) ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾎ 宇治山田商

4 826 坂本　博満 (3) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 宇治山田商

2 4 四日市工 3:26.56 q 1 135 前田　裕太 (1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 四日市工

2 154 今津　　祥 (3) ｲﾏﾂﾞ ｼｮｳ 四日市工

3 180 山崎　碧人 (2) ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖﾄ 四日市工

4 182 宇佐美翔平 (2) ｳｻﾐ ｼｮｳﾍｲ 四日市工

3 6 皇學館 3:29.11 q 1 1786 竹内　直人 (2) ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 皇學館

2 58 中川　翔太 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 皇學館

3 59 中村　宇宙 (3) ﾅｶﾑﾗ ｺｽﾓ 皇學館

4 64 吉田　卓馬 (3) ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 皇學館

4 8 四日市南 3:37.96 1 1911 西依　純平 (2) ﾆｼﾖﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 四日市南

2 1473 伊藤　　慎 (3) ｲﾄｳ ｼﾝ 四日市南

3 1496 植村　　誉 (3) ｳｴﾑﾗ ﾎﾏﾚ 四日市南

4 1498 加藤　亮太 (2) ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 四日市南

5 5 津　東 3:41.59 1 1085 三宅　雄大 (3) ﾐﾔｹ ﾕｳﾀﾞｲ 津　東

2 1098 前川　　耀 (2) ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷﾗ 津　東

3 1069 浦野　陽平 (1) ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ 津　東

4 1077 井ノ口拓実 (3) ｲﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 津　東

6 3 上　野 3:50.11 1 985 山本　晃裕 (2) ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 上　野

2 990 樋口　勇人 (2) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 上　野

3 989 角出　隆成 (2) ｽﾐﾃﾞ ﾘｭｳｾｲ 上　野

4 992 森島　一満 (2) ﾓﾘｼﾏ ｶｽﾞﾏ 上　野

凡例  DNS:欠場



男子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:13.32   四日市工(石井・山家・松永・岡部)      2000 5月9日 10:15 予選

大会記録(GR)            3:18.43   桑名西(坂本・鬼頭・加藤・伊藤)        1995(第25回) 5月9日 17:05 決勝

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 6 桑名工 3:22.17 Q 1 1131 水谷　拓也 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 桑名工

2 1132 山室　勇太 (2) ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾀ 桑名工

3 1122 千種　紹弘 (3) ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 桑名工

4 1128 稲垣　夏生 (2) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工

2 2 松　阪 3:30.89 1 1292 末冨　孝輔 (2) ｽｴﾄﾐ ｺｳｽｹ 松　阪

2 1294 堀口羽矢斗 (2) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 松　阪

3 1279 佐羽　宏太 (3) ｻﾊﾞ ｺｳﾀ 松　阪

4 1281 刀根　一磨 (3) ﾄﾈ ｶｽﾞﾏ 松　阪

3 3 稲　生 3:31.47 1 416 伊原　尚宏 (2) ｲﾊﾗ ﾅｵﾋﾛ 稲　生

2 385 ｴｸﾞｴｽﾞ ﾁｭﾀ (3) ｴｸﾞｴｽﾞ ｶﾞﾘ ﾁｭﾀ ﾙｲｽ 稲　生

3 400 水谷　昌希 (3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｷ 稲　生

4 376 中山　郁哉 (1) ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾔ 稲　生

4 4 　津 3:31.49 1 608 青　　秀歩 (3) ｱｵ ｼｭｳﾎ 　津　

2 605 佐藤　優斗 (3) ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 　津　

3 607 北川　拓実 (3) ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 　津　

4 625 松下　和弘 (2) ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 　津　

5 5 尾　鷲 3:35.64 1 785 丹羽　弘貴 (2) ﾆﾜ ﾋﾛﾀｶ 尾　鷲

2 780 皆口　健斗 (2) ﾐﾅｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 尾　鷲

3 767 福本　尭輝 (3) ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｷ 尾　鷲

4 770 岡　那瑠人 (3) ｵｶ ﾅﾙﾄ 尾　鷲

6 7 鈴鹿高専 3:36.23 1 4297 田中　大輝 (3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鈴鹿高専

2 4303 清水　開吏 (3) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 鈴鹿高専

3 4300 毛利　文律 (3) ﾓｳﾘ ﾖｼﾉﾘ 鈴鹿高専

4 4295 内田　大介 (3) ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鈴鹿高専

7 8 名張桔梗丘 3:44.73 1 1586 中舎　賢也 (2) ﾅｶｼｬ ｹﾝﾔ 名張桔梗丘

2 1576 山口　祐矢 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 名張桔梗丘

3 1575 矢倉　佑紀 (3) ﾔｸﾞﾗ ﾕｳｷ 名張桔梗丘

4 1563 村田　竜士 (1) ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｼﾞ 名張桔梗丘

凡例  DNS:欠場



男子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:13.32   四日市工(石井・山家・松永・岡部)      2000 5月9日 10:15 予選

大会記録(GR)            3:18.43   桑名西(坂本・鬼頭・加藤・伊藤)        1995(第25回) 5月9日 17:05 決勝

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 6 伊勢工 3:25.81 Q 1 351 曽根　啓登 (2) ｿﾈ ｹｲﾄ 伊勢工

2 334 岡本　　淳 (3) ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 伊勢工

3 339 瀬戸上　智 (3) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工

4 330 池村　　涼 (3) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工

2 5 伊　勢 3:25.85 q 1 219 中村宗一朗 (2) ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊　勢

2 208 山口　元輝 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊　勢

3 222 西村　駿哉 (2) ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 伊　勢

4 224 宮村　捷也 (2) ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ 伊　勢

3 3 四日市 3:27.31 q 1 939 北原　弘大 (2) ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 四日市

2 946 荒川　雄斗 (2) ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 四日市

3 911 安藤　和記 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 四日市

4 941 伊藤　宏毅 (2) ｲﾄｳ ｺｳｷ 四日市

4 2 近大高専 3:37.46 1 4166 岩田　和希 (2) ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 近大高専

2 4163 清水　剛士 (2) ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 近大高専

3 4141 牛田　匡哉 (1) ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 近大高専

4 4154 柳原　竜也 (3) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 近大高専

5 4 亀　山 3:38.45 1 1454 橋本　和磨 (3) ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 亀　山

2 1459 尾﨑　直道 (3) ｵｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 亀　山

3 4801 松下　拓磨 (1) ﾏﾂｼﾀ ﾀｸﾏ 亀　山

4 1456 末松　勇人 (3) ｽｴﾏﾂ ﾕｳﾄ 亀　山

凡例  DNS:欠場



男子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:13.32   四日市工(石井・山家・松永・岡部)      2000 5月9日 10:15 予選

大会記録(GR)            3:18.43   桑名西(坂本・鬼頭・加藤・伊藤)        1995(第25回) 5月9日 17:05 決勝

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 宇治山田商 3:21.67 1 828 西山　竜二 (3) ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 宇治山田商

2 825 浦井　駿吾 (3) ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 宇治山田商

3 831 森田　悟司 (3) ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 宇治山田商

4 826 坂本　博満 (3) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 宇治山田商

2 7 高　田 3:23.23 1 1258 伊藤　祐人 (2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 高　田

2 1260 小塚　　優 (2) ｺﾂﾞｶ ﾕｳ 高　田

3 1257 前田　貴也 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 高　田

4 1256 木村　健人 (3) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 高　田

3 4 桑名工 3:23.55 1 1131 水谷　拓也 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 桑名工

2 1132 山室　勇太 (2) ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾀ 桑名工

3 1122 千種　紹弘 (3) ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 桑名工

4 1118 片岡　修平 (3) ｶﾀｵｶ ｼｭｳﾍｲ 桑名工

4 8 四日市工 3:25.22 1 135 前田　裕太 (1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 四日市工

2 154 今津　　祥 (3) ｲﾏﾂﾞ ｼｮｳ 四日市工

3 180 山崎　碧人 (2) ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖﾄ 四日市工

4 182 宇佐美翔平 (2) ｳｻﾐ ｼｮｳﾍｲ 四日市工

5 9 伊　勢 3:25.76 1 219 中村宗一朗 (2) ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊　勢

2 208 山口　元輝 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊　勢

3 222 西村　駿哉 (2) ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 伊　勢

4 224 宮村　捷也 (2) ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ 伊　勢

6 2 皇學館 3:28.20 1 1786 竹内　直人 (2) ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 皇學館

2 58 中川　翔太 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 皇學館

3 64 吉田　卓馬 (3) ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 皇學館

4 63 森田　隆真 (3) ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾏ 皇學館

7 6 伊勢工 3:30.27 1 351 曽根　啓登 (2) ｿﾈ ｹｲﾄ 伊勢工

2 339 瀬戸上　智 (3) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工

3 334 岡本　　淳 (3) ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 伊勢工

4 330 池村　　涼 (3) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工

8 3 四日市 3:30.37 1 941 伊藤　宏毅 (2) ｲﾄｳ ｺｳｷ 四日市

2 946 荒川　雄斗 (2) ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 四日市

3 911 安藤　和記 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 四日市

4 939 北原　弘大 (2) ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 四日市

凡例  DNS:欠場



男子走高跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          2m10      伊藤　公一(桑名西)                    1991
県高校記録(KH)          2m10      古野　裕司(宇治山田商)                2002
大会記録(GR)            2m05      松本　孝明(鳥羽)                      1987(第17回) 5月9日 11:00 決勝

決勝 
カナ名 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ｸﾜﾔﾏ ﾕｳｼﾞ － － － ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

1 17 336 桑山　雄次 (3) 伊勢工 1m97
ﾎﾘｶﾜ ﾘｭｳｾｲ － ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 10 365 堀川　竜正 (2) 伊勢工 1m94
ｴﾄｳ ｼｮｳ － － － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

3 3 4680 衛藤　　将 (1) 鈴鹿高専 1m91
ｶｶﾞ ﾀｸｼﾞ － － ○ ○ × ○ ○ × × ×

4 11 501 加賀　拓志 (3) 四日市西 1m88
ﾀﾔﾉ ﾖｼｷ － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

5 15 949 田谷野義季 (2) 四日市 1m88
ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｮｳｽｹ － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

6 28 1286 山添　凌介 (3) 松　阪 1m85
ｵｵﾓﾘ ﾅｵｷ － ○ ○ × × ○ × × ×

7 29 386 大森　直輝 (3) 稲　生 1m80
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾆｴﾘ ○ ○ ○ × × ×

8 4 1407 松本  ﾊﾆｴﾘ (2) 伊勢学園 1m75
ｼﾞﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ － － ○ × × ×

8 16 1304 陣田　智也 (3) 桑名西 1m75
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ － ○ ○ × × ×

8 22 666 西田　和真 (2) 宇治山田 1m75
ｸﾛﾉ ｾｲﾔ － × ○ ○ × × ×

11 5 1500 黒野　聖矢 (2) 四日市南 1m75
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ － × ○ ○ × × ×

11 30 1798 山本　大恭 (2) 皇學館 1m75
ｲｼｶﾜ ｼﾝ × × ○ × × ○ ○ × × ×

13 1 1782 石川　　秦 (2) 皇學館 1m75
ｴｶﾞｼﾗ ﾘｮｳｶﾞ － × ○ × ○ × × ×

14 20 306 江頭　遼河 (1) 伊勢工 1m75
ｲﾜｲ ﾕｳﾄ ○ ○ × × ○ × × ×

15 8 1585 岩井　優人 (2) 名張桔梗丘 1m75
ﾓﾘｵｶ ﾀﾂﾔ ○ ○ × × ×

17 6 1275 森岡　達哉 (1) 松　阪 1m70
ｾﾘｻﾞﾜ ｹｲ × ○ ○ × × ×

18 13 1878 芹沢　　圭 (3) 桑　名 1m70
ﾔﾉ ｿｳﾏ × ○ ○ × × ×

18 19 893 矢野　壮馬 (2) 久　居 1m70
ｼﾊﾞﾊﾗ ﾀｶﾔ ○ × × ○ × × ×

20 2 635 柴原　貴哉 (3) 宇治山田 1m70
ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ○ × × ○ × × ×

20 12 813 西田　流正 (1) 宇治山田商 1m70
ｳﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ × ○ × × ○ × × ×

23 27 1867 宇山　喜弘 (3) 名張桔梗丘 1m70
ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ × × ○ × × ×

25 34 670 橋爪　　裕 (2) 宇治山田 1m65
ﾓﾘｵｶ ｷｮｳﾍｲ × × ×

7 4691 森岡　亨平 (2) 鈴鹿高専 NM
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ × × ×

9 1267 中西　優太 (1) 松　阪 NM
ﾉｻﾞｷ ｾｲﾔ × × ×

14 611 野崎　誠也 (3) 　津　 NM
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ × × ×

21 1322 中山　大治 (2) 桑名西 NM
ﾊﾏﾅｶ ﾘｮｳｽｹ × × ×

23 4150 濵中　亮佑 (3) 近大高専 NM
ﾔﾅｷﾞ ｼｮｳﾀ － － × × ×

24 1044 柳　　翔太 (3) 石薬師 NM
ﾀﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ × × ×

25 1506 多田　吉秀 (2) 四日市南 NM
ﾀｷﾞ ｼｹﾞｷ × × ×

32 1111 多儀　臣生 (1) 桑名工 NM
ｷｳﾁ ﾘｮｳｽｹ

18 129 木内　亮介 (2) 四日市工 DNS
ﾆｼｶﾜ ｶｲﾄ

26 1732 西川　開人 (2) あけぼの DNS
ﾅｶｲｴ ﾉｿﾞﾑ

31 1934 中家　　望 (2) 鈴　鹿 DNS
ｲｹｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ

33 1913 池上　恭平 (3) 久　居 DNS

1m91 1m94 1m97 2m001m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m88

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走高跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          2m10      伊藤　公一(桑名西)                    1991
県高校記録(KH)          2m10      古野　裕司(宇治山田商)                2002
大会記録(GR)            2m05      松本　孝明(鳥羽)                      1987(第17回) 5月9日 11:00 決勝

決勝 
カナ名 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂﾞﾋ ○ × ○ × × ○ × × ×

16 12 73 田端　一陽 (3) 皇學館 1m75
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ○ × × ○ × × ×

20 2 1710 伊藤　綾太 (2) 白　子 1m70
ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ ○ × × ×

24 16 1653 松村　大史 (2) 名　張 1m65
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ × × ○ × × ×

25 7 1561 石田　貴之 (1) 名張桔梗丘 1m65
ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ × × ○ × × ×

25 14 4166 岩田　和希 (2) 近大高専 1m65
ｲﾜｲ ｻﾄｼ × × ×

1 240 岩井　聡史 (1) 桑　名 NM
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ × × ×

9 4144 武田　雄斗 (1) 近大高専 NM
ｶﾜﾁ ﾚﾝ × × ×

10 1120 河内　　廉 (3) 桑名工 NM
ｲﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾐ × × ×

11 1077 井ノ口拓実 (3) 津　東 NM
ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ × × ×

17 1556 田中　敬章 (2) 鈴　鹿 NM
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ × × ×

18 1816 清水　裕太 (2) 白　子 NM
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

3 4884 田中　陽佑 (1) 神　戸 DNS
ｵｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ

4 553 小川　瑶介 (1) 川　越 DNS
ﾎﾘ ﾕｳﾔ

5 1057 堀　　勇也 (2) 石薬師 DNS
ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾛｳ

6 4893 服部　拓朗 (1) 神　戸 DNS
ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ

8 1108 水谷　颯太 (1) 桑名工 DNS
ﾌﾅｺｼ ﾖｼﾑﾈ

13 398 舩越　義宗 (3) 稲　生 DNS
ｲﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ

15 796 岩﨑　和也 (3) 尾　鷲 DNS
ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ

19 242 荒木　大輔 (1) 桑　名 DNS
ﾋｼﾀﾞ ｾｲﾔ

20 428 菱田　聖也 (2) 稲　生 DNS

1m91 1m94 1m97 2m001m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m88

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子棒高跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          5m10      安田　　覚(桑名西)                    1993
大会記録(GR)            4m82      田所　　晋(伊勢)                      2000(第30回) 5月8日 10:30 決勝

決勝 
カナ名 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾈｺ ｱﾘﾄ － － － － － － － － － －
1 8 4148 金児　有人 (3) 近大高専 ○ ○ － × ○ × × × 4m85 GR

ﾅｶﾑﾗ ｺｽﾓ － － － － － ○ － × ○ × × ×
2 24 59 中村　宇宙 (3) 皇學館 4m20

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ － － － － － ○ × ○ × ○ × × ×
3 20 4166 岩田　和希 (2) 近大高専 4m20

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ － － － ○ － × ○ × × ×
4 19 925 宮﨑　雄大 (3) 四日市 4m00

ﾓﾘｼﾀ ﾖｳｽｹ － － － ○ － × × ×
5 25 366 森下　陽介 (2) 伊勢工 3m80

ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ × ○ × ○ × ○ × × ×
6 23 813 西田　流正 (1) 宇治山田商 3m70

ﾀｶｲ ｹﾝ － ○ × × ○ × × ×
7 10 217 高井　　謙 (2) 伊　勢 3m70

ﾔｶﾞﾀ ｺｳﾔ ○ × × ×
8 6 307 矢形　幸也 (1) 伊勢工 3m40

ﾔﾌﾞﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ － － － － － × × ×
1 4153 藪根　秀和 (3) 近大高専 NM

ﾂｼﾞ ｺｳｽｹ － － － × × ×
3 205 辻　　宏介 (3) 伊　勢 NM

ﾓﾀﾆ ｱﾂｼ － － － － － × × ×
16 830 茂谷　　厚 (3) 宇治山田商 NM

ﾅﾝﾔ ｼｭｳｼﾞ × × ×
17 312 南谷　宗嗣 (1) 伊勢工 NM

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ
2 4892 田中　雄也 (1) 神　戸 DNS

ﾀﾁ ﾊﾔﾄ
4 425 舘　　颯斗 (2) 稲　生 DNS

ﾐﾉｳ ｼｮｳﾔ
5 473 美濃　翔也 (2) 神　戸 DNS

ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ
7 1121 佐藤　弘明 (3) 桑名工 DNS

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ
9 244 鈴木　康佑 (1) 桑　名 DNS

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺﾞ
11 1789 中西　将吾 (2) 皇學館 DNS

ｸﾗﾀ ﾔｽﾀｶ
12 422 倉田　泰孝 (2) 稲　生 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ
13 4886 山口　航平 (1) 神　戸 DNS

ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ
14 1128 稲垣　夏生 (2) 桑名工 DNS

ｲﾜﾀ ｼｮｳｼﾞ
15 418 岩田　翔爾 (2) 稲　生 DNS

ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ
18 243 永井　宏樹 (1) 桑　名 DNS

ｶﾜﾁ ﾚﾝ
21 1120 河内　　廉 (3) 桑名工 DNS

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ
22 256 岩崎　亮太 (1) 桑　名 DNS

4m20 4m30 4m403m80

4m85

3m90

4m95

4m00 4m103m40

4m50

3m60

4m60

3m70

4m70

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          7m62      長谷川　悠(宇治山田商)                2008
大会記録(GR)            7m47      谷口　優生(長島)                      1980(第10回) 5月8日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 6m39 6m22 6m02 6m39 3 6m10 × 6m06 6m39
6 3 152 磯田　翔平 (3) 四日市工 +2.0 +0.2 +1.7 +2.0 -1.9 -2.1 +2.0

ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 5m95 × 6m24 6m24 6m24
14 5 667 松井　俊樹 (2) 宇治山田 +0.6 +1.6 +1.6 +1.6

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 6m07 × 6m18 6m18 6m18
18 10 4151 長谷川　諒 (3) 近大高専 +1.2 +1.6 +1.6 +1.6

ｳﾗｶﾜ ﾀｹﾋｺ 5m95 6m03 6m17 6m17 6m17
19 13 913 裏川　岳彦 (3) 四日市 +1.7 +1.9 +0.3 +0.3 +0.3

ﾄﾐﾗｸ ｻﾄｼ 6m04 6m09 ／ 6m09 6m09
22 7 294 冨樂　悟志 (3) 南伊勢 +0.8 +0.5 +0.5 +0.5

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 6m06 × × 6m06 6m06
24 8 925 宮﨑　雄大 (3) 四日市 +0.7 +0.7 +0.7

ﾅｶﾑﾗ ｹｲ 5m92 6m03 × 6m03 6m03
25 12 231 中村　　渓 (2) 伊　勢 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0

ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ 6m03 × × 6m03 6m03
26 1 1795 羽山　知希 (2) 皇學館 +1.2 +1.2 +1.2

ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾔ × × 6m01 6m01 6m01
27 21 922 服部　幸弥 (3) 四日市 +1.4 +1.4 +1.4

ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 5m96 × × 5m96 5m96
31 18 1942 前川　真吾 (3) 四日市工 +0.3 +0.3 +0.3

ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ 5m94 × × 5m94 5m94
33 15 4681 菅　　大彰 (2) 鈴鹿高専 +0.2 +0.2 +0.2

ﾔﾅｷﾞ ｼｮｳﾀ × × ×
4 1044 柳　　翔太 (3) 石薬師 NM

ﾀﾏｷ ﾘｮｳ × × ×
6 1821 環　　　稜 (2) 　暁　 NM

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ × × ×
9 1434 山田　隆平 (2) 相　可 NM

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｹｼ × × ×
11 1531 宮﨑　岳志 (1) 鈴　鹿 NM

ﾓﾘﾓﾄ ﾓﾄｷ × × ×
14 353 森本　元紀 (2) 伊勢工 NM

ﾌﾅﾄ ﾕｳﾀ × × ×
16 1557 船戸　雄太 (2) 鈴　鹿 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ × × ×
17 471 小林　和樹 (2) 神　戸 NM

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾄ × × ×
19 314 田中　将仁 (1) 伊勢工 NM

ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ × × ×
20 204 高木　申一 (3) 伊　勢 NM

ﾋﾛﾀ ﾏｻﾄ × × ×
22 1823 廣田　聖人 (2) 　暁　 NM

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ × × ×
23 613 中邑信一朗 (3) 　津　 NM

ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ × × ×
24 983 林　　賢吾 (2) 上　野 NM

ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ × × ×
25 1591 高橋　保裕 (2) 名張桔梗丘 NM

ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ × × ×
26 668 石田　崇斗 (2) 宇治山田 NM

ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ × × ×
27 629 池田　効平 (2) 　津　 NM

ｳﾗﾀ ﾖｼｷ × × ×
29 1733 浦田　昌樹 (2) あけぼの NM

ｲﾄｲｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ × × ×
31 610 糸魚川　学 (3) 　津　 NM

ﾅｶﾞｲ ｺｳｽｹ × × ×
32 664 永井　滉祐 (2) 宇治山田 NM

ｾｲﾘｷ ｺｳﾀ × × ×
33 1810 勢力　幸太 (2) 伊勢学園 NM

ｱｲﾊﾞ ｼｭｳﾄ × × ×
34 1321 相場　秀斗 (2) 桑名西 NM

ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾄﾓﾋﾛ × × ×
35 1562 千代延智大 (1) 名張桔梗丘 NM

ｲｻﾞｷ ﾀｸﾔ × × ×
36 1651 井崎　拓也 (3) 名　張 NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          7m62      長谷川　悠(宇治山田商)                2008
大会記録(GR)            7m47      谷口　優生(長島)                      1980(第10回) 5月8日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶｼﾀ ｼｮｳﾍｲ × × ×
37 1389 高下　翔平 (1) 伊勢学園 NM

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ
2 1076 池田　翔平 (3) 津　東 DNS

ｺｲｿ ﾔｽﾋﾛ
28 1455 小磯　安広 (3) 亀　山 DNS

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ
30 280 小林　義隆 (2) 桑　名 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          7m62      長谷川　悠(宇治山田商)                2008
大会記録(GR)            7m47      谷口　優生(長島)                      1980(第10回) 5月8日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾀ 6m70 6m77 6m77 6m77 8 6m61 6m79 6m79 6m79
1 9 1132 山室　勇太 (2) 桑名工 +1.3 +0.6 +2.6 +0.6 -2.1 -0.1 -2.4 -2.4

ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 6m24 6m75 × 6m75 6 6m75 × × 6m75
2 2 827 納米　　良 (3) 宇治山田商 +0.8 +0.7 +0.7 -1.1 -1.1

