
2017年4月15(土)・4月16日（日） 大会名 大会コード　 17230001 ト ラ ッ ク 審 判 長 和田　 靖  

ス タ ー ト 審 判 長 村島　正敏
（一財）三重陸上競技協会　 コード２３ 跳 躍 審 判 長 舩越　一彦
一般財団法人三重陸上競技協会 投 て き 審 判 長 山本　浩武

競技場名 競技場コード　 233100 招 集 所 審 判 長 向井　俊哉
記 録 主 任 岡田　和久

日付 種目

川瀬　孝則 10.59 千種　紹弘 10.76 的場　奏太(3) 10.94 原　　啓祐(4) 10.95 小澤　俊仁(2) 10.96 森岡　大地(3) 11.09 小見山泰周(2) 11.10
奥ｱﾝﾂｰｶ T.G.K 近大高専 皇學館大 三重大 いなべ総合高 宇治山田商高
九鬼　　巧 10.40 諏訪　達郎 10.57 中川　想基 10.59 松尾慎太郎 10.69 上山　紘輝(3) 10.81 梨本　真輝 10.96 中西　佑輔 11.16
ＮＴＮ ＮＴＮ デンソー大安 ＮＴＮ 宇治山田商高 ＮＴＮ ULTIMATE
的場　奏太(3) 22.16 西山　遥斗(2) 22.35 原　　啓祐(4) 22.40 神谷　純輝(3) 22.44 濱口虎汰郎(1) 22.53 小澤　俊仁(2) 22.58
近大高専 宇治山田商高 皇學館大 伊勢高 宇治山田商高 三重大
諏訪　達郎 21.26 東　　魁輝 21.29 松尾慎太郎 21.48 愛敬彰太郎 22.00 才戸　雄貴(3) 22.28
ＮＴＮ ＮＴＮ ＮＴＮ ＮＴＮ 皇學館大
愛敬彰太郎 47.65 稲垣　夏生 49.14 西山　遥斗(2) 49.89 濱千代啓斗(3) 50.17 中村　　倖(3) 50.35 山本　啓太(3) 50.68
ＮＴＮ T.G.K 宇治山田商高 伊勢工高 宇治山田高 伊勢学園高
田中　智則 1:53.16 中村　　倖(3) 1:53.48 和田　空翼(3) 1:54.20 大河内雄登(2) 1:54.55 坂　　直哉 1:54.91 垣野　　仁(2) 1:55.77 由川　晃大(2) 1:58.29 三輪　洋侑(3) 1:58.77
ＡＧＦ 宇治山田高 近大高専 皇學館大 T.G.K 久居高 三重大 伊勢学園高
川瀬　翔矢(1) 3:55.43 上村　一真(3) 3:58.22 秦　　駿介(1) 3:58.28 山田　侑矢 3:58.83 山崎　寿彦(4) 3:59.82 上村　直也(1) 4:01.61 桑山　楓矢(1) 4:02.27 坂　　直哉 4:04.44
皇學館大 皇學館大 近畿大 三重県庁AC 皇學館大 皇學館大 皇學館大 T.G.K

4月15日
男子100m(1組)

風：+0.5

4月15日
男子100m(2組)

風：+0.1

4月16日
男子200m(1組)

風：+0.6

4月16日
男子200m(2組)

