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決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｲﾀﾙ 15m42 × × 15m42 8 15m59 15m36 15m81 15m81
1 8 4149 山本　　格 県教員AC +1.0 +1.0 +1.6 0.0 +3.5 +3.5 *F5

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 14m11 13m97 14m19 14m19 4 14m43 14m40 14m77 14m77
2 5 5-736 長谷川　諒(5) 近大高専 +1.1 0.0 +3.0 +3.0 +5.6 +1.3 +4.4 +4.4 *F5

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾊﾙ × 14m28 14m50 14m50 6 14m43 14m69 14m43 14m69
3 9 4218 竹内　大晴(3) 近大高専 +2.0 +1.5 +1.5 +1.4 +1.7 +0.1 +1.7

ﾐｽﾞﾊﾗ ｺｳｷ 14m25 14m35 14m61 14m61 7 14m22 14m64 14m44 14m64
4 17 381 水原　剛樹(3) 稲生高 +0.7 +1.1 +1.7 +1.7 +0.6 +0.3 +0.5 +0.3

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ 14m43 13m82 × 14m43 5 × × × 14m43
5 15 811 西澤　　団(1) 岐阜経済大 +2.1 +1.3 +2.1 +2.1 *F2

ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ 13m99 × × 13m99 3 × － － 13m99
6 2 4078 菅　　大彰(4) 鈴鹿高専 +3.2 +3.2 +3.2

ﾊﾔﾀ ｲｻﾑ 13m83 × 13m78 13m83 2 13m09 13m63 × 13m83
7 19 994 早田　敢武(3) 伊勢学園高 +3.7 +0.7 +3.7 +4.0 +2.7 +3.7 *F3

ﾅｶｲ ﾘｮｳﾀ 13m73 × × 13m73 1 × 13m16 13m27 13m73
8 7 225 中井　亮太(3) 伊勢工高 +0.8 +0.8 +1.4 +1.4 +0.8

ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ × × 13m52 13m52 13m52
9 13 5-880 田畑　徳大(3) 皇學館大 +0.9 +0.9 +0.9

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ × 13m11 13m15 13m15 13m15
10 20 390 小林　鷹斗(2) 稲生高 +3.4 +2.6 +2.6 +2.6

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ 12m97 13m14 12m81 13m14 13m14
11 11 4231 中山　大之(2) 近大高専 +1.2 +1.1 0.0 +1.1 +1.1

ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ × × 13m12 13m12 13m12
12 42 651 濵口　啓介(3) 白子高 +2.5 +2.5 +2.5

ﾊﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 12m99 12m99 12m66 12m99 12m99
13 21 867 濱﨑　康平(2) 宇治山田商高 +0.3 +0.8 +0.8 +0.3 +0.3

ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ × 12m78 12m91 12m91 12m91
14 46 4235 宮永　貴大(2) 近大高専 +2.2 +3.3 +3.3 +3.3

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ × × 12m82 12m82 12m82
15 18 754 豊田健士郎(2) 津西高 +1.0 +1.0 +1.0

ﾏﾂﾊﾞ ﾔﾏﾄ × 12m81 × 12m81 12m81
16 6 868 松葉　大和(2) 宇治山田商高 +2.6 +2.6 +2.6

ｵｵﾊｼ ﾕｳｽｹ 12m80 12m62 × 12m80 12m80
17 34 539 大橋　勇介(2) 四日市高 +2.3 +2.3 +2.3 +2.3

ｶﾜｶﾐ ﾅｵ × 12m56 12m68 12m68 12m68
18 40 1584 川上　那生(2) 亀山高 +1.7 +0.2 +0.2 +0.2

ｳｻﾐ ﾏﾅﾌﾞ 12m53 × × 12m53 12m53
19 12 997 宇佐見　学(2) 伊勢学園高 +1.1 +1.1 +1.1

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾄ × × ×
1 224 田中　将仁(3) 伊勢工高 NM

ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ × × ×
10 915 長澤　和樹(3) 宇治山田高 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ × × ×
14 1001 中村　祐哉(2) 伊勢学園高 NM

ﾅｶﾓﾘ ﾕｳｽｹ × × ×
23 1087 中森　湧介(3) 名張桔梗丘高 NM

ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂｼ × × ×
24 251 中河　勝志(2) 伊勢工高 NM

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ × × ×
25 1005 林　　将平(2) 伊勢学園高 NM

ﾉｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ × × ×
26 1148 野島　稜也(3) 津東高 NM

ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ × × ×
27 254 西村　直己(2) 伊勢工高 NM

ｻｶﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ × × ×
28 572 坂谷　修平(3) 津高 NM

ﾅｶﾋｶﾞｼ ｺｳｷ × × ×
29 1575 中東　弘貴(3) 亀山高 NM

ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｷ × × ×
30 395 森川　大輝(2) 稲生高 NM

ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ × × ×
31 5-643 山中　康平(5) 鈴鹿高専 NM

ｱｻｵ ｹｲｽｹ × × ×
32 1842 麻生　佳祐(2) 伊勢工高 NM
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ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵｷ × × ×
33 91 川畑　尚暉(3) 伊賀白鳳高 NM

ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ × × ×
37 1190 北川　和樹(3) 高田高 NM

ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ × × ×
38 250 竹中　　諒(2) 伊勢工高 NM

ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ × × ×
41 1083 石田　貴之(3) 名張桔梗丘高 NM

ﾅｼﾞﾒ ｹｲ × × ×
43 859 納米　　慶(3) 宇治山田商高 NM

ｱｷﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ × × ×
44 1131 秋葉　翔吾(3) 松阪商高 NM

ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ × × ×
45 173 浦口　雅隆(3) 伊勢高 NM

ﾄﾈ ﾗｲﾑ × × ×
48 346 刀根　来夢(3) 南伊勢高 NM

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ × × ×
49 326 伊藤　悠馬(2) 桑名工高 NM

ﾑｶｲ ｹﾝﾀ × × ×
50 809 向井　健太(1) 宇治山田商高 NM

ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ × × ×
52 1195 谷本　祐基(3) 高田高 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ
3 4773 小林　徹哉 三重陸協 DNS

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ
4 3-157 濱口　隆翔(3) 東海大 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｽｹ
16 1154 山本　晋輔(3) 津東高 DNS

ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀ
22 1193 櫻井　駿太(3) 高田高 DNS

ｲﾇｲ ﾊﾔﾄ
35 804 乾　　颯人(1) 宇治山田商高 DNS

ｲﾜﾀ ｼﾝｽｹ
36 315 岩田　晋輔(3) 桑名工高 DNS

ﾅｶﾆｼ ｶﾂﾉﾘ
39 1106 中西　勝紀(2) 名張桔梗丘高 DNS

ｶﾂﾗﾔﾏ ﾌｻｱｷ
47 1598 桂山　房明(3) 久居高 DNS

ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｷ
51 322 水野　大輝(3) 桑名工高 DNS
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