
2012年6月3日(日) 大会名 平成24年度三重県高等学校陸上競技１年生記録会兼国体選考競技会 大会コード　 12241301 ﾄﾗｯｸ競技審判長 小池　弘文

ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技審判長 山本　浩武

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場コード　 242020 記 録 主 任 山本　勇人

主催団体名 三重県高等学校体育連盟・三重陸上競技協会 競技場名 東員町スポーツ公園陸上競技場

男子の部
日付 種目

矢谷　克己 (1) 22.51 中山　将吾 (1) 22.75 加藤　貴之 (1) 22.76 水谷　優太 (1) 22.91 津村　圭祐 (1) 23.03 小林　隼大 (1) 23.04 向井　健太 (1) 23.07 北村　直彦 (1) 23.12

+1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +2.3 +2.3 +1.1 +2.3

中井　大貴 (1) 9.10.35 杉田　衛 (1) 9.17.68 森岡　龍平 (1) 9.28.54 吉岡　雅人 (1) 9.36.21 渡久地　風馬 (1) 93797 佐藤　駿 (1) 9.38.79 伊藤　義起 (1) 9.40.74 合田　和生 (1) 9.43.70

乾　颯人 (1) 15.41 林　時生 (1) 16.60 樫谷　大 (1) 17.10 松田　真弥 (1) 17.24 嶋岡　嘉章 (1) 17.42 熊屋　拓海 (1) 17.58 津村　圭祐 (1) 19.02 #N/A #N/A

+2.2 -0.5 -0.5 -0.5 +2.2 -0.5 -0.5

片山　健人 (1) 1m60 石松　荘樹 (1) 1m55

野村　智也 (1) 6m38 加藤　貴之 (1) 6m32 乾　颯人 (1) 6m10 佐藤　卓海 (1) 6m06 田中　淳雄 (1) 5m95 吉沢　伊織 (1) 5m69 向井　健太 (1) 5m63 岡田　真宗 (1) 5m57

+1.5 +0.7 +1.2 -0.5 +2.0 +1.2 +0.2 +1.1
砲丸投 窪田　和史 (1) 12m26 松村　知哉 (1) 11m89 森本　晴哉 (1) 11m67 西山　友貴 (1) 11m52 伊髙　良介 (1) 11m38 荊木　佑介 (1) 10m55 東浦　貫太 (1) 10m34 塗矢　智士 (1) 9m35
5.0kg

女子の部
日付 種目

山本　栞菜 (1) 26.21 奥村　ひかり (1) 26.92 迫本　紘奈 (1) 27.03 直江　実千瑠 (1) 27.12 家田　真弥 (1) 27.30 加見　百世 (1) 27.38 桑原　里歩 (1) 27.60 川岸　真衣 (1) 27.63

+2.0 +0.3 +3.3 +2.0 +2.0 +0.3 +1.5 +3.3

山口　未夢 (1) 4.56.54 庄山　実佑 (1) 4.57.59 伊藤　朱里 (1) 4.59.75 矢口　真菜 (1) 5.04.12 伊藤　望 (1) 5.07.61 伊藤　里奈 (1) 5.09.45 伊東　静香 (1) 5.15.01 浅井　雪那 (1) 5.15.86

迫本　紘奈 (1) 15.14 佐野　智佳子 (1) 15.35 奥村　ひかり (1) 15.90 加見　百世 (1) 16.72 牛田　早耶 (1) 17.69 草野　愛梨 (1) 18.20 坂倉　央子 (1) 18.29 黒田　佳澄 (1) 18.47

+1.1 +1.1 +1.7 +1.1 +1.1 +1.7 +1.1 +1.7

中林　麻奈 (1) 3m00

家田　真弥 (1) 5m17 桑原　里歩 (1) 5m01 直江　実千瑠 (1) 4m82 達知　瑚都海 (1) 4m78 宮﨑　あゆみ (1) 4m72 古田　佳帆 (1) 4m56 伊藤　月冴 (1) 4m37 坂倉　央子 (1) 4m31

+3.3 +0.8 +0.3 +2.6 +1.8 +0.8 +2.4 +0.5
砲丸投 太田　美穂 (1) 10m22 福井　友香 (1) 8m83 小野　早也香 (1) 8m30 西野　みゆき (1) 8m29 濵上　栞奈 (1) 8m12 大辻　衣里 (1) 7m78 雪岡　野絵 (1) 6m96 志賀　えりか (1) 5m72
4.0kg

栗田　琴音 (1) 38m68 嵯峨　実紗 (1) 32m96 向出　奈央 (1) 27m96 橋本　まこ (1) 25m78 小野　早也香 (1) 25m45 清水　瑚子 (1) 24m48 山中　結衣 (1) 23m78 志賀　えりか (1) 21m64