風：-1.5

4月15日 男子400m

4月16日 男子800m

8位1位 2位 5位 6位3位 4位

三 重 交 通 Ｇ ス ポ ー ツ の 杜 伊 勢 ・ 補 助 競 技 場

7位

4月15日 男子1500m

主催団体名

期　日

陸協名

決　勝 一 覧 表
平 成 29 年 度 国 体 第 一 次 選 考 競 技 会

中西　優汰(3) 8:47.45 名村　樹哉(2) 8:52.08 佐伯　陽生(1) 8:56.74 野呂　光希(3) 8:57.94 伊藤　啓介(3) 9:07.24 紀平　　陸(3) 9:09.96 藤尾　壮紀(2) 9:10.48 中久保遥星(3) 9:11.53
伊賀白鳳高 四日市工高 伊賀白鳳高 高田高 四日市工高 高田高 伊賀白鳳高 伊賀白鳳高
中田　剛司 15:10.22 桑山　楓矢(1) 15:15.72 磯尾　友規 15:28.36 橋本　真宙(2) 15:28.49 近藤　啓太(5) 15:31.53 秦　　駿介(1) 15:48.69 新美　　健(2) 15:56.93 桟敷　正志 15:58.38
三重陸協 皇學館大 八千代翔友会 宇治山田商高 鈴鹿高専 近畿大 皇學館大 三重陸協
中田　剛司 31:48.33 河合　祐介 32:06.68 桟敷　正志 32:06.99 野口　正人 32:27.00 立花　寛之 33:45.83 柴田　憲志 34:00.77 徳平　悠斗(2) 34:02.33 中村　卓哉 34:04.25
三重陸協 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重陸協 ｽﾎﾟﾙﾄﾏｯｸｽ ｲﾙ ﾃﾙﾉ 三重陸協 近畿大 三重陸協
山尾　昇也(5) 14.80 古谷　新太(2) 14.94 林　　時生(3) 15.35 村林　正規(3) 15.42 上原　優太(3) 15.56 吉澤　亮我(3) 15.80 　　大生(4) 16.20 宮尾　将文(4) 16.30
鈴鹿高専 宇治山田商高 愛知大 宇治山田商高 桑名高 皇學館大 三重大医陸 三重大医陸
稲垣　夏生 53.36 吉川　順也(3) 53.48 中西　佑輔 54.82 堀　　拓斗(3) 55.54 喜多嶋勝平 55.62 中山　真也 56.18 吉澤　亮我(3) 57.63
T.G.K 愛知大 ULTIMATE 稲生高 デンソー大安 ULTIMATE 皇學館大
梅枝　裕吉 9:16.88 山田　侑矢 9:19.50 井谷　咲哉(3) 9:50.06 由川　琢也(1) 9:55.70 市川　駿希(3) 9:56.94 安田　有佑(3) 10:02.94 桂山　久澄(3) 10:12.34 井上　迪登(3) 10:15.01
ＮＴＮ 三重県庁AC いなべ総合高 三重大 伊賀白鳳高 四日市高 四日市四郷高 津東高
岡田　健太 22:06.80 村手　光樹(2) 22:33.23 川添　康平 22:51.81 堀田　聖尊(3) 23:00.11 福田　　俊(3) 23:39.83 荒川　尚輝(2) 24:08.22 森本　貴大(2) 24:19.54 津田　康佑(3) 24:39.84
T.G.K 上野高 三重陸協 川越高 桑名西高 上野高 いなべ総合高 川越高
衛藤　　昂 2m30 衛藤　　将(3) 2m03 池住　達也(4) 1m95 鳥海　一馬(5) 1m95 永井奈央起(2) 1m95 小川エンリケ(1) 1m90 坪井　裕稀(3) 1m90
ＡＧＦ KR 皇學館大 天理大 近大高専 至学館大 亀山高 宇治山田高

本田　基偉(1) 1m90
近大高専

小林　俊介(4) 4m60 野呂　惇人(3) 4m60 馬賣　大地(3) 4m40 白井　颯斗(1) 4m20 中村　郁羽(3) 4m20 山川　　爽(1) 4m00 東浦　広汰(3) 3m90
近大高専 伊勢高 近大高専 皇學館高 至学館大 伊勢工高 伊勢高
中西　海斗(3) 4m60
近大高専

4月16日 男子走高跳

4月15日 男子棒高跳

4月15日 男子10000m

4月15日
男子110mH(1.067m)

風：+0.5

4月16日 男子3000mSC(0.914m)

4月15日 男子5000mW

4月16日 男子400mH(0.914m)

4月16日 男子5000m

4月16日 少年男子3000m

近大高専
伊藤　　渉(3) 6m51(+2.8) 庵前　宥斗(1) 6m50(+3.8) 松尾　結世(1) 6m48(+4.5) 田口　雄暉(1) 6m45(+0.8) 藤本　大輝(1) 6m36(+0.7) 伊藤　諒ニ(1) 6m24(+3.1) 倉野　瑞樹(1) 6m17(+3.9) 村井　奎斗(1) 6m12(+2.1)
菰野中 公認6m40(+0.9) 近大高専 公認6m41(+0.7) 宇治山田商高 公認6m28(+1.1) 津東高 皇學館高 亀山高 公認6m11(+1.7) 宇治山田商高 公認6m09(+1.4) 皇學館高 公認6m04(+0.6)

保坂　翔也 7m36(+1.1) 島岡　大貴(4) 7m28(+2.4) 岡部　昌幸 7m16(+2.7) 林　　風汰 7m12(+2.6) 濱口　隆翔 6m93(+0.9) 長澤　拓輝(2) 6m85(+2.5) 小林　和真(3) 6m83(+3.7) 伊藤　　陸(2) 6m82(+2.3)
鈴鹿高専 近畿大 *F6 T.G.K 公認記録なし ＮＴＮ *F6 Ise TC 伊勢高 公認記録なし いなべ総合高 公認記録なし 近大高専 公認記録なし

