
中学男子走幅跳
審 判 長：舩越　一彦
記録主任：岡田　和久

県中学記録(KJ)          7m11      松岡　修平(高　田)                    2011
大会記録(GR)            6m50      楠川　祥生(厚　生)                    2006(第22回) 4月24日 15:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 6m35 6m17 6m35
1 91 2240 藤本　大輝(3) 一身田中 +0.8 -0.3 +0.8

ｵｵﾔﾏ ﾕﾀｶ 6m07 6m13 6m13
2 92 1078 大山　佑天(3) 陽和中 +0.6 +1.3 +1.3

ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 5m97 5m94 5m97
3 86 24 坂本　悠真(3) 倉田山中 +1.9 +0.8 +1.9

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 5m95 5m92 5m95
4 103 2238 田口　雄暉(3) 一身田中 +1.7 +2.5 +1.7

ﾆｼｵｶ ﾊｸ 5m70 5m94 5m94
5 85 811 西岡　　伯(3) 鳥羽東中 +1.2 -0.7 -0.7

ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ 5m93 × 5m93
6 97 229 松尾　結世(3) 厚生中 +0.8 +0.8

ｲﾄｳ ｼｮｳ 5m91 5m78 5m91
7 83 1580 伊藤　　渉(2) 菰野中 +1.2 -0.4 +1.2

ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ × 5m89 5m89
8 102 432 山下　爽太(3) 伊勢宮川中 +2.8 +2.8

ｶﾒｲ ｷﾗ × 5m84 5m84
9 98 457 亀井　基良(3) 玉城中 +0.8 +0.8

ｷﾀ ｼﾝｺﾞ × 5m83 5m83
10 96 866 北　　慎伍(3) 文岡中 +0.1 +0.1

ﾂｶｸﾞﾁ ｹｲﾀ 5m44 5m75 5m75
11 104 2638 塚口　恵太(3) 名張北中 +0.9 +1.2 +1.2

ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｷ 5m71 5m53 5m71
12 132 3034 西村　朋樹(2) 橋南中 +2.1 +1.8 +2.1 *F2

ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ × 5m70 5m70
13 107 2076 髙松　海斗(3) 亀山中部中 +1.3 +1.3

ﾑﾗｲ ｹｲﾄ × 5m61 5m61
14 105 506 村井　奎斗(3) 五十鈴中 +1.0 +1.0

ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ × 5m60 5m60
15 101 63 鳥尾　英紀(3) 久保中 +2.0 +2.0

ﾏｴﾀﾞ ｱｻﾋ 5m53 × 5m53
16 137 312 前田　朝日(3) 伊勢港中 -0.3 -0.3

ﾏﾂﾔﾏ ｿｳﾀ × 5m50 5m50
17 90 2623 松山　颯汰(3) 赤目中 -1.3 -1.3

ｱﾝﾉﾏｴ ﾕｳﾄ 5m50 × 5m50
17 93 2697 庵前　宥斗(3) 飛鳥中 +1.0 +1.0

ﾑﾗﾆｼ ｶｽﾞﾏ × 5m46 5m46
19 87 1384 村西　一真(3) 四日市南中 +0.9 +0.9

ｲﾄｳ ﾘﾖｳｼﾞ 5m45 × 5m45
20 94 758 伊藤　諒二(3) 鈴峰中 +0.2 +0.2

ｵｵﾀ ﾖｼｷ × 5m42 5m42
21 119 3591 太田　圭紀(2) 鈴峰中 +1.6 +1.6

ｶｼﾞ ﾕｳﾄ 5m42 × 5m42
21 121 1080 加治　有登(3) 陽和中 +0.5 +0.5

ﾄﾘﾄﾞｳ ﾄｼｷ 5m41 × 5m41
23 18 2583 鳥堂　寿木(3) 松阪中部中 +1.3 +1.3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾔ × 5m41 5m41
23 118 2305 小林　千隼(3) 高田中 +2.9 +2.9

ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾘｭｳ × 5m40 5m40
25 88 2541 川畑　志龍(3) 久保中 +1.4 +1.4

ｸｽｲ ｿｳﾀ × ×
1 2906 楠井　爽太(2) 一志中

ｼﾗｲｼ ﾀｹﾙ × ×
2 2698 白石　　武(3) 飛鳥中

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ × ×
3 3241 林　　竜雅(2) 神戸中

ﾀｶﾊﾀ ﾘｸ × ×
4 1025 高畑　莉玖(3) 明正中

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ × ×
5 1737 山口　颯斗(3) 白鳥中

ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ × ×
6 985 山崎　敬太(2) 尾鷲中

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ × ×
7 3782 若林　　亮(2) 千代崎中

ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ × ×
8 2083 木村　太一(3) 亀山中部中

ﾅｶﾆｼ ﾉﾘﾌﾐ × ×
9 588 中西　教文(3) 柘植中
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ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ × ×
10 2978 水谷隆一郎(2) 正和中

