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ﾎｻｶ ｼｮｳﾔ × 7m57 － 7m57 8 6m86 r 7m57
1 13 6319 保坂　翔也 鈴鹿高専 -0.5 -0.5 +1.0 -0.5

ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾔ × 7m43 × 7m43 7 × × × 7m43
2 18 6390 野村　智也(4) 東海大 -0.2 -0.2 -0.2

ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 6m89 7m00 6m84 7m00 4 7m02 7m33 7m35 7m35
3 17 5029 林　　風汰 ＮＴＮ +2.3 +0.4 -0.5 +0.4 +2.5 +1.2 +2.6 +2.6 *F5

ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 7m20 × 7m20 7m20 6 － × 7m29 7m29
4 16 6341 松岡　修平(3) 筑波大 +1.3 +3.2 +1.3 +0.4 +0.4

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 6m99 × 6m98 6m99 3 7m25 × 7m11 7m25
5 12 1621 藤本　大輝(2) 皇學館高 +1.7 -0.7 +1.7 -0.2 +0.7 -0.2

ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ 6m52 × 7m06 7m06 5 6m85 7m22 × 7m22
6 15 6392 久保倉佳吾(1) 東海大 -1.3 +0.8 +0.8 -0.6 +1.0 +1.0

ｲｼﾀﾞ ﾀﾓﾝ 6m94 6m90 6m65 6m94 2 6m93 6m83 6m74 6m94
7 24 6183 石田　多門(2) 京都産業大 +1.1 +1.3 +0.7 +1.1 +1.5 +1.2 0.0 +1.1

ｳｴﾑﾗ ｻﾜﾄ 6m93 × 6m74 6m93 1 － 6m93 r 6m93
8 21 6426 植村五輪人(2) 日本体育大 +2.9 -0.6 +2.9 0.0 0.0

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 6m89 6m88 × 6m89 6m89
9 35 1700 稲垣　勇人(3) 久居高 +1.2 -1.1 +1.2 +1.2

ﾉﾌﾞﾄｳ ﾗｲﾔ 6m83 6m87 6m89 6m89 6m89
10 6 1357 信藤　来也(3) 稲生高 +0.6 +1.5 +0.9 +0.9 +0.9 *F8

ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 6m58 6m70 6m89 6m89 6m89
11 14 5015 清水　剛士 ＮＴＮ +0.6 +1.0 +1.9 +1.9 +1.9 *F8

ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ × 6m60 6m83 6m83 6m83
12 10 845 松尾　結世(2) 宇治山田商高 +1.1 +0.7 +0.7 +0.7

ｶｻｷﾞ ﾀﾂﾔ × 6m51 6m64 6m64 6m64
13 9 5367 笠木　辰也 Ise TC +0.9 +0.2 +0.2 +0.2

ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 6m62 6m61 6m63 6m63 6m63
14 26 5761 岡部　昌倖 T.G.K +1.8 +0.1 +0.4 +0.4 +0.4

ｼﾛﾀ ｼｭﾝｽｹ × × 6m62 6m62 6m62
15 33 5525 城田　隼佑 米鈴AC +3.8 +3.8 +3.8

ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ × 6m61 × 6m61 6m61
16 22 5296 横山　宇宙 リトルノ +1.3 +1.3 +1.3

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ × 6m55 6m50 6m55 6m55
17 7 1127 田口　雄暉(2) 津東高 +0.9 +0.8 +0.9 +0.9

ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ × 6m53 × 6m53 6m53
18 27 2055 村島　佑樹(1) 高田高 0.0 0.0 0.0

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷﾄ × × ×
1 5530 中川　征人 米鈴AC NM

ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ × × ×
2 108 岡﨑　稜汰(3) 鈴鹿高専 NM

ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ × × ×
4 6432 鳥尾　宏樹(1) 日本体育大 NM

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ × × ×
5 1047 鈴木　健太(3) 近大高専 NM

ﾔﾏｶﾜ ｱﾗｼ × × ×
11 6197 山川　　嵐 至学館大 NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ × × ×
23 5242 山口　元輝 三重県庁AC NM

ｱﾝﾉﾏｴ ﾕｳﾄ × × ×
25 1051 庵前　宥斗(2) 近大高専 NM

ﾑﾗｲ ｹｲﾄ × × ×
28 1622 村井　奎斗(2) 皇學館高 NM

ｺﾞｼﾏ ｶｲｾｲ × × ×
29 1591 五島　快晴(3) 皇學館高 NM

ﾏﾂﾄﾘ ｺｳﾍｲ × × ×
31 1328 待鳥　康平(3) 海星高 NM

ﾐﾔﾀ ﾏｻﾄｼ × × ×
34 1158 宮田　真寿(3) 伊勢高 NM

ﾐｳﾗ ﾊﾔﾃ × × ×
37 1813 三浦　颯天(2) 四中工高 NM

ｸｻﾔﾏ ﾅｵｷ × × ×
38 663 草山　尚暉(2) 神戸高 NM

ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾄ × × ×
39 6324 中村　郁仁(4) 鈴鹿高専 NM

ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ × × ×
40 117 髙松　海斗(2) 鈴鹿高専 NM

ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ × × ×
41 1595 中西　孝太(3) 皇學館高 NM
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ﾃﾝﾊﾟｸ ﾘｸﾄ × × ×
42 1212 天白　陸斗(1) 伊勢高 NM

ﾅｽ ﾏｻﾄ × × ×
43 2027 那須　柾斗(3) 高田高 NM

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾔ × × ×
44 1684 長谷川尚弥(3) 白山高 NM

ﾑﾗﾆｼ ｶｽﾞﾏ × × ×
45 661 村西　一真(2) 神戸高 NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾏｻ × × ×
46 925 山本　隆将(2) 宇治山田高 NM

ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ × × ×
47 1337 髙橋　　倭(2) 海星高 NM

ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ × × ×
48 6377 仲村　快太(1) 京都大 NM

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｷ × × ×
49 2003 水谷　琉来(2) 鈴鹿高 NM

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ × × ×
52 2082 山本　　祥(2) 鳥羽高 NM

ｲﾀﾞ ｹﾝﾀ × × ×
53 1563 猪田　健太(2) 名張青峰高 NM

ﾏﾁﾉ ﾅﾂｷ × × ×
56 1978 町野　夏樹(2) 津工高 NM

ｲﾜﾀ ｼｮｳﾔ × × ×
57 1653 岩田　祥弥(2) 四日市四郷高 NM

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ × × ×
59 886 中嶋　太一(3) 南伊勢高 NM

ﾀﾆ ｼﾞｭｷﾔ × × ×
60 501 谷　樹希也(2) 伊勢工高 NM

ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ × × ×
61 5310 馬場　雄太 ULTIMATE NM

ﾅｶﾞｵｶ ｹﾝｼﾞ × × ×
62 1507 長岡　健二(3) 伊勢学園高 NM

ｼﾛﾀ ﾘｭｳｾｲ × × ×
63 158 城田　竜征(1) 桑名高 NM

ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｲ × × ×
64 1057 本田　基偉(2) 近大高専 NM

ｷﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ × × ×
65 2218 木田　駿介(2) 四日市南高 NM

ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳﾏ × × ×
66 1571 竹中　涼馬(1) 名張青峰高 NM

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾍﾟｲ × × ×
67 986 松本　倫平(3) 紀南高 NM

ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ × × ×
68 467 奥田　雄大(3) 伊勢工高 NM

ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾔ × × ×
69 1822 青山　慎弥(1) 四中工高 NM

ｼﾞｮｳ ﾀｲﾖｳ × × ×
70 1809 城　　太耀(2) 四中工高 NM

ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲｷ × × ×
71 1215 見並　大輝(1) 伊勢高 NM

ｵｶﾑﾗ ｾｲｼﾞｭ × × ×
72 1366 岡村　靖寿(2) 稲生高 NM

ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ × × ×
73 2041 鳥尾　英紀(2) 高田高 NM

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ × × ×
74 1990 林　　竜雅(1) 津工高 NM

ﾂﾂﾐ ｿｳﾏ × × ×
76 1427 堤　　蒼真(2) 四日市南高 NM

ﾂﾂﾐ ﾘｮｳﾀ × × ×
77 1423 堤　　亮太(2) 四日市南高 NM

ｴｶﾞﾜ ｺｳｽｹ × × ×
78 1416 江川　康佑(2) 四日市南高 NM

ｳｴｼﾞ ｶｲﾄ

3 6397 上地　海斗(4) 近大高専 DNS
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ

8 6159 長谷川遥貴(2) 中京大 DNS
ﾏﾂﾊﾞ ﾔﾏﾄ

19 6267 松葉　大和(M1) 皇學館大 DNS
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ｲﾄｳ ﾘｸ

20 1046 伊藤　　陸(3) 近大高専 DNS
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ

30 5383 濱口　隆翔 Ise TC DNS
ｸﾚﾊ ﾀｶﾕｷ

32 336 呉羽　嵩之(2) 四日市工高 DNS
ｵｵﾂ ﾜﾀﾙ

36 5320 大津　　渉 ULTIMATE DNS
ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ

50 285 亀井隆太郎(2) 松阪高 DNS
ｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ

51 1473 伊藤　諒ニ(2) 亀山高 DNS
ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ

54 1920 橋本　壮大(2) 松阪工高 DNS
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

55 1770 出口　純平(2) 暁高 DNS
ﾀﾅｶ ﾕｳ

58 1324 田中　優宇(3) 海星高 DNS
ｱｽﾞﾏ ﾀｸﾐ

75 2204 東　　拓実(1) 鳥羽高 DNS
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