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 6m47 6m55 6m75 6m75 7 × 6m52 6m70 6m75
3 8 208 山口　元輝 (3) 伊　勢 +0.9 +1.2 +2.0 +2.0 -1.4 -0.8 +2.0

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 6m53 6m49 × 6m53 5 6m19 × 6m28 6m53
4 10 808 田中　凌平 (1) 宇治山田商 +2.6 +1.5 +2.6 -3.1 -2.6 +2.6 *F2

ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶﾂﾔ 6m22 6m46 6m44 6m46 4 × 6m26 × 6m46
5 7 1599 東谷　克哉 (3) 鳥　羽 0.0 +1.9 +2.3 +1.9 -2.3 +1.9

ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷﾗ 6m30 × 6m35 6m35 2 6m27 6m24 × 6m35
7 3 1098 前川　　耀 (2) 津　東 +1.8 +1.9 +1.9 -1.4 -1.7 +1.9

ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ 5m94 6m27 6m34 6m34 1 6m18 × 6m18 6m34
8 24 1176 小宮圭一朗 (1) 津　西 +0.5 +1.4 +2.2 +2.2 -1.1 -1.6 +2.2 *F2

ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ 6m22 6m00 6m32 6m32 6m32
9 14 1188 藤木　智巳 (1) 津　西 +2.0 +1.9 +2.2 +2.2 +2.2

ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 6m23 × 6m29 6m29 6m29
10 13 58 中川　翔太 (3) 皇學館 +1.3 +1.9 +1.9 +1.9

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｷ 6m28 × 6m08 6m28 6m28
11 26 181 谷　　純輝 (2) 四日市工 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ 6m27 × × 6m27 6m27
12 4 41 辻　　昌享 (1) 皇學館 +2.2 +2.2 +2.2

ﾕｱｻ ﾕｳ × 6m24 6m21 6m24 6m24
13 25 1287 湯浅　　優 (3) 松　阪 +1.8 +0.5 +1.8 +1.8

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ × 6m14 6m23 6m23 6m23
15 27 1258 伊藤　祐人 (2) 高　田 +1.4 +0.6 +0.6 +0.6

ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 6m23 × × 6m23 6m23
16 5 849 池山　将悟 (2) 宇治山田商 +0.8 +0.8 +0.8

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼ 6m21 × × 6m21 6m21
17 23 298 宮本　雄史 (3) 南伊勢 0.0 0.0 0.0

ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 6m14 6m00 5m95 6m14 6m14
20 20 360 北川　桂佑 (2) 伊勢工 0.0 +1.7 +0.7 0.0 0.0

ｶﾜｲ ﾀｸﾐ × 6m11 × 6m11 6m11
21 11 1209 川合　拓実 (3) 名張西 +1.0 +1.0 +1.0

ｺｸﾌﾞ ﾕｳｷ × × 6m08 6m08 6m08
23 17 4909 国分　祐樹 (1) 高　田 +1.6 +1.6 +1.6

ｼﾗｸﾗ ﾀｹﾋﾛ × × 6m01 6m01 6m01
27 19 455 白倉　剛大 (3) 神　戸 +1.9 +1.9 +1.9

ﾋﾙｶﾜ ﾕｳｽｹ 5m92 5m98 × 5m98 5m98
29 12 1600 晝河　雄介 (3) 鳥　羽 0.0 +2.3 +2.3 +2.3

ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ × × 5m97 5m97 5m97
30 21 4298 山中　康平 (3) 鈴鹿高専 +0.3 +0.3 +0.3

ﾋﾛｼﾏ ｺｳﾍｲ × 5m95 × 5m95 5m95
32 16 4164 廣島　康平 (2) 近大高専 +1.1 +1.1 +1.1

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ × × ×
6 301 山口　泰宏 (2) 南伊勢 NM

ｵｶﾔﾏ ﾏｺﾄ × × －
15 1604 岡山　　真 (1) 鳥　羽 NM

ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｷ × × ×
18 767 福本　尭輝 (3) 尾　鷲 NM

ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ
1 4303 清水　開吏 (3) 鈴鹿高専 DNS

ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾔ
22 257 平田　将也 (3) 桑　名 DNS

ﾔﾅ ﾋﾛﾕｷ
28 4145 梁　　寛侑 (1) 近大高専 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F2:２回目が公認最高



男子走幅跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          7m62      長谷川　悠(宇治山田商)                2008
大会記録(GR)            7m47      谷口　優生(長島)                      1980(第10回) 5月8日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ
1 4910 谷本　祐基 (1) 高　田

ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾔ
2 4899 大森　拓哉 (1) 亀　山

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ
3 1872 佐藤　亮太 (2) 桑名西

ﾏﾂｼﾀ ﾀｸﾏ
4 4801 松下　拓磨 (1) 亀　山

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ
5 4857 田中　雄大 (1) 松阪工 DNS

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾀｶ
6 1921 松平　理孝 (2) 三　重 DNS

ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ
7 1704 松本　康弘 (2) 白　子

ｼﾗｷ ﾕｳﾔ
8 1848 白木　雄也 (2) 津田学園

ｲﾄｳ ﾃﾂﾏ
9 1815 伊藤　鉄馬 (2) 白　子

ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ
10 1920 出口　幸平 (2) 三　重 DNS

ﾋﾗｵ ｼｮｳ
11 1836 平尾　　渉 (2) 松阪工

ｽｷﾞﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ
12 1655 杉森　涼平 (2) 名　張

ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ
13 1609 山本　伊吹 (1) 志　摩 DNS

ﾜｸﾘ ｻﾄｼ
14 1584 和久利怜史 (1) 名張桔梗丘

ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ
15 1630 荒井　孝弘 (3) 明　野

ﾀﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ
16 1506 多田　吉秀 (2) 四日市南 DNS

ﾑﾄｳ ｼﾝｺﾞ
17 1296 無藤　慎吾 (2) 松　阪

ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞｱｷ
18 1382 平野　伸明 (3) 久居農林 DNS

ﾊﾞﾝ ｹｲｽｹ
19 1502 坂　　圭祐 (2) 四日市南 DNS

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
20 1353 若林　　諒 (1) 四日市四郷 DNS

ﾆｼ ｶｽﾞｷ
21 1335 西　　政紀 (3) いなべ総合

ｶﾜｲ ﾕｳ
22 1290 河合　　優 (2) 松　阪

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｷ
23 984 藤森　大輝 (2) 上　野

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ
24 1138 渡部　　昇 (2) 桑名工

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ
25 1186 山本　貴也 (2) 津　西

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾔ
26 1112 中村　駿也 (1) 桑名工

ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ
27 1006 辻　　周平 (1) 三　重

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ
28 1101 山本　剛德 (2) 津　東

ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ
29 993 池田　卓巳 (2) 上　野

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ
30 879 植松　直紀 (1) 久　居 DNS

ﾅｶﾉ ﾀﾂｷ
31 769 中野　竜希 (3) 尾　鷲

ｳｻﾐ ﾀﾞｲ
32 758 宇佐美　大 (2) 伊賀白鳳

ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ
33 783 山口　聖也 (2) 尾　鷲 DNS

凡例  DNS:欠場



男子走幅跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          7m62      長谷川　悠(宇治山田商)                2008
大会記録(GR)            7m47      谷口　優生(長島)                      1980(第10回) 5月8日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾊﾗ ﾀｹﾙ
34 718 矢原　　孟 (1) 伊賀白鳳 DNS

ｵｵﾆｼ ﾀｸﾑ
35 680 大西　拓夢 (1) 松阪商 DNS

ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ
36 582 伊藤　勇人 (2) 川　越

ﾆｼｶﾜ ｷﾐｵ
37 716 西川　公夫 (1) 伊賀白鳳

ﾑﾗｾ ｶｴﾃﾞ
38 558 村瀬　　楓 (1) 川　越 DNS

ｱｻﾉ ﾕｳｷ
39 521 浅野　祐輝 (2) 四日市西

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ
40 395 樋口　優雅 (3) 稲　生

ﾏｾ ﾖｼｱｷ
41 556 馬瀬　義陽 (1) 川　越 DNS

ｲﾄｳ ｼｭﾝ
42 384 伊藤　　俊 (3) 稲　生

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ
43 235 山下　晃輝 (1) 桑　名 DNS

ﾖｼﾀﾞ ｿｳｽｹ
44 128 吉田　颯介 (2) 津　商

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ
45 381 森中　剛樹 (1) 稲　生

ｸﾛﾐﾔ ｾｲﾔ
46 93 黒宮　聖也 (3) 津　商

ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾔ
47 1351 大谷　直也 (1) 四日市四郷 DNS

ｺﾎﾘ ﾖｼﾋｻ
48 1617 小堀　嘉久 (2) 志　摩 DNS

ｵｵﾋﾗ ﾋﾛﾑ
49 1346 大平　宙武 (1) 四日市四郷 DNS

ｶﾅﾓﾘ ﾘｮｳﾀ
50 1318 金森　良太 (2) 桑名西

凡例  DNS:欠場



男子三段跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          15m54     森本　高夫(三重)                      1972
大会記録(GR)            14m97     稲澤　和文(鳥羽)                      1997(第27回） 5月9日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑｶｲ ﾔｽｱｷ 14m04 14m05 － 14m05 8 × 13m75 14m37 14m37
1 12 1074 向井　康晃 (3) 津　東 +1.1 +1.2 +1.2 +1.7 +1.3 +1.3

ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 12m97 13m29 13m48 13m48 5 13m86 13m55 14m02 14m02
2 11 827 納米　　良 (3) 宇治山田商 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.2 +1.4 +0.8 +0.8

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 13m36 × × 13m36 3 13m42 13m81 × 13m81
3 18 208 山口　元輝 (3) 伊　勢 +2.5 +2.5 +0.9 +0.8 +0.8

ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾀ 13m38 × 12m89 13m38 4 13m63 12m46 13m77 13m77
4 7 1132 山室　勇太 (2) 桑名工 +1.3 0.0 +1.3 +1.3 +1.2 +1.7 +1.7

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 13m69 × × 13m69 7 × 13m32 13m53 13m69
5 28 4151 長谷川　諒 (3) 近大高専 +1.6 +1.6 +1.9 +2.1 +1.6

ﾋﾛｼﾏ ｺｳﾍｲ 13m59 × × 13m59 6 × × × 13m59
6 20 4164 廣島　康平 (2) 近大高専 +1.9 +1.9 +1.9

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ × × 13m36 13m36 2 13m03 13m04 13m18 13m36
7 17 860 西澤　　団 (2) 宇治山田商 +1.3 +1.3 +1.3 +0.2 +1.7 +1.3

ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ × 12m87 13m15 13m15 1 × 13m30 × 13m30
8 10 354 熊野　竜馬 (2) 伊勢工 0.0 +1.3 +1.3 0.0 0.0

ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀﾞｲ × 12m54 12m87 12m87 12m87
10 1 832 森野　有大 (3) 宇治山田商 +1.8 +2.0 +2.0 +2.0

ｵｵﾀﾞｹ ﾅｵﾔ × × 12m84 12m84 12m84
11 13 54 大嶽　直也 (3) 皇學館 +0.1 +0.1 +0.1

ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ × 12m60 12m82 12m82 12m82
12 16 1216 山中翔太郎 (3) 名張西 +0.7 +0.9 +0.9 +0.9

ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ × × 12m79 12m79 12m79
13 21 4681 菅　　大彰 (2) 鈴鹿高専 0.0 0.0 0.0

ﾅｶｲ ﾘｮｳﾀ 12m74 12m54 × 12m74 12m74
14 3 319 中井　亮太 (1) 伊勢工 +0.9 0.0 +0.9 +0.9

ﾌｸｲ ﾕｳﾔ 12m66 × × 12m66 12m66
15 24 1213 福井　悠也 (3) 名張西 +1.0 +1.0 +1.0

ｳﾗｶﾜ ﾀｹﾋｺ × 12m65 × 12m65 12m65
16 9 913 裏川　岳彦 (3) 四日市 +0.1 +0.1 +0.1

ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ × 12m63 × 12m63 12m63
17 14 4298 山中　康平 (3) 鈴鹿高専 +0.7 +0.7 +0.7

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ × × ×
5 925 宮﨑　雄大 (3) 四日市 NM

ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ × × ×
6 879 植松　直紀 (1) 久　居 NM

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｽｹ × × ×
8 4904 山本　晋輔 (1) 津　東 NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ ／
15 301 山口　泰宏 (2) 南伊勢 NM

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲﾀﾙ × × ×
22 218 立花　　至 (2) 伊　勢 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ × × ×
23 1587 中村　　洋 (2) 名張桔梗丘 NM

ﾓﾘﾅｶ ｺｳｷ × × ×
25 381 森中　剛樹 (1) 稲　生 NM

ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ × × ×
26 41 辻　　昌享 (1) 皇學館 NM

ﾋﾙｶﾜ ﾕｳｽｹ × × －
29 1600 晝河　雄介 (3) 鳥　羽 NM

ﾅｶﾑﾗ ｹｲ
2 231 中村　　渓 (2) 伊　勢 DNS

ｼﾗｸﾗ ﾀｹﾋﾛ
4 455 白倉　剛大 (3) 神　戸 DNS

ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ
19 1785 奥村　公智 (2) 皇學館 DNS

ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀ
27 4918 櫻井　駿太 (1) 高　田 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          15m54     森本　高夫(三重)                      1972
大会記録(GR)            14m97     稲澤　和文(鳥羽)                      1997(第27回） 5月9日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 12m97 × × 12m97 12m97
9 37 944 杉山　雄紀 (2) 四日市 +1.0 +1.0 +1.0

ﾉｻﾞｷ ｾｲﾔ × × 12m50 12m50 12m50
18 15 611 野崎　誠也 (3) 　津　 +0.6 +0.6 +0.6

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾊﾙ × 12m43 × 12m43 12m43
19 35 4143 竹内　大晴 (1) 近大高専 +1.8 +1.8 +1.8

ﾄﾐﾗｸ ｻﾄｼ × × 12m40 12m40 12m40
20 14 294 冨樂　悟志 (3) 南伊勢 +0.7 +0.7 +0.7

ｳﾀﾞ ﾏｻﾔ × × ×
1 357 宇田真佐也 (2) 伊勢工 NM

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾔ × × ×
2 1813 谷川　秀弥 (2) 津　東 NM

ｾｲﾘｷ ｺｳﾀ × × ×
3 1810 勢力　幸太 (2) 伊勢学園 NM

ﾊﾞﾝ ｹｲｽｹ × × ×
5 1502 坂　　圭祐 (2) 四日市南 NM

ｲﾄｲｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ × × ×
8 610 糸魚川　学 (3) 　津　 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ × × ×
10 1378 中村　亮太 (2) 津　工 NM

ﾅｶﾞｲ ｺｳｽｹ × × ×
11 664 永井　滉祐 (2) 宇治山田 NM

ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ × × ×
16 983 林　　賢吾 (2) 上　野 NM

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｷ × × ×
18 181 谷　　純輝 (2) 四日市工 NM

ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ × × ×
22 1832 森田　哲史 (2) 松阪工 NM

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾆｴﾘ × × ×
23 1407 松本  ﾊﾆｴﾘ (2) 伊勢学園 NM

ｶﾜﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ × × ×
24 1638 川本　響紀 (2) 明　野 NM

ｲﾜﾀ ｼﾝｽｹ × × ×
27 1105 岩田　晋輔 (1) 桑名工 NM

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼ × × ×
28 298 宮本　雄史 (3) 南伊勢 NM

ﾆｼ ｶｽﾞｷ × × ×
29 1335 西　　政紀 (3) いなべ総合 NM

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ × × ×
30 613 中邑信一朗 (3) 　津　 NM

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵｷ × × ×
31 721 川畑　尚暉 (1) 伊賀白鳳 NM

ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾔ × × ×
32 4899 大森　拓哉 (1) 亀　山 NM

ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ
4 432 吉田　圭汰 (2) 稲　生 DNS

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾀｶﾔ
6 635 柴原　貴哉 (3) 宇治山田 DNS

ﾋﾛﾀ ﾏｻﾄ
7 1823 廣田　聖人 (2) 　暁　 DNS

ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｲﾁ
9 238 井上　駿一 (1) 桑　名 DNS

ﾌｸﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ
12 258 福森　大地 (1) 桑　名 DNS

ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ
13 1176 小宮圭一朗 (1) 津　西 DNS

ﾔﾏﾑﾛ ｹﾝﾄ
17 431 山室　建人 (2) 稲　生 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ
19 1138 渡部　　昇 (2) 桑名工 DNS

ﾀﾏｷ ﾘｮｳ
20 1821 環　　　稜 (2) 　暁　 DNS

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
21 1179 田中　佑樹 (2) 津　西 DNS

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
25 958 栗林　亮太 (1) 上　野 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          15m54     森本　高夫(三重)                      1972
大会記録(GR)            14m97     稲澤　和文(鳥羽)                      1997(第27回） 5月9日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝｷ
26 1185 山際　純輝 (2) 津　西 DNS

ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ
33 1561 石田　貴之 (1) 名張桔梗丘 DNS

ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ
34 237 大野　紘平 (1) 桑　名 DNS

ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ
36 963 髙田　典雅 (1) 上　野 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子砲丸投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          17m24     南　　幸裕(宇治山田商)                2005
大会記録(GR)            15m54     山本　雄紀(伊勢工)                    2006(第36回) 5月8日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾀ
1 7 834 吉村　昂太 (3) 宇治山田商 13m22 13m28 14m20 14m20 8 14m09 13m42 14m48 14m48

ｺﾞｳﾘｷ ﾊﾔﾄ
2 3 337 強力　鋭人 (3) 伊勢工 × 13m87 13m98 13m98 7 × 13m75 13m87 13m98

ｺｲﾃﾞ ﾕｳｷ
3 4 390 小出　裕貴 (3) 稲　生 13m38 × 13m56 13m56 5 × 13m95 × 13m95

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ
4 2 291 田中　良典 (3) 南伊勢 13m12 13m62 13m36 13m62 6 12m80 12m85 12m84 13m62

ﾆｭｳ ﾏｻﾄｼ
5 17 363 丹生　将稔 (2) 伊勢工 12m91 × 12m85 12m91 3 12m63 13m57 13m02 13m57

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
6 16 861 西村　武人 (2) 宇治山田商 12m36 12m04 12m19 12m36 1 12m85 13m26 12m77 13m26

ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 
7 26 802 上村　雄音 (1) 宇治山田商 11m90 11m98 13m04 13m04 4 12m92 12m76 11m85 13m04

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
8 18 4165 久保田大輝 (2) 近大高専 12m53 12m44 × 12m53 2 12m12 12m36 12m44 12m53

ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ
9 6 427 樋口　翔平 (2) 稲　生 11m10 11m82 11m85 11m85 11m85

ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ
10 25 338 新川　円常 (3) 伊勢工 11m39 10m51 10m86 11m39 11m39

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
11 21 392 鈴木龍一郎 (3) 稲　生 10m65 10m80 10m69 10m80 10m80

ｻｶ ﾖｼﾉﾘ
12 8 1462 坂　　佳典 (2) 亀　山 10m67 10m42 × 10m67 10m67

ﾆｼｶﾜ ﾕｷﾋﾃﾞ
13 10 1045 西川　征秀 (3) 石薬師 10m39 × × 10m39 10m39

ﾖｺｲ ﾀｶﾋﾄ
14 23 1463 横井　剛人 (2) 亀　山 × × 10m37 10m37 10m37

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳ
15 5 4149 阪口　　亮 (3) 近大高専 × × 10m35 10m35 10m35

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
16 55 126 小林　　匠 (2) 津　商 × 10m28 × 10m28 10m28

ﾔﾉ ﾊﾔﾀ
17 15 1460 矢野　隼大 (3) 亀　山 × × 10m05 10m05 10m05

ｵｵｶﾞﾜﾗ ｼﾝ
1 132 大河原　進 (2) 四日市工 × × － NM

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ
9 919 清水　勇希 (3) 四日市 × × × NM

ﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ
11 1095 野田　啓介 (2) 津　東 × × × NM

ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
12 1222 加藤　博之 (2) 名張西 × × × NM

ｲｹﾔﾏ ﾖｳﾀ
13 1385 池山　陽太 (3) 久居農林 × × × NM

ｶﾀﾔﾏ ｵｻﾑ
19 1541 片山　　倫 (2) 鈴　鹿 × × × NM

ｱﾗｷ ｼｮｳｺﾞ
20 1904 荒木　章吾 (2) 　暁　 × × × NM

ﾊﾏﾅｶ ﾘｮｳｽｹ
22 4150 濵中　亮佑 (3) 近大高専 × × × NM

ｸﾘﾊﾗ ｺｳｷ
24 281 栗原　幸樹 (1) 南伊勢 × × × NM

ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ
28 554 川村　直也 (1) 川　越 × × × NM

ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｷ
29 639 荒川　大樹 (1) 宇治山田 × × × NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ
31 722 山本　雄介 (1) 伊賀白鳳 × × × NM

ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄｼ
33 956 杉本　敏史 (1) 上　野 × × × NM

ｲﾜﾀ ｼﾝｽｹ
34 1105 岩田　晋輔 (1) 桑名工 × × × NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ
35 1000 山本　洋輔 (2) 三　重 × × × NM

ｶﾄｳ ﾀｹﾄ
36 1178 加藤　豪人 (2) 津　西 × × × NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子砲丸投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          17m24     南　　幸裕(宇治山田商)                2005
大会記録(GR)            15m54     山本　雄紀(伊勢工)                    2006(第36回) 5月8日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ
37 1368 西村　康平 (3) 津　工 × × × NM

ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｽｹ
38 1010 藤川　雄介 (1) 三　重 × × × NM

ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｷ
40 1403 上野　純輝 (2) 伊勢学園 × × × NM

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ
41 1182 三浦　和馬 (1) 津　西 × × × NM

ｲﾄｳ ﾏｺﾄ
43 1106 伊藤　　誠 (1) 桑名工 × × × NM

ﾋﾋﾞ ﾕｳｷ
44 1607 日比　裕貴 (2) 鳥　羽 × × × NM

ﾓﾘ ﾕｳﾎ
45 1408 森　　友歩 (2) 伊勢学園 × × × NM

ﾀｷﾞ ｼｹﾞｷ
46 1111 多儀　臣生 (1) 桑名工 × × × NM

ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾀｶ
47 1543 小川　千貴 (1) 鈴　鹿 × × × NM

ｲｼﾊﾗ ﾑﾈﾀｹ
48 1622 石原 宗豪 (1) 志　摩 × × × NM

ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ
50 4903 鈴木　啓介 (1) 津　東 × × × NM

ｶﾐﾑﾗ ﾋﾛｼ
52 1814 上村　　寛 (2) 白　子 × × × NM

ｲﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ
54 1809 猪口　祐平 (2) 伊賀白鳳 × × × NM

ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂｷ
56 1700 橋本　　樹 (2) 白　子 × × × NM

ﾓﾘﾀ ｷｮｳﾍｲ
14 1422 森田　恭平 (3) 相　可 DNS

ｷｸｻﾞﾜ ﾀｸﾔ
27 452 菊澤　卓矢 (3) 神　戸 DNS

ｻﾉ ｾｲｼﾞ
30 454 佐野　誠治 (3) 神　戸 DNS

ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
32 470 川村　真弘 (2) 神　戸 DNS

ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾌﾐ
39 957 中西　健文 (1) 上　野 DNS

ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ
42 1483 野崎　智仁 (3) 四日市南 DNS

ﾏﾐﾔ ｱﾗﾀ
49 4858 間宮　　新 (1) 松阪工 DNS

ｶﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ
51 1926 加藤　晋平 (2) 四日市南 DNS

ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ
53 1833 小森　詳太 (2) 松阪工 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子円盤投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          49m49     稲垣　太一(宇治山田商)                2009
大会記録(GR)            48m49     稲垣　太一(宇治山田商)                2009(第39回) 5月9日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
1 25 4165 久保田大輝 (2) 近大高専 43m08 42m02 × 43m08 8 42m18 43m96 × 43m96

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
2 10 286 坂本　大樹 (1) 南伊勢 40m99 41m23 × 41m23 7 40m97 40m59 × 41m23

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ
3 8 291 田中　良典 (3) 南伊勢 40m25 38m59 × 40m25 6 38m35 38m68 41m15 41m15

ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾀ
4 4 423 坂本　恭太 (2) 稲　生 36m73 38m98 × 38m98 4 38m12 37m94 39m73 39m73

ｺｲﾃﾞ ﾕｳｷ
5 12 390 小出　裕貴 (3) 稲　生 39m04 × × 39m04 5 × × × 39m04

ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ
6 21 338 新川　円常 (3) 伊勢工 × 36m87 × 36m87 3 36m20 37m81 × 37m81