ﾏﾂｵ ﾕｽﾞｷ × ×
11 3319 松尾柚子木(2) 厚生中

ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳｷ × ×
12 2879 西田　翔輝(2) 南郊中

ｳｴﾉ ｿｳ × ×
13 342 上野　　創(3) 豊浜中

ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ × ×
14 3865 上村　壮汰(2) 久居中

ﾊﾀﾞ ｾｲﾏ × ×
15 1551 羽田　征真(3) 菰野中

ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ × ×
16 3054 田中　大翔(2) 一身田中

ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ × ×
17 2054 橋本　宗侑(2) 亀山中

ｶｲ ﾀｶﾋﾛ × ×
19 3672 甲斐　貴大(2) 山手中

ｺｼﾔﾏ ﾘｭｳｺﾞ × ×
20 1884 越山　竜冴(3) 千代崎中

ﾅｶﾉ ｷｮｳﾏ × ×
21 3337 中野　響真(2) 度会中

ｵｵﾊﾞ ﾄｼｷ × ×
22 3772 大庭　季樹(2) 千代崎中

ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖｳ × ×
23 2912 山田　　馨(2) 一志中

ﾏｷﾀ ｲｯｾｲ × ×
24 3095 蒔田　一成(2) 陽和中

ｸｽｲ ｼﾕﾝﾀ × ×
25 2905 楠井　竣太(2) 一志中

ｸｻｶﾞﾜ ｹﾝｼ × ×
26 2046 草川　賢志(2) 亀山中

ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ × ×
27 8281 福島　優希(3) 鈴峰中

ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾏ × ×
28 3312 大西　翔真(2) 厚生中

ｲﾄｳ ｱﾗﾀ × ×
29 1435 伊藤　新太(3) 常磐中

ｼﾓﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ × ×
30 2973 下和田眞斗(2) 正和中

ｼﾛﾀ ﾘｭｳｾｲ × ×
31 2976 城田　竜征(2) 正和中

ｺﾏﾂ ｹｲﾖｳ × ×
32 2050 小松　奎陽(2) 亀山中

ﾏｴｶﾜ ｼﾝﾗ × ×
33 3093 前川　心羅(2) 陽和中

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾄ × ×
34 1085 水谷　温翔(3) 陽和中

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ × ×
35 3299 前田　悠希(2) 川越中

ｵｵﾅｶ ｼｭﾝ × ×
36 2783 大仲　　駿(2) 豊浜中

ｻｼｷ ﾂﾊﾞｻ × ×
37 2915 佐敷　　翼(2) 暁中

ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ × ×
38 3885 永井　宏樹(2) 鼓ヶ浦中

ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲｽｹ × ×
39 1543 川口　佳祐(3) 菰野中

ｲｽﾞﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ × ×
40 990 泉屋　秀人(2) 尾鷲中

ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ × ×
41 1928 岩崎　裕輝(3) 鼓ヶ浦中

ｵｵﾀﾆ ｹｲｼﾞｭﾝ × ×
42 2743 大谷　京諄(2) 明正中

ﾖｺﾀ ﾋﾋﾞｷ × ×
43 2971 横田　　響(2) 正和中

ｵｵｶﾞﾔ ﾀｹﾙ × ×
44 2042 大萱　丈瑠(2) 亀山中
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ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ × ×
45 2972 坂本　拓美(2) 正和中

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｮｳｶﾞ × ×
46 3311 山口　拍雅(2) 厚生中

ｵｵｶﾜ ﾋﾅﾀ × ×
47 2904 大川　陽向(2) 一志中

ｶﾜｾ ｲﾂｷ × ×
48 2913 川瀬　一輝(2) 暁中

ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ × ×
49 1539 伊藤　瑞起(3) 菰野中

ｱﾂﾐ ﾘｮｳﾔ × ×
50 2696 渥美　綾也(3) 飛鳥中

ｶﾄｳ ｹｲﾄ × ×
52 2043 加藤　啓人(2) 亀山中

ｲｲｻﾞｶ ﾕｳｷ × ×
53 2880 飯坂　裕季(2) 南郊中

ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾃ × ×
54 2926 長谷川　颯(2) 松阪中部中

