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ｱﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ 6m94 6m88 6m61 6m94 8 6m80 7m11 7m14 7m14
1 56 740 天野　　翼(3) 摂南大 -0.9 +2.1 +1.4 -0.9 +4.0 +4.7 +3.2 +3.2 *F1

ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 6m50 6m62 6m82 6m82 3 7m01 7m03 7m02 7m03
2 59 1359 松岡　修平(2) 高田高 -2.2 -0.6 +0.9 +0.9 +1.2 +1.6 +1.4 +1.6

ｴｲｷ ﾀｸﾐ 6m63 6m51 6m64 6m64 1 4m64 6m94 7m00 7m00
3 57 535 栄喜　匠海(3) いなべ総合高 +2.0 +2.6 +1.5 +1.5 +3.0 +2.0 +2.2 +2.2 *F5

ﾏﾂﾊﾞ ﾔﾏﾄ 6m61 × 6m90 6m90 5 × 6m75 6m99 6m99
4 70 842 松葉　大和(3) 宇治山田商高 +0.9 +2.8 +2.8 +2.2 +2.4 +2.4 *F1

ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ × 6m77 6m92 6m92 7 × × × 6m92
5 54 5-793 清水　剛士(5) 近大高専 +3.2 +2.5 +2.5 +2.5

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾊﾙ × 6m92 － 6m92 6 ／ 6m92
6 52 170 竹内　大晴(4) 近大高専 +4.0 +4.0 +4.0

ﾔﾌﾞｵｶ ｼｮｳ 6m67 6m71 × 6m71 2 6m48 6m90 6m82 6m90
7 62 1641 藪岡　　礁(3) 伊勢学園高 +0.8 +0.2 +0.2 +2.3 +2.2 +2.0 +2.2 *F6

ｼﾏｵｶ ﾋﾛｷ × 6m84 6m41 6m84 4 6m65 6m65 6m70 6m84
8 60 175 島岡　大貴(3) 近大高専 +2.6 +2.6 +2.6 +1.7 +4.1 +3.6 +2.6 *F4

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾀ 6m50 6m64 × 6m64 6m64
9 66 1187 橘　　優太(3) 神戸高 -2.2 +3.4 +3.4 +3.4 *F1

ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ × 6m52 6m53 6m53 6m53
10 67 324 加藤　貴之(2) 桑名工高 +1.5 +2.4 +2.4 +2.4 *F2

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄ 6m49 6m40 6m39 6m49 6m49
11 91 711 吉澤　誉人(3) 四日市高 +1.1 +2.2 +3.8 +1.1 +1.1

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 6m39 6m47 × 6m47 6m47
12 83 455 齋藤　佑樹(2) 桑名高 +2.0 +1.2 +1.2 +1.2

ｵｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｷ 6m06 6m45 6m42 6m45 6m45
13 68 1545 岡村　伸樹(2) 久居高 -2.6 +2.1 +4.4 +2.1 +2.1 *F1

ｽﾐ ﾄﾓﾋﾛ 6m39 × 6m45 6m45 6m45
14 84 224 隅　　友博(3) 伊勢工高 +1.4 +2.3 +2.3 +2.3 *F1

ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 6m45 6m24 × 6m45 6m45
15 2 183 宮永　貴大(3) 近大高専 +6.7 +0.2 +6.7 +6.7 *F2

ｻｶﾀ ｶｽﾞﾏ 6m12 × 6m42 6m42 6m42
16 81 737 坂田　一馬(2) 四日市高 +2.0 +5.6 +5.6 +5.6 *F1

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ × 6m33 6m33 6m33
17 80 237 井戸本卓也(2) 伊勢工高 +0.1 +0.1 +0.1

ｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ 6m29 6m16 6m14 6m29 6m29
18 58 4016 木本　祥仁 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ +2.0 +3.1 +2.0 +2.0 +2.0

ｵｵﾊｼ ﾕｳｽｹ × 6m06 6m28 6m28 6m28
19 75 708 大橋　勇介(3) 四日市高 +1.1 +5.4 +5.4 +5.4 *F2

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ × × 6m27 6m27 6m27
20 87 225 舌古　一誠(3) 伊勢工高 +2.6 +2.6 +2.6

ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶﾂﾔ 6m26 × 6m25 6m26 6m26
21 10 4017 東谷　克哉 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ +2.2 +3.6 +2.2 +2.2

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ × 6m17 6m26 6m26 6m26
22 63 5-788 井戸本朋也(5) 近大高専 +2.4 -0.4 -0.4 -0.4

ｲｹﾑﾗ ｹﾝｼ 6m14 6m21 6m25 6m25 6m25
23 15 157 池村　健志(2) 四日市工高 -0.6 +3.6 +2.0 +2.0 +2.0

ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾔ × × 6m25 6m25 6m25
24 74 869 野村　智也(2) 宇治山田商高 +2.6 +2.6 +2.6

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ 6m08 × 6m24 6m24 6m24
25 71 179 中山　大之(3) 近大高専 +1.1 +1.5 +1.5 +1.5

ﾉｼﾞﾏ ﾋｻﾉﾘ × 6m17 6m23 6m23 6m23
26 90 1141 野島　寿倫(2) 津東高 +0.7 +5.2 +5.2 +5.2 *F2

ｶﾌﾞﾄ ﾕｳｽｹ 6m22 6m07 6m12 6m22 6m22
27 77 796 鹿伏兎優介(3) 名張高 -4.2 +1.4 +1.4 -4.2 -4.2