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ
7 2 810 中村　洋介 (1) 宇治山田商 35m33 × 35m32 35m33 1 37m29 × × 37m29

ﾐﾑﾗ ﾀｹｼ
8 7 378 三村　武司 (1) 稲　生 36m64 35m47 35m74 36m64 2 34m94 35m47 × 36m64

ﾆｼﾃﾞ ﾀｲｼ
9 19 343 西出　大志 (3) 伊勢工 × 35m23 35m08 35m23 35m23

ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ
1 1590 中西　啓太 (2) 名張桔梗丘 × × × NM

ｻｶ ﾖｼﾉﾘ
3 1462 坂　　佳典 (2) 亀　山 × × × NM

ﾓﾘ ﾕｳﾎ
5 1408 森　　友歩 (2) 伊勢学園 × × × NM

ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
6 1222 加藤　博之 (2) 名張西 × × × NM

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
9 880 谷口　隼也 (1) 久　居 × × × NM

ﾔﾉ ﾊﾔﾀ
11 1460 矢野　隼大 (3) 亀　山 × × × NM

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ
13 919 清水　勇希 (3) 四日市 × × × NM

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ
15 1792 橋本　　匠 (2) 皇學館 × × × NM

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ
16 807 小嶋　孝明 (1) 宇治山田商 × × × NM

ﾖｺｲ ﾀｶﾋﾄ
17 1463 横井　剛人 (2) 亀　山 × × × NM

ｲｼｷ ﾕｳｷ
18 74 石城　勇紀 (1) 津　商 × × × NM

ｲｹﾔﾏ ﾖｳﾀ
20 1385 池山　陽太 (3) 久居農林 × × × NM

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
22 833 森本　涼太 (3) 宇治山田商 × × × NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ
23 1021 山口　将吾 (3) 三　重 × × × NM

ﾊｷﾞﾀ ｼｭｳ
24 1297 萩田　　周 (3) 飯　南 × × × NM

ｼﾐｽﾞ ｹﾞﾝｷ
26 234 清水　元基 (1) 桑　名 × × × NM

ﾆｭｳ ﾏｻﾄｼ
27 363 丹生　将稔 (2) 伊勢工 × × × NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
29 126 小林　　匠 (2) 津　商 × × × NM

ｲﾄｳ ﾏｺﾄ
31 1106 伊藤　　誠 (1) 桑名工 × × × NM

ﾊｼﾓﾄ ﾄｳｶｲ
33 315 橋本　東海 (1) 鳥　羽 × × × NM

ｲﾜｻｶ ﾀｸﾏ
35 947 岩阪　拓馬 (2) 四日市 × × × NM

ｵｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ
36 1919 奥田　翔汰 (2) 三　重 × × × NM

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ
38 4167 井戸本朋也 (2) 近大高専 × × × NM

ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｷ
39 639 荒川　大樹 (1) 宇治山田 × × × NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子円盤投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          49m49     稲垣　太一(宇治山田商)                2009
大会記録(GR)            48m49     稲垣　太一(宇治山田商)                2009(第39回) 5月9日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾜﾑﾗ ﾏｻﾁｶ
41 642 澤村　将周 (1) 宇治山田 × × × NM

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ
42 1929 渡辺　隼斗 (3) 高　田 × × × NM

ﾔﾏﾅｶ ﾄｳｺﾞ
43 937 山中　統吾 (2) 四日市 × × × NM

ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄｼ
44 956 杉本　敏史 (1) 上　野 × × × NM

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾄ
14 1187 若林　幹人 (2) 津　西 DNS

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ
28 1125 安田　祐基 (3) 桑名工 DNS

ﾖﾈｸﾗ ｹｲﾀﾛｳ
30 4888 米倉景太朗 (1) 神　戸 DNS

ﾋｻﾄﾐ ﾕｳｷ
32 474 久冨　佑樹 (2) 神　戸 DNS

ｲｼﾊﾗ ﾑﾈﾀｹ
34 1622 石原 宗豪 (1) 志　摩 DNS

ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｷ
37 1564 小幡　佳希 (1) 名張桔梗丘 DNS

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
40 4887 小林　大起 (1) 神　戸 DNS

ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ
45 1122 千種　紹弘 (3) 桑名工 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子ハンマー投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          59m32     三浦　　康(伊勢工)                    2007
大会記録(GR)            55m90     三浦　　康(伊勢工)                    2007(第37回) 5月8日 14:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
1 22 833 森本　涼太 (3) 宇治山田商 57m76 55m76 56m98 57m76 8 55m60 54m25 56m21 57m76 GR

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ
2 19 857 田中　湧也 (2) 宇治山田商 48m67 49m42 × 49m42 7 47m13 46m71 × 49m42

ﾆｼﾃﾞ ﾀｲｼ
3 21 343 西出　大志 (3) 伊勢工 45m43 45m07 43m96 45m43 5 45m85 46m90 47m66 47m66

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
4 28 618 鈴木　雄斗 (3) 　津　 43m30 42m70 44m78 44m78 4 46m65 46m54 47m26 47m26

ﾓﾘﾉｷ ﾂﾖｼ
5 11 1075 森ノ木　剛 (3) 津　東 46m40 × 42m63 46m40 6 46m48 44m57 × 46m48

ﾋﾋﾞ ﾕｳｷ
6 9 1607 日比　裕貴 (2) 鳥　羽 44m48 × 43m66 44m48 3 44m43 44m78 45m40 45m40

ｶﾄｳ ﾘｮｳﾔ
7 24 1080 加藤　凌也 (3) 津　東 × 42m78 × 42m78 2 43m82 43m39 42m81 43m82

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
8 14 392 鈴木龍一郎 (3) 稲　生 × 41m66 41m46 41m66 1 41m34 × 42m31 42m31

ｻｶ ﾖｼﾉﾘ
9 7 1462 坂　　佳典 (2) 亀　山 × 40m56 × 40m56 40m56

ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｽｹ
1 1010 藤川　雄介 (1) 三　重 × × × NM

ﾔﾅｷﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ
2 4866 柳田　恭兵 (1) 飯　南 × × × NM

ﾆｭｳ ﾏｻﾄｼ
3 363 丹生　将稔 (2) 伊勢工 × × × NM

ﾊｼﾓﾄ ﾄｳｶｲ
4 315 橋本　東海 (1) 鳥　羽 × × × NM

ｲﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ
5 1809 猪口　祐平 (2) 伊賀白鳳 × × × NM

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾄ
10 1187 若林　幹人 (2) 津　西 × × × NM

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ
15 810 中村　洋介 (1) 宇治山田商 × × × NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ
16 722 山本　雄介 (1) 伊賀白鳳 × × × NM

ｵｵｶﾜ ﾕｳﾔ
17 1300 大川　湧也 (2) 飯　南 × × × NM

ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ
18 387 奥山　智裕 (3) 稲　生 × × × NM

ﾋｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ
20 4802 樋口　元貴 (1) 亀　山 × × × NM

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ
23 880 谷口　隼也 (1) 久　居 × × × NM

ﾔﾏｼﾞ ﾅﾘﾀｶ
25 429 山路　也貴 (2) 稲　生 × × × NM

ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾔ
26 1299 上山　正弥 (2) 飯　南 × × × NM

ｸﾎﾞﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
27 1082 久保山　翼 (3) 津　東 × × × NM

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ
6 1123 中村　文哉 (3) 桑名工 DNS

ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ
8 1135 小川　圭司 (2) 桑名工 DNS

ﾖﾈｸﾗ ｹｲﾀﾛｳ
12 4888 米倉景太朗 (1) 神　戸 DNS

ｻｴｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
13 760 佐伯龍之輔 (2) 尾　鷲 DNS

ｲﾄｳ ｹﾝﾔ
29 1109 伊藤　賢也 (1) 桑名工 DNS

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
30 126 小林　　匠 (2) 津　商 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



男子やり投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          67m42     木村　剛久(稲生)                      1990
大会記録(GR)            63m91     山口　桃太(伊勢工)                    2007(第37回) 5月9日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
1 10 286 坂本　大樹 (1) 南伊勢 48m63 × 51m37 51m37 6 × 50m93 53m25 53m25

ｺｲﾃﾞ ﾕｳｷ
2 12 390 小出　裕貴 (3) 稲　生 52m83 52m60 × 52m83 8 52m33 × 51m26 52m83

ﾔﾉ ﾊﾔﾀ
3 14 1460 矢野　隼大 (3) 亀　山 51m99 45m58 49m92 51m99 7 46m66 51m89 46m56 51m99

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
4 2 833 森本　涼太 (3) 宇治山田商 × 45m53 49m44 49m44 4 49m49 × 51m81 51m81

ｵｸﾞﾗ ﾉﾘﾕｷ
5 22 1015 小倉　憲幸 (3) 三　重 50m16 48m83 47m07 50m16 5 47m88 × 48m83 50m16

ﾓﾘﾉｷ ﾂﾖｼ
6 8 1075 森ノ木　剛 (3) 津　東 × 49m30 49m28 49m30 3 49m04 46m40 48m45 49m30

ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ
7 18 332 伊藤　義隆 (3) 伊勢工 49m27 48m57 45m10 49m27 2 44m59 43m47 45m72 49m27

ﾜﾀﾗｲ ｶｽﾞﾔ
8 16 356 度會　和也 (2) 伊勢工 × 49m06 45m80 49m06 1 46m12 46m36 44m71 49m06

ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ
9 25 311 中西　啄真 (1) 伊勢工 48m35 × 46m67 48m35 48m35

ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾀ
10 1 423 坂本　恭太 (2) 稲　生 46m83 45m95 × 46m83 46m83

ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｷ
11 17 1403 上野　純輝 (2) 伊勢学園 46m78 45m40 45m03 46m78 46m78

ﾊﾏﾅｶ ﾘｮｳｽｹ
12 30 4150 濵中　亮佑 (3) 近大高専 45m93 46m40 45m44 46m40 46m40

ﾀﾅｶ ﾀｹｵ
13 21 261 田中　健雄 (3) 桑　名 45m97 45m24 × 45m97 45m97

ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ
14 24 814 濱崎　聖也 (1) 宇治山田商 × － 45m89 45m89 45m89

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
15 28 618 鈴木　雄斗 (3) 　津　 × 45m74 × 45m74 45m74

ﾔﾏﾅｶ ﾄｳｺﾞ
16 19 937 山中　統吾 (2) 四日市 × 45m31 × 45m31 45m31

ｳｴﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ
17 7 850 上村祥多朗 (2) 宇治山田商 × 45m17 × 45m17 45m17

ｵﾊﾞﾗ ﾕｷﾔ
3 1914 小原有輝也 (3) 日生第一 × × × NM

ﾆｼｶﾜ ﾕｷﾋﾃﾞ
4 1045 西川　征秀 (3) 石薬師 × × × NM

ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝ
5 916 北川　　伸 (3) 四日市 × × × NM

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳ
6 4149 阪口　　亮 (3) 近大高専 × × × NM

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ
9 1912 中村　大介 (2) 四日市南 × × × NM

ﾆｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ
11 1305 西谷　一輝 (3) 桑名西 × × × NM

ｶﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ
13 1926 加藤　晋平 (2) 四日市南 × × × NM

ｲﾉｳｴ ｹﾝﾀ
15 1207 井上　健太 (3) 名張西 × × × NM

ﾋﾋﾞ ﾕｳｷ
23 1607 日比　裕貴 (2) 鳥　羽 × × × NM

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ
26 1639 長田　雄希 (2) 明　野 × × × NM

ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶﾏｻ
29 1181 別所　孝真 (2) 津　西 × × × NM

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ
31 1078 内田　知也 (3) 津　東 × × × NM

ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ
32 1483 野崎　智仁 (3) 四日市南 × × × NM

ﾂｼﾞ ﾄﾓﾏｻ
33 1637 辻　　知将 (2) 明　野 × × × NM

ｽｶﾞﾉ ﾕｳﾄ
35 1834 菅野　雄斗 (2) 松阪工 × × × NM

ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
36 470 川村　真弘 (2) 神　戸 × × × NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子やり投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          67m42     木村　剛久(稲生)                      1990
大会記録(GR)            63m91     山口　桃太(伊勢工)                    2007(第37回) 5月9日 14:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾀｹﾄ
37 1178 加藤　豪人 (2) 津　西 × × × NM

ﾋｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ
38 4802 樋口　元貴 (1) 亀　山 × × × NM

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ
39 1001 中村　謙太 (2) 三　重 × × × NM

ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ
40 4803 西田　智大 (1) 亀　山 × × × NM

ｻﾜﾑﾗ ﾏｻﾁｶ
41 642 澤村　将周 (1) 宇治山田 × × × NM

ｻﾉ ｾｲｼﾞ
45 454 佐野　誠治 (3) 神　戸 × × × NM

ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ
46 1291 川口　　豪 (2) 松　阪 × × × NM

ｲｼｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
47 551 石垣　朋大 (2) 海　星 × × × NM

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ
48 999 中西　祐太 (2) 三　重 － － － NM

ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｮｳｽｹ
49 1286 山添　凌介 (3) 松　阪 × × × NM

ｸﾘﾊﾗ ｺｳｷ
50 281 栗原　幸樹 (1) 南伊勢 × × × NM

ﾂﾂﾐ ﾄﾓﾔ
51 55 堤　　朋也 (3) 皇學館 × × × NM

ｲｼｷ ﾕｳｷ
52 74 石城　勇紀 (1) 津　商 × × × NM

ｵﾉ ﾕｳﾏ
53 1924 小野　佑真 (2) 津田学園 × × × NM

ﾎｿﾌﾞﾁ ﾋﾄｼ
54 682 細渕　仁志 (3) 松阪商 × × × NM

ﾊｼｽﾞﾒ ｹﾝｺﾞ
55 42 橋爪　健吾 (2) 皇學館 × × × NM

ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
57 4855 岩元　太佑 (1) 松阪工 × × × NM

ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ
58 1283 西村　舜二 (3) 松　阪 × × × NM

ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ
60 883 中村　徳仁 (1) 久　居 × × × NM

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ
61 4167 井戸本朋也 (2) 近大高専 × × × NM

ﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ
63 1095 野田　啓介 (2) 津　東 × × × NM

ﾄﾐｼﾏ ﾌﾐﾔ
64 1433 冨島　章矢 (3) 相　可 × × × NM

ﾆｼｵｶ ﾏｻﾊﾙ
66 715 西岡　正晴 (1) 伊賀白鳳 × × × NM

ｵｵｶﾞﾜﾗ ｼﾝ
20 132 大河原　進 (2) 四日市工 DNS

ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾔ
27 549 南條　洸也 (2) 海　星 DNS

ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｷ
34 1564 小幡　佳希 (1) 名張桔梗丘 DNS

ｶﾄｳ ｼﾝﾔ
42 1129 加藤　慎也 (2) 桑名工 DNS

ｲﾄｳ ﾕｳﾄ
43 1258 伊藤　祐人 (2) 高　田 DNS

ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ
44 387 奥山　智裕 (3) 稲　生 DNS

ｶﾀｵｶ ｼｭｳﾍｲ
56 1118 片岡　修平 (3) 桑名工 DNS

ｷｸｻﾞﾜ ﾀｸﾔ
59 452 菊澤　卓矢 (3) 神　戸 DNS

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ
62 1652 西山　悠介 (3) 名　張 DNS

ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ
65 1135 小川　圭司 (2) 桑名工 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



 
 
 
 
 
 
 
 

女 子 の 部 



女子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          11.68     世古　　和(宇治山田商)                2009 5月8日 13:00 予選
大会記録(GR)            12.00     世古　　和(宇治山田商)                2008(第38回) 5月8日 15:05 準決

5月8日 16:10 決勝

予選 12組2着＋0

1組 風:  +1.5 2組 風:  +1.7
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｹﾄﾞﾐ ｶﾅｺ ｵﾉ ｴﾘﾅ

1 4 620 武富可南子 (3) 　津　 12.94 Q 1 3 1550 小野恵里奈 (2) 鈴　鹿 12.92 Q
ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｶ

2 5 1386 山本　綺美 (1) 伊勢学園 13.11 Q 2 4 4306 増田　智香 (3) 鈴鹿高専 13.03 Q
ﾔﾏｶﾐ ｻｷ ﾊｯﾄﾘ ｴﾐ

3 6 660 山上　紗貴 (3) 宇治山田 13.27 3 5 1314 服部　絵美 (3) 桑名西 13.42
ｶﾜﾊﾗ ﾕﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾏｲ

4 7 1049 河原　佑美 (3) 石薬師 13.41 4 7 1464 丸山　真依 (2) 亀　山 13.67
ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｽﾞｻ

5 8 720 長岡　美帆 (1) 伊賀白鳳 14.05 5 8 1915 水谷　　梓 (2) 石薬師 13.94
ｲﾄｳ ｻﾔｶ ﾉﾀﾆ ｸﾐ

6 9 1488 伊藤　清香 (3) 四日市南 14.10 6 2 4860 野谷　公美 (1) 三　重 14.09
ｶｶﾞ ｻｷｴ ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ

7 3 371 加賀　咲恵 (1) 稲　生 15.48 7 9 1268 上原加奈子 (1) 松　阪 14.37
ﾀｶｷﾞ ｱﾔｶ ﾑｶｲ ｻﾖ

8 2 4883 髙木　彩加 (3) 桑名北 15.78 8 1 1597 向井　さよ (1) 鳥　羽 15.29
ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ

6 274 蛭川あかね (2) 桑　名 DNS

3組 風:  +1.8 4組 風:  +1.6
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ

1 3 578 竹下　順子 (3) 川　越 12.83 Q 1 3 26 伊藤　瑞希 (2) 四日市商 12.26 Q
ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ ｱｻｵ ﾏﾅﾐ

2 6 513 古川　恭子 (3) 四日市西 13.19 Q 2 4 96 浅生　愛弓 (3) 津　商 12.89 Q
ｽｽﾞｷ ﾏｵﾘ ﾄﾅｷ ﾐﾎ

3 7 1193 鈴木茉央里 (2) 津　西 13.71 3 5 981 渡名喜美穂 (3) 上　野 13.47
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ

4 1 1409 中村　美穂 (2) 伊勢学園 14.46 4 6 212 中嶋　花奈 (3) 伊　勢 13.50
ﾏﾂﾂﾞｷ ｱﾔ ｼﾝﾀｸ ｷｮｳｺ

5 8 1528 松月　　彩 (3) 　暁　 14.65 5 1 434 新宅　恭子 (2) 稲　生 13.65
ﾊﾔｶﾜ ｱﾔ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｺ

6 9 4901 早川　　彩 (1) 亀　山 15.43 6 7 1338 松下　浩子 (3) いなべ総合 14.10
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ ﾀｹｳﾁ ﾐﾖｺ

2 4915 谷川　円香 (1) 高　田 DNS 7 2 4882 竹内美代子 (3) 桑名北 14.88
ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ ﾅｶﾀ ﾋﾄﾐ

4 1104 松田　明里 (2) 津　東 DNS 8 8 1731 中田　　瞳 (2) あけぼの 15.30
ﾏﾂﾐﾔ ﾊﾙｶ ｷｼ ﾏﾕ

5 449 松宮　　遥 (1) 神　戸 DNS 9 9 793 岸　　真由 (2) 尾　鷲 29.91

5組 風:  +1.4 6組 風:  +2.3
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ

1 3 21 北川　里奈 (3) 四日市商 12.59 Q 1 3 872 橋爪　咲奈 (2) 宇治山田商 12.23 Q
ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ

2 6 797 福田　　萌 (2) 尾　鷲 13.16 Q 2 4 995 山崎　和香 (2) 上　野 13.21 Q
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ

3 4 461 山本　英莉 (3) 神　戸 13.48 3 6 955 宇尾野瑞希 (2) 四日市 13.22
ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｺ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ

4 1 75 松田　桃子 (1) 津　商 13.52 4 5 889 杉山　祐子 (3) 久　居 13.53
ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾓﾘｶﾜ ﾏｲ

5 7 1767 沢田　夏実 (2) 四日市工 13.79 5 7 1324 森川　まい (2) 桑名西 13.55
ﾋｶﾞｼ ﾐﾕｺ ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ

6 5 896 東　美友子 (2) 久　居 13.80 6 2 1250 中村　侑衣 (3) 高　田 13.64
ﾔｸﾞﾁ ｼｵﾘ ﾀｶﾊﾏ ﾘﾎ

7 9 4815 矢口　栞梨 (1) 近大高専 13.88 7 8 623 高浜　里歩 (3) 　津　 14.48
ｲｼｶﾞｷ ﾘｻ ﾎﾘﾓﾄ ｱﾔﾉ

8 8 527 石垣　里紗 (2) 四日市西 14.44 8 9 1596 堀本　彩乃 (1) 鳥　羽 14.49
ﾔﾅｾ ﾋﾛｺ ﾀﾀﾐﾀﾞﾆ ﾏﾘﾝ

2 4862 柳瀬　紘子 (1) 三　重 DNS 1 724 畳谷　真凛 (1) 伊賀白鳳 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          11.68     世古　　和(宇治山田商)                2009 5月8日 13:00 予選
大会記録(GR)            12.00     世古　　和(宇治山田商)                2008(第38回) 5月8日 15:05 準決

5月8日 16:10 決勝

7組 風:  +1.4 8組 風:  +1.3
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ

1 3 22 小﨑かすみ (3) 四日市商 12.59 Q 1 3 820 金澤　　凪 (1) 宇治山田商 12.95 Q
ﾋﾗﾏﾂ ﾁｴ ｳｻﾐ ｽﾐｺ

2 6 1254 平松　千依 (3) 高　田 13.34 Q 2 4 1799 宇佐美澄子 (2) 皇學館 13.23 Q
ﾀｶﾊｼ ｺﾉﾐ ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾅ

3 5 1313 高橋このみ (3) 桑名西 13.54 3 6 575 門脇　可奈 (3) 川　越 13.63
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾐ ｵｸｲ ﾐｷ

4 1 1355 水谷　智美 (2) 四日市四郷 13.68 4 5 1577 奥井　美樹 (3) 名張桔梗丘 13.78
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｺ ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ

5 4 4693 杉本　雅子 (2) 鈴鹿高専 13.75 5 1 1613 藤田紗矢佳 (3) 志　摩 13.81
ｻｶ ﾕﾒﾉ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾋﾄﾐ

6 9 1565 坂　唯女乃 (1) 名張桔梗丘 13.79 6 7 526 高柳　仁美 (2) 四日市西 13.94
ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｺ

7 7 1070 竹村　若奈 (1) 津　東 13.87 7 8 1196 山中今日子 (2) 津　西 14.32
ﾄﾐｵｶ ﾘｶ ﾉﾀﾞ ﾕﾘｶ

8 8 1401 富岡　里香 (3) 伊勢学園 14.50 8 9 383 野田友理香 (1) 稲　生 14.35
ﾆｷ ﾉﾄﾞｶ ﾆｼｲ ﾐﾁ

9 2 702 仁木のどか (2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 15.05 9 2 698 西井　三千 (3) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 14.78

9組 風:  +1.3 10組 風:  +1.2
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ ﾄｳｶｲ ﾘｶ

1 3 927 阿部　祥子 (3) 四日市 12.55 Q 1 4 51 東海　里香 (1) 皇學館 12.72 Q
ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ ﾎﾘ ｺﾄﾐ

2 6 70 山添　莉子 (3) 皇學館 13.25 Q 2 5 248 堀　　琴美 (1) 桑　名 13.05 Q
ｷﾘｳ ﾋﾛｺ ﾓﾘﾓﾄ ﾏｵ

3 5 581 桐生　浩子 (3) 川　越 13.35 3 7 110 森本　茉央 (3) 津　商 13.35
ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ

4 9 1619 城山萌菜美 (2) 志　摩 13.55 4 9 1493 山田　実央 (3) 四日市南 14.16
ﾇﾉﾒ ｻﾄﾐ ﾀﾑﾗ ﾕﾘ

5 1 1349 布目　智美 (3) 四日市四郷 13.79 5 8 1829 田村　友里 (2) 　暁　 14.28
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ ｶｷｲﾁ ﾊﾙｶ

6 7 717 藤林亜紗美 (1) 伊賀白鳳 13.83 6 3 1445 柿市はるか (3) 津田学園 15.19
ｼﾓｲ ﾐｻｷ ｲﾄｳ ｱｶﾘ

7 4 445 下井　美咲 (1) 神　戸 14.02 7 2 4900 伊藤　明梨 (1) 亀　山 16.96
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾉﾎﾞﾘ ｶﾅｴ

