
男子走幅跳

全日中標準記録(☆)      6m50      全中参加標準記録(＊)                  
全国通信最高記録(NJR)   7m20      佐々木勝利(秋田・大曲南)              1992(第38回)
日本中学記録(JH)        7m32      佐々木勝利(秋田・大曲南)              1992
東海中学記録(JT)        7m15      鈴木　久嗣(愛知・竜北)                1985
県中学記録(KJ)          7m11      松岡　修平(津　・高田)                2011
大会記録(GR)            6m99      岡部　道郎(名張・名張北)              1997(第43回)

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

ﾀｶｵｶ ﾏｻﾋﾛ × 6m47 6m51 6m51 8 × 6m67 × 6m67
1 51 1236 高丘　昌宏(3) 員弁 +1.5 +0.9 +0.9 +0.9 +0.9 ☆

ｲｿｼﾏ ｺｳﾍｲ 6m16 6m22 6m05 6m22 7 6m27 6m17 × 6m27
2 52 202 磯嶋　康平(3) 厚生 +1.0 +1.8 +1.2 +1.8 +1.4 +1.8 +1.4

ｻｸﾗｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 6m05 6m15 6m11 6m15 6 6m01 6m18 × 6m18
3 48 1312 桜木　笙伍(3) 山手 +1.9 +1.9 +1.8 +1.9 +1.9 +1.8 +1.8

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ × 6m02 5m74 6m02 2 6m00 6m07 6m11 6m11
4 42 2079 山田　隼也(3) 西郊 +1.9 +0.5 +1.9 +1.5 +1.0 +1.1 +1.1

ｵｵﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 6m09 × 6m03 6m09 5 6m10 5m93 5m48 6m10
5 60 2091 大村　隆人(3) 一身田 +1.6 +0.6 +1.6 +1.4 +1.0 +0.9 +1.4

ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾏ 6m09 5m89 5m87 6m09 4 6m04 × 6m00 6m09
6 58 2311 西川　悠真(2) 嬉野 +1.5 +2.0 +2.4 +1.5 +1.8 +1.0 +1.5

ﾊﾏｻｷ ﾕｳｷ 5m77 6m00 × 6m00 1 × 6m06 × 6m06
7 49 513 濱﨑　優紀(3) 五十鈴 +1.5 +1.7 +1.7 +1.8 +1.8

ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 6m03 5m85 5m85 6m03 3 5m84 5m99 5m67 6m03
8 47 2870 土田　悠平(3) 緑ヶ丘 +1.2 +1.0 +1.1 +1.2 +1.2 +1.8 +1.7 +1.2

ﾔﾏﾓﾄ ﾌｪﾋﾞｱｽ 5m76 5m82 5m94 5m94 5m94
9 50 2056 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(2) 西橋内 +1.8 1.6 +1.0 +1.0 +1.0

ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾋｺ × × 5m93 5m93 5m93
10 39 2151 早川　嘉彦(3) 高田 +0.7 +0.7 +0.7

ﾐﾄﾞｳ ﾋﾛｻﾄ 5m87 × 5m56 5m87 5m87
11 54 214 御堂　天慧(3) 厚生 +1.4 +1.9 +1.4 +1.4

ｵｸﾉ ｹｲﾄ 5m72 5m79 5m84 5m84 5m84
12 40 444 奥野　圭人(3) 伊勢宮川 +1.2 +0.4 +1.4 +1.4 +1.4

ﾋｮｳｺﾞ ﾌﾐﾋｺ 5m70 5m81 5m69 5m81 5m81
13 62 3041 兵後　文彦(3) 潮南 +1.7 +1.3 +1.6 +1.3 +1.3

ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ × 5m76 5m79 5m79 5m79
14 23 1179 岡部　昌倖(2) 陵成 +2.3 +2.1 +2.1 +2.1

ｵｵｶﾜ ﾘｸ 5m60 × 5m75 5m75 5m75
15 5 2970 大川　璃久(2) 名張北 +1.3 +0.8 +0.8 +0.8

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 5m74 5m58 5m65 5m74 5m74
16 59 483 山口　耀司(3) 皇學館 +2.0 +1.0 +2.1 +2.0 +2.0 *F2

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 5m72 5m58 × 5m72 5m72
17 53 314 山本　昇平(3) 伊勢港 +1.1 +2.2 +1.1 +1.1

ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 5m72 5m56 × 5m72 5m72
18 44 749 北澤　滉一(3) 尾鷲 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8

ﾊｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 5m56 5m67 × 5m67 5m67
19 20 2050 萩　　友之(3) 西橋内 +0.9 +1.9 +1.9 +1.9

ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 5m60 5m64 5m64 5m64 5m64
20 34 2853 牧島　瑠聖(3) 東海 +1.8 +1.0 +1.4 +1.0 +1.0

ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ × × 5m64 5m64 5m64
21 38 2122 森川　雄太(3) 南が丘 +0.7 +0.7 +0.7

ﾅｶﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ × 5m60 5m55 5m60 5m60
22 55 21 中谷　　元(3) 倉田山 +2.3 +1.9 +2.3 +2.3 *F3

ﾎｻｶ ﾕｳｷ 5m53 × 5m58 5m58 5m58
23 61 2874 保坂　祐樹(3) 緑ヶ丘 1.7 +0.9 +0.9 +0.9

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ × × 5m57 5m57 5m57
24 37 1091 安藤　愛斗(3) 陽和 +1.9 +1.9 +1.9

ﾄﾈ ｱﾕﾑ × × 5m57 5m57 5m57
24 45 629 刀根　歩夢(2) 小俣 +1.7 +1.7 +1.7

ﾑﾛｲ ﾏｻﾐﾁ × × 5m55 5m55 5m55
26 41 2964 室井　正道(3) 名張北 +0.6 +0.6 +0.6

ｻｻｷ ﾌﾐﾔ × 5m55 × 5m55 5m55
26 63 443 佐々木文哉(3) 伊勢宮川 +2.3 +2.3 +2.3

ﾔｵ ﾘｮｳｽｹ × × 5m50 5m50 5m50
28 8 1470 矢尾　凌佑(3) 桜 +0.3 +0.3 +0.3

ｷﾀﾓﾘ ｼﾝﾔ × ×
1 2908 北森　慎也(3) 赤目
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ｵｸﾞﾗ ﾅｵﾄ × ×
2 2092 小倉　直人(3) 一身田

ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ － × ×
3 3141 小山　智己(1) 豊里 NM

ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾄ × × ×
4 2470 飯田　大登(3) 大木 NM

ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ × × ×
6 2830 山本　魁音(2) 文岡 NM

ｺｶﾜ ﾏｻﾀｶ × × ×
9 588 粉川　雅孝(2) 南島西 NM

ｱｽﾞﾏ ｼｮｳﾀ × × ×
10 2673 東　　昇汰(3) 明和 NM

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ × × ×
11 983 田村　瞭太(2) 美杉 NM

ﾀｸﾞﾁ ｻｸﾔ × × ×
12 2866 田口　朔也(2) 磯部 NM

ﾎﾘｳﾁ ｾｲﾔ × × ×
13 808 堀内　星哉(3) 北浜 NM

ﾂｼﾞﾊﾗ ﾕｷﾔ × × ×
14 10 辻原　幸哉(3) 倉田山 NM

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ × × ×
15 1128 田中　大貴(3) 正和 NM

ｲｿｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ × × ×
16 2708 磯﨑　水晶(2) 南勢 NM

ｳｴﾑﾗ ｻﾜﾄ × × ×
17 519 植村五輪人(2) 五十鈴 NM

ｶﾜﾁ ｺｳｽｹ × × ×
18 1731 河内　康将(3) 平田野 NM

ﾊﾏﾉ ﾚｵ × × ×
19 2796 濵野　麗王(2) 和具 NM

ﾀｹﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ × × ×
21 1148 武田　　翼(3) 正和 NM

ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾔ × × ×
24 3032 岡田　厚哉(3) 潮南 NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ × × ×
26 1655 山口　恭平(3) 楠 NM

ﾐｶﾐ ﾀﾞｲﾄ × × ×
27 2276 三上　大登(3) 一志 NM

ｶﾜｶﾐ ﾀｶｵ × × ×
28 3071 川上　貴央(3) 木本 NM

ｳｴｼﾞ ﾓﾄ × × ×
29 3095 上地　　基(2) 矢渕 NM

ｲｼﾊﾗ ﾕｳｽｹ × × ×
30 551 石原　悠佑(3) 二見 NM

ﾂｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ × × ×
31 2374 逵井　辰伍(3) 久保 NM

ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ × × ×
32 1807 杉谷　紘基(2) 白子 NM

ｳﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ × × ×
33 557 浦口　浩次(3) 二見 NM

ﾐﾅﾄ ｷｮｳｺﾞ × × ×
35 3017 湊　　京吾(3) 紀北 NM

ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ × × ×
36 1207 石川　貴大(3) 多度 NM

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾔ × × ×
46 1907 佐藤　秀哉(3) 創徳 NM

ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ × × ×
56 1311 川村　京平(3) 山手 NM
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ﾅｶﾉ ﾕｳｷ × × ×
57 2912 中野　裕貴(3) 赤目 NM

ｺﾆｼ ﾗｲｷ
7 2308 小西　来紀(2) 嬉野 DNS

ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳ
22 3142 田中　　丈(1) 豊里 DNS

ｱｽﾞﾏ ｲｷﾁ
25 3107 東　　伊吉(3) 矢渕 DNS

ﾉﾑﾗ ﾀｲｶﾞ
43 354 野村　太雅(3) 度会 DNS
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