公認7m23(+1.8) 公認7m10(+1.9)

保坂　翔也 15m43(+0.9) 濱口　隆翔 15m41(+0.2) 大山 佑天(1) 13m57(-0.2) 上村　泰希(3) 13m48(-1.8) 岡部　昌幸 13m42(-0.8) 伊藤　　陸(2) 13m14(-1.3) 鳥尾　宏樹(3) 13m09(-0.6) 倉野　瑞樹(1) 13m01(+0.1)
鈴鹿高専 Ise TC 近大高専 伊勢高 T.G.K 近大高専 松阪高 宇治山田商高
井豫　規人(2) 13m85 松村　知哉(3) 12m04 瀬尾　隼大(3) 11m41 古橋慎ノ介(5) 11m36 山本　雄紀 10m18
皇學館大 皇學館大 愛知大 近大高専 ＲＫＴＤ
別所　竜守(3) 14m81 田中　聡真(2) 14m03 宮﨑　武斗(2) 13m88 岩本　佳樹(3) 13m71 前川　純太(2) 13m54 臼井　智哉(3) 13m40 瀧　　智史(3) 13m24 平田　雄大(3) 13m02
松阪商高 桑名工高 四日市工高 皇學館高 松阪商高 稲生高 久居農林高 松阪商高
平山　皓慎(1) 13m43 鴨澤　青海(1) 13m27 平野　瑠希(1) 12m90 中北　太雅(1) 12m11 中村　歓汰(1) 11m72 中野　大輝(1) 11m43 阿竹　晴俊(1) 11m15 森下　　海(1) 11m11
伊勢工高 宇治山田商高 稲生高 伊勢工高 菰野高 稲生高 宇治山田商高 松阪商高
大山　祐史 50m75 藤原　　潤 46m50 古橋慎ノ介(5) 41m32 清水　元基 40m18 宮崎　　翔(1) 38m21 荊木　佑介(3) 36m40
ＲＫＴＤ Ise TC 近大高専 T.G.K 皇學館大 皇學館大
平田　雄大(3) 41m86 別所　竜守(3) 41m44 鴨澤　青海(1) 41m22 三井　康平(1) 41m00 平井　周作(2) 40m61 臼井　皓哉(3) 38m45 臼井　智哉(3) 38m14 宮﨑　武斗(2) 37m98
松阪商高 松阪商高 宇治山田商高 稲生高 伊勢工高 稲生高 稲生高 四日市工高
丹生　将稔 53m84 谷口　史弥(2) 47m82
ＲＫＴＤ 皇學館大
前川　昂輝(3) 54m69 大仲　慧人(3) 53m17 倉田　恭平(3) 51m27 平山　竜慎(2) 50m25 ケリー完太(2) 49m42 小野　愛斗(2) 48m71 前川　広晴(2) 46m16 荒木　駿甫(3) 45m96
久居高 宇治山田高 久居高 久居高 菰野高 久居高 久居高 津東高

4月16日 少年B男子走幅跳

4月15日 少年男子砲丸投(6.0kg)

4月15日 少年B男子砲丸投(5.0kg)

4月16日 男子走幅跳

4月15日 男子三段跳

4月15日 男子砲丸投(7.260kg)

4月15日 少年男子ハンマー投(6.0kg)

4月16日 男子円盤投(2.0kg)

4月16日 少年男子円盤投(1.750kg)

4月15日 男子ハンマー投(7.260kg)

峰　　達矢 63m46 濱﨑　優紀(2) 58m57 川畑　　涼(3) 55m46 山口慎太郎(5) 55m33 田中 竜太(2) 54m63 矢野 浩丈(2) 54m61 口　大志(2) 54m19 梅山　　仁(2) 53m31
三重教員AC 皇學館大 近大高専 三重大医陸 久居高 皇學館大 桑名西高 桑名高

4月16日 男子やり投(800g)
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一色　美咲 12.80 北村　夏海(3) 12.91 飯田　英恵(1) 12.93 水谷　麻希 12.94 水野　華歌(2) 12.96 太田　瑛美(2) 13.04 江平　春花 13.12
ＮＴＮ 松阪商高 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 T.G.K 桑名高 津商高 ＲＫＴＤ

