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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
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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

ﾎｻｶ ｼｮｳﾔ 15m27 15m16 × 15m27 8 × 15m63 15m11 15m63
1 40 1120 保坂　翔也 鈴鹿高専 +3.5 +1.4 +3.5 +2.4 -2.0 +2.4 *F2

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ 14m43 × 14m88 14m88 7 14m80 14m79 × 14m88
2 41 5114 濱口　隆翔 Ise TC -2.2 +0.9 +0.9 +4.0 -2.6 +0.9

ｲﾄｳ ﾘｸ × 13m94 14m24 14m24 5 12m73 13m96 14m74 14m74
3 39 1069 伊藤　　陸(3) 近大高専 +2.5 +1.4 +1.4 -0.2 -2.5 +1.9 +1.9

ﾏﾂﾊﾞ ﾔﾏﾄ 13m62 14m48 14m72 14m72 6 14m58 r 14m72
4 42 6419 松葉　大和(M1) 皇學館大 -0.6 +0.1 +1.6 +1.6 +0.1 +1.6

ﾀﾆﾓﾄ ﾙｲﾄ 13m71 13m92 13m56 13m92 4 13m64 13m78 13m70 13m92
5 34 747 谷本　類都(3) 桑名高 +3.0 +0.1 +0.4 +0.1 -0.2 +1.2 +1.9 +0.1

ﾔﾏｶﾜ ｱﾗｼ 13m72 13m83 13m87 13m87 3 × 13m48 13m64 13m87
6 35 6361 山川　　嵐 至学館大 +0.3 -0.4 +0.7 +0.7 -0.6 -0.7 +0.7

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 13m86 13m29 13m65 13m86 2 13m08 13m35 13m57 13m86
7 31 554 山口銀次郎(3) 伊勢工高 -0.9 -0.7 0.0 -0.9 +0.4 +0.8 -1.2 -0.9

ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 13m63 × × 13m63 1 × 13m51 12m70 13m63
8 37 5282 岡部　昌倖 T.G.K -0.2 -0.2 +1.9 -0.4 -0.2

ｵｵﾔﾏ ﾕﾀｶ 13m60 13m07 13m33 13m60 13m60
9 33 1079 大山　佑天(2) 近大高専 +4.9 +0.6 +0.5 +4.9 +4.9 *F3

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 13m33 × r 13m33 13m33
10 28 1367 稲垣　勇人(3) 久居高 +0.5 +0.5 +0.5

ｸﾗﾉ ﾐｽﾞｷ 13m10 13m09 × 13m10 13m10
11 30 873 倉野　瑞樹(2) 宇治山田商高 +0.4 -1.0 +0.4 +0.4

ｲﾄｳ ｼｮｳ 13m04 － × 13m04 13m04
12 29 1056 伊藤　　渉(1) 近大高専 0.0 0.0 0.0

ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ × × ×
1 481 野田　孟司(2) 津高 NM

ｻﾉ ﾌﾐﾔ × × ×
3 661 佐野　文哉(3) 松阪高 NM

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾘ × × ×
4 198 中村　彰利(2) 桑名西高 NM

ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾝ × × ×
5 615 古田　光真(3) 神戸高 NM

ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ × × ×
6 674 亀井隆太郎(2) 松阪高 NM

ﾂｶｸﾞﾁ ｹｲﾀ × × ×
7 479 塚口　恵太(2) 津高 NM

ﾓﾘﾀ ﾏｻﾌﾐ × × ×
8 1251 森田　真史(2) 伊勢高 NM

ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ × × ×
9 6069 中西　壮登(2) 皇學館大 NM

ﾂｶﾜｷ ｼｮｳ × × ×
11 1313 塚脇　志陽(2) 上野高 NM

ｼﾏｵｶ ｶｽﾞｷ × × ×
12 1373 島岡　一輝(3) 久居高 NM

ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ × × ×
13 1247 坂本　達哉(2) 伊勢高 NM

ﾀｹ ｺｳﾍｲ × × ×
14 611 武　　航平(3) 神戸高 NM

ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ × × ×
16 1926 鳥尾　英紀(2) 高田高 NM

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ × × ×
17 1072 鈴木　健太(3) 近大高専 NM

ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｷ － × ×
19 2072 田村　竜紀(2) 皇學館高 NM

ｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ × × ×
20 1449 伊藤　諒ニ(2) 亀山高 NM

ﾌｼﾞﾔ ﾕｳｷ × × ×
21 1123 藤谷　雄紀(5) 鈴鹿高専 NM

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ × × ×
22 1911 前田　彩斗(3) 高田高 NM

ｱｶﾊﾞﾈ ﾋﾛｷ × × ×
23 522 赤羽根寛大(1) 伊勢工高 NM

ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ × × ×
24 512 榎本　侑哉(1) 伊勢工高 NM

ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ × × ×
25 571 北村　龍星(2) 伊勢工高 NM

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｶﾞ × × ×
26 1254 山形　侑河(2) 伊勢高 NM
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ﾓﾄｲ ｺｳｾｲ × × ×
32 1364 元井　光星(1) 皇學館大 NM

ﾀｹｺｼ ﾏｻｼ

2 1538 竹腰　雅志(2) 四中工高 DNS
ｺｽｹﾞ ｱｷﾋﾛ

10 425 小菅　瑛弘(1) 津東高 DNS
ﾀﾆｶﾜﾗ ﾔﾏﾄ

15 2071 谷川原大和(2) 皇學館高 DNS
ｺﾆｼ ｼｭﾝｽｹ

18 1828 小西　俊輔(3) 暁高 DNS
ﾀｶﾉ ﾚﾝ

27 5061 高野　　蓮 ASSA-TC DNS
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ

36 448 田口　雄暉(2) 津東高 DNS
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ

38 5239 西澤　　団 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ DNS
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