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ × 6m17 × 6m17 6m17
28 65 665 鈴木　智仁(3) 宇治山田高 +3.5 +3.5 +3.5

ｶﾜｶﾐ ﾅｵ 6m05 6m11 × 6m11 6m11
29 53 1716 川上　那生(3) 亀山高 +3.7 +3.4 +3.4 +3.4
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ｻﾄｳ ﾀｸﾐ × 6m11 6m00 6m11 6m11
30 69 390 佐藤　卓海(2) 稲生高 +0.6 +2.8 +0.6 +0.6

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳ 6m08 × － 6m08 6m08
31 61 5-815 阪口　　亮(3) 皇學館大 +0.2 +0.2 +0.2

ｵﾉ ﾋｶﾙ × × 6m06 6m06 6m06
32 34 1963 小野　　光(2) 近大高専 +5.2 +5.2 +5.2

ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ × 6m03 × 6m03 6m03
33 25 683 岡田　真宗(2) 宇治山田高 +1.8 +1.8 +1.8

ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾔ × × ×
1 336 中村　元哉(2) 桑名工高 NM

ｷｼ ﾘｮｳﾄ × × ×
3 1578 岸　　涼斗(2) 上野高 NM

ﾅｶ ﾅﾘﾄ × × ×
4 1918 中　　成利(2) 上野高 NM

ﾀﾅｶ ｱﾂｵ × × ×
5 328 田中　淳雄(2) 桑名工高 NM

ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾐ × × ×
7 253 森本　拓巳(2) 伊勢工高 NM

ｳｴﾑﾗ ｼｮｳﾀ × × ×
8 1650 上村　翔汰(2) 伊勢学園高 NM

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ × × ×
9 1917 杉本　　陸(2) 上野高 NM

ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ × × ×
13 1722 池田　隼人(2) 亀山高 NM

ｵｸﾑﾗ ﾚﾝ × × ×
14 1889 奥村　　廉(2) 皇學館高 NM

ﾎｻｶ ｼｮｳﾔ × × ×
16 1941 保坂　翔也(2) 鈴鹿高専 NM

ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾔ × × ×
18 1196 中川　凌冶(3) 神戸高 NM

ｻﾄｳ ｼｹﾞｵ × × ×
19 1715 佐藤　茂雄(3) 亀山高 NM

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ × × ×
20 914 豊田健士郎(3) 津西高 NM

ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ × × ×
21 5-808 長岡　大地(4) 皇學館大 NM

ﾅｶｲ ﾘｮｳｽｹ × × ×
22 1971 中井　涼介(2) 松阪工高 NM

ｻｶｶﾞﾐ ﾕｳﾀ × × ×
23 352 坂上　悠太(3) 鈴鹿高専 NM

ﾌｼﾞｵｶ ﾄｵﾙ × × ×
24 335 藤岡　　徹(2) 桑名工高 NM

ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ × × ×
26 1970 山下　翔汰(2) 松阪工高 NM

ｻｶｲ ﾕﾒﾄ × × ×
27 377 酒井　夢斗(3) 稲生高 NM

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ × × ×
28 2009 山本　耕平(2) 高田高 NM

ｳﾁﾀﾞ ﾀｲﾍｲ × × ×
29 1930 内田　大平(2) 鈴鹿高専 NM

ﾖｺﾀﾆ ｿｳｼ × × ×
31 1819 横谷　爽詞(3) 紀南高 NM

ｵｸﾀﾞ ﾅｵｷ × × ×
32 621 奥田　直輝(2) 名張桔梗丘高 NM

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｾｲ × × ×
35 204 中山　雄正(1) 伊勢工高 NM

ｲﾄｳ ﾋﾛﾑ × × ×
36 337 伊藤　啓夢(2) 桑名工高 NM
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ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂｼ × × ×
38 227 中河　勝志(3) 伊勢工高 NM

ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾍｲ ／
39 1925 水上　皓平(2) 伊勢学園高 NM

ｶﾜｲ ｹｲ × × ×
40 1445 川合　　慶(2) 四日市南高 NM

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ × × ×
41 314 伊藤　悠馬(3) 桑名工高 NM

ﾐｶﾐ ｻﾄｼ × × ×
42 1818 三上　敏司(3) 紀南高 NM

ｷﾋﾗ ﾋﾛｷ × × ×
44 1122 紀平　大輝(3) 津東高 NM

ｻｶﾀ ﾕｳｼﾞ × × ×
45 2048 坂田　裕次(2) 皇學館高 NM

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ × × ×
47 5-70 伊藤　大輝(5) 鈴鹿高専 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ × × ×
48 376 小林　鷹斗(3) 稲生高 NM

ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾂｷ × × ×
49 252 平松　　樹(2) 伊勢工高 NM

ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｷ × × ×
50 379 森川　大輝(3) 稲生高 NM

ﾖｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ × × ×
51 935 吉沢　伊織(2) 津西高 NM

ｲｿｼﾏ ｺｳﾍｲ × × ×
55 650 磯嶋　康平(1) 宇治山田高 NM

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ × × ×
76 1195 斎藤　健太(3) 神戸高 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ × × ×
78 -1141 小林　和樹(2) 三重大 NM

ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ × × ×
79 -1020 林　　賢吾(2) 中京大 NM

ｱｵｷ ｼｮｳﾀ × × ×
85 1077 青木　将汰(3) 四日市西高 NM

ｷﾄｳ ﾀｸｼ × × ×
89 342 鬼頭　卓士(4) 鈴鹿高専 NM
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