7位 8位5位 6位

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

3位 4位

いなべ総合学園高 いなべ総合学園高 桑名工業高 桑名工業高

１００ｍＹＨ

１１０ｍＪＨ
いなべ総合学園高

宇治山田商業高 宇治山田商業高

1位 2位

宇治山田商業高 宇治山田商業高

6月3日 ３０００ｍ
四日市工業高 四日市工業高 津西高 津商業高

相可高

宇治山田商業高 桑名工業高

6月3日
宇治山田商業高 宇治山田商業高 高田高

四日市四郷高 四日市工業高

6月3日

神戸高 四日市工業高

神戸高 宇治山田商業高 #N/A

6月3日 走高跳
津西高 宇治山田高

6月3日 走幅跳
宇治山田商業高 桑名工業高 宇治山田商業高 稲生高 桑名工業高 津西高 宇治山田商業高 宇治山田高

四日市四郷高 宇治山田商業高 宇治山田商業高 伊賀白鳳高

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

宇治山田高

宇治山田商業高 宇治山田商業高 宇治山田商業高 宇治山田商業高

伊賀白鳳高

宇治山田商業高 四日市商業高 宇治山田商業高 相可高

四日市商業高

宇治山田商業高

宇治山田商業高 津商業高

津商業高 高田高

津商業高

津商業高 いなべ総合学園高 津西高

尾鷲高相可高

高田高

相可高

尾鷲高

相可高四日市商業高

6月3日 走幅跳
宇治山田商業高 尾鷲高 宇治山田商業高

6月3日
宇治山田商業高 四日市商業高 宇治山田商業高 稲生高 宇治山田高 宇治山田高

四日市四郷高

四日市四郷高

宇治山田商業高 津西高

四日市商業高

津商業高

高田高 高田高津西高

津商業高

6月3日 やり投
津西高 桑名西高 桑名西高 宇治山田高

宇治山田商業高

6月3日 棒高跳

２００ｍ

6月3日 ２００ｍ

6月3日

6月3日 １５００ｍ

6月3日



2012年6月3日(日) 大会名 平成24年度三重県高等学校陸上競技１年生記録会兼国体選考競技会 大会コード　 12241301 ﾄﾗｯｸ競技審判長 小池　弘文

ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技審判長 山本　浩武

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場コード　 242020 記 録 主 任 山本　勇人

主催団体名 三重県高等学校体育連盟・三重陸上競技協会 競技場名 東員町スポーツ公園陸上競技場

男子の部
日付 種目 組

1 組 矢谷　克己 (1) 22.51 中山　将吾 (1) 22.75 加藤　貴之 (1) 22.76 水谷　優太 (1) 22.91 向井　健太 (1) 23.07 小野田　将也 (1) 23.23
風:+1.1

2 組 津村　圭祐 (1) 23.03 小林　隼大 (1) 23.04 北村　直彦 (1) 23.12 小林　慶哉 (1) 23.24 瀬古　陽平 (1) 23.82 小林　駿介 (1) 24.25
風:+2.3

3 組 野村　智也 (1) 23.40 山下　恭史 (1) 24.40 酒井　祐哉 (1) 24.54 嶋岡　嘉章 (1) 24.64 水谷　隼也 (1) 24.83 水谷　祐一朗 (1) 24.84 松村　悠斗 (1) 25.37 横井　祐一 (1) 26.59
風:+0.7

4 組 土田　周平 (1) 23.45 坂口　悠輔 (1) 24.22 大本　恭平 (1) 24.58 林　昂輝 (1) 26.45 濵田　慎史 (1) 28.43
風:+2.9

5 組 石松　荘樹 (1) 23.62 服部　和仁 (1) 24.56 栗本　康平 (1) 25.07 三谷　元気 (1) 25.19 市瀬　瑛也 (1) 26.04
風:+2.3

6 組 伴　恵太朗 (1) 24.10 林　時生 (1) 24.32 吉川　大貴 (1) 25.55 山本　悠斗 (1) 26.51 鈴木　健司 (1) 28.51
風:+2.0

7 組 中川　智貴 (1) 24.42 浜西　勇気 (1) 25.12 亀山　滝馬 (1) 25.22 藤田　怜 (1) 26.17 小倉　ブライアン (1) 26.42
風:+0.6

8 組 後藤　誠弥 (1) 24.00 駒田　紳太郎 (1) 26.51 川北　悠太 (1) 27.28
風:+2.2

9 組 大仲　雄詞 (1) 24.61 内藤　奨也 (1) 25.89
風:+1.6

10 組 広垣　智也 (1) 24.15 髙田　達也 (1) 25.00 三村　昂輝 (1) 25.40 杼原　和希 (1) 25.55 荊木　佑介 (1) 25.70 駒田　龍希 (1) 27.91
風:+2.6