三杉　七美(2) 12.94
四日市商高 *TL

永野真莉子 11.89 松葉みなみ(2) 12.26 中世古祥恵(2) 12.56 長岡　里奈(2) 12.56 吉田二千翔(2) 12.59 中野　　藍(2) 12.64
デンソー 皇學館大 皇學館大 伊勢高 *TK 伊勢高 四日市商高
梶野　　杏(3) 26.23 水野　華歌(2) 26.46 角谷実咲歩(4) 26.69 飯田　英恵(1) 26.77 三杉　七美(2) 26.86 稲田　　楓(2) 27.20 濵口　紀子(1) 27.28
宇治山田商高 桑名高 皇學館大 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 四日市商高 津商高 松阪商高
松葉みなみ(2) 25.42 生駒　志穂(3) 25.52 樫山　　楓 25.67 長岡　里奈(2) 25.71 横山　綾香(3) 26.04 吉田二千翔(2) 26.19 中世古祥恵(2) 26.51
皇學館大 三重高 ＮＴＮ 伊勢高 松阪商高 伊勢高 皇學館大
角谷実咲歩(4) 1:00.45 佐藤なつみ(3) 1:00.80 小寺　里沙(3) 1:02.02 久野　七海(3) 1:02.32 井上　真緒(2) 1:02.53 茶井　優里(2) 1:02.55 松橋和良美(3) 1:03.99
皇學館大 神戸中 宇治山田商高 宇治山田高 宇治山田商高 四日市西高 川越高
久保田志歩(2) 2:20.65 藤井　紗希(3) 2:21.18 久野　七海(3) 2:22.02 　　歩理(1) 2:23.30 玉木　さら(2) 2:23.41 野﨑　桜子(2) 2:24.31 鈴木　　輝(2) 2:25.17 金光　葉子(2) 2:26.16
津西高 四日市工高 宇治山田高 宇治山田商高 宇治山田商高 四日市高 皇學館大 伊勢高

4月15日
女子100m(1組)

風：0.0

4月15日
女子100m(2組)

風：+0.4

4月16日
女子200m(1組)

風：-2.2

4月16日
女子200m(2組)

風：-1.8

4月15日 女子400m

4月16日 女子800m

川北　陽菜(2) 4:48.41 野﨑　桜子(2) 4:48.72 奥田　幸弓(3) 4:50.14 玉木　さら(2) 4:50.75 坂　　実咲(3) 4:52.42 服部　　稚(3) 4:52.99 松永茉里香(3) 4:54.29 田久保　風(2) 4:56.30
津商高 四日市高 四日市商高 宇治山田商高 皇學館大 伊賀白鳳高 至学館大 四日市商高
ｽｰｻﾝ　ﾜｲﾘﾑ 9:27.63 光延　友希 9:28.91 岡　未友紀 9:38.35 池内　彩乃 9:55.60 奥田　幸弓(3) 10:25.52 田畑　藍菜(2) 10:45.28 牧野　好美(3) 10:46.12 小山　紗奈(1) 10:47.23
デンソー デンソー デンソー デンソー 四日市商高 四日市商高 川越高 四日市商高
坂　　実咲(3) 18:16.25 平山　未来(2) 18:56.02 松永茉里香(3) 19:22.26 和田　菜摘(3) 19:52.62 槇田　　恵(3) 20:33.66
皇學館大 皇學館大 至学館大 至学館大 至学館大
西垣　朱音(3) 14.34 生駒　志穂(3) 14.85 横山　綾香(3) 15.06 中野　　藍(2) 15.44 稲田　　楓(2) 15.54 山本　愛莉(2) 15.65 西村悠里奈(2) 17.09
松阪商高 三重高 松阪商高 四日市商高 津商高 四日市商高 伊勢高
濵口　紀子(1) 14.49 奥林　　凛(1) 14.50 濱地きらら(1) 16.29 泉　　好笑(1) 16.83
松阪商高 四日市商高 宇治山田商高 宇治山田商高
清水胡晴菜(3) 1:07.41 松峯　光里(3) 1:08.62 田中　亜実(3) 1:09.24 安保奈々子(2) 1:09.74 野﨑まりん(2) 1:09.78 古市穂乃佳(1) 1:13.55
宇治山田商高 津西高 津東高 津商高 皇學館大 皇學館大
和田　菜摘(3) 24:14.43 岩瀬映伊美(3) 26:48.48 槇田　　恵(3) 27:49.88 森本　優花(2) 28:07.83 槇田　　歩(3) 28:22.39 石井ほのか(3) 28:37.27 金谷　晏衣(2) 29:31.16 新原　宏弥(3) 30:15.52
至学館大 高田高 至学館大 伊賀白鳳高 津商高 上野高 相可高 亀山高
豊田　舞奈(2) 1m64 前村　絢音(3) 1m61 池住　瑞紀 1m58 松本　留佳(2) 1m58 中出　里央(4) 1m50 木村　奈央(3) 1m50 山本　愛美(3) 1m45 野間　愛加(4) 1m45
松阪商高 宇治山田商高 三重陸協 宇治山田商高 鈴鹿高専 明野高 菰野高 皇學館大