8 8 1191 川口奈津季 (2) 津　西 14.04 6 658 登　　佳苗 (3) 宇治山田 DNS
ｻﾄｳ ｱﾔ

9 2 4813 佐藤　　彩 (1) 近大高専 14.37

11組 風:  +0.8 12組 風:  +0.9
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶｻﾞﾜ ﾘﾎ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ

1 4 1636 岡澤　里帆 (3) 明　野 13.26 Q 1 3 837 木下　真里 (3) 宇治山田商 12.86 Q
ﾋﾈﾉ ｱｲﾐ ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ

2 5 998 日根野愛海 (2) 上　野 13.42 Q 2 4 952 川島　和子 (2) 四日市 12.98 Q
ﾔﾏﾑﾛ ｱﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ

3 6 1139 山室　　彩 (2) 桑名工 13.60 3 6 886 安藤　紗英 (3) 久　居 13.39
ｵｻﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ ﾅｶﾀ ﾕｳﾘ

4 7 776 尾﨑未弥妃 (3) 尾　鷲 13.77 4 9 1589 中田　侑里 (2) 名張桔梗丘 13.56
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘﾅ

5 1 1774 中村　彩希 (2) いなべ総合 13.99 5 2 685 中川由梨奈 (3) 松阪商 13.92
ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ

6 2 1013 大西　夕湖 (1) 三　重 14.14 6 7 675 中川　風香 (2) 宇治山田 13.92
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ ｷﾀｸﾞﾁ ｱｶﾘ

7 8 247 山田　真穂 (2) 桑　名 14.65 7 5 4682 北口明香里 (1) 鈴鹿高専 14.31
ｽｷﾞﾀ ﾏﾐ ﾋｸﾞﾁ ｷｺ

3 619 杉田　真実 (3) 　津　 DNS 8 1 1490 樋口　貴子 (3) 四日市南 14.47
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾅﾐ ｽｷﾞﾉ ｴﾘ

9 1090 山崎　　南 (3) 津　東 DNS 9 8 697 杉野　惠梨 (3) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 14.52

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          11.68     世古　　和(宇治山田商)                2009 5月8日 13:00 予選
大会記録(GR)            12.00     世古　　和(宇治山田商)                2008(第38回) 5月8日 15:05 準決

5月8日 16:10 決勝

準決 3組2着＋2

1組 風:  +1.0 2組 風:  +0.5
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ

1 4 26 伊藤　瑞希 (2) 四日市商 12.15 Q 1 5 21 北川　里奈 (3) 四日市商 12.40 Q
ﾄｳｶｲ ﾘｶ ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ

2 5 51 東海　里香 (1) 皇學館 12.66 Q 2 7 927 阿部　祥子 (3) 四日市 12.44 Q
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｷﾞ

3 6 837 木下　真里 (3) 宇治山田商 12.67 q 3 4 820 金澤　　凪 (1) 宇治山田商 12.83
ﾀｹﾄﾞﾐ ｶﾅｺ ｵﾉ ｴﾘﾅ

4 7 620 武富可南子 (3) 　津　 12.91 4 6 1550 小野恵里奈 (2) 鈴　鹿 12.98
ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｶ

5 9 1386 山本　綺美 (1) 伊勢学園 13.03 5 8 4306 増田　智香 (3) 鈴鹿高専 13.00
ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ ﾎﾘ ｺﾄﾐ

6 8 952 川島　和子 (2) 四日市 13.25 6 9 248 堀　　琴美 (1) 桑　名 13.19
ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ ｳｻﾐ ｽﾐｺ

7 3 995 山崎　和香 (2) 上　野 13.32 7 3 1799 宇佐美澄子 (2) 皇學館 13.35
ﾋﾗﾏﾂ ﾁｴ ﾋﾈﾉ ｱｲﾐ

8 2 1254 平松　千依 (3) 高　田 13.48 8 2 998 日根野愛海 (2) 上　野 13.43

3組 風:  +1.6
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ

1 6 872 橋爪　咲奈 (2) 宇治山田商 12.21 Q
ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ

2 4 22 小﨑かすみ (3) 四日市商 12.49 Q
ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ

3 5 578 竹下　順子 (3) 川　越 12.71 q
ｱｻｵ ﾏﾅﾐ

4 8 96 浅生　愛弓 (3) 津　商 12.94
ｵｶｻﾞﾜ ﾘﾎ

5 7 1636 岡澤　里帆 (3) 明　野 13.14
ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ

6 2 513 古川　恭子 (3) 四日市西 13.16
ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ

7 9 797 福田　　萌 (2) 尾　鷲 13.22
ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ

8 3 70 山添　莉子 (3) 皇學館 13.27

決勝 

風:  -0.1
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ

1 6 26 伊藤　瑞希 (2) 四日市商 12.15
ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ

2 7 872 橋爪　咲奈 (2) 宇治山田商 12.29
ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ

3 5 927 阿部　祥子 (3) 四日市 12.54
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ

4 4 21 北川　里奈 (3) 四日市商 12.59
ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ

5 8 22 小﨑かすみ (3) 四日市商 12.71
ﾄｳｶｲ ﾘｶ

6 9 51 東海　里香 (1) 皇學館 12.86
ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ

7 3 578 竹下　順子 (3) 川　越 12.93
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ

8 2 837 木下　真里 (3) 宇治山田商 12.94

凡例  DNS:欠場



女子200m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          24.24     世古　　和(宇治山田商)                2009 5月9日 12:30 予選
大会記録(GR)            24.57     世古　　和(宇治山田商)                2009(第39回) 5月9日 14:45 準決

5月9日 16:05 決勝

予選 12組2着＋0

1組 風:  +2.1 2組 風:  +1.9
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ

1 5 26 伊藤　瑞希 (2) 四日市商 24.91 Q 1 5 872 橋爪　咲奈 (2) 宇治山田商 25.57 Q
ｶﾜﾓﾄ ｼﾉ ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ

2 6 98 川本　詩乃 (3) 津　商 27.18 Q 2 7 513 古川　恭子 (3) 四日市西 27.48 Q
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾐ ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ

3 2 1355 水谷　智美 (2) 四日市四郷 27.49 3 6 1104 松田　明里 (2) 津　東 27.87
ｲﾄｳ ｻﾁｺ ﾄﾅｷ ﾐﾎ

4 7 211 伊藤　祥子 (3) 伊　勢 27.57 4 4 981 渡名喜美穂 (3) 上　野 28.61
ｼﾓｿﾞﾉ ﾏﾅｶ ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ

5 3 382 下園　愛佳 (1) 稲　生 30.85 5 8 678 藤井　　梓 (2) 宇治山田 28.62
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ ｼﾝﾀｸ ｷｮｳｺ

6 9 1392 山本　真矢 (1) 伊勢学園 31.32 6 9 434 新宅　恭子 (2) 稲　生 29.09
ｲｼｶﾞﾐ ﾊﾙﾐ ﾉﾀﾞ ﾁﾖﾘ

4 630 石神　晴美 (2) 　津　 DNS 7 3 791 野田　智愛 (2) 尾　鷲 29.25
ｽｽﾞｷ ﾏｵﾘ

8 1193 鈴木茉央里 (2) 津　西 DNS

3組 風:  +2.4 4組 風:  +1.3
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ

1 5 22 小﨑かすみ (3) 四日市商 26.64 Q 1 5 272 辻　　彩美 (2) 桑　名 25.77 Q
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ

2 3 4915 谷川　円香 (1) 高　田 27.68 Q 2 7 105 中島　朱理 (3) 津　商 26.99 Q
ｳｻﾐ ｽﾐｺ ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ

3 7 1799 宇佐美澄子 (2) 皇學館 28.01 3 6 952 川島　和子 (2) 四日市 27.27
ﾌｸﾔﾏ ｱﾕﾐ ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ

4 8 775 福山　　歩 (3) 尾　鷲 28.02 4 3 437 早坂奈津紀 (2) 稲　生 28.29
ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾅ ｵｶｿﾞｴ ｶｴﾃﾞ

5 4 575 門脇　可奈 (3) 川　越 28.12 5 8 1190 岡副　　楓 (2) 津　西 29.64
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｺ ﾄﾐｵｶ ﾘｶ

6 6 4693 杉本　雅子 (2) 鈴鹿高専 29.06 6 9 1401 富岡　里香 (3) 伊勢学園 30.61
ﾉﾀﾆ ｸﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ

7 9 4860 野谷　公美 (1) 三　重 29.41 7 2 1334 近藤　晴香 (2) いなべ総合 32.26
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ ﾉﾎﾞﾘ ｶﾅｴ

2 1493 山田　実央 (3) 四日市南 DNS 4 658 登　　佳苗 (3) 宇治山田 DNS

5組 風:  +0.5 6組 風:  +1.2
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｹﾄﾞﾐ ｶﾅｺ ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ

1 5 620 武富可南子 (3) 　津　 26.52 Q 1 7 927 阿部　祥子 (3) 四日市 25.82 Q
ｵｵｲｼ ﾐｻｷ ｲｴｷ ﾘﾅ

2 6 1102 大石　　岬 (2) 津　東 27.43 Q 2 5 114 家城　里奈 (2) 津　商 27.22 Q
ｱｻｲ ﾏﾐ ﾋｶﾞｼ ﾐﾕｺ

3 4 1486 浅井　真美 (3) 四日市南 28.22 3 4 896 東　美友子 (2) 久　居 28.48
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘﾅ ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ

4 2 685 中川由梨奈 (3) 松阪商 28.40 4 8 1767 沢田　夏実 (2) 四日市工 29.12
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｽﾞｻ ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｺ

5 9 1915 水谷　　梓 (2) 石薬師 29.41 5 9 1196 山中今日子 (2) 津　西 29.77
ﾏﾂﾂﾞｷ ｱﾔ ｾｺ ｻｵﾘ

6 8 1528 松月　　彩 (3) 　暁　 30.07 6 2 1315 瀬古沙央理 (3) 桑名西 29.93
ｼﾏﾀﾞ ﾏﾎ ｲﾜﾏ ｴﾘ

7 3 652 島田　茉歩 (1) 宇治山田 30.09 7 3 694 岩間　恵莉 (1) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 30.06
ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ ｵｸｲ ﾐｷ

7 1386 山本　綺美 (1) 伊勢学園 DNS 6 1577 奥井　美樹 (3) 名張桔梗丘 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子200m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          24.24     世古　　和(宇治山田商)                2009 5月9日 12:30 予選
大会記録(GR)            24.57     世古　　和(宇治山田商)                2009(第39回) 5月9日 14:45 準決

5月9日 16:05 決勝

7組 風:  +0.2 8組 風:  +0.6
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ

1 5 837 木下　真里 (3) 宇治山田商 26.41 Q 1 5 266 寺埜　紗織 (3) 桑　名 26.93 Q
ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ

2 7 887 井口　稚菜 (3) 久　居 27.52 Q 2 3 1883 大谷奈都希 (2) 皇學館 27.73 Q
ﾊｯﾄﾘ ｴﾐ ｶﾜﾊﾗ ﾕﾐ

3 4 1314 服部　絵美 (3) 桑名西 28.07 3 6 1049 河原　佑美 (3) 石薬師 28.07
ｶﾜｼﾏ ﾘｶ ﾏｽｵｶ ｲﾁﾎ 

4 8 704 川嶋　里香 (2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 28.91 4 4 1204 舛岡　一穂 (3) 名張西 28.32
ｲﾄｳ ｻﾔｶ ｼﾓｲ ﾐｻｷ

5 2 1488 伊藤　清香 (3) 四日市南 29.74 5 7 445 下井　美咲 (1) 神　戸 28.83
ﾏﾂﾐﾔ ﾊﾙｶ ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ

6 6 449 松宮　　遥 (1) 神　戸 29.94 6 2 720 長岡　美帆 (1) 伊賀白鳳 29.46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ ｲﾅｶﾞｷ ｱｲ

7 3 4921 渡邊ありさ (1) 高　田 30.81 7 8 701 稲垣　亜唯 (2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 30.23
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ ﾑｶｲ ｻﾖ

8 9 4814 中島　晶子 (1) 近大高専 32.06 8 9 1597 向井　さよ (1) 鳥　羽 31.93

9組 風:  +1.3 10組 風:  +1.2
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾜｲ ﾁｶ ﾋﾗﾏﾂ ﾁｴ

1 7 866 岩井　智香 (2) 宇治山田商 26.97 Q 1 6 1254 平松　千依 (3) 高　田 27.64 Q
ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ

2 5 511 澤田　華奈 (3) 四日市西 27.22 Q 2 7 955 宇尾野瑞希 (2) 四日市 27.76 Q
ｳﾗﾔﾏ ﾏｲ ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾎ

3 6 979 浦山　　舞 (3) 上　野 27.65 3 8 588 岡村　祐歩 (2) 川　越 28.13
ﾅｶﾀ ﾕｳﾘ ﾀｶﾊｼ ｺﾉﾐ

4 4 1589 中田　侑里 (2) 名張桔梗丘 27.82 4 4 1313 高橋このみ (3) 桑名西 28.45
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ ｲｯｼｷ ｱﾝﾅ

5 3 717 藤林亜紗美 (1) 伊賀白鳳 28.72 5 2 683 一色　杏奈 (3) 松阪商 28.88
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｲ ｶﾜﾏﾀ ﾅｵ

6 8 1464 丸山　真依 (2) 亀　山 29.07 6 3 444 河俣　奈央 (1) 神　戸 31.83
ﾎﾘﾓﾄ ｱﾔﾉ ｽｷﾞﾀ ﾏﾐ

7 9 1596 堀本　彩乃 (1) 鳥　羽 30.48 5 619 杉田　真実 (3) 　津　 DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘ ﾀﾀﾐﾀﾞﾆ ﾏﾘﾝ

8 2 686 中嶋　恵利 (3) 松阪商 30.79 9 724 畳谷　真凛 (1) 伊賀白鳳 DNS

11組 風:  +0.4 12組 風:  +0.8
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｶ ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ

1 7 4306 増田　智香 (3) 鈴鹿高専 27.12 Q 1 6 21 北川　里奈 (3) 四日市商 25.85 Q
ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ

2 6 578 竹下　順子 (3) 川　越 27.18 Q 2 5 212 中嶋　花奈 (3) 伊　勢 28.22 Q
ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ ｶﾜｲ ﾅｷﾞｻ

3 5 70 山添　莉子 (3) 皇學館 27.70 3 2 1356 河合　　渚 (2) 四日市四郷 28.47
ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ ｷﾑﾗ ﾐｸ

4 4 995 山崎　和香 (2) 上　野 28.33 4 4 1578 木村　美伯 (3) 名張桔梗丘 28.63
ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ ﾀﾁ ﾕﾘｶ

5 3 1348 加藤　仁美 (3) 四日市四郷 29.11 5 3 512 舘　優里加 (3) 四日市西 28.63
ﾀﾑﾗ ﾕﾘ ｵｻﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ

6 8 1829 田村　友里 (2) 　暁　 29.32 6 8 776 尾﨑未弥妃 (3) 尾　鷲 28.64
ｲﾄｳ ｷｮｳｺ ｲﾄｳ ｱｶﾘ

7 9 1466 伊藤　京子 (2) 亀　山 29.56 7 9 4900 伊藤　明梨 (1) 亀　山 35.21
ﾏｾ ﾅﾂﾐ ｵﾉ ｴﾘﾅ

8 2 4906 真瀬　夏実 (1) 津　東 32.00 7 1550 小野恵里奈 (2) 鈴　鹿 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子200m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          24.24     世古　　和(宇治山田商)                2009 5月9日 12:30 予選
大会記録(GR)            24.57     世古　　和(宇治山田商)                2009(第39回) 5月9日 14:45 準決

5月9日 16:05 決勝

準決 3組2着＋2

1組 風:  +1.0 2組 風:  +0.6
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ

1 5 272 辻　　彩美 (2) 桑　名 25.56 Q 1 5 26 伊藤　瑞希 (2) 四日市商 25.28 Q
ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ

2 6 22 小﨑かすみ (3) 四日市商 26.16 Q 2 7 837 木下　真里 (3) 宇治山田商 26.30 Q
ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ ﾀｹﾄﾞﾐ ｶﾅｺ

3 7 927 阿部　祥子 (3) 四日市 26.32 q 3 4 620 武富可南子 (3) 　津　 26.84
ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ

4 9 578 竹下　順子 (3) 川　越 26.70 4 2 513 古川　恭子 (3) 四日市西 27.31
ｲﾜｲ ﾁｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ

5 4 866 岩井　智香 (2) 宇治山田商 27.00 4 8 105 中島　朱理 (3) 津　商 27.31
ｲｴｷ ﾘﾅ ｵｵｲｼ ﾐｻｷ

6 8 114 家城　里奈 (2) 津　商 27.24 6 9 1102 大石　　岬 (2) 津　東 27.72
ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ ﾋﾗﾏﾂ ﾁｴ

7 2 1883 大谷奈都希 (2) 皇學館 27.61 7 6 1254 平松　千依 (3) 高　田 27.74
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ

8 3 4915 谷川　円香 (1) 高　田 27.64 8 3 212 中嶋　花奈 (3) 伊　勢 27.92

3組 風:  +0.7
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ

1 5 872 橋爪　咲奈 (2) 宇治山田商 25.08 Q
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ

2 4 21 北川　里奈 (3) 四日市商 25.73 Q
ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ

3 6 266 寺埜　紗織 (3) 桑　名 26.53 q
ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｶ

4 7 4306 増田　智香 (3) 鈴鹿高専 27.08
ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ

5 8 511 澤田　華奈 (3) 四日市西 27.13
ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

6 3 887 井口　稚菜 (3) 久　居 27.43
ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ

7 2 955 宇尾野瑞希 (2) 四日市 27.87
ｶﾜﾓﾄ ｼﾉ

8 9 98 川本　詩乃 (3) 津　商 28.19

決勝 

風:  +1.3
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ

1 6 26 伊藤　瑞希 (2) 四日市商 24.34 GR
ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ

2 4 872 橋爪　咲奈 (2) 宇治山田商 24.64
ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ

3 5 272 辻　　彩美 (2) 桑　名 24.76
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ

4 7 21 北川　里奈 (3) 四日市商 25.24
ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ

5 2 927 阿部　祥子 (3) 四日市 25.92
ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ

6 8 22 小﨑かすみ (3) 四日市商 26.20
ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ

7 3 266 寺埜　紗織 (3) 桑　名 26.34
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ

8 9 837 木下　真里 (3) 宇治山田商 26.37

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子400m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          55.47     愛敬　世菜(桑名)                      2008 5月8日 12:05 予選
大会記録(GR)            57.41     作野　捺希(宇治山田商)                2009(第39回) 5月8日 14:45 準決

5月8日 16:00 決勝

予選 7組3着＋3

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼｶﾜ ｶﾅ ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ

1 4 267 石川　可奈 (3) 桑　名 1:01.13 Q 1 4 869 寺田　菜美 (2) 宇治山田商 1:02.33 Q
ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ

2 5 511 澤田　華奈 (3) 四日市西 1:02.75 Q 2 6 955 宇尾野瑞希 (2) 四日市 1:04.96 Q
ﾊﾈ ｼｮｳｺ ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ

3 6 4821 羽根　翔子 (1) 宇治山田商 1:04.11 Q 3 5 1399 北村　瑞希 (3) 伊勢学園 1:05.17 Q
ｶﾜｼﾏ ﾘｶ ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｵﾅ

4 7 704 川嶋　里香 (2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 1:05.31 4 7 1323 近藤玲央奈 (2) 桑名西 1:05.27
ﾔﾀﾞ ｻｵﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

5 9 1492 矢田さおり (3) 四日市南 1:08.31 5 9 1579 小林　由佳 (3) 名張桔梗丘 1:11.22
ｼﾓｿﾞﾉ ﾏﾅｶ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ

6 8 382 下園　愛佳 (1) 稲　生 1:14.10 6 3 1334 近藤　晴香 (2) いなべ総合 1:15.36
ｲｹﾀﾞ ﾕｶ ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｶ

3 1397 池田　有華 (3) 伊勢学園 DNS 8 19 中山　綾香 (3) 四日市商 DNS

3組 4組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

1 4 266 寺埜　紗織 (3) 桑　名 1:00.96 Q 1 4 227 出口和佳奈 (2) 伊　勢 1:01.52 Q
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

2 6 671 中川　朱里 (2) 宇治山田 1:03.26 Q 2 5 887 井口　稚菜 (3) 久　居 1:03.21 Q
ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ

3 8 437 早坂奈津紀 (2) 稲　生 1:04.44 Q 3 6 1348 加藤　仁美 (3) 四日市四郷 1:05.30 Q
ｸｻﾅｷﾞ ﾕｲ ﾆｼﾑﾗ ﾕｲ

4 3 576 草薙　結衣 (3) 川　越 1:05.54 4 7 703 西村　優衣 (2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 1:06.32
ｶｲｼﾞｭｳ ｴﾐ ｵｵﾆｼ ﾕﾘｺ

5 5 696 海住　江美 (3) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 1:06.42 5 2 1288 大西由里子 (3) 松　阪 1:06.41
ﾅｶﾑﾗ ｼﾉ ﾄﾖﾀﾞ ﾁﾋﾛ

6 9 1162 中村　紫乃 (3) 津　西 1:08.25 6 9 1776 豊田　千裕 (2) いなべ総合 1:10.78
ﾏﾂﾀﾆ ﾁｻ ｺｼﾞﾏ ﾐｻ

7 932 松谷　知紗 (3) 四日市 DNS 3 4905 小島　美紗 (1) 津　東 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾘｴ

8 561 清水　理絵 (1) 川　越 DNS

5組 6組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ

1 4 1026 中西　　柚 (3) 三　重 1:03.17 Q 1 6 845 松本　芽唯 (3) 宇治山田商 1:01.21 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ ﾅﾝﾌﾞ ﾕｶ

2 5 28 西村　佳奈 (2) 四日市商 1:05.55 Q 2 8 11 南部　友花 (1) 四日市商 1:03.73 Q
ｵｵｲｼ ﾐｻｷ ｱｵｷ ｺﾄﾐ

3 7 1102 大石　　岬 (2) 津　東 1:06.64 Q 3 5 95 青木　琴美 (3) 津　商 1:04.56 Q
ｵｲｶﾜ ﾁｺ ﾀﾁ ﾕﾘｶ

4 8 960 及川　千子 (1) 上　野 1:10.22 4 7 512 舘　優里加 (3) 四日市西 1:04.65 q
ﾏﾂｵ ﾓｴｶ ﾇﾉﾒ ｻﾄﾐ

5 3 1512 松尾　萌花 (2) 四日市南 1:11.14 5 3 1349 布目　智美 (3) 四日市四郷 1:06.52
ﾉﾀﾞ ﾕﾘｶ ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ

6 2 383 野田友理香 (1) 稲　生 1:13.12 6 4 225 角前　温子 (2) 伊　勢 1:07.95
ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ ｲﾄｳ ｷｮｳｺ

7 9 592 高田　奈生 (2) 川　越 1:24.29 7 9 1466 伊藤　京子 (2) 亀　山 1:09.86
ﾋｸﾞﾁ ﾘｻ

6 125 樋口　里紗 (2) 津　商 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          55.47     愛敬　世菜(桑名)                      2008 5月8日 12:05 予選
大会記録(GR)            57.41     作野　捺希(宇治山田商)                2009(第39回) 5月8日 14:45 準決

5月8日 16:00 決勝

7組
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾄｳ ｻﾁｺ

1 7 211 伊藤　祥子 (3) 伊　勢 1:01.72 Q
ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ

2 6 514 山村　咲月 (3) 四日市西 1:02.15 Q
ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ

3 4 952 川島　和子 (2) 四日市 1:03.82 Q
ｶﾜｲ ﾅｷﾞｻ

4 5 1356 河合　　渚 (2) 四日市四郷 1:04.30 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ

5 3 85 中村　幸奈 (1) 津　商 1:04.90 q
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘｶ

6 8 273 水谷百合香 (2) 桑　名 1:06.14
ｲﾄｳ ﾏﾘﾉ

7 2 1773 伊藤真莉乃 (2) いなべ総合 1:13.16
ｶﾄｳ ｼﾎ

8 9 1471 加藤　志帆 (2) 四日市南 1:17.60

準決 3組2着＋2

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ

1 7 845 松本　芽唯 (3) 宇治山田商 1:01.09 Q 1 7 266 寺埜　紗織 (3) 桑　名 1:00.18 Q
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ

2 5 227 出口和佳奈 (2) 伊　勢 1:01.47 Q 2 6 869 寺田　菜美 (2) 宇治山田商 1:00.54 Q
ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ

3 4 887 井口　稚菜 (3) 久　居 1:02.56 3 5 1026 中西　　柚 (3) 三　重 1:01.44 q
ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ

4 6 511 澤田　華奈 (3) 四日市西 1:03.34 4 2 1399 北村　瑞希 (3) 伊勢学園 1:03.98
ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ ﾅﾝﾌﾞ ﾕｶ

5 8 437 早坂奈津紀 (2) 稲　生 1:04.68 5 4 11 南部　友花 (1) 四日市商 1:04.05
ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ ﾀﾁ ﾕﾘｶ

6 9 952 川島　和子 (2) 四日市 1:06.25 6 3 512 舘　優里加 (3) 四日市西 1:04.74
ｶﾜｲ ﾅｷﾞｻ ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ

7 3 1356 河合　　渚 (2) 四日市四郷 1:06.31 7 9 955 宇尾野瑞希 (2) 四日市 1:04.86
ｵｵｲｼ ﾐｻｷ ｱｵｷ ｺﾄﾐ

8 2 1102 大石　　岬 (2) 津　東 1:09.32 8 8 95 青木　琴美 (3) 津　商 1:05.55

3組
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼｶﾜ ｶﾅ

1 5 267 石川　可奈 (3) 桑　名 1:00.76 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ

2 8 28 西村　佳奈 (2) 四日市商 1:01.05 Q
ﾊﾈ ｼｮｳｺ

3 9 4821 羽根　翔子 (1) 宇治山田商 1:01.53 q
ｲﾄｳ ｻﾁｺ

4 4 211 伊藤　祥子 (3) 伊　勢 1:01.71
ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ

5 6 514 山村　咲月 (3) 四日市西 1:01.86
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ

6 7 671 中川　朱里 (2) 宇治山田 1:02.30
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ

7 3 85 中村　幸奈 (1) 津　商 1:05.03
ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ

8 2 1348 加藤　仁美 (3) 四日市四郷 1:07.22

凡例  DNS:欠場



女子400m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          55.47     愛敬　世菜(桑名)                      2008 5月8日 12:05 予選
大会記録(GR)            57.41     作野　捺希(宇治山田商)                2009(第39回) 5月8日 14:45 準決

5月8日 16:00 決勝

決勝 

カナ名
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ
1 6 266 寺埜　紗織 (3) 桑　名 59.21

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ
2 5 869 寺田　菜美 (2) 宇治山田商 59.24

ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ
3 7 845 松本　芽唯 (3) 宇治山田商 59.42

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ
4 9 227 出口和佳奈 (2) 伊　勢 1:00.67

ｲｼｶﾜ ｶﾅ
5 4 267 石川　可奈 (3) 桑　名 1:01.44

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ
6 8 28 西村　佳奈 (2) 四日市商 1:01.47

ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ
7 3 1026 中西　　柚 (3) 三　重 1:01.51

ﾊﾈ ｼｮｳｺ
8 2 4821 羽根　翔子 (1) 宇治山田商 1:02.91

凡例  DNS:欠場



女子800m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          2:10.78   一柳　りえ(神戸)                      2004 5月9日 10:35 予選
大会記録(GR)            2:13.97   一柳　りえ(神戸)                      2004(第34回) 5月9日 14:15 準決

5月9日 15:50 決勝

予選 9組2着＋6

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｲｵ ｱｽﾞﾐ ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ

1 5 752 飯尾あずみ (2) 上野工 2:35.11 Q 1 7 33 矢田　晴香 (2) 四日市商 2:32.21 Q
ﾐﾔﾀ ｱｻﾐ ﾃﾗﾆｼ ﾏｷ

2 3 515 宮田　麻未 (3) 四日市西 2:36.18 Q 2 4 103 寺西　真希 (3) 津　商 2:34.07 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔ ﾓﾘ ｱｻﾉ

3 2 1699 長谷川　綾 (3) 白　子 2:41.13 3 5 516 森　　麻乃 (3) 四日市西 2:37.13 q
ｱﾀﾞﾁ ｲﾛﾊ ｺｳﾉ ｱﾕﾐ

4 9 1395 安達　彩葉 (3) 伊勢学園 2:42.26 4 6 930 河野　愛弓 (3) 四日市 2:45.28
ｵｵｶﾞｷ ﾎﾉﾐ ｶﾄﾞﾔ ﾋﾄﾐ

5 4 1203 大垣穂登実 (3) 名張西 2:42.49 5 9 1640 角屋　　瞳 (2) 明　野 2:56.76
ﾊﾏｸﾞﾁ ｴﾘﾅ ｾｷ ｱﾕﾐ

6 1 4861 濱口絵梨奈 (1) 三　重 2:57.52 6 2 980 関　亜由美 (3) 上　野 3:15.19
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾓﾘｲ ﾏﾘﾅ

6 249 今村　宥美 (1) 桑　名 DNS 8 1350 森井まりな (3) 四日市四郷 DSQ,T2
ﾂﾊﾞｷ ﾖｼｺ ﾅｶﾔﾏ ｷﾋﾛ

7 1893 椿　　佳子 (1) 志　摩 DNS 3 4916 仲山　希洋 (1) 高　田 DNS
ﾂｼﾞﾑﾗ ﾒｲ

8 4806 逵村　芽衣 (2) 日生第一 DNS

3組 4組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｵﾅ ｲﾜｾ ﾘｻｺ

1 4 1323 近藤玲央奈 (2) 桑名西 2:35.21 Q 1 7 751 岩瀬梨沙子 (2) 上野工 2:34.82 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ﾖｼｶﾜ ｻﾔ

2 7 1399 北村　瑞希 (3) 伊勢学園 2:35.83 Q 2 6 934 吉川　沙綾 (3) 四日市 2:34.89 Q
ﾔﾀﾞ ｻｵﾘ ﾏｽﾀﾞ ｼｵﾘ

3 5 1492 矢田さおり (3) 四日市南 2:37.45 3 4 108 増田　詩織 (3) 津　商 2:37.54
ｺｼﾞﾏ ﾖｳｺ ﾊﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ

4 2 602 小島　陽子 (1) 　津　 2:41.72 4 8 1411 濵田　侑奈 (2) 伊勢学園 2:44.89
ﾎﾘﾉｳﾁ ｻﾗｻ ｲｼｶﾜ ｶﾅ

5 8 469 堀之内更紗 (3) 神　戸 2:41.96 5 5 978 石川　加奈 (3) 上　野 2:46.26
ｲﾄｳ ﾕｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻﾄ

6 9 1337 伊東　由貴 (3) いなべ総合 3:00.25 6 9 4917 山本　海里 (1) 高　田 3:01.286 9 1337 伊東　由貴 (3) いな 総合 3 00.25 6 9 4917 山本　海里 (1) 高　田 3 01.28
ｵｾﾞｷ ﾏﾅﾐ ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ

3 1887 尾関　愛美 (3) 日生第二 DNS 7 2 1800 奥村　優輝 (2) 皇學館 3:06.44
ﾏﾂﾀﾆ ﾁｻ ﾍﾞｯﾌﾟ ｶﾅｺ

6 932 松谷　知紗 (3) 四日市 DNS 8 3 1697 別府加奈子 (3) 白　子 3:11.33

5組 6組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｹﾔﾏ ﾅﾅｺ ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ

1 7 23 池山菜奈子 (3) 四日市商 2:32.25 Q 1 6 213 三浦　琴乃 (3) 伊　勢 2:34.49 Q
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ

2 4 671 中川　朱里 (2) 宇治山田 2:32.96 Q 2 5 714 田中　愛乃 (1) 上野工 2:35.23 Q
ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ ｵｵﾆｼ ﾕﾘｺ

3 6 1580 坂本　美穂 (3) 名張桔梗丘 2:35.92 q 3 4 1288 大西由里子 (3) 松　阪 2:36.29 q
ﾏﾂｲ ｼﾎ ｳﾐｶﾜ ﾕｳ

4 5 594 松井　志帆 (2) 川　越 2:38.26 4 8 1333 海川　ゆう (2) いなべ総合 2:37.14 q
ｷﾔﾏ ﾁﾊﾙ ﾀｷﾞ ｱﾘｻ

5 3 405 木山　知春 (3) 稲　生 2:42.41 5 3 577 田木亜梨沙 (3) 川　越 2:38.97
ﾏｷﾉ ﾊﾙｶ ｶﾜﾍﾞ ﾘﾅ

6 8 1325 牧野　　遥 (2) 桑名西 2:45.48 6 7 1437 川邉　里奈 (2) 相　可 2:42.51
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾎ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｲ

7 2 4919 中澤　里穂 (1) 高　田 2:50.74 7 9 1876 藤原　真衣 (2) 津　東 2:53.17
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｺ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ

8 9 778 川端　まこ (3) 尾　鷲 3:31.48 8 2 1446 水谷美由紀 (3) 津田学園 3:03.58
ｺﾏﾀﾞ ﾕｶ

1 1828 駒田　由華 (2) 　暁　 DNS

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



女子800m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          2:10.78   一柳　りえ(神戸)                      2004 5月9日 10:35 予選
大会記録(GR)            2:13.97   一柳　りえ(神戸)                      2004(第34回) 5月9日 14:15 準決

5月9日 15:50 決勝

7組 8組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

1 6 100 小林　未和 (3) 津　商 2:32.59 Q 1 7 227 出口和佳奈 (2) 伊　勢 2:33.11 Q
ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｺ ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ

2 3 1357 服部　貴子 (2) 四日市四郷 2:33.70 Q 2 6 270 水谷　華甫 (3) 桑　名 2:35.06 Q
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲｶ ﾕﾀﾞ ｴﾐ

3 5 844 松島　玲佳 (3) 宇治山田商 2:34.58 q 3 5 4305 油田　笑美 (3) 鈴鹿高専 2:38.09
ｲﾏｲ ﾕｲｶ ﾔｽｲ ﾉﾘｺ

4 7 1189 今井由惟佳 (2) 津　西 2:39.77 4 3 1342 安井　典子 (1) 四日市四郷 2:42.95
ﾏﾂｵ ﾓｴｶ ｲﾄｳ ﾏﾘﾉ

5 9 1512 松尾　萌花 (2) 四日市南 2:41.32 5 8 1773 伊藤真莉乃 (2) いなべ総合 2:53.00
ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｺ ｱﾀﾞﾁ ｴﾘ

6 4 1781 西村　直子 (2) 名張西 2:41.69 6 9 977 足立　恵里 (3) 上　野 3:02.23
ﾋﾋﾞﾉ ｼｮｳｺ ｾｲｹ ｻｷ

7 1 447 日比野祥子 (1) 神　戸 2:46.76 7 2 4807 清家　紗貴 (2) 日生第一 3:03.65
ｶﾄｳ ﾊﾂﾐ ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ

8 2 496 加藤　初美 (1) 四日市西 2:50.83 4 1195 増田　彩乃 (2) 津　西 DNS
ﾂﾈｷ ﾐﾂｺ

8 1910 常木　光子 (3) 日生第一 DNS

9組
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾀ ﾘｶｺ

1 7 250 森田梨花子 (1) 桑　名 2:30.19 Q
ｵﾁｱｲ ﾐｻｷ

2 4 1549 落合　美咲 (2) 鈴　鹿 2:30.60 Q
ｶﾜﾑﾗ ﾘｻ

3 6 24 川村　理沙 (3) 四日市商 2:31.71 q
ｸｻﾅｷﾞ ﾕｲ

4 5 576 草薙　結衣 (3) 川　越 2:42.81
ｼﾝﾄﾞｳ ﾏﾐｶ

5 3 1192 新堂真実香 (2) 津　西 2:43.49
ﾂﾂﾐ ｱｲ

6 9 633 堤　　あい (2) 　津　 3:12.39
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｺ

7 2 1568 中山　弘子 (1) 名張桔梗丘 3:16.08
ｽｷﾞﾓﾄ ｻｷ

8 1905 杉本　　咲 (2) 　暁　 DNS

準決 3組2着＋2

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾀ ﾘｶｺ ｲｲｵ ｱｽﾞﾐ

1 7 250 森田梨花子 (1) 桑　名 2:23.89 Q 1 6 752 飯尾あずみ (2) 上野工 2:23.81 Q
ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

2 4 213 三浦　琴乃 (3) 伊　勢 2:24.65 Q 2 5 227 出口和佳奈 (2) 伊　勢 2:23.97 Q
ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｺ ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ

3 6 1357 服部　貴子 (2) 四日市四郷 2:25.57 q 3 4 33 矢田　晴香 (2) 四日市商 2:25.17 q
ｲﾜｾ ﾘｻｺ ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ

4 5 751 岩瀬梨沙子 (2) 上野工 2:25.59 4 9 1399 北村　瑞希 (3) 伊勢学園 2:26.00
ﾃﾗﾆｼ ﾏｷ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ

5 8 103 寺西　真希 (3) 津　商 2:26.56 5 7 671 中川　朱里 (2) 宇治山田 2:29.18
ﾐﾔﾀ ｱｻﾐ ﾏﾂｼﾏ ﾚｲｶ

6 9 515 宮田　麻未 (3) 四日市西 2:31.02 6 2 844 松島　玲佳 (3) 宇治山田商 2:32.35
ｳﾐｶﾜ ﾕｳ ﾖｼｶﾜ ｻﾔ

7 2 1333 海川　ゆう (2) いなべ総合 2:33.39 7 8 934 吉川　沙綾 (3) 四日市 2:33.78
ｶﾜﾑﾗ ﾘｻ ﾓﾘ ｱｻﾉ

8 3 24 川村　理沙 (3) 四日市商 2:38.09 8 3 516 森　　麻乃 (3) 四日市西 2:42.56

3組
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ

1 6 100 小林　未和 (3) 津　商 2:24.01 Q
ｲｹﾔﾏ ﾅﾅｺ

2 7 23 池山菜奈子 (3) 四日市商 2:24.74 Q
ｵﾁｱｲ ﾐｻｷ

3 5 1549 落合　美咲 (2) 鈴　鹿 2:27.01
ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｵﾅ

4 4 1323 近藤玲央奈 (2) 桑名西 2:29.04
ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ

5 9 714 田中　愛乃 (1) 上野工 2:31.92
ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ

6 8 270 水谷　華甫 (3) 桑　名 2:35.12
ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ

7 3 1580 坂本　美穂 (3) 名張桔梗丘 2:35.45
ｵｵﾆｼ ﾕﾘｺ

8 2 1288 大西由里子 (3) 松　阪 2:42.28

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



女子800m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          2:10.78   一柳　りえ(神戸)                      2004 5月9日 10:35 予選
大会記録(GR)            2:13.97   一柳　りえ(神戸)                      2004(第34回) 5月9日 14:15 準決

5月9日 15:50 決勝

決勝 

カナ名
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ
1 9 213 三浦　琴乃 (3) 伊　勢 2:20.88

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ
2 7 100 小林　未和 (3) 津　商 2:21.16

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ
3 5 227 出口和佳奈 (2) 伊　勢 2:22.09

ｲｲｵ ｱｽﾞﾐ
4 6 752 飯尾あずみ (2) 上野工 2:25.67

ｲｹﾔﾏ ﾅﾅｺ
5 8 23 池山菜奈子 (3) 四日市商 2:26.10

ﾓﾘﾀ ﾘｶｺ
6 4 250 森田梨花子 (1) 桑　名 2:27.68

ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ
7 3 33 矢田　晴香 (2) 四日市商 2:27.94

ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｺ
8 2 1357 服部　貴子 (2) 四日市四郷 2:28.37

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



女子1500m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          4:23.33   南川　真里(津商)                      1994 5月8日 10:40 予選
大会記録(GR)            4:34.41   田中　真知(神戸)                      2000(第30回) 5月8日 14:05 決勝

予選 3組6着＋0

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅﾙｵｶ ﾁﾅﾂ ｲﾜｾ ﾘｻｺ

1 17 124 成岡　千夏 (2) 津　商 4:49.41 Q 1 14 751 岩瀬梨沙子 (2) 上野工 5:06.96 Q
ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾉ ｻｸﾉ ｻｷﾅ

2 13 867 岡田　綾乃 (2) 宇治山田商 5:01.36 Q 2 8 839 作野沙希菜 (3) 宇治山田商 5:07.85 Q
ｲｹﾔﾏ ﾅﾅｺ ﾅｶ ﾊﾙｶ

3 9 23 池山菜奈子 (3) 四日市商 5:01.86 Q 3 12 31 仲　　遙加 (2) 四日市商 5:07.88 Q
ﾏﾂｲｹ ﾐｷ ｵﾁｱｲ ﾐｻｷ

4 14 754 松生　美樹 (2) 上野工 5:02.45 Q 4 11 1549 落合　美咲 (2) 鈴　鹿 5:08.16 Q
ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ ｵｶﾔﾏ ﾅｵ

5 15 213 三浦　琴乃 (3) 伊　勢 5:02.68 Q 5 17 97 岡山　奈央 (3) 津　商 5:08.94 Q
ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｺ ﾏｺﾞﾒ ｻｷ

6 8 1357 服部　貴子 (2) 四日市四郷 5:08.26 Q 6 13 1491 馬込　沙季 (3) 四日市南 5:10.91 Q
ｲﾅｵ ﾁﾋﾛ ﾏﾂｲ ｼﾎ

7 7 1023 稲生　千紘 (3) 三　重 5:11.30 7 9 594 松井　志帆 (2) 川　越 5:17.75
ｻｶｸﾗ ｱｽﾞｻ ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ

8 11 1508 坂倉　　梓 (2) 四日市南 5:13.91 8 10 1580 坂本　美穂 (3) 名張桔梗丘 5:19.79
ｲﾄｳ ﾓｴ ﾐﾔﾀ ｱｻﾐ

9 10 573 伊藤　萌枝 (3) 川　越 5:19.84 9 7 515 宮田　麻未 (3) 四日市西 5:23.82
ｷﾔﾏ ﾁﾊﾙ ｺｳﾉ ｱﾕﾐ

10 18 405 木山　知春 (3) 稲　生 5:22.21 10 6 930 河野　愛弓 (3) 四日市 5:34.85
ﾖｼｶﾜ ｻﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ

11 3 934 吉川　沙綾 (3) 四日市 5:24.90 11 1 71 山本愛香里 (3) 皇學館 5:38.22
ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ ｱﾀﾞﾁ ｴﾘ

12 12 270 水谷　華甫 (3) 桑　名 5:25.71 2 977 足立　恵里 (3) 上　野
ﾓﾘ ｱｻﾉ ｵｵｶﾞｷ ﾎﾉﾐ

13 2 516 森　　麻乃 (3) 四日市西 5:38.44 4 1203 大垣穂登実 (3) 名張西
ﾊﾏｼﾞ ｽｽﾞﾈ ﾅｶﾉ ﾄﾓﾐ

1 1410 濵地　涼音 (2) 伊勢学園 15 634 中野　友美 (2) 　津　
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｲ ﾊﾏｸﾞﾁ ｴﾘﾅ

4 1876 藤原　真衣 (2) 津　東 19 4861 濱口絵梨奈 (1) 三　重
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ ﾋﾗｺ ｱｶﾈ

5 1529 山田　恵子 (3) 　暁　 20 4851 平子　　茜 (2) 神　戸
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｶ ｽｶﾞｳﾗ ﾕﾅ

6 1552 嶋田　裕花 (2) 鈴　鹿 DSQ,T2 22 1387 須賀浦結菜 (1) 伊勢学園
ｶﾔﾓﾄ ﾘｻｺ ﾅｶﾔﾏ ｷﾋﾛ

19 601 栢本莉沙子 (1) 津 23 4916 仲山 希洋 (1) 高 田19 601 栢本莉沙子 (1) 　津　 23 4916 仲山　希洋 (1) 高　田
ｲﾄｳ ﾕｷ ｵｶﾞﾜ ｶﾅ

20 1337 伊東　由貴 (3) いなべ総合 24 1775 小川　佳奈 (2) いなべ総合
ｽｷﾞﾀﾆ ﾐﾎ ｺﾏﾀﾞ ﾕｶ

21 996 杉谷　美保 (2) 上　野 3 1828 駒田　由華 (2) 　暁　 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻﾄ ｵｵﾆｼ ﾕﾘｺ

22 4917 山本　海里 (1) 高　田 5 1288 大西由里子 (3) 松　阪 DNS
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾐ

23 1446 水谷美由紀 (3) 津田学園 16 249 今村　宥美 (1) 桑　名 DNS
ﾉﾛ ﾘｻ ｻﾜｷ ﾘﾎ

24 4868 野呂　莉沙 (1) 飯　南 18 1157 佐脇　里穂 (3) 津　西 DNS
ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾒｲ

16 1195 増田　彩乃 (2) 津　西 DNS 21 4806 逵村　芽衣 (2) 日生第一 DNS

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



女子1500m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          4:23.33   南川　真里(津商)                      1994 5月8日 10:40 予選
大会記録(GR)            4:34.41   田中　真知(神戸)                      2000(第30回) 5月8日 14:05 決勝

3組 決勝 
カナ名

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｽﾞｷ ﾐﾎ ﾅﾙｵｶ ﾁﾅﾂ

1 15 121 鈴木　美歩 (2) 津　商 5:02.96 Q 1 5 124 成岡　千夏 (2) 津　商 4:42.85
ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ

2 10 33 矢田　晴香 (2) 四日市商 5:04.79 Q 2 14 213 三浦　琴乃 (3) 伊　勢 4:47.66
ﾓﾘﾀ ﾘｶｺ ﾅﾍﾞﾓﾄ ｱﾝ

3 17 250 森田梨花子 (1) 桑　名 5:05.61 Q 3 2 735 鍋本　　杏 (3) 上野工 4:49.44
ﾅﾍﾞﾓﾄ ｱﾝ ﾓﾘﾀ ﾘｶｺ

4 16 735 鍋本　　杏 (3) 上野工 5:06.33 Q 4 12 250 森田梨花子 (1) 桑　名 4:49.64
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲｶ ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾉ

5 11 844 松島　玲佳 (3) 宇治山田商 5:08.26 Q 5 13 867 岡田　綾乃 (2) 宇治山田商 4:50.09
ﾕﾀﾞ ｴﾐ ｲﾜｾ ﾘｻｺ

6 4 4305 油田　笑美 (3) 鈴鹿高専 5:13.21 Q 6 1 751 岩瀬梨沙子 (2) 上野工 4:51.96
ﾖｼｶﾜ ﾏﾘ ｽｽﾞｷ ﾐﾎ

7 6 1158 吉川　真理 (3) 津　西 5:16.96 7 8 121 鈴木　美歩 (2) 津　商 4:54.01
ﾊｼﾓﾄ ｻﾘﾅ ﾔﾀﾞ ﾊﾙｶ

8 7 1489 橋本紗里南 (3) 四日市南 5:18.72 8 6 33 矢田　晴香 (2) 四日市商 4:54.76
ｳﾐｶﾜ ﾕｳ ｻｸﾉ ｻｷﾅ

9 25 1333 海川　ゆう (2) いなべ総合 5:21.03 9 3 839 作野沙希菜 (3) 宇治山田商 4:59.58
ｲｼｶﾜ ｶﾅ ﾏﾂｲｹ ﾐｷ

10 8 978 石川　加奈 (3) 上　野 5:24.17 10 4 754 松生　美樹 (2) 上野工 5:01.87
ｲﾄｳ ｱｷｺ ｵﾁｱｲ ﾐｻｷ

11 13 1671 伊藤　晃子 (2) 桑名衛看 5:24.73 11 11 1549 落合　美咲 (2) 鈴　鹿 5:02.87
ｲﾄｳ ｶﾅ ｲｹﾔﾏ ﾅﾅｺ

12 14 928 伊藤　かな (3) 四日市 5:25.44 12 15 23 池山菜奈子 (3) 四日市商 5:04.89
ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｺ ﾏﾂｼﾏ ﾚｲｶ

13 5 1781 西村　直子 (2) 名張西 5:26.53 13 7 844 松島　玲佳 (3) 宇治山田商 5:05.76
ｶﾜﾍﾞ ﾘﾅ ﾅｶ ﾊﾙｶ

14 19 1437 川邉　里奈 (2) 相　可 5:31.48 14 9 31 仲　　遙加 (2) 四日市商 5:11.99
ﾀｷﾞ ｱﾘｻ ﾕﾀﾞ ｴﾐ

15 9 577 田木亜梨沙 (3) 川　越 5:32.80 15 17 4305 油田　笑美 (3) 鈴鹿高専 5:12.25
ｱﾀﾞﾁ ｲﾛﾊ ﾏｺﾞﾒ ｻｷ

