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順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
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4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾃﾞ ｲｯｶﾝ 14m27 14m23 13m72 14m27 8 13m92 14m35 14m24 14m35
1 50 419 河出　壱貫(3) 近大高専 +2.4 +2.9 +2.4 +2.4 +1.5 +1.9 +1.8 +1.9

ﾊﾔﾏ ﾋﾛｷ 13m42 × × 13m42 1 × × 14m08 14m08
2 67 952 羽山　博貴(3) 伊勢工高 +0.7 +0.7 +1.1 +1.1

ｵｸﾓﾄ ｺｳﾍｲ 13m09 13m60 － 13m60 5 13m73 13m97 13m76 13m97
3 56 1909 奥本　浩平(3) 松阪高 +2.3 +2.3 +2.3 +0.4 +1.3 +1.1 +1.3

ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ × 13m31 13m76 13m76 7 13m77 13m71 － 13m77
4 49 1198 藤田　大佑(3) 伊勢学園高 +1.3 +3.1 +3.1 +0.3 +1.7 +0.3

ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ × 13m13 13m65 13m65 6 － － － 13m65
5 5 873 村林　正規(2) 宇治山田商高 +2.6 +2.8 +2.8 +2.8

ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾞｲ 13m53 13m30 × 13m53 4 × 13m20 13m41 13m53
6 53 411 福田　竜大(1) 近大高専 +0.1 +1.7 +0.1 +1.0 +2.5 +0.1

ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 12m81 12m98 13m50 13m50 3 × 12m97 × 13m50
7 65 1498 岡部　昌倖(3) 桑名工高 0.0 -0.4 +0.6 +0.6 +2.0 +0.6

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 13m47 × 13m34 13m47 2 × × 13m31 13m47
8 55 1382 中村　拓真(3) 伊勢高 +2.5 +3.0 +2.5 +1.5 +2.5 *F6

ｾｺ ﾄﾓﾔ 13m41 12m65 12m68 13m41 13m41
9 46 1751 世古　智也(3) 尾鷲高 +2.1 +1.6 +1.3 +2.1 +2.1 *F3

ﾀﾆﾓﾄ ﾙｲﾄ × 13m04 13m38 13m38 13m38
10 66 356 谷本　類都(1) 桑名高 -0.1 +0.5 +0.5 +0.5

ｻﾄｳ ｿｳﾀ 12m94 13m16 13m37 13m37 13m37
11 48 1002 佐藤　壮汰(3) 四日市高 -0.1 -0.3 +1.4 +1.4 +1.4

ｲﾅﾊﾞ ﾌｳﾀ 13m16 13m35 － 13m35 13m35
12 54 1159 稲葉　風太(3) 久居高 +2.0 -1.2 -1.2 -1.2

ﾀｶﾉ ﾚﾝ × 13m06 13m35 13m35 13m35
13 62 171 髙野　　蓮(3) 四日市工高 +2.2 +1.0 +1.0 +1.0

ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ 13m26 × 12m70 13m26 13m26
14 61 1924 鳥尾　宏樹(2) 松阪高 +1.4 +0.2 +1.4 +1.4

ｵｸﾞﾗ ｹﾝｺﾞ 13m16 13m06 × 13m16 13m16
15 60 417 小倉　健吾(3) 近大高専 +1.1 +0.6 +1.1 +1.1

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 12m88 13m05 × 13m05 13m05
16 47 491 田村　瞭太(3) 津高 +0.5 +1.3 +1.3 +1.3

ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 12m86 × 12m96 12m96 12m96
17 58 134 伊藤　耕世(2) 鈴鹿高専 +0.8 +0.5 +0.5 +0.5

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ × × 12m93 12m93 12m93
18 14 273 中村　浩基(3) 松阪商高 +2.5 +2.5 +2.5

ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾐ 12m62 12m63 × 12m63 12m63
19 4 1946 山中　　匠(3) 三重高 +0.1 -0.7 -0.7 -0.7

ｲﾁｶﾜ ﾚｲｼﾞ × × ×
1 1866 市川　怜司(3) 川越高 NM

ﾋｷﾀ ｱｷﾄ × × ×
3 1186 疋田　晟士(1) 伊勢学園高 NM

ﾅｶｾ ﾕｳﾀ × × ×
7 691 中瀬　雄太(3) 相可高 NM

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲﾁ × × ×
11 1212 村上　大知(2) 伊勢学園高 NM

