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ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ 15m07 15m32 × 15m32 8 × 15m08 15m16 15m32
1 12 5383 濱口　隆翔 Ise TC +0.9 +1.9 +1.9 +1.6 +1.0 +1.9

ｲﾄｳ ﾘｸ 14m99 14m93 － 14m99 7 × 15m28 r 15m28
2 7 1046 伊藤　　陸(3) 近大高専 +0.8 -0.9 +0.8 +1.1 +1.1

ﾏﾂﾊﾞ ﾔﾏﾄ 14m04 14m43 － 14m43 4 － 14m85 15m13 15m13
3 9 6267 松葉　大和(M1) 皇學館大 0.0 +1.8 +1.8 +2.4 +0.4 +0.4

ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ × × 14m91 14m91 6 × 14m23 × 14m91
4 5 5466 辻　　昌享 三重教員AC +3.9 +3.9 +2.0 +3.9 *F5

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ 14m86 14m23 － 14m86 5 × － × 14m86
5 6 5135 西澤　　団 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ +0.1 +0.4 +0.1 +0.1

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 13m84 13m56 14m30 14m30 3 × 13m83 14m06 14m30
6 14 1127 田口　雄暉(2) 津東高 +1.1 +0.2 +1.0 +1.0 -0.3 -0.7 +1.0

ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ 14m13 13m94 － 14m13 2 r 14m13
7 11 6392 久保倉佳吾(1) 東海大 +1.5 +0.8 +1.5 +1.5

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 13m44 × 14m09 14m09 1 13m45 13m63 14m08 14m09
8 18 484 山口銀次郎(3) 伊勢工高 +1.6 +2.2 +2.2 +1.3 -0.2 +1.5 +2.2 *F6

ｵｵﾑﾗ ﾘｭｳﾄ × 14m04 × 14m04 14m04
9 8 6379 大村　隆人(3) 大阪市立大 +0.9 +0.9 +0.9

ﾀﾆﾓﾄ ﾙｲﾄ 14m03 13m83 × 14m03 14m03
10 13 138 谷本　類都(3) 桑名高 +0.5 +0.3 +0.5 +0.5

ﾔﾏﾓﾄ ｲﾀﾙ 13m94 13m68 × 13m94 13m94
11 34 5935 山本　　格 三重陸協 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0

ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 13m33 13m89 13m80 13m89 13m89
12 4 5761 岡部　昌倖 T.G.K +1.1 +1.0 +3.1 +1.0 +1.0

ｸﾗﾉ ﾐｽﾞｷ 13m68 13m29 13m46 13m68 13m68
13 3 840 倉野　瑞樹(2) 宇治山田商高 -0.4 +0.7 +2.1 -0.4 -0.4

ｵｵﾔﾏ ﾕﾀｶ 13m68 × × 13m68 13m68
14 1 1052 大山　佑天(2) 近大高専 0.0 0.0 0.0 *F8

ﾉﾌﾞﾄｳ ﾗｲﾔ × 13m26 13m58 13m58 13m58
15 16 1357 信藤　来也(3) 稲生高 +1.0 +0.4 +0.4 +0.4

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ × × 13m51 13m51 13m51
16 28 1700 稲垣　勇人(3) 久居高 +2.3 +2.3 +2.3

ｱｶﾊﾞﾈ ﾋﾛｷ 13m32 × × 13m32 13m32
17 48 536 赤羽根寛大(1) 伊勢工高 -1.3 -1.3 -1.3

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ × × ×
17 1047 鈴木　健太(3) 近大高専 NM

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ × × ×
20 2031 前田　彩斗(3) 高田高 NM

ﾑﾗﾆｼ ｶｽﾞﾏ × × ×
21 661 村西　一真(2) 神戸高 NM

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｶﾞ × × ×
22 1189 山形　侑河(2) 伊勢高 NM

ﾂｶﾜｷ ｼｮｳ × × ×
23 1252 塚脇　志陽(2) 上野高 NM

ﾀｶﾉ ﾚﾝ × × ×
24 5038 高野　　蓮 ASSA-TC NM

ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ × × ×
25 6288 中西　壮登(2) 皇學館大 NM

ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾀ × × ×
27 630 宮脇　勇大(1) 津高 NM

ｺｽｹﾞ ｱｷﾋﾛ × × ×
29 1143 小菅　瑛弘(1) 津東高 NM

ｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ × × ×
32 1473 伊藤　諒ニ(2) 亀山高 NM

ｵｸﾉ ﾕｳｷ × × ×
33 297 奥野　祐希(1) 松阪高 NM

ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ × × ×
35 291 大西　由基(1) 松阪高 NM

ｸｻﾔﾏ ﾅｵｷ × × ×
37 663 草山　尚暉(2) 神戸高 NM

ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ × × ×
38 617 野田　孟司(2) 津高 NM

ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ × × ×
40 1210 田畑　　響(1) 伊勢高 NM

ｺﾆｼ ﾄﾓﾔ × × ×
41 806 小西　伴弥(3) 宇治山田商高 NM

ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ × × ×
43 1182 坂本　達哉(2) 伊勢高 NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F5:5回目が公認最高 *F6:6回目が公認最高 *F8:2番目の記録による順位



男子三段跳
審 判 長：舩越　一彦
記録主任：赤塚　伸二

日本記録(NR)            17m15     山下　訓史(日本電気)                  1986
県記録(KR)              16m92     山下　訓史(筑波大)                    1985
大会記録(GR)            15m92     出口　大貴(IseTC)                     2009(第72回) 7月8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 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘﾀ ﾏｻﾌﾐ × × ×
45 1186 森田　真史(2) 伊勢高 NM

ﾂｶｸﾞﾁ ｹｲﾀ × × ×
46 615 塚口　恵太(2) 津高 NM

ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ × × ×
47 285 亀井隆太郎(2) 松阪高 NM

ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾔ × × ×
50 1074 吉田　隆哉(1) 近大高専 NM

ﾄﾈ ｶﾅﾑ × × ×
51 1526 刀根　奏夢(1) 伊勢学園高 NM

ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ

2 6432 鳥尾　宏樹(1) 日本体育大 DNS
ﾎｻｶ ｼｮｳﾔ

10 6319 保坂　翔也 鈴鹿高専 DNS
ﾓﾄｲ ｺｳｾｲ

15 6355 元井　光星(1) 皇學館大 DNS
ｲﾄｳ ｼｮｳ

19 1063 伊藤　　渉(1) 近大高専 DNS
ﾀｹｺｼ ﾏｻｼ

26 1810 竹腰　雅志(2) 四中工高 DNS
ｵｵｷﾞﾀﾞﾆ ｱﾕﾑ

30 1486 扇谷　歩夢(1) 亀山高 DNS
ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾏ

31 1523 大西　翔真(1) 伊勢学園高 DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｳﾀ

36 1491 宮崎　風汰(1) 亀山高 DNS
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

39 500 北村　龍星(2) 伊勢工高 DNS
ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾔ

42 6444 南　　諒弥(1) 三重大 DNS
ﾏｷﾀ ｲｯｾｲ

44 241 蒔田　一成(1) 桑名西高 DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｮｳｶﾞ

49 1530 山口　拍雅(1) 伊勢学園高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F5:5回目が公認最高 *F6:6回目が公認最高 *F8:2番目の記録による順位