16 24 1395 安達　彩葉 (3) 伊勢学園 5:32.91 16 10 1491 馬込　沙季 (3) 四日市南 5:14.22
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔ ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｺ

17 22 1699 長谷川　綾 (3) 白　子 5:36.06 17 18 1357 服部　貴子 (2) 四日市四郷 5:32.26
ﾜｶﾅﾐ ﾕｳｷ ｵｶﾔﾏ ﾅｵ

18 3 4922 若浪　有希 (1) 高　田 5:37.98 18 16 97 岡山　奈央 (3) 津　商 5:32.62
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾉ

1 446 桑原　綾乃 (1) 神　戸
ｶｺﾞｼﾏ ﾁﾉ

21 4869 籠島 千乃 (1) 飯 南21 4869 籠島　千乃 (1) 飯　南
ｽﾔﾏ ﾘｮｳｺ

23 1885 須山　僚子 (3) 日生第二
ｽｷﾞﾓﾄ ｻｷ

2 1905 杉本　　咲 (2) 　暁　 DNS
ｶﾄﾞﾔ ﾋﾄﾐ

12 1640 角屋　　瞳 (2) 明　野 DNS
ｶｻｲ ﾕｳ

18 622 笠井　　優 (3) 　津　 DNS
ｾｲｹ ｻｷ

20 4807 清家　紗貴 (2) 日生第一 DNS

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



女子3000m
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          9:17.54   田中　真知(神戸)                      2001
大会記録(GR)            9:51.68   畑　沙也加(宇治山田商)                2007(第37回) 5月9日 15:05 決勝

決勝 

カナ名
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾙｵｶ ﾁﾅﾂ ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾋｶﾙ
1 18 124 成岡　千夏 (2) 津　商 10:10.54 5 1635 東川ひかる (3) 明　野

ｸﾎﾞﾀ ﾐｸ ｾｷ ｱﾕﾐ
2 13 99 窪田　未来 (3) 津　商 10:25.41 20 980 関　亜由美 (3) 上　野

ｻｸﾉ ｻｷﾅ ｼﾗｷ ｱｵｲ
3 17 839 作野沙希菜 (3) 宇治山田商 10:26.32 23 4876 白木　　葵 (1) 桑　名

ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾉ ｲﾄｳ ｻｵﾘ
4 15 867 岡田　綾乃 (2) 宇治山田商 10:38.76 26 835 伊藤　小織 (3) 宇治山田商

ﾅｶｳﾗ ｶｽﾞｷ ﾂﾙﾐ ﾊﾙﾅ
5 10 104 仲浦　和稀 (3) 津　商 10:41.98 41 1890 鶴見　春菜 (2) 日生第二

ｻｶｸﾗ ｱｽﾞｻ ｽｷﾞﾀﾆ ﾐﾎ
6 7 1508 坂倉　　梓 (2) 四日市南 10:42.44 43 996 杉谷　美保 (2) 上　野

ﾅｶ ﾊﾙｶ ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾉﾘ
7 6 31 仲　　遙加 (2) 四日市商 10:52.08 2 1156 藤岡みのり (3) 津　西 DNS

ﾅｶﾞﾓﾄ ﾘｺ ﾅｶﾉ ﾄﾓﾐ
8 4 32 永本　理子 (2) 四日市商 10:57.35 3 634 中野　友美 (2) 　津　 DNS

ﾏｺﾞﾒ ｻｷ ｻﾜｷ ﾘﾎ
9 33 1491 馬込　沙季 (3) 四日市南 10:57.70 8 1157 佐脇　里穂 (3) 津　西 DNS

ｶﾄｳ ﾏｲ ｶｻｲ ﾕｳ
10 37 909 加藤　まい (1) 四日市 11:01.62 11 622 笠井　　優 (3) 　津　 DNS

ｲﾅｵ ﾁﾋﾛ ﾐﾖｼ ｼﾉﾌﾞ
11 36 1023 稲生　千紘 (3) 三　重 11:02.71 12 750 三好　　忍 (2) 上野工 DNS

ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾀｹｷﾞｼ ｴﾘ
12 42 246 黒田　悠加 (1) 桑　名 11:05.05 16 753 竹岸　絵理 (2) 上野工 DNS

ﾊｼﾓﾄ ｻﾘﾅ ｶﾔﾓﾄ ﾘｻｺ
13 30 1489 橋本紗里南 (3) 四日市南 11:07.77 19 601 栢本莉沙子 (1) 　津　 DNS

ﾏﾂｲｹ ﾐｷ ﾐｽﾞﾉ ｻｱﾔ
14 14 754 松生　美樹 (2) 上野工 11:09.52 21 559 水野　沙彩 (1) 川　越 DNS

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｶ ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾘ
15 28 1552 嶋田　裕花 (2) 鈴　鹿 11:12.96 22 1910 森口　真理 (2) 日生第一 DNS

ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ
16 9 25 山崎　芽以 (3) 四日市商 11:17.36 27 1529 山田　恵子 (3) 　暁　 DNS

ﾖｼｶﾜ ﾏﾘ ｲﾏｲ ｱｶﾘ
17 32 1158 吉川　真理 (3) 津　西 11:25.03 38 962 今井　朱里 (1) 上　野 DNS

ｲﾄｳ ﾓｴ ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾉ
18 31 573 伊藤 萌枝 (3) 川 越 11:26 98 39 446 桑原 綾乃 (1) 神 戸 DNS18 31 573 伊藤　萌枝 (3) 川　越 11:26.98 39 446 桑原　綾乃 (1) 神　戸 DNS

ｲﾄｳ ｶﾅ ｶﾀﾊﾏ ﾕｲ
19 35 928 伊藤　かな (3) 四日市 11:31.74 40 373 片濱　優衣 (1) 稲　生 DNS

ｲﾄｳ ｱｷｺ ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ
20 34 1671 伊藤　晃子 (2) 桑名衛看 11:33.90 44 252 清水なつみ (1) 桑　名 DNS

ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ
21 1 1580 坂本　美穂 (3) 名張桔梗丘 11:42.22

ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｺ
22 24 1781 西村　直子 (2) 名張西 11:49.19

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
23 29 1933 中村　優希 (2) 川　越 11:50.79

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ
24 25 931 谷口　友美 (3) 四日市 11:56.42

凡例  DNS:欠場



女子100mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          14.25     鬼頭　祐子(桑名)                      1999 5月8日 11:35 予選
大会記録(GR)            14.35     小川ひかり(桑名)                      2003(第33回) 5月8日 14:25 準決

5月8日 15:50 決勝

予選 5組3着＋1

1組 風:  +1.3 2組 風:  +0.8
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ

1 5 4817 辻　保奈美 (1) 宇治山田商 15.53 Q 1 6 17 佐久間仁美 (3) 四日市商 15.60 Q
ﾐﾅﾐ ｻﾔｶ ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

2 4 659 南　　冴佳 (3) 宇治山田 17.24 Q 2 5 871 西田　裕美 (2) 宇治山田商 16.37 Q
ｶﾜｷﾞｼ ﾐｻｷ ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ

3 7 78 川岸　美咲 (1) 津　商 19.23 Q 3 4 1104 松田　明里 (2) 津　東 16.63 Q
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖｶ

4 9 1487 伊藤あや乃 (3) 四日市南 19.27 4 2 495 山田起代香 (1) 四日市西 19.14
ｵｶｿﾞｴ ｶｴﾃﾞ ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

5 8 1190 岡副　　楓 (2) 津　西 20.44 5 3 1191 川口奈津季 (2) 津　西 21.47
ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ ｶｶﾞ ｻｷｴ

6 3 1930 岩崎　　栞 (2) 名張桔梗丘 20.49 6 8 371 加賀　咲恵 (1) 稲　生 22.27
ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ ｱｻｲ ﾏﾐ

6 274 蛭川あかね (2) 桑　名 DNS 7 1486 浅井　真美 (3) 四日市南 DNS
ｺﾐｿﾞ ﾏｵ

9 251 小溝　真央 (1) 桑　名 DNS

3組 風:  +1.5 4組 風:  +0.1
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

1 6 865 石原　瑞穂 (2) 宇治山田商 15.54 Q 1 5 1839 池田　円香 (2) 高　田 16.09 Q
ｵｵﾐﾁ ｻﾔｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ

2 7 4155 大道　爽香 (3) 近大高専 15.57 Q 2 6 579 中嶋　美咲 (3) 川　越 16.45 Q
ﾏｽｵｶ ｲﾁﾎ ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ

3 5 1204 舛岡　一穂 (3) 名張西 16.62 Q 3 8 1613 藤田紗矢佳 (3) 志　摩 17.77 Q
ﾉﾛ ﾏﾘﾅ ｷﾀﾑﾗ ﾕｷ

4 8 43 野呂真里菜 (1) 皇學館 19.49 4 7 1088 北村　有希 (3) 津　東 17.78 q
ﾉﾀﾞ ﾕｶﾘ ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ

5 9 1251 野田ゆかり (3) 高　田 26.89 5 2 759 森田　夏実 (2) 伊賀白鳳 20.28
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ ｵｻﾞｷ ﾐｻ

3 572 山本　瑞紀 (1) 川　越 DNS 6 9 4162 尾崎　美沙 (2) 近大高専 20.37
ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾅ ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ

4 5 松浦　史奈 (1) 四日市商 DNS 3 1567 鈴木可奈子 (1) 名張桔梗丘 DNS
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ

4 20 水谷　春奈 (3) 四日市商 DNS

5組 風:  +0.2
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ

1 6 272 辻　　彩美 (2) 桑　名 14.59 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ

2 5 50 小山　綾香 (1) 皇學館 16.13 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘ

3 8 686 中嶋　恵利 (3) 松阪商 17.50 Q
ﾎﾘ ｽﾐﾚ

4 3 4920 堀　　純怜 (1) 高　田 20.53
ｲｹﾀﾞ ﾕｶ

4 1397 池田　有華 (3) 伊勢学園 DNS
ﾀｹﾑﾗ ﾜｶﾅ

7 1070 竹村　若奈 (1) 津　東 DNS
ﾑｶｲ ｻﾖｺ

9 951 向井沙代子 (2) 四日市 DNS

凡例  KH:県高校記録 GR:大会記録 DNS:欠場



女子100mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          14.25     鬼頭　祐子(桑名)                      1999 5月8日 11:35 予選
大会記録(GR)            14.35     小川ひかり(桑名)                      2003(第33回) 5月8日 14:25 準決

5月8日 15:50 決勝

準決 2組3着＋2

1組 風:  +0.4 2組 風:  0.0
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ

1 5 865 石原　瑞穂 (2) 宇治山田商 15.15 Q 1 7 272 辻　　彩美 (2) 桑　名 14.43 Q
ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

2 7 4817 辻　保奈美 (1) 宇治山田商 15.21 Q 2 4 871 西田　裕美 (2) 宇治山田商 15.73 Q
ｵｵﾐﾁ ｻﾔｶ ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ

3 6 4155 大道　爽香 (3) 近大高専 15.53 Q 3 6 17 佐久間仁美 (3) 四日市商 15.78 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

4 4 50 小山　綾香 (1) 皇學館 15.57 q 4 5 1839 池田　円香 (2) 高　田 16.14 q
ﾏｽｵｶ ｲﾁﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ

5 8 1204 舛岡　一穂 (3) 名張西 16.57 5 8 579 中嶋　美咲 (3) 川　越 16.21
ﾐﾅﾐ ｻﾔｶ ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ

6 9 659 南　　冴佳 (3) 宇治山田 17.40 6 9 1104 松田　明里 (2) 津　東 16.50
ｷﾀﾑﾗ ﾕｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘ

7 2 1088 北村　有希 (3) 津　東 17.60 7 2 686 中嶋　恵利 (3) 松阪商 17.30
ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ ｶﾜｷﾞｼ ﾐｻｷ

8 3 1613 藤田紗矢佳 (3) 志　摩 17.82 8 3 78 川岸　美咲 (1) 津　商 18.86

決勝 

風:  +1.2
カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ

1 5 272 辻　　彩美 (2) 桑　名 14.06 KH,GR
ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ

2 7 865 石原　瑞穂 (2) 宇治山田商 15.00
ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ

3 4 4817 辻　保奈美 (1) 宇治山田商 15.04
ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

4 6 871 西田　裕美 (2) 宇治山田商 15.32
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ

5 2 50 小山　綾香 (1) 皇學館 15.44
ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ

6 9 17 佐久間仁美 (3) 四日市商 15.48
ｵｵﾐﾁ ｻﾔｶ

7 8 4155 大道　爽香 (3) 近大高専 15.53
ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

8 3 1839 池田　円香 (2) 高　田 15.93

凡例  KH:県高校記録 GR:大会記録 DNS:欠場



女子400mH
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          1:00.86   川瀬　範子(桑名)                      2004 5月9日 11:50 予選
大会記録(GR)            1:04.66   高橋香央里(津商)                      2005(第35回) 5月9日 15:25 決勝

予選 4組1着＋4

1組 2組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ

1 4 841 中村　祐子 (3) 宇治山田商 1:07.54 Q 1 4 17 佐久間仁美 (3) 四日市商 1:08.21 Q
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ ｼﾛﾔﾏ ﾓﾅﾐ

2 5 461 山本　英莉 (3) 神　戸 1:08.54 q 2 7 1619 城山萌菜美 (2) 志　摩 1:11.67
ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

3 7 101 鈴木　希望 (3) 津　商 1:10.78 q 3 3 1839 池田　円香 (2) 高　田 1:15.14
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ ﾅｶﾑﾗ ｼﾉ

4 6 1250 中村　侑衣 (3) 高　田 1:13.41 4 8 1162 中村　紫乃 (3) 津　西 1:17.81
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

5 3 1487 伊藤あや乃 (3) 四日市南 1:17.79 5 5 1579 小林　由佳 (3) 名張桔梗丘 1:18.44
ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ

6 8 1804 田口　晴佳 (2) 皇學館 1:18.05 6 6 579 中嶋　美咲 (3) 川　越 1:18.80
ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ

2 797 福田　　萌 (2) 尾　鷲 DNS

3組 4組
カナ名 カナ名

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾁｶﾜ ｱｶﾈ ｲｼｶﾜ ｶﾅ

1 5 1022 市川　　茜 (3) 三　重 1:09.71 Q 1 4 267 石川　可奈 (3) 桑　名 1:09.37 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾎ

2 7 509 長谷川仁美 (3) 四日市西 1:11.42 q 2 3 1029 山本　幸歩 (3) 三　重 1:10.99 q
ﾅｶﾆｼ ﾐｶ ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ

3 6 1581 中西　未華 (3) 名張桔梗丘 1:16.03 3 6 840 中村　百花 (3) 宇治山田商 1:12.17
ﾄﾖﾀﾞ ﾁﾋﾛ ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ

4 8 1776 豊田　千裕 (2) いなべ総合 1:19.20 4 7 678 藤井　　梓 (2) 宇治山田 1:13.13
ﾅｶｼﾏ ｶｵﾘ ｷﾀﾑﾗ ﾕｷ

3 4877 中島　香織 (2) 桑　名 DNS 5 5 1088 北村　有希 (3) 津　東 1:17.29
ｲｹﾀﾞ ﾕｶ ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ

4 1397 池田　有華 (3) 伊勢学園 DNS 6 8 225 角前　温子 (2) 伊　勢 1:19.03
ｶﾂﾗﾔﾏ ﾕｳｶ

2 27 桂山　柚花 (2) 四日市商 DSQ,T7

決勝 

カナ名
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ
1 5 17 佐久間仁美 (3) 四日市商 1:04.96

ｲﾁｶﾜ ｱｶﾈ
2 4 1022 市川　　茜 (3) 三　重 1:06.64

ｲｼｶﾜ ｶﾅ
3 6 267 石川　可奈 (3) 桑　名 1:07.45

ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ
4 8 461 山本　英莉 (3) 神　戸 1:07.93

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ
5 7 841 中村　祐子 (3) 宇治山田商 1:08.22

ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ
6 9 101 鈴木　希望 (3) 津　商 1:10.88

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ
7 3 509 長谷川仁美 (3) 四日市西 1:11.01

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾎ
8 2 1029 山本　幸歩 (3) 三　重 1:14.96

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T7:(R168-7)ハードル外を通過



女子3000mW
審 判 長：小池　弘文
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          13:22.44  山崎　朱美(四日市)                    1989
大会記録(GR)            14:15.64  岩谷さやか(桑名)                      2002(第32回) 5月8日 15:25 決勝

決勝 

カナ名
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ｱｶﾈ
1 7 1894 橋本　　茜 (2) 名張西 15:20.04

ﾀｶﾞ ﾘｺ
2 8 707 多賀　理子 (2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 15:43.58

ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾕｶﾘ
3 12 1253 東口佑圭理 (3) 高　田 15:51.23

ﾓﾘｲ ﾏﾘﾅ
4 1 1350 森井まりな (3) 四日市四郷 16:17.18

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
5 3 1931 田村友梨奈 (2) 名張桔梗丘 17:05.47

ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾋｶﾘ
6 4 1603 東川ひかり (3) 鳥　羽 17:26.34

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｺ
7 9 778 川端　まこ (3) 尾　鷲 19:38.05

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｶﾘ
8 6 631 藤本　朱里 (2) 　津　 21:18.44

ｵｵﾋﾗ ｻｷ
9 5 1846 大平　早紀 (2) 津　商 22:37.88

ﾋﾗﾂｶ ﾘﾅ
2 265 平塚　理奈 (3) 桑　名 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻﾐ
10 111 山口阿沙美 (3) 津　商 DNS

ﾀﾅｶ ｲｸﾎ
11 102 田中　郁帆 (3) 津　商 DNS

凡例  DNS:欠場



女子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          46.02     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009 5月8日 10:00 予選

大会記録(GR)            47.11     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009(第39回) 5月8日 16:55 決勝

予選 3組2着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 7 皇學館 49.84 Q 1 1883 大谷奈都希 (2) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 皇學館

2 51 東海　里香 (1) ﾄｳｶｲ ﾘｶ 皇學館

3 70 山添　莉子 (3) ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ 皇學館

4 50 小山　綾香 (1) ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 皇學館

2 6 桑　名 49.91 Q 1 266 寺埜　紗織 (3) ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ 桑　名

2 272 辻　　彩美 (2) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑　名

3 274 蛭川あかね (2) ﾋﾙｶﾜ ｱｶﾈ 桑　名

4 267 石川　可奈 (3) ｲｼｶﾜ ｶﾅ 桑　名

3 4 四日市 50.39 q 1 933 宮崎　伶菜 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市

2 955 宇尾野瑞希 (2) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市

3 927 阿部　祥子 (3) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市

4 952 川島　和子 (2) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市

4 2 宇治山田 53.38 1 675 中川　風香 (2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ 宇治山田

2 660 山上　紗貴 (3) ﾔﾏｶﾐ ｻｷ 宇治山田

3 659 南　　冴佳 (3) ﾐﾅﾐ ｻﾔｶ 宇治山田

4 678 藤井　　梓 (2) ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ 宇治山田

5 3 名張桔梗丘 53.45 1 1578 木村　美伯 (3) ｷﾑﾗ ﾐｸ 名張桔梗丘

2 1577 奥井　美樹 (3) ｵｸｲ ﾐｷ 名張桔梗丘

3 1589 中田　侑里 (2) ﾅｶﾀ ﾕｳﾘ 名張桔梗丘

4 1582 福村　真依 (3) ﾌｸﾑﾗ ﾏｲ 名張桔梗丘

6 8 津　西 53.86 1 1190 岡副　　楓 (2) ｵｶｿﾞｴ ｶｴﾃﾞ 津　西

2 1193 鈴木茉央里 (2) ｽｽﾞｷ ﾏｵﾘ 津　西

3 1162 中村　紫乃 (3) ﾅｶﾑﾗ ｼﾉ 津　西

4 1191 川口奈津季 (2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 津　西

7 9 セントヨゼフ 54.66 1 697 杉野　惠梨 (3) ｽｷﾞﾉ ｴﾘ ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

2 696 海住　江美 (3) ｶｲｼﾞｭｳ ｴﾐ ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

3 706 木下和佳奈 (2) ｷﾉｼﾀ ﾜｶﾅ ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

4 703 西村　優衣 (2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｲ ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

5 久　居 DSQ,R3 1 896 東　美友子 (2) ﾋｶﾞｼ ﾐﾕｺ 久　居

2 886 安藤　紗英 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ 久　居

3 887 井口　稚菜 (3) ｲｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 久　居

4 889 杉山　祐子 (3) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ 久　居

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R3:オーバーゾーン ３→４



女子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          46.02     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009 5月8日 10:00 予選

大会記録(GR)            47.11     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009(第39回) 5月8日 16:55 決勝

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 宇治山田商 49.00 Q 1 837 木下　真里 (3) ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ 宇治山田商

2 872 橋爪　咲奈 (2) ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ 宇治山田商

3 871 西田　裕美 (2) ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宇治山田商

4 869 寺田　菜美 (2) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 宇治山田商

2 3 四日市西 51.63 Q 1 513 古川　恭子 (3) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ 四日市西

2 511 澤田　華奈 (3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西

3 514 山村　咲月 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 四日市西

4 512 舘　優里加 (3) ﾀﾁ ﾕﾘｶ 四日市西

3 1 上　野 51.91 1 995 山崎　和香 (2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 上　野

2 981 渡名喜美穂 (3) ﾄﾅｷ ﾐﾎ 上　野

3 998 日根野愛海 (2) ﾋﾈﾉ ｱｲﾐ 上　野

4 979 浦山　　舞 (3) ｳﾗﾔﾏ ﾏｲ 上　野

4 4 桑名西 52.30 1 1314 服部　絵美 (3) ﾊｯﾄﾘ ｴﾐ 桑名西

2 1309 水谷　奈央 (3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵ 桑名西

3 1313 高橋このみ (3) ﾀｶﾊｼ ｺﾉﾐ 桑名西

4 1326 呑名　綾美 (2) ｴﾋﾞﾅ ｱﾔﾐ 桑名西

5 7 高　田 52.54 1 1250 中村　侑衣 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 高　田

2 1254 平松　千依 (3) ﾋﾗﾏﾂ ﾁｴ 高　田

3 1839 池田　円香 (2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 高　田

4 4915 谷川　円香 (1) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 高　田

6 6 伊　勢 52.86 1 211 伊藤　祥子 (3) ｲﾄｳ ｻﾁｺ 伊　勢

2 212 中嶋　花奈 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ 伊　勢

3 225 角前　温子 (2) ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ 伊　勢

4 186 中村　恵理 (1) ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 伊　勢

7 2 松阪商 53.96 1 686 中嶋　恵利 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘ 松阪商

2 690 田村はるか (2) ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 松阪商

3 683 一色　杏奈 (3) ｲｯｼｷ ｱﾝﾅ 松阪商

4 685 中川由梨奈 (3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘﾅ 松阪商

8 8 亀　山 56.31 1 1467 杉江　杏実 (2) ｽｷﾞｴ ｷｮｳﾐ 亀　山

2 1464 丸山　真依 (2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｲ 亀　山

3 1466 伊藤　京子 (2) ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 亀　山

4 1468 森川加央里 (2) ﾓﾘｶﾜ ｶｵﾘ 亀　山

9 9 伊賀白鳳 56.67 1 759 森田　夏実 (2) ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ 伊賀白鳳

2 720 長岡　美帆 (1) ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ 伊賀白鳳

3 717 藤林亜紗美 (1) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ 伊賀白鳳

4 1907 岡嶋　祐子 (2) ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｺ 伊賀白鳳

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R3:オーバーゾーン ３→４



女子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          46.02     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009 5月8日 10:00 予選

大会記録(GR)            47.11     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009(第39回) 5月8日 16:55 決勝

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 四日市商 48.42 Q 1 5 松浦　史奈 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾅ 四日市商

2 26 伊藤　瑞希 (2) ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 四日市商

3 22 小﨑かすみ (3) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商

4 21 北川　里奈 (3) ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 四日市商

2 6 津　商 50.40 Q 1 110 森本　茉央 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾏｵ 津　商