谷口愛唯菜(1) 1m45

松阪商高

出口　瑞歩(1) 3m40 早川　朋実(2) 3m00 安保　涼音(2) 2m90 山本　雅姫(1) 2m60 安保　采音(2) 2m50 出口　なぎ(1) 2m50 篠原　七海(3) 2m20

皇學館大 宇治山田商高 伊勢高 松阪商高 玉城中 松阪商高 四日市高
村田　千夏(2) 5m49(+2.1) 堂岡　新菜(1) 5m43(+2.2) 梶野　　杏(3) 5m42(+1.1) 齋藤　真帆 5m36(+0.8) 太田 瑛美(2) 5m23(+2.5) 浅野 玲奈(3) 5m21(+0.5) 辰巳　奈那(2) 5m20(+1.7) 千賀有季乃(3) 5m19(+1.5)

4月15日
少年B女子100mYH(0.762-8.5)

風：+0.5

4月15日 女子1500m

4月16日 女子5000m

4月16日 女子3000m

4月15日
女子100mH(0.838m)

風：+1.4

4月16日 女子400mH(0.762m)

4月15日 女子5000mW

4月15日 女子走高跳

4月16日 女子棒高跳

4月15日 女子走幅跳
村田 千夏( ) ( ) 岡 新菜( ) ( ) 梶野 杏( ) ( ) 齋藤 帆 ( ) 田 瑛美( ) ( ) 浅野 玲 ( ) ( ) 辰 那( ) ( ) 千賀有 ( ) ( )
松阪商高 公認5m45(0.0) 宇治山田商高 公認5m40(+0.9) 宇治山田商高 大阪教育大 津商高 公認5m16(+0.1) 松阪商高 皇學館高 三重大
中山　実優(2) 11m88(+1.7) 山添玲央菜(3) 11m25(+1.9) 西田　舞衣(3) 11m17(-0.4) 北村帆乃香(3) 10m99(+1.3) 梶本　実玖(2) 10m86(+2.2) 齋藤　真帆 10m76(-1.8) 塩竹　美友(2) 10m49(+0.6) 松本　留佳(2) 10m39(+0.2)
三重高 皇學館大 宇治山田商高 津高 伊勢高 *F3 大阪教育大 神戸高 宇治山田商高

公認10m54(-1.6)

床辺　彩乃(1) 11m94 牧戸　桃香(2) 11m94 松田　結衣(3) 11m46 若山　千春(2) 10m90 大本　真未(3) 10m70 亀井　優佳(3) 10m52 上野　絢那(1) 10m37 藤田　紗江(2) 10m18
松阪商高 松阪商高 暁高 皇學館高 神戸高 津商高 松阪商高 松阪商高
橋本　七星(2) 36m06 桃園　晴菜(1) 33m14 中村　満帆(3) 32m73 井之上華穂(3) 32m45 伊藤エリカ(3) 31m52 横山　鮎葉(2) 30m49 宮﨑　香帆(2) 30m48 中村　祐子 30m23
松阪商高 松阪商高 宇治山田商高 津商高 神戸高 稲生高 津西高 VOLK
伊藤エリカ(3) 49m09 椎葉さゆり(3) 46m20 渡邊　夕菜(3) 41m68 長谷川麻衣(2) 41m30 白石　安珠(3) 41m03 北川　　和(3) 40m09 片岡さやか(2) 39m60 小林　ゆい(2) 39m05
神戸高 伊賀白鳳高 宇治山田高 久居高 津商高 宇治山田商高 松阪商高 菰野高
奥田　愛華(3) 45m81 加藤　菜未(3) 42m32 村田　千夏(2) 41m46 白木ひかる(3) 41m40 田中　　舞(2) 39m32 村田　由華(3) 38m74 三厨　由依(2) 37m59 小林　ゆい(2) 35m11
伊勢工高 松阪商高 松阪商高 四日市南高 宇治山田商高 津西高 菰野高 菰野高

凡例  KR:県記録 *TK:着差あり *TL:着差なし *F3:3回目が公認最高 *F6:6回目が公認最高

4月16日 女子三段跳

4月15日 女子ハンマー投(4.0kg)

4月15日 女子走幅跳

4月16日 女子やり投(600g)

4月16日 女子砲丸投(4.0kg)

4月15日 女子円盤投(1.0kg)