ｵｵﾜ ﾘｵ × ×
55 3313 大和　鈴桜(2) 厚生中

ｺｲｼｶﾜ ﾏｻｼ × ×
56 2914 小石川征史(2) 暁中

ｲｼｶﾜ ﾚｵ × ×
57 2433 石川　怜央(3) 嬉野中

ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ × ×
58 3316 権藤　優真(2) 厚生中

ｻﾜ ｺｳｷ × ×
59 427 澤　　昂希(3) 伊勢宮川中

ﾂｼﾞｲ ﾋﾛｷ × ×
60 461 辻井　宏樹(3) 玉城中

ｼﾊﾞﾀ ｿｳｼ × ×
61 2085 柴田　蒼士(3) 亀山中部中

ﾕﾐﾊﾞ ｾｷﾖｳ × ×
62 2828 弓場　碩洋(2) 南勢中

ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ × ×
63 3317 中川　裕介(2) 厚生中

ｼﾏﾀﾞ ｾｲﾔ × ×
64 2423 島田　聖也(3) 一志中

ｱﾗｷ ｷｶﾙ × ×
65 2782 荒木　　輝(2) 豊浜中

ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ × ×
66 3339 竹内　健人(2) 度会中

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ × ×
67 3811 原田　遼愛(2) 大木中

ｱｻｲ ｶﾂﾞｷ × ×
68 9006 淺井　和月(3) 高田中

ﾉﾛ ﾘｭｳｾｲ × ×
69 2791 野呂　竜聖(2) 豊浜中

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌﾐﾔ × ×
71 2622 藤森　郁哉(3) 赤目中

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾄﾔ × ×
72 3309 水谷　元哉(2) 厚生中

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ × ×
73 2621 田中　僚真(3) 赤目中

ﾆｼﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ × ×
74 3579 西山航太郎(2) 文岡中

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ × ×
75 3717 山本　晃輝(2) 菰野中

ﾊﾏｵｶ ﾏﾅﾔ × ×
76 870 濱岡　愛弥(3) 文岡中

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔ × ×
77 9009 田中　裕也(3) 山手中

ﾘ ｶﾝｼﾞｭ × ×
78 2747 李　　寛寿(2) 明正中

ﾊﾔｼ ｱﾔﾄ × ×
79 1124 林　　歩杜(3) 正和中

ﾉｻﾞｷ ﾊﾙﾄ × ×
80 1680 野嵜　陽斗(3) 川越中
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ｱｶﾊﾞﾈ ﾋﾛｷ × ×
81 3350 赤羽根寛大(2) 久保中

ｸﾗﾀ ｶﾅﾒ × ×
82 2047 倉田　　要(2) 亀山中

ｷﾀﾉ ﾕｳｽｹ × ×
84 1172 北野　裕祐(3) 陵成中

ｻﾄｳ ﾋﾛｷ × ×
89 1419 佐藤　宏樹(3) 保々中

ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ × ／
100 1640 長谷川新悟(3) 楠中 NM

ｶﾀﾞ ｿﾗ × ×
109 3430 加田　空良(2) 多度中

ﾄﾖｽﾞﾐ ｱﾂﾔ × ×
110 938 豊住　篤哉(3) 緑ヶ丘中

ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵﾔ × ×
111 977 森本　直矢(3) 尾鷲中

ｻﾄｳ ﾘｸ × ×
112 1779 佐藤　　陸(3) 神戸中

ｲﾏﾆｼ ﾐｽﾞﾄ × ×
113 2616 今西　瑞人(3) 赤目中

ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳ × ×
114 1318 長谷川　颯(3) 山手中

ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ × ×
115 3609 出口　航大(2) 伊勢港中

ﾂﾂﾐ ｿｳﾏ × ×
116 1315 堤　　蒼真(3) 山手中

ｻｻｷ ｶﾂﾏ × ×
117 345 佐々木克磨(3) 豊浜中

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｷ × ×
120 1319 水谷　琉来(3) 山手中

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ × ×
122 1446 山下　高輝(3) 常磐中

ｲｼｻﾞｷ ﾋﾅﾀ × ×
123 3851 石﨑　陽向(2) 四日市南中

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ × ×
124 975 中村　祐貴(3) 尾鷲中

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾏ × ×
125 1028 山本　春馬(3) 明正中