2 98 川本　詩乃 (3) ｶﾜﾓﾄ ｼﾉ 津　商

3 96 浅生　愛弓 (3) ｱｻｵ ﾏﾅﾐ 津　商

4 114 家城　里奈 (2) ｲｴｷ ﾘﾅ 津　商

3 4 川　越 51.23 q 1 581 桐生　浩子 (3) ｷﾘｳ ﾋﾛｺ 川　越

2 578 竹下　順子 (3) ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ 川　越

3 575 門脇　可奈 (3) ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾅ 川　越

4 579 中嶋　美咲 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 川　越

4 9 尾　鷲 53.36 1 791 野田　智愛 (2) ﾉﾀﾞ ﾁﾖﾘ 尾　鷲

2 797 福田　　萌 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ 尾　鷲

3 775 福山　　歩 (3) ﾌｸﾔﾏ ｱﾕﾐ 尾　鷲

4 776 尾﨑未弥妃 (3) ｵｻﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ 尾　鷲

5 8 神　戸 53.70 1 468 神原　萌実 (3) ｶﾝﾊﾞﾗ ﾓｴﾐ 神　戸

2 461 山本　英莉 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 神　戸

3 484 寺前　由紀 (2) ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ 神　戸

4 445 下井　美咲 (1) ｼﾓｲ ﾐｻｷ 神　戸

6 2 稲　生 54.23 1 434 新宅　恭子 (2) ｼﾝﾀｸ ｷｮｳｺ 稲　生

2 433 大西　杏奈 (2) ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ 稲　生

3 383 野田友理香 (1) ﾉﾀﾞ ﾕﾘｶ 稲　生

4 437 早坂奈津紀 (2) ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ 稲　生

7 津　東 DSQ,R3 1 1090 山崎　　南 (3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 津　東

2 1104 松田　明里 (2) ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 津　東

3 1102 大石　　岬 (2) ｵｵｲｼ ﾐｻｷ 津　東

4 1088 北村　有希 (3) ｷﾀﾑﾗ ﾕｷ 津　東

1 四日市南 DNS 1

2

3

4

3 　津 DNS 1

2

3

4

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R3:オーバーゾーン ３→４



女子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          46.02     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009 5月8日 10:00 予選

大会記録(GR)            47.11     宇治山田商(木下・橋爪・作野・世古)    2009(第39回) 5月8日 16:55 決勝

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 6 四日市商 47.91 1 5 松浦　史奈 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾅ 四日市商

2 26 伊藤　瑞希 (2) ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 四日市商

3 22 小﨑かすみ (3) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商

4 21 北川　里奈 (3) ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 四日市商

2 5 宇治山田商 48.40 1 837 木下　真里 (3) ｷﾉｼﾀ ﾏﾘ 宇治山田商

2 872 橋爪　咲奈 (2) ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ 宇治山田商

3 871 西田　裕美 (2) ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宇治山田商

4 869 寺田　菜美 (2) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 宇治山田商

3 7 桑　名 49.64 1 266 寺埜　紗織 (3) ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ 桑　名

2 272 辻　　彩美 (2) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑　名

3 267 石川　可奈 (3) ｲｼｶﾜ ｶﾅ 桑　名

4 248 堀　　琴美 (1) ﾎﾘ ｺﾄﾐ 桑　名

4 4 皇學館 50.05 1 1883 大谷奈都希 (2) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 皇學館

2 51 東海　里香 (1) ﾄｳｶｲ ﾘｶ 皇學館

3 70 山添　莉子 (3) ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ 皇學館

4 50 小山　綾香 (1) ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 皇學館

5 8 津　商 50.27 1 110 森本　茉央 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾏｵ 津　商

2 98 川本　詩乃 (3) ｶﾜﾓﾄ ｼﾉ 津　商

3 96 浅生　愛弓 (3) ｱｻｵ ﾏﾅﾐ 津　商

4 114 家城　里奈 (2) ｲｴｷ ﾘﾅ 津　商

6 3 四日市 50.38 1 955 宇尾野瑞希 (2) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市

2 933 宮崎　伶菜 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市

3 927 阿部　祥子 (3) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市

4 952 川島　和子 (2) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市

7 2 川　越 51.28 1 581 桐生　浩子 (3) ｷﾘｳ ﾋﾛｺ 川　越

2 578 竹下　順子 (3) ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ 川　越

3 575 門脇　可奈 (3) ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾅ 川　越

4 579 中嶋　美咲 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 川　越

8 9 四日市西 51.35 1 513 古川　恭子 (3) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ 四日市西

2 511 澤田　華奈 (3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西

3 514 山村　咲月 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 四日市西

4 512 舘　優里加 (3) ﾀﾁ ﾕﾘｶ 四日市西

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R3:オーバーゾーン ３→４



女子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:46.32   宇治山田商(寺田・作野・橋爪・世古)    2009 5月9日 10:00 予選

大会記録(GR)            3:55.88   宇治山田商(木下美・木下真・世古・作野・)2009(第39回) 5月9日 17:00 決勝

予選 3組2着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 四日市商 4:08.54 Q 1 19 中山　綾香 (3) ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｶ 四日市商

2 11 南部　友花 (1) ﾅﾝﾌﾞ ﾕｶ 四日市商

3 28 西村　佳奈 (2) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 四日市商

4 17 佐久間仁美 (3) ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 四日市商

2 7 川　越 4:14.45 Q 1 578 竹下　順子 (3) ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ 川　越

2 579 中嶋　美咲 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 川　越

3 575 門脇　可奈 (3) ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾅ 川　越

4 594 松井　志帆 (2) ﾏﾂｲ ｼﾎ 川　越

3 6 皇學館 4:15.10 q 1 1883 大谷奈都希 (2) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 皇學館

2 1799 宇佐美澄子 (2) ｳｻﾐ ｽﾐｺ 皇學館

3 70 山添　莉子 (3) ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ 皇學館

4 1805 立野　文香 (2) ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ 皇學館

4 8 津　商 4:15.50 1 98 川本　詩乃 (3) ｶﾜﾓﾄ ｼﾉ 津　商

2 85 中村　幸奈 (1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ 津　商

3 114 家城　里奈 (2) ｲｴｷ ﾘﾅ 津　商

4 95 青木　琴美 (3) ｱｵｷ ｺﾄﾐ 津　商

3 尾　鷲 DNS 1 775 福山　　歩 (3) ﾌｸﾔﾏ ｱﾕﾐ 尾　鷲

2 797 福田　　萌 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾓｴ 尾　鷲

3 776 尾﨑未弥妃 (3) ｵｻﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ 尾　鷲

4 791 野田　智愛 (2) ﾉﾀﾞ ﾁﾖﾘ 尾　鷲

4 三　重 DNS 1

2

3

4

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:46.32   宇治山田商(寺田・作野・橋爪・世古)    2009 5月9日 10:00 予選

大会記録(GR)            3:55.88   宇治山田商(木下美・木下真・世古・作野・)2009(第39回) 5月9日 17:00 決勝

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 5 四日市西 4:10.71 Q 1 511 澤田　華奈 (3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西

2 514 山村　咲月 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 四日市西

3 513 古川　恭子 (3) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ 四日市西

4 512 舘　優里加 (3) ﾀﾁ ﾕﾘｶ 四日市西

2 4 伊　勢 4:11.40 Q 1 212 中嶋　花奈 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ 伊　勢

2 211 伊藤　祥子 (3) ｲﾄｳ ｻﾁｺ 伊　勢

3 227 出口和佳奈 (2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 伊　勢

4 213 三浦　琴乃 (3) ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 伊　勢

3 7 セントヨゼフ 4:24.98 1 703 西村　優衣 (2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｲ ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

2 696 海住　江美 (3) ｶｲｼﾞｭｳ ｴﾐ ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

3 706 木下和佳奈 (2) ｷﾉｼﾀ ﾜｶﾅ ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

4 704 川嶋　里香 (2) ｶﾜｼﾏ ﾘｶ ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ

4 8 稲　生 4:27.19 1 437 早坂奈津紀 (2) ﾊﾔｻｶ ﾅﾂｷ 稲　生

2 412 松島衣梨奈 (3) ﾏﾂｼﾏ ｴﾘﾅ 稲　生

3 433 大西　杏奈 (2) ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ 稲　生

4 383 野田友理香 (1) ﾉﾀﾞ ﾕﾘｶ 稲　生

5 6 津　東 4:27.62 1 1104 松田　明里 (2) ﾏﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 津　東

2 1102 大石　　岬 (2) ｵｵｲｼ ﾐｻｷ 津　東

3 1087 奥山さつき (3) ｵｸﾔﾏ ｻﾂｷ 津　東

4 1088 北村　有希 (3) ｷﾀﾑﾗ ﾕｷ 津　東

6 3 名張桔梗丘 4:28.95 1 1579 小林　由佳 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 名張桔梗丘

2 1581 中西　未華 (3) ﾅｶﾆｼ ﾐｶ 名張桔梗丘

3 1578 木村　美伯 (3) ｷﾑﾗ ﾐｸ 名張桔梗丘

4 1589 中田　侑里 (2) ﾅｶﾀ ﾕｳﾘ 名張桔梗丘

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:46.32   宇治山田商(寺田・作野・橋爪・世古)    2009 5月9日 10:00 予選

大会記録(GR)            3:55.88   宇治山田商(木下美・木下真・世古・作野・)2009(第39回) 5月9日 17:00 決勝

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 4 宇治山田商 4:07.80 Q 1 818 伊藤　友里 (1) ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 宇治山田商

2 865 石原　瑞穂 (2) ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 宇治山田商

3 4821 羽根　翔子 (1) ﾊﾈ ｼｮｳｺ 宇治山田商

4 845 松本　芽唯 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 宇治山田商

2 6 四日市 4:10.34 Q 1 927 阿部　祥子 (3) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市

2 955 宇尾野瑞希 (2) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市

3 952 川島　和子 (2) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市

4 933 宮崎　伶菜 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市

3 3 桑　名 4:14.31 q 1 271 熊田　愛美 (3) ｸﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ 桑　名

2 270 水谷　華甫 (3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ 桑　名

3 267 石川　可奈 (3) ｲｼｶﾜ ｶﾅ 桑　名

4 266 寺埜　紗織 (3) ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ 桑　名

4 2 四日市四郷 4:17.73 1 1355 水谷　智美 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾐ 四日市四郷

2 1356 河合　　渚 (2) ｶﾜｲ ﾅｷﾞｻ 四日市四郷

3 1348 加藤　仁美 (3) ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 四日市四郷

4 1349 布目　智美 (3) ﾇﾉﾒ ｻﾄﾐ 四日市四郷

5 5 高　田 4:22.01 1 1250 中村　侑衣 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 高　田

2 1254 平松　千依 (3) ﾋﾗﾏﾂ ﾁｴ 高　田

3 1839 池田　円香 (2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 高　田

4 4922 若浪　有希 (1) ﾜｶﾅﾐ ﾕｳｷ 高　田

6 7 津　西 4:38.09 1 1191 川口奈津季 (2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 津　西

2 1190 岡副　　楓 (2) ｵｶｿﾞｴ ｶｴﾃﾞ 津　西

3 1193 鈴木茉央里 (2) ｽｽﾞｷ ﾏｵﾘ 津　西

4 1196 山中今日子 (2) ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｺ 津　西

8 伊勢学園 DNS 1

2

3

4

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          3:46.32   宇治山田商(寺田・作野・橋爪・世古)    2009 5月9日 10:00 予選

大会記録(GR)            3:55.88   宇治山田商(木下美・木下真・世古・作野・)2009(第39回) 5月9日 17:00 決勝

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 6 宇治山田商 3:55.47 GR 1 865 石原　瑞穂 (2) ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 宇治山田商

2 845 松本　芽唯 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 宇治山田商

3 872 橋爪　咲奈 (2) ﾊｼﾂﾞﾒ ｻｷﾅ 宇治山田商

4 869 寺田　菜美 (2) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 宇治山田商

2 5 四日市商 4:03.69 1 19 中山　綾香 (3) ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｶ 四日市商

2 22 小﨑かすみ (3) ｺｻﾞｷ ｶｽﾐ 四日市商

3 28 西村　佳奈 (2) ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 四日市商

4 17 佐久間仁美 (3) ｻｸﾏ ﾋﾄﾐ 四日市商

3 3 桑　名 4:05.46 1 273 水谷百合香 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘｶ 桑　名

2 272 辻　　彩美 (2) ﾂｼﾞ ｱﾔﾐ 桑　名

3 267 石川　可奈 (3) ｲｼｶﾜ ｶﾅ 桑　名

4 266 寺埜　紗織 (3) ﾃﾗﾉ ｻｵﾘ 桑　名

4 7 四日市西 4:08.03 1 511 澤田　華奈 (3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 四日市西

2 514 山村　咲月 (3) ﾔﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 四日市西

3 513 古川　恭子 (3) ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｺ 四日市西

4 512 舘　優里加 (3) ﾀﾁ ﾕﾘｶ 四日市西

5 9 伊　勢 4:11.48 1 211 伊藤　祥子 (3) ｲﾄｳ ｻﾁｺ 伊　勢

2 227 出口和佳奈 (2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 伊　勢

3 212 中嶋　花奈 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅ 伊　勢

4 213 三浦　琴乃 (3) ﾐｳﾗ ｺﾄﾉ 伊　勢

6 4 四日市 4:12.12 1 952 川島　和子 (2) ｶﾜｼﾏ ﾖﾘｺ 四日市

2 933 宮崎　伶菜 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 四日市

3 955 宇尾野瑞希 (2) ｳｵﾉ ﾐｽﾞｷ 四日市

4 927 阿部　祥子 (3) ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 四日市

7 8 川　越 4:16.61 1 578 竹下　順子 (3) ﾀｹｼﾀ ﾖﾘｺ 川　越

2 579 中嶋　美咲 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 川　越

3 576 草薙　結衣 (3) ｸｻﾅｷﾞ ﾕｲ 川　越

4 577 田木亜梨沙 (3) ﾀｷﾞ ｱﾘｻ 川　越

8 2 皇學館 4:18.68 1 1883 大谷奈都希 (2) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 皇學館

2 1799 宇佐美澄子 (2) ｳｻﾐ ｽﾐｺ 皇學館

3 70 山添　莉子 (3) ﾔﾏｿﾞｴ ﾘｺ 皇學館

4 1805 立野　文香 (2) ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ 皇學館

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子走高跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          1m79      藪根　ゆい(近大高専)                  2006
大会記録(GR)            1m66      冨田　知子(三重)                      1994(第24回) 5月8日 11:00 決勝

決勝 
カナ名 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ｵｻﾞｷ ﾐｻ ○ － ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × ×

1 13 4162 尾崎　美沙 (2) 近大高専 1m62
ｻｶｼﾀ ﾅﾂﾐ － － ○ － × × ○ ○ × × ×

2 9 407 阪下　菜摘 (3) 稲　生 1m59
ｸﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ － ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

3 5 271 熊田　愛美 (3) 桑　名 1m59
ﾏﾂｼﾏ ｴﾘﾅ － － ○ × × ○ × × ○ × × ×

4 2 412 松島衣梨奈 (3) 稲　生 1m56
ｶﾜﾑﾗ ｴﾘﾅ － ○ ○ ○ × × ×

5 7 836 河村恵里那 (3) 宇治山田商 1m53
ﾋｶﾞｼ ﾐｶ － － ○ ○ × × ×

5 21 873 東　　美佳 (2) 宇治山田商 1m53
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ○ ○ ○ × ○ × × ×

7 11 690 田村はるか (2) 松阪商 1m53
ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

8 22 1805 立野　文香 (2) 皇學館 1m53
ｱﾗｷ ﾕｳﾅ ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

8 26 571 荒木　優奈 (3) 川　越 1m53
ｴｼﾞﾘ ﾌｻ － ○ ○ × × ×

10 8 462 江尻　　英 (3) 神　戸 1m50
ｲｹｽﾞﾐ ﾐｽﾞｷ ○ ○ ○ × × ×

10 20 1569 池住　瑞紀 (1) 名張桔梗丘 1m50
ﾊｷﾞﾉ ｺﾄﾐ ○ ○ × × ×

12 18 1311 萩野　琴美 (3) 桑名西 1m45
ﾃﾗﾏｴ ﾕｷ ○ × ○ × × ×

13 14 484 寺前　由紀 (2) 神　戸 1m45
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ ○ × × ○ × × ×

14 1 840 中村　百花 (3) 宇治山田商 1m45
ｻﾉ ﾕｷ ○ × × ○ × × ×

14 4 1310 佐野　友紀 (3) 桑名西 1m45
ﾄｳｶｲ ﾘｶ ○ × × ○ × × ×

14 17 51 東海　里香 (1) 皇學館 1m45
ﾀﾅｶ ﾁｱｷ ○ × × ×

17 12 959 田中千明日 (1) 上　野 1m40
ﾔﾉ ｺｺﾛ ○ × × ×

17 19 651 矢野こころ (1) 宇治山田 1m40
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ × × ○ × × ×

20 10 4814 中島　晶子 (1) 近大高専 1m40
ｲｯｼｷ ｱﾝﾅ × × ×

3 683 一色　杏奈 (3) 松阪商 NM
ﾖｼﾑﾗ ﾒｲ × × ×

6 1610 吉村　芽依 (1) 志　摩 NM
ﾌｸﾔﾏ ｱﾕﾐ × × ×

15 775 福山　　歩 (3) 尾　鷲 NM
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｴｺ × × ×

16 705 谷口　苗子 (2) ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ NM
ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ × × ×

23 649 野田奈津実 (1) 宇治山田 NM
ｷﾑﾗ ﾐｸ × × ×

24 1578 木村　美伯 (3) 名張桔梗丘 NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ × × ×

25 4921 渡邊ありさ (1) 高　田 NM

1m62 1m651m40 1m45 1m50 1m53 1m56 1m59

凡例  NM:記録なし



女子走高跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          1m79      藪根　ゆい(近大高専)                  2006
大会記録(GR)            1m66      冨田　知子(三重)                      1994(第24回) 5月8日 11:00 決勝

決勝 
カナ名 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ｷﾀﾞ ｼｵﾘ × ○ × × ×

19 17 1900 喜田　詩織 (3) 白　子 1m40
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ × × ×

6 247 山田　真穂 (2) 桑　名 NM
ｷｼ ﾏﾕ × × ×

7 793 岸　　真由 (2) 尾　鷲 NM
ﾐﾅﾐ ｻﾔｶ × × ×

11 659 南　　冴佳 (3) 宇治山田 NM
ﾅｶﾆｼ ﾐｶ × × ×

13 1581 中西　未華 (3) 名張桔梗丘 NM
ｳｴﾀﾞ ﾑﾂﾐ × × ×

15 574 上田　睦実 (3) 川　越 NM
ｲｼｲ ﾁｻﾄ × × ×

16 1265 石井　千聖 (1) 松　阪 NM
ｺﾃﾞﾗ ﾘﾎ

1 466 小寺　里穂 (3) 神　戸 DNS
ﾅｶﾞﾀ ﾗﾝ

2 1115 長田　　蘭 (2) 桑名工 DNS
ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ

3 684 高山　莉帆 (3) 松阪商 DNS
ﾐﾅｶﾞ ｼｵﾘ

4 4880 見永　汐里 (1) 桑名衛看 DNS
ｲﾄｳ ﾁﾅﾐ

5 1114 伊藤智菜美 (1) 桑名工 DNS
ﾑｼｱｹ ﾄﾓｶ

8 590 虫明　朋花 (1) 川　越 DNS
ｲﾄｳ ｻﾔｶ

9 262 伊藤沙也加 (1) 桑　名 DNS
ﾂｼﾞ ﾊﾅｴ

10 4878 辻　　英恵 (2) 桑名衛看 DNS
ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ

12 433 大西　杏奈 (2) 稲　生 DNS
ﾃﾝﾊﾟｸ ﾐｻｷ

14 4879 天白　美咲 (2) 桑名衛看 DNS

1m62 1m651m40 1m45 1m50 1m53 1m56 1m59

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          5m95      佐々木絵美(桑名西)                    1998
県高校記録(KH)          5m95      遠藤　桃子(桑名)                      2006
大会記録(GR)            5m82      森　千亜紀(宇治山田)                  1997(第29回) 5月9日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶｻﾞﾜ ﾘﾎ 4m85 4m70 4m69 4m85 4m85
16 38 1636 岡澤　里帆 (3) 明　野 +2.0 +0.1 +2.3 +2.0 +2.0

ﾌｸﾑﾗ ﾏｲ 4m65 × × 4m65 4m65
22 27 1582 福村　真依 (3) 名張桔梗丘 -1.0 -1.0 -1.0

ﾋﾈﾉ ｱｲﾐ × × 4m64 4m64 4m64
23 32 998 日根野愛海 (2) 上　野 +1.8 +1.8 +1.8

ｷﾘｳ ﾋﾛｺ × × 4m60 4m60 4m60
24 23 581 桐生　浩子 (3) 川　越 +1.8 +1.8 +1.8

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 4m57 × × 4m57 4m57
26 13 82 山本　佳歩 (1) 津　商 +0.8 +0.8 +0.8

ｻﾄｳ ｱﾔ 4m53 × × 4m53 4m53
29 5 4813 佐藤　　彩 (1) 近大高専 0.0 0.0 0.0

ﾀｻﾞﾜ ﾏﾐ × × ×
1 264 田澤　まみ (3) 桑　名 NM

ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ × × ×
2 675 中川　風香 (2) 宇治山田 NM

ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ × × ×
3 1567 鈴木可奈子 (1) 名張桔梗丘 NM

ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｺ × × ×
4 1907 岡嶋　祐子 (2) 伊賀白鳳 NM

ｵｸﾉ ﾅﾙﾐ × × ×
7 4924 奥野　成美 (1) 高　田 NM

ｵｵﾆｼ ｱﾝﾅ × × ×
8 433 大西　杏奈 (2) 稲　生 NM

ｶﾜﾃ ﾚﾝｹﾞ × × ×
11 929 川手　練華 (3) 四日市 NM

ｻｶｼﾀ ﾅﾂﾐ × × ×
15 407 阪下　菜摘 (3) 稲　生 NM

ﾅｶﾑﾗ ｻｷ × × ×
17 1774 中村　彩希 (2) いなべ総合 NM

ｵｸﾔﾏ ｻﾂｷ × × ×
18 1087 奥山さつき (3) 津　東 NM

ｷｼﾀﾞ ﾎﾉﾐ × × ×
20 510 岸田歩乃実 (3) 四日市西 NM

ｵｶｿﾞｴ ｶｴﾃﾞ × × ×
21 1190 岡副　　楓 (2) 津　西 NM

ﾐﾈ ﾕｲﾎ × × ×
22 525 峯　　由歩 (2) 四日市西 NM

ｽｷﾞﾀ ﾏｲｺ × × ×
24 120 杉田真依子 (2) 津　商 NM

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ × × ×
25 690 田村はるか (2) 松阪商 NM

ﾀｶﾄｳ ﾎﾐ × × ×
28 997 高藤　穗里 (2) 上　野 NM

ﾊﾔｶﾜ ｱｶﾘ × × ×
29 1841 早川あかり (2) 高　田 NM

ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｺ × × ×
34 1338 松下　浩子 (3) いなべ総合 NM

ﾏﾂｼﾏ ｴﾘﾅ × × ×
35 412 松島衣梨奈 (3) 稲　生 NM

ｲﾜｻｷ ｼｵﾘ × × ×
37 1930 岩崎　　栞 (2) 名張桔梗丘 NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ
6 572 山本　瑞紀 (1) 川　越 DNS

ﾐﾜ ｱﾂｺ
9 275 三輪　敦子 (1) 桑　名 DNS

ｶﾄｳ ｼﾎ
10 560 加藤　志帆 (1) 川　越 DNS

ｶﾄｳ ｼﾎ
12 1471 加藤　志帆 (2) 四日市南 DNS

ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ
14 684 高山　莉帆 (3) 松阪商 DNS

ｲﾄｳ ﾁﾅﾐ
16 1114 伊藤智菜美 (1) 桑名工 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          5m95      佐々木絵美(桑名西)                    1998
県高校記録(KH)          5m95      遠藤　桃子(桑名)                      2006
大会記録(GR)            5m82      森　千亜紀(宇治山田)                  1997(第29回) 5月9日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾀ ﾗﾝ
19 1115 長田　　蘭 (2) 桑名工 DNS