日付 種目 組

中井　大貴 (1) 9.10.35 杉田　衛 (1) 9.17.68 森岡　龍平 (1) 9.28.54 吉岡　雅人 (1) 9.36.21 渡久地　風馬 (1) 9.37.97 佐藤　駿 (1) 9.38.79 伊藤　義起 (1) 9.40.74 合田　和生 (1) 9.43.70

上村　一真 (1) 9.45.82 坪井　諒友 (1) 9.47.68 宇治　拓海 (1) 9.47.83 平松　元気 (1) 9.47.95 笠原　将太 (1) 9.55.19 古尾　勇太 (1) 9.56.87 髙木　寛斗 (1) 9.57.08 矢賀　太朗 (1) 9.58.90

1 組 乾　颯人 (1) 15.41 嶋岡　嘉章 (1) 17.42
風:+2.2

2 組 林　時生 (1) 16.60 樫谷　大 (1) 17.10 松田　真弥 (1) 17.24 熊屋　拓海 (1) 17.58 津村　圭祐 (1) 19.02
風:-0.5

女子の部
日付 種目 組

1 組 山本　栞菜 (1) 26.21 直江　実千瑠 (1) 27.12 家田　真弥 (1) 27.30 西田　有沙 (1) 27.68 若森　愛可 (1) 27.77 徳田　桃子 (1) 27.99 伊藤　月冴 (1) 28.52
風:+2.0

2 組 桑原　里歩 (1) 27.60 大田　眞央 (1) 29.13 野呂　桃香 (1) 29.35 滝井　明莉 (1) 29.63 中林　愛実 (1) 29.76 岡嶋　梨里 (1) 32.69
風:+1.5

3 組 迫本　紘奈 (1) 27.03 川岸　真衣 (1) 27.63 繁永　朋香 (1) 28.30 中村　夏妃 (1) 28.48 達知　瑚都海 (1) 31.05
風:+3.3

4 組 奥村　ひかり (1) 26.92 加見　百世 (1) 27.38 島田　菜央 (1) 27.67 黒田　佳澄 (1) 27.72 樋口　歩音 (1) 30.16 大西　小璃有 (1) 31.34
風:+0.3

1 組 迫本　紘奈 (1) 15.14 佐野　智佳子 (1) 15.35 加見　百世 (1) 16.72 牛田　早耶 (1) 17.69 坂倉　央子 (1) 18.29
風:+1.1

2 組 奥村　ひかり (1) 15.90 草野　愛梨 (1) 18.20 黒田　佳澄 (1) 18.47 野呂　桃香 (1) 18.86
風:+1.7

6月3日
宇治山田商業高 津商業高 相可高 宇治山田高

6月3日 １００ｍＹＨ
宇治山田商業高 四日市商業高 相可高 四日市商業高 高田高

宇治山田高

宇治山田商業高

高田高

6月3日
宇治山田商業高 高田高 いなべ総合学園高 神戸高

6月3日 １１０ｍＪＨ
宇治山田商業高 相可高

1位 2位 3位

1位 2位

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

7位 8位3位 4位 5位 6位

宇治山田商業高

いなべ総合学園高 いなべ総合学園高 桑名工業高 桑名工業高

6月3日
宇治山田商業高 桑名工業高 宇治山田商業高 四日市工業高

6月3日 ２００ｍ

相可高 桑名工業高

宇治山田商業高 宇治山田商業高

6月3日
宇治山田商業高 宇治山田商業高 桑名工業高

桑名工業高

いなべ総合学園高 伊賀白鳳高 桑名工業高

6月3日
神戸高 宇治山田高 津西高 高田高 伊賀白鳳高

6月3日
宇治山田高 神戸高 神戸高 稲生高 高田高

6月3日
稲生高 宇治山田商業高 津西高 高田高 四日市商業高

6月3日
尾鷲高 神戸高 高田高 高田高 四日市商業高

6月3日
宇治山田高 四日市工業高 高田高

6月3日
宇治山田高 稲生高

6月3日
津西高 津商業高 稲生高 高田高 宇治山田商業高 稲生高

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

3000ｍ 1 組
四日市工業高 四日市工業高 神戸高 四日市工業高

9位 10位 11位 12位 13位

四日市工業高 津西高

四日市工業高 津西高 高田高

津商業高 四日市四郷高

四日市工業高 宇治山田商業高

6月3日

津西高

14位 15位 16位

5位 6位

宇治山田商業高 桑名工業高

7位4位 8位

6月3日 ２００ｍ
宇治山田商業高 宇治山田商業高 宇治山田商業高 宇治山田商業高 四日市商業高

6月3日
尾鷲高 津西高

6月3日
宇治山田商業高 津商業高

津商業高 津商業高

稲生高 宇治山田高 高田高

宇治山田高 四日市農芸高

6月3日
宇治山田商業高 相可高 四日市商業高 稲生高津西高 相可高