ﾊﾏﾑﾗ ｼﾞｮｳﾌﾞ × ×
126 873 濵村　丈夫(3) 文岡中

ｶﾄｳ ﾕｳｷ × ×
127 562 加藤　裕貴(3) 南勢中

ｵｵﾀｹ ﾕｳﾔ × ×
129 3711 大竹　優哉(2) 菰野中

ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾔ × ×
130 3590 青山　慎弥(2) 鈴峰中

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ × ×
131 3810 長谷川翔大(2) 大木中

ｳｴﾔﾏ ﾅﾂｷ × ×
133 2903 上山　夏季(2) 一志中

ﾅｶﾞﾀ ｲｯｾｲ × ×
134 4254 長田　一晟(2) ｱｽﾘｰﾄY

ｶｼﾞﾉ ﾊﾔﾄ × ×
135 344 梶野　颯人(3) 豊浜中

ﾏｼﾀ ｼｮｳｲﾁﾛｳ × ×
136 568 間下将一朗(3) 南勢中

ﾅｶﾆｼ ｾｲ × ×
138 274 中西　　聖(3) 二見中

ｲﾁｶﾜ ﾀﾀﾞｷ × ×
139 1413 市川　忠樹(3) 保々中

ｼﾞｮｳ ﾀｲﾖｳ × ×
140 1545 城　　太耀(3) 菰野中

ｳﾁﾔﾏ ﾚｲ × ×
141 1829 内山　　玲(3) 大木中

ﾀｹｳﾁ ｾｲﾔ × ×
142 3338 竹内　清耶(2) 度会中

ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ × ×
143 1422 出口　純平(3) 保々中
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ﾌｸｲ ｶｽﾞﾏ × ×
144 226 福井　一真(3) 厚生中

ﾌｼﾞﾀ ﾘｸ × ×
145 3468 藤田　　陸(2) 白鳥中

ｵｵﾉ ﾏｻﾐ × ×
146 9014 大野　雅美(1) イムラAA

ﾐｷ ｼｮｳﾔ × ×
147 986 三鬼　翔哉(2) 尾鷲中

ﾐﾂﾊｼ ﾘｮｳﾔ × ×
148 2916 三橋　良也(2) 暁中

ﾅｶﾆｼ ｿｳｷ × ×
149 185 中西　颯輝(3) 度会中

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ × ×
150 1733 中川　拓己(3) 白鳥中

ｺｽｹﾞ ｱｷﾋﾛ × ×
151 3053 小菅　瑛弘(2) 一身田中

ﾏﾂｲ ﾕｳﾏ × ×
152 3300 松井　祐磨(2) 川越中

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ × ×
154 1421 田中　雄大(3) 保々中

ﾀｷﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ × ×
155 2369 滝谷健太郎(3) 久居中

ｷﾀｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ × ×
156 2045 北嶋　　翼(2) 亀山中

ｵｵｷﾞﾀﾞﾆ ｱﾕﾑ × ×
157 3463 扇谷　歩夢(2) 白鳥中

ｺｼﾞﾏ ﾗｲｷ × ×
158 220 小島　来希(3) 厚生中

ｸﾎﾞ ﾚﾝ × ×
159 1777 久保　　蓮(3) 神戸中

ｱｶｷﾞ ｼｭｳｽｹ × ×
161 3724 赤木　柊介(2) 菰野中

ﾓﾘﾀ ﾘｭｳｽｹ × ×
162 231 森田　隆介(3) 厚生中

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ × ×
163 3627 西村幸太朗(2) 倉田山中

ﾅｶﾆｼ ﾔﾏﾄ × ×
164 186 中西　大和(3) 度会中

ｵｶﾀﾞ ﾋｲﾛ × ×
165 1023 岡田　陽色(3) 明正中

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

51 2084 後藤　勇輝(3) 亀山中部中 DNS
ｻﾄｳ ﾖｳﾀ

70 2306 佐藤　耀太(3) 高田中 DNS
ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

95 428 島田健太郎(3) 伊勢宮川中 DNS
ｸﾚﾊ ﾀｶﾕｷ

99 1594 呉羽　嵩之(3) 八風中 DNS
ｲﾜﾀ ｼｮｳﾔ

106 1541 岩田　祥弥(3) 菰野中 DNS
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾔﾃ

108 1595 黒田　　颯(3) 八風中 DNS
ﾀﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾝ

128 2952 種村　祐真(2) 八風中 DNS
ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ

153 1929 加藤　宣良(3) 鼓ヶ浦中 DNS
ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ

160 3306 土井　　匠(2) 厚生中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F2:2回目が公認最高