ｽﾐﾀ ﾋｶﾙ × × ×
12 1057 住田　　光(2) 亀山高 NM

ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾄ × × ×
13 349 番条　陽斗(3) 津商高 NM

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ × × ×
15 1067 前田　彩斗(1) 高田高 NM

ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｷ × × ×
16 1605 齋藤　宣樹(3) 津西高 NM

ｺﾆｼ ﾘｸ × × ×
17 1483 小西　　陸(1) 志摩高 NM

ｱﾏｲ ｶﾞｸ × × ×
18 1046 天井　　楽(3) 亀山高 NM

ﾌｼﾞｶﾜ ﾋｭｳ × × ×
21 1663 藤川　　彪(2) 上野高 NM

ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾕｳ × × ×
22 230 東田　　遊(3) 桑名西高 NM

ｸﾛﾀﾆ ﾕｳﾀ × × ×
23 571 黒谷　優太(1) 宇治山田高 NM

ｲﾏﾅｶ ﾀｲｶﾞ × × ×
24 1662 今中　大河(2) 上野高 NM

ｳｴﾀﾆ ｿﾗ × × ×
25 684 上谷　　空(1) 相可高 NM
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ﾔﾏﾅｶ ﾀﾂﾄ × × ×
26 579 山中　達翔(1) 宇治山田高 NM

ﾀｶﾎﾀ ﾘｭｳｼﾞ × × ×
27 703 高法田竜司(2) 相可高 NM

ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ × × ×
28 1162 中西　壮登(3) 久居高 NM

ﾑﾗｷ ﾚﾝｲﾁﾛｳ × × ×
29 612 村木廉一朗(2) 宇治山田高 NM

ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔ × × ×
30 1564 池田　智也(2) 津工高 NM

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ × × ×
33 2067 濱口　斗摩(2) 南伊勢高 NM

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ × × ×
35 1117 松本ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(1) 稲生高 NM

ﾊﾈ ﾏｻｷ × × ×
36 289 羽根　昌輝(2) 松阪商高 NM

ｲﾄｳ ﾄｼﾔｽ × × ×
39 2038 伊藤　敏康(2) 高田高 NM

ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ × × ×
40 1601 大西　一輝(3) 津西高 NM

ｵｵﾋﾞﾂ ﾊﾙﾄ × × ×
41 1660 大櫃　温仁(2) 上野高 NM

ﾅｶﾆｼ ｼｭﾝｽｹ × × ×
45 1381 中西　俊介(3) 伊勢高 NM

ﾉﾌﾞﾄｳ ﾗｲﾔ × × ×
59 1113 信藤　来也(1) 稲生高 NM

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼｷ × × ×
64 940 川端　利紀(3) 伊勢工高 NM

ﾅｶﾞﾊｼ ｱﾕﾑ

2 1025 長橋　歩夢(2) 四日市高 DNS
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾗｲ

6 1582 水谷　未来(3) 石薬師高 DNS
ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ

8 1422 上村　泰希(2) 伊勢高 DNS
ｺﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ

9 945 駒田　拓也(3) 伊勢工高 DNS
ｲﾄｳ ｼﾝﾔ

10 1045 伊藤　慎也(3) 亀山高 DNS
ｵｵﾀ ﾘｮｳﾔ

19 482 太田　涼也(1) 津高 DNS
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ

20 253 伊藤　幸輔(2) 桑名西高 DNS
ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ

31 1974 田中　陸斗(2) 桑名西高 DNS
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

32 1620 中山　大智(2) 津西高 DNS
ﾊﾏｷﾀ ｶｽﾞﾔ

34 1812 浜北　和弥(3) 鈴鹿高 DNS
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ

37 741 永井　佑季(2) 津東高 DNS
ｳｲ ﾕｳｷ

38 1122 宇井　優輝(1) 稲生高 DNS
ﾏｳﾗ ﾋｻｼ

42 784 間浦　　悠(3) 名張桔梗丘高 DNS
ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ

43 354 竹内　　昴(1) 桑名高 DNS
ﾐﾉﾜ ｱｷﾗ

44 787 箕輪　明輝(2) 名張桔梗丘高 DNS
ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ

51 863 久保倉佳吾(2) 宇治山田商高 DNS
ﾓﾄｲ ｺｳｾｲ

52 1176 元井　光星(2) 久居高 DNS
ｵｸﾀﾞ ﾀｲｾｲ

57 861 奥田　大征(2) 宇治山田商高 DNS
ｲﾁｶﾜ ﾀｲｼﾝ

63 527 市川　大晋(3) いなべ総合高 DNS
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