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾎ
26 260 水谷　真穂 (1) 桑　名 DNS

ｻｶｸﾞﾁ ｴﾘｶ
30 689 阪口依莉香 (3) 松阪商 DNS

ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ
31 678 藤井　　梓 (2) 宇治山田 DNS

ﾏｷｳﾁ ﾊﾙｶ
33 1161 牧内　遥香 (3) 津　西 DNS

ｶﾀﾀﾞ ﾅﾂｷ
36 488 片田　菜月 (2) 神　戸 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子走幅跳
審 判 長：河越　茂樹
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          5m95      佐々木絵美(桑名西)                    1998
県高校記録(KH)          5m95      遠藤　桃子(桑名)                      2006
大会記録(GR)            5m82      森　千亜紀(宇治山田)                  1997(第29回) 5月9日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾐﾁ ｻﾔｶ 4m95 × 5m21 5m21 6 5m31 5m60 5m38 5m60
1 9 4155 大道　爽香 (3) 近大高専 0.0 +1.8 +1.8 +3.4 +1.5 +2.2 +1.5

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 5m24 5m02 5m31 5m31 8 4m96 5m09 × 5m31
2 10 869 寺田　菜美 (2) 宇治山田商 +0.8 +0.5 +0.9 +0.9 +2.2 +1.5 +0.9

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｺ 5m05 5m16 5m06 5m16 5 4m93 × 5m29 5m29
3 7 4693 杉本　雅子 (2) 鈴鹿高専 0.0 +1.2 +1.2 +1.2 +1.0 +1.0 +1.0

ﾔﾏｶﾐ ｻｷ × 5m23 5m00 5m23 7 5m04 4m89 5m09 5m23
4 2 660 山上　紗貴 (3) 宇治山田 +0.6 +2.6 +0.6 +2.1 +1.9 +2.4 +0.6

ｱﾝﾄﾞｳ ｻｴ 4m97 5m03 5m10 5m10 2 5m20 × 5m15 5m20
5 8 886 安藤　紗英 (3) 久　居 +1.2 +1.7 +1.1 +1.1 +1.6 +2.8 +1.6

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ × 5m16 × 5m16 4 × × × 5m16
6 6 4823 森本　真由 (1) 宇治山田商 +0.2 +0.2 +0.2

ｱﾍﾞ ｼｮｳｺ 5m15 5m09 × 5m15 3 4m71 － × 5m15
7 15 927 阿部　祥子 (3) 四日市 +1.5 +0.9 +1.5 +1.5 +1.5

ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ × 5m07 × 5m07 1 4m95 × 5m08 5m08
8 17 874 薮木　彩乃 (2) 宇治山田商 +1.6 +1.6 +1.6 +1.9 +1.9

ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｺ 4m95 4m72 5m04 5m04 5m04
9 26 112 山本　愛子 (3) 津　商 +1.0 +0.8 +1.9 +1.9 +1.9

ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ × × 5m02 5m02 5m02
10 5 933 宮崎　伶菜 (3) 四日市 +2.3 +2.3 +2.3

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵ 4m91 4m86 5m01 5m01 5m01
11 12 1309 水谷　奈央 (3) 桑名西 -0.9 +0.2 +2.1 +2.1 +2.1

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 4m66 4m76 5m00 5m00 5m00
12 23 50 小山　綾香 (1) 皇學館 +2.2 +0.7 +1.7 +1.7 +1.7

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾓｴﾐ 4m90 4m99 4m89 4m99 4m99
13 22 468 神原　萌実 (3) 神　戸 +1.1 +2.8 +1.4 +2.8 +2.8

ﾔｸﾞﾁ ｼｵﾘ × 4m90 4m98 4m98 4m98
14 28 4815 矢口　栞梨 (1) 近大高専 +1.2 +1.5 +1.5 +1.5

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾅ 4m90 － － 4m90 4m90
15 29 20 水谷　春奈 (3) 四日市商 +1.3 +1.3 +1.3

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｺ 4m78 4m83 4m74 4m83 4m83
17 14 889 杉山　祐子 (3) 久　居 +1.0 0.0 +2.9 0.0 0.0

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ × 4m82 × 4m82 4m82
18 3 6 吉田　香織 (1) 四日市商 +0.6 +0.6 +0.6

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ × 4m75 4m72 4m75 4m75
19 13 186 中村　恵理 (1) 伊　勢 +1.4 +2.3 +1.4 +1.4

ｻｶﾓﾘ ｱﾔﾈ 4m57 × 4m75 4m75 4m75
20 20 1 坂森　彩音 (1) 四日市商 +1.7 +1.7 +1.7 +1.7

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ × × 4m67 4m67 4m67
21 18 187 山本　佳奈 (1) 伊　勢 +0.9 +0.9 +0.9

ﾔﾏﾑﾛ ｱﾔ × 4m58 × 4m58 4m58
25 25 1139 山室　　彩 (2) 桑名工 +1.2 +1.2 +1.2

ﾋｸﾞﾁ ｷｺ 4m56 × × 4m56 4m56
27 11 1490 樋口　貴子 (3) 四日市南 +0.6 +0.6 +0.6

ﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ × 4m55 × 4m55 4m55
28 1 69 森　　望美 (3) 皇學館 +1.9 +1.9 +1.9

ｴﾋﾞﾅ ｱﾔﾐ × × ×
4 1326 呑名　綾美 (2) 桑名西 NM

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾅﾐ × × ×
16 1090 山崎　　南 (3) 津　東 NM

ﾌｼﾞﾀ ﾁｱｷ × × ×
19 487 藤田　千晶 (2) 神　戸 NM

ﾀﾅｶ ｱｲ × × ×
21 1510 田中　　愛 (2) 四日市南 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ × × ×
24 1409 中村　美穂 (2) 伊勢学園 NM

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ
27 1803 髙松　麻妃 (2) 皇學館 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子砲丸投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          15m53     市岡　寿実(津商)                      1997
大会記録(GR)            14m03     市岡　寿実(津商)                      1996(第26回) 5月9日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾓﾀﾞ ｱｷｺ
1 24 408 下田亜稀子 (3) 稲　生 × × 12m10 12m10 8 12m44 × 12m45 12m45

ｲｹﾓﾘ ｼﾎ
2 4 863 池森　史保 (2) 宇治山田商 11m00 10m44 10m66 11m00 7 8m96 10m94 11m54 11m54

ｵﾉ ｱﾕﾐ
3 17 1024 小野　歩実 (3) 三　重 10m70 10m80 10m91 10m91 5 10m81 11m05 11m28 11m28

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵ
4 16 842 濱口　菜緒 (3) 宇治山田商 10m22 10m99 10m09 10m99 6 10m55 10m55 11m26 11m26

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ
5 19 870 西岡　名月 (2) 宇治山田商 × 9m81 10m48 10m48 4 10m58 10m20 10m77 10m77

ﾆｼﾑﾗ ﾘｴ
6 13 299 西村　理絵 (3) 南伊勢 10m24 10m23 10m41 10m41 3 10m42 9m38 10m40 10m42

ﾏﾂｵｶ ﾕｲｶ
7 22 109 松岡　由華 (3) 津　商 9m87 9m72 10m02 10m02 2 × 10m15 10m02 10m15

ｼｬﾙｯｻ ﾘｾ
8 23 1058 ｼｬﾙｯｻ 　ﾘｾ (2) 石薬師 9m95 9m54 × 9m95 1 × 9m93 × 9m95

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ
9 28 486 西村　祐香 (2) 神　戸 × 9m90 × 9m90 9m90

ｶﾈｺ ﾘﾅ
10 7 1605 金子　莉奈 (3) 鳥　羽 × 9m70 9m56 9m70 9m70

ｲｻｶ ﾐｻｷ
11 32 1398 井坂美早希 (3) 伊勢学園 × 9m56 × 9m56 9m56

ﾎｼﾉ ﾏﾎ
12 14 268 星野　真穂 (3) 桑　名 9m50 × × 9m50 9m50

ｽｷﾞｴ ｷｮｳﾐ
1 1467 杉江　杏実 (2) 亀　山 × × × NM

ｼﾐｽﾞ ｶﾅｴ
2 304 清水香苗江 (2) 南伊勢 × × × NM

ﾜｶﾏﾂ ｱﾘｻ
3 1670 若松有里沙 (2) 桑名衛看 × × × NM

ﾉﾅｶ ｱﾔﾐ
5 106 野中　彩未 (3) 津　商 × × × NM

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｶ
6 1551 内山　朋香 (2) 鈴　鹿 × × × NM

ﾖｺﾔﾏ ｿﾉｶ
8 413 横山　苑香 (3) 稲　生 × × × NM

ｶﾜﾓﾄ ﾏﾘｺ
9 1906 川本真理子 (2) 　暁　 × × × NM

ﾅｶｲ ｻｷ
10 672 中井　沙樹 (2) 宇治山田 × × × NM

ﾓﾘｶﾜ ｶｵﾘ
11 1468 森川加央里 (2) 亀　山 × × × NM

ﾌｼﾞﾀ ﾐﾅﾐ
12 1308 藤田みなみ (3) 桑名西 × × × NM

ﾃﾗｻｶ ﾐｶ
15 485 寺坂　美香 (2) 神　戸 × × × NM

ﾅｶﾆｼ ﾏﾔ
18 1874 中西　麻綾 (2) 桑名西 × × × NM

ｻｲﾄｳ ｼﾎ
20 153 斉藤　志帆 (3) 四日市工 × × × NM

ﾊﾀ ﾅﾅﾐ
21 435 畑　菜々美 (2) 稲　生 × × × NM

ﾊﾔｼ ｴﾐﾘ
25 494 林　絵美里 (1) 四日市西 × × × NM

ｵｵﾀ ｲﾌﾞｷ
26 35 太田　　萌 (2) 四日市商 × × × NM

ｿｳﾏ ﾐｷ
27 1526 相馬　美紀 (3) 　暁　 × × × NM

ﾏｴｶﾞﾜ ﾐﾕ
29 580 前川　美優 (3) 川　越 × × × NM

ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ
30 448 荻野　恵都 (1) 神　戸 × × × NM

ｵｵｷ ｺﾄﾐ
33 1601 大木　琴未 (3) 鳥　羽 × × × NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ
34 4902 小林　　愛 (1) 亀　山 × × × NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子砲丸投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          15m53     市岡　寿実(津商)                      1997
大会記録(GR)            14m03     市岡　寿実(津商)                      1996(第26回) 5月9日 10:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾄ ﾘﾎ
35 118 川戸　里穂 (2) 津　商 × × × NM

ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾉ
36 1037 中河　琴乃 (2) 三　重 × × × NM

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ
37 1127 小林　愛美 (3) 桑名工 × × × NM

ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ
38 1593 濱田　侑奈 (3) 鳥　羽 × × × NM

ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ
39 759 森田　夏実 (2) 伊賀白鳳 × × × NM

ｺｶﾞ ｱｷﾎ
40 37 古賀　瑛穂 (1) 四日市商 × × × NM

ｵｶﾞﾜ ｶﾅ
41 1775 小川　佳奈 (2) いなべ総合 × × × NM

ｵｵｶﾜ ｼｮｳｺ
42 888 大川　翔子 (3) 久　居 × × × NM

ｲｹﾀﾞ ﾏﾕ
45 1396 池田　眞由 (3) 伊勢学園 × × × NM

ﾏﾂｵｶ ﾕﾘﾅ
46 4907 松岡優里奈 (1) 津　東 × × × NM

ﾊﾔｼ ﾅｵ
50 44 林　　直音 (1) 皇學館 × × × NM

ﾀﾅｶ ﾏｲ
51 895 田中　　舞 (2) 久　居 × × × NM

ﾊﾀ ﾕｷﾅ
52 1252 畑　　幸那 (3) 高　田 × × × NM

ﾊｼﾑﾗ ﾚﾅ
53 890 橋村　怜奈 (3) 久　居 × × × NM

ﾋﾛﾀ ｴﾘｶ
31 4881 廣田絵梨香 (1) 桑名西 DNS

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾂﾞﾙ
43 688 山下　日鶴 (3) 松阪商 DNS

ﾆｼｵ ｶﾉ 
44 269 西尾　香乃 (1) 桑　名 DNS

ﾅｶｾ ｱﾔﾉ
47 687 中瀬　彩乃 (3) 松阪商 DNS

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ
48 276 横山　　優 (1) 桑　名 DNS

ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｲ
49 562 前川　優衣 (1) 川　越 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子円盤投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          46m94     市岡　寿実(津商)                      1996
大会記録(GR)            44m38     市岡　寿実(津商)                      1997(第27回) 5月8日 11:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾅ
1 3 107 藤岡　里奈 (3) 津　商 36m94 37m95 37m48 37m95 7 × 40m29 × 40m29

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔｶ
2 22 1312 立花紗也香 (3) 桑名西 34m59 38m39 34m37 38m39 8 35m65 33m99 × 38m39

ｻｲﾄｳ ｼﾎ
3 2 153 斉藤　志帆 (3) 四日市工 35m55 35m33 36m03 36m03 5 36m24 38m06 38m02 38m06

ｵｵｷ ｺﾄﾐ
4 18 1601 大木　琴未 (3) 鳥　羽 36m39 × 34m30 36m39 6 37m81 × 37m69 37m81

ｸﾛﾐﾔ ﾅｷﾞｻ
5 19 1249 黒宮　　渚 (3) 高　田 35m14 32m83 34m57 35m14 4 33m69 36m83 36m26 36m83

ｲｻｶ ﾐｷ
6 21 864 井坂　美来 (2) 宇治山田商 32m94 34m51 × 34m51 2 × 31m11 34m97 34m97

ｲｻｶ ﾐｻｷ
7 11 1398 井坂美早希 (3) 伊勢学園 × 34m47 34m66 34m66 3 34m17 × × 34m66

ﾎｼﾉ ﾏﾎ
8 4 268 星野　真穂 (3) 桑　名 32m14 × 31m50 32m14 1 × 31m06 32m51 32m51

ｵｸﾑﾗ ﾂｶｻ
9 5 303 奥村つかさ (2) 南伊勢 × × 32m10 32m10 32m10

ﾆｼﾑﾗ ﾘｴ
10 9 299 西村　理絵 (3) 南伊勢 31m39 31m49 32m02 32m02 32m02

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ
11 13 411 藤盛　　唯 (3) 稲　生 × × 31m94 31m94 31m94

ｶﾈｺ ﾘﾅ
12 14 1605 金子　莉奈 (3) 鳥　羽 × 31m37 × 31m37 31m37

ｵｵﾀ ｲﾌﾞｷ
1 35 太田　　萌 (2) 四日市商 × × × NM

ﾊﾀ ﾅﾅﾐ
6 435 畑　菜々美 (2) 稲　生 × × × NM

ｲｹﾓﾘ ｼﾎ
7 863 池森　史保 (2) 宇治山田商 × × × NM

ｵﾉ ｱﾕﾐ
8 1024 小野　歩実 (3) 三　重 × × × NM

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ
10 1127 小林　愛美 (3) 桑名工 × × × NM

ｼｬﾙｯｻ ﾘｾ
12 1058 ｼｬﾙｯｻ 　ﾘｾ (2) 石薬師 × × × NM

ﾋﾛﾀ ｴﾘｶ
15 4881 廣田絵梨香 (1) 桑名西 × × × NM

ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｲ
16 562 前川　優衣 (1) 川　越 × × × NM

ｲｿﾜ ｱﾔｶ
17 1012 磯和　彩香 (1) 三　重 × × × NM

ｽｷﾞｴ ｷｮｳﾐ
20 1467 杉江　杏実 (2) 亀　山 × × × NM

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ
23 1412 松本　莉奈 (2) 伊勢学園 × × × NM

ｿｳﾏ ﾐｷ
24 1526 相馬　美紀 (3) 　暁　 × × × NM

ﾔﾏﾈ ﾓｴ
25 4824 山根　　萌 (1) 宇治山田商 × × × NM

ﾜｶﾏﾂ ｱﾘｻ
26 1670 若松有里沙 (2) 桑名衛看 × × × NM

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｶ
27 1551 内山　朋香 (2) 鈴　鹿 × × × NM

ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ
28 448 荻野　恵都 (1) 神　戸 × × × NM

ﾌﾙｲﾁ ﾏｲ
29 36 古市　真衣 (2) 四日市商 × × × NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ
30 4902 小林　　愛 (1) 亀　山 × × × NM

ｲﾅﾊﾞ ｼﾎ
32 1621 稲葉　志穂 (2) 志　摩 × × × NM

ｲﾏﾆｼ ｼﾉ
33 4867 今西　士乃 (1) 飯　南 × × × NM

ｼﾜｸ ﾕｲ
34 1779 塩飽　　唯 (1) 志　摩 × × × NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子円盤投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          46m94     市岡　寿実(津商)                      1996
大会記録(GR)            44m38     市岡　寿実(津商)                      1997(第27回) 5月8日 11:00 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾅｶ ｱﾔﾐ
35 106 野中　彩未 (3) 津　商 × × × NM

ｺｶﾞ ｱｷﾎ
36 37 古賀　瑛穂 (1) 四日市商 × × × NM

ｶﾜｻｷ ｻﾎ
37 66 川﨑　沙帆 (3) 皇學館 × × × NM

ｾｲﾘｷ ｱｶﾈ
38 1891 勢力　　茜 (3) 鳥　羽 × × × NM

ﾅｶﾞﾀ ﾓﾐｼﾞ
41 410 永田もみじ (3) 稲　生 × × × NM

ﾓﾘｶﾜ ｶｵﾘ
42 1468 森川加央里 (2) 亀　山 × × × NM

ﾅｶｲ ｻｷ
44 672 中井　沙樹 (2) 宇治山田 × × × NM

ｶﾜﾄ ﾘﾎ
48 118 川戸　里穂 (2) 津　商 × × × NM

ﾊﾔｼ ﾅｵ
49 44 林　　直音 (1) 皇學館 × × × NM

ｵﾀﾞ ｻｴﾐ
31 1801 小田　早笑 (2) 皇學館 DNS

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾂﾞﾙ
39 688 山下　日鶴 (3) 松阪商 DNS

ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ
40 464 森田　智美 (3) 神　戸 DNS

ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ
43 691 中山　愛理 (2) 松阪商 DNS

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾐ
45 465 松林　　瞳 (3) 神　戸 DNS

ﾅｶｾ ｱﾔﾉ
46 687 中瀬　彩乃 (3) 松阪商 DNS

ﾏﾂｵｶ ﾕﾘﾅ
47 4907 松岡優里奈 (1) 津　東 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子やり投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          47m15     奥村つかさ(南伊勢)                    2009
大会記録(GR)            44m95     仰　　梨江(伊勢)                      2009(第39回) 5月9日 12:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾓﾄ ｶﾅ
1 13 847 森本　佳奈 (3) 宇治山田商 44m70 39m58 × 44m70 8 41m99 41m65 43m30 44m70

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ
2 22 870 西岡　名月 (2) 宇治山田商 42m27 40m76 38m12 42m27 7 42m27 37m64 43m51 43m51

ﾊﾀ ﾅﾅﾐ
3 17 435 畑　菜々美 (2) 稲　生 37m91 37m04 38m95 38m95 3 × 41m15 39m02 41m15

ｵｸﾑﾗ ﾂｶｻ
4 11 303 奥村つかさ (2) 南伊勢 × 39m72 40m22 40m22 6 × 40m84 39m47 40m84

ﾀﾅｶ ｻﾎ
5 27 123 田中　彩穂 (2) 津　商 38m66 39m55 38m42 39m55 5 36m48 38m20 × 39m55

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ
6 8 411 藤盛　　唯 (3) 稲　生 38m95 × 38m25 38m95 4 × 33m09 34m96 38m95

ﾄﾐﾔ ｻﾁ
7 23 1064 冨谷　　幸 (3) 桑名北 36m72 38m18 38m21 38m21 2 36m58 36m40 37m73 38m21

ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ
8 15 4819 中川　知春 (1) 宇治山田商 38m02 － － 38m02 1 － － － 38m02

ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂｷ
9 26 994 藤田　菜月 (2) 上　野 × 36m82 37m19 37m19 37m19

ｲｹﾀﾞ ﾏﾕ
10 1 1396 池田　眞由 (3) 伊勢学園 35m62 × 36m54 36m54 36m54

ﾑｶｲﾃﾞ ﾏﾕ
11 18 29 向出　真悠 (2) 四日市商 × 35m41 × 35m41 35m41

ｼﾐｽﾞ ｶﾅｴ
2 304 清水香苗江 (2) 南伊勢 × × × NM

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ
3 1412 松本　莉奈 (2) 伊勢学園 × × × NM

ｸﾛﾐﾔ ﾅｷﾞｻ
4 1249 黒宮　　渚 (3) 高　田 × × × NM

ﾌﾙｲﾁ ﾏｲ
5 36 古市　真衣 (2) 四日市商 × × × NM

ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ
6 1025 田中　　希 (3) 三　重 × × × NM

ﾅｶﾀ ﾋﾄﾐ
7 1731 中田　　瞳 (2) あけぼの × × × NM

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔｶ
9 1312 立花紗也香 (3) 桑名西 × × × NM

ｻｲﾄｳ ｼﾎ
10 153 斉藤　志帆 (3) 四日市工 × × × NM

ｽｷﾞｴ ｷｮｳﾐ
12 1467 杉江　杏実 (2) 亀　山 × × × NM

ｼｬﾙｯｻ ﾘｾ
14 1058 ｼｬﾙｯｻ 　ﾘｾ (2) 石薬師 × × × NM

ﾏｴｶﾞﾜ ﾐﾕ
16 580 前川　美優 (3) 川　越 × × × NM

ﾉﾅｶ ｱﾔﾐ
19 106 野中　彩未 (3) 津　商 × × × NM

ﾅｶﾞﾀ ﾓﾐｼﾞ
20 410 永田もみじ (3) 稲　生 × × × NM

ﾓﾘﾀﾆ ﾖｳｺ
21 1163 森谷　陽子 (3) 津　西 × × × NM

ｶﾒﾀﾞ ﾅﾂﾐ
24 1301 亀田奈津美 (2) 桑名西 × × × NM

ﾐﾅﾐ ｻﾔｶ
25 659 南　　冴佳 (3) 宇治山田 × × × NM

ﾌｼﾞﾀ ﾐﾅﾐ
28 1308 藤田みなみ (3) 桑名西 × × × NM

ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷﾎ
29 1067 川畑あきほ (2) 桑名北 × × × NM

ｾｲﾘｷ ｱｶﾈ
30 1891 勢力　　茜 (3) 鳥　羽 × × × NM

ﾉﾀﾞ ﾕｶﾘ
31 1251 野田ゆかり (3) 高　田 × × × NM

ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ
32 1593 濱田　侑奈 (3) 鳥　羽 × × × NM

ﾓﾘｶﾜ ｶｵﾘ
34 1468 森川加央里 (2) 亀　山 × × × NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子やり投
審 判 長：山本　浩武
記録主任：山本　勇人

県高校記録(KH)          47m15     奥村つかさ(南伊勢)                    2009
大会記録(GR)            44m95     仰　　梨江(伊勢)                      2009(第39回) 5月9日 12:30 決勝

決勝
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目

3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｵｶ ﾕﾘﾅ
36 4907 松岡優里奈 (1) 津　東 × × × NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ
38 4902 小林　　愛 (1) 亀　山 × × × NM

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｶ
42 1551 内山　朋香 (2) 鈴　鹿 × × × NM

ｻｶﾓﾄ ﾕｷ
44 1566 坂本　友紀 (1) 名張桔梗丘 × × × NM

ｲｿﾜ ｱﾔｶ
46 1012 磯和　彩香 (1) 三　重 × × × NM

ｶﾄﾞﾔ ﾏｲﾐ
48 1802 角谷　舞美 (2) 皇學館 × × × NM

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ
33 1127 小林　愛美 (3) 桑名工 DNS

ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ
35 490 松田　彩花 (2) 神　戸 DNS

ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ
37 691 中山　愛理 (2) 松阪商 DNS

ｻｶｸﾞﾁ ｴﾘｶ
39 689 阪口依莉香 (3) 松阪商 DNS

ﾓﾘ ﾏｲ
40 491 森　　麻衣 (2) 神　戸 DNS

ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｶﾘ
41 1598 濱口あかり (1) 鳥　羽 DNS

ｻﾜｲ ﾐｽﾐ
43 489 沢井　美澄 (2) 神　戸 DNS

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾅ
45 107 藤岡　里奈 (3) 津　商 DNS

ｼﾜｸ ﾕｲ
47 1779 塩飽　　唯 (1) 志　摩 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし




