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2019年7月29日（月） 大会名 大会コード　 19233001 跳 躍 審 判 長 舩越　  一彦

投 て き 審 判 長 山本　  浩武

三重陸上競技協会　コード２３ 招 集 所 審 判 長 山口　  浩央

(公財)日本陸上競技連盟・(公財)日本中学校体育連盟 ス タ ー ト 審 判 長 村島　  正敏

(一財)三重陸上競技協会・三重県中学校体育連盟 競技場名 競技場コード　 ２３１０１０ 混 成 審 判 長 大河内 義弘

記 録 主 任 赤塚　　伸二

日付 種目

中山　智貴(3) 10.62 松岡　大夢(3) 10.74 今村　則斗(3) 11.12 福田　昂太(3) 11.23 中村　銀次郎(3) 11.25 西世古　昌毅(3) 11.32 藤森　大輝(3) 11.35 永安　正弥(2) 11.35
亀山中部 KJ,GR,AJH 緑ヶ丘 KJ,GR,AJH 西陵 AJH 飛鳥 倉田山 五十鈴 伊勢港 名張 *TK
山本　琉斗(3) 11.26 前田　唯斗(3) 11.37 佐々木　薫(3) 11.37 前川　直誉(3) 11.40 新家　鋭晟(2) 11.44 山際　匠(2) 11.46 林　海翔(3) 11.48 奥野　統也(3) 11.49
千代崎 小俣 尾鷲 *TK 大山田 久居 倉田山 一身田 文岡
渡辺　悠斗(3) 22.62 佐々木　薫(3) 23.09 林　海翔(3) 23.45 奥野　統也(3) 23.65 中垣内　稜央(3) 24.11
鼓ヶ浦 AJH 尾鷲 一身田 文岡 西郊
杉本　治環(3) 23.61 前川　直誉(3) 23.64 前田　唯斗(3) 24.00 近藤　隆星(3) 24.16 藤澤　祥悟(3) 24.22 山本　健太郎(2) 24.28
陵成 大山田 小俣 玉城 正和 伊勢港
菊永　拓夢(3) 52.05 川邊　羽琉(3) 53.23 谷崎　光(3) 53.83 渡邊　晃心(3) 54.47 谷岡　雄太(2) 54.63 谷口　諒弥(3) 55.49 杉﨑　悠大(3) 56.46
倉田山 桜浜 伊勢宮川 津橋北 文岡 度会 神戸
伴　優英(2) 53.98 濱岡　優輔(3) 54.40 古田　智也(3) 54.67 森　光世(3) 55.07 冨田　陽誠(3) 55.39 安達　瑛士(2) 56.05
一身田 文岡 陵成 伊勢港 柘植 川越
鈴木　千翔(3) 1:59.72 立花　陽(3) 2:01.36 江上　知輝(3) 2:01.43 松田　爽大(3) 2:01.44 溝口　銀二(3) 2:04.77 鈴木　宗治(3) 2:04.78 前田　尚音(3) 2:07.10 野呂　陽斗(3) 2:07.53
久保 AJH 伊勢宮川 三雲 多気 菰野 小俣 久居西 文岡

第46回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会

8位

7月29日
男子 100m
風：+2.0

7月29日
男子 100m(2)

風：+1.9

7月29日
男子 200m
風：+0.4

7月29日 男子 400m(2)

7月29日
男子 200m(2)

風：+0.9

7月29日 男子 400m

7月29日 男子 800m

2位 3位 4位 5位 6位 7位

陸協名 兼第74回国民体育大会選考競技会

主催団体名

三 重 交 通 Ｇ ス ポ ー ツ の 杜 伊 勢 ・ 陸 上 競 技 場

決　勝 一 覧 表

期　日 第35回三重県中学校選抜陸上競技大会

1位

久保 AJH 伊勢宮川 三雲 多気 菰野 小俣 久居西 文岡
倉本　晃羽(3) 4:09.38 伊藤　諒(3) 4:15.33 林　侑汰(3) 4:20.17 木内　桜澄(1) 4:24.68 立花　陽(3) 4:24.74 島子　公佑(3) 4:25.47 中山　大地(3) 4:25.86 本巣　凌久(2) 4:27.44
白子 内部 久保 平田野 伊勢宮川 光風 南が丘 内部
河村　拓磨(3) 9:33.67 松田　紘宜(3) 9:40.28 髙岡　央斗(3) 9:45.04 井　淳平(2) 9:49.71 吉尾　康一(3) 9:58.51 別府　健太朗(3) 9:59.48 島子　公佑(3) 10:08.75 中谷　拓海(3) 10:12.84
亀山 川越 川越 桜浜 久居西 亀山中部 光風 川越
松岡　大夢(3) 14.18 打田　快生(3) 14.85 古川　柊依(3) 15.11 岳野　迪也(3) 15.17 森　一真(3) 15.21 松尾　灯朗(3) 15.29 河北　柊真(3) 15.57 長田　怜士(3) 15.68
緑ヶ丘 GR,AJH 菰野 AJH 厚生 木本 塩浜 玉城 厚生 三滝
前川　鎮秀(3) 15.54 吉田　悠介(3) 15.67 近藤　巧望(2) 16.01 小林　琉希(3) 16.27 三浦　大和(3) 16.27 磯和　優音(3) 16.40 西村　大和(3) 16.45 岡崎　煌(2) 16.58
西郊 神戸 大安 三雲 文岡 *TK 東海 桜浜 名張
出口　裕人(3) 1m85 川瀬　航輝(3) 1m76 松本　康佑(2) 1m70 西岡　楓(3) 1m70 井上　晴斗(3) 1m70 中北　恭輔(3) 1m65 石井　光稀(2) 1m65
小俣 =AJH 鳥羽東 厚生 八風 厚生 二見 平田野

牛場　弘大(3) 1m65
倉田山

池山　紘哉(3) 4m10 中島　迅帝(3) 4m00 大東　伊澄(3) 4m00 中川　陽司(3) 3m80 新谷　真央(3) 3m60 北村　優心(2) 3m60 三浦　翔雅(3) 3m20 小西　啓太(3) 3m00
城田 AJH 小俣 =AJH 多気 =AJH 桜浜 城田 伊勢宮川 陵成 倉田山
堤　拓斗(3) 6m59(+0.8) 田中　雅人(3) 6m51(+1.1) 礒井　亮輔(3) 6m39(+2.0) 江上　貴紀(3) 6m25(+0.1) 赤羽根　和樹(2) 6m03(+0.7) 廣垣　凜太郎(3) 6m02(+1.3) 秋田　琉希(3) 5m92(-0.7) 松本　充(3) 5m68(-1.4)
小俣 AJH 厚生 東海 正和 久保 伊勢宮川 鼓ヶ浦 三重
橋本　渉(3) 13m02 オソリオ　ユウキ(2) 13m01 濱田　茉裕(3) 12m99 南　凌太(3) 11m93 松岡　佳和(2) 11m71 森　勇晟(2) 11m64 久保　景太郎(2) 11m17 出井　海空雲(3) 11m02
一身田 AJH 殿町 AJH 紀北 志摩 正和 厚生 伊勢宮川 志摩
竹内　洸貴(3) 2083点 藤原　光汰(2) 1534点 浦崎　陽色(1) 996点
久居西 多気 三雲

松原　美空(3) 12.21 清水　彩加(2) 12.25 上野　叶夢(2) 12.39 勝島　朱夏里(2) 12.47 矢口　七保(3) 12.53 山本　真菜(3) 12.65 廣村　結(3) 12.68
白子 白子 山手 八風 小俣 度会 伊勢港

16.55(+0.1)-7m76-1m55-54.15 19.41(+0.1)-6m42-1m45-57.24 20.75(+0.1)-5m55-1m40-1:08.80

7月29日 四種競技(男子)

7月29日
女子 100m
風：+2.8

7月29日 男子 3000m

7月29日 男子 1500m

7月29日 男子 走高跳

7月29日
男子 110mYH(0.914m)

風：+1.5

7月29日
男子 110mYH(0.914m)(2)

風：+0.2

7月29日 男子 棒高跳

7月29日 男子 走幅跳

7月29日 男子 砲丸投(5.0kg)

白子 白子 山手 八風 小俣 度会 伊勢港
粟飯原　早希(3) 12.59 徳山　叶愛(2) 12.70 西村　理央奈(3) 12.73 谷口　望恵(3) 12.79 中村　美穂(3) 12.84
八風 白子 桜浜 久保 白子
中川　真友(2) 25.79 木下　奈々花(3) 26.12 山本　真菜(3) 26.21 前川　優奈(3) 26.81
明和 AJH 伊勢港 度会 殿町
谷口　望恵(3) 26.77 西村　理央奈(3) 27.09 山本　怜亜(3) 27.54 有留　摩於(3) 27.59 荒木　杏(3) 27.78
久保 桜浜 伊勢宮川 文岡 厚生
平野　里歩(2) 2:18.85 須山　沙奈(2) 2:21.73 渡邉　心音(3) 2:23.00 山中　千佳(1) 2:24.36 宮端　柚璃(3) 2:24.37 髙山　能愛(3) 2:25.59 山田　和花(1) 2:26.76 林　千華(1) 2:27.30
多度 三雲 陵成 桜浜 二見 多気 神戸 三重大附属
松本　未空(2) 4:42.00 田邊　結菜(3) 5:01.16 石川　凜(2) 5:04.07 林　千葡(1) 5:04.49 南平　由妃(3) 5:08.83 渡邉　耀(3) 5:10.62 賀川　想菜(3) 5:11.89 角田　りい沙(2) 5:12.52
平田野 大池 川越 三重大附属 倉田山 川越 多気 小俣
清水　寧々(3) 14.65 野口　結夢(3) 14.79 土井　なつみ(3) 15.16 田所　桃(2) 15.17 服部　りら(3) 15.31 大森　心葉(2) 15.32 石川　陽那菜(3) 15.54 西村　美央(3) 15.67
八風 AJH 大安 AJH 厚生 玉城 鼓ヶ浦 嬉野 三滝 厚生
平岡　夢萌(2) 16.06 佐々木　悠花(3) 16.15 後藤　杏実(1) 16.16 倉野　亜唯(2) 16.33 岸田　彩果(3) 16.37 長澤　由琳(3) 16.54 柘植　愛花(3) 16.66 濱口　涼風(2) 16.89
港 桜浜 笹川 伊勢宮川 一志 城田 柘植 小俣
間道　由希恵(3) 1m60 小林　玲那(3) 1m60 若林　姫伽(3) 1m54 山路　瀬里羽(3) 1m51 大門　さち(3) 1m51 吉岡　万桜(2) 1m48 渡邉　ゆりん(3) 1m48 前川　花緒里(2) 1m45
度会 =AJH 伊勢港 =AJH 亀山 倉田山 厚生 一志 山手 常磐
森口　和果(3) 5m47(+0.6) 宮﨑　藍果(1) 5m41(+0.6) 石田　怜(2) 5m18(+1.4) 中村　里菜(3) 5m15(+1.3) 山本　紫織(2) 5m13(+0.2) 山際　乃愛(3) 5m04(+1.5) 山本　紗々流(2) 5m00(+1.0) 口　愛琉(3) 4m99(+0.8)
亀山 AJH 天栄 多気 白山 厚生 千代崎 城田 朝日
坂山　成(2) 14m45 飯島　志伸(3) 12m35 西岡　穂乃佳(3) 11m60 川北　海万梨(2) 11m54 乾　乃愛(3) 11m34 奥川　真緒(3) 11m29 古川　陽葵(3) 11m19 永田　彩馨(3) 10m93
多気 AJH 玉城 五十鈴 豊里 小俣 三雲 大安 伊勢宮川
小林　祐希穂(2) 2152点 牧井　砂樹(3) 1842点 田畑　馨(1) 1746点
多気 五十鈴 多気

7月29日
女子 200m(2)

風：+1.8

女子 200m
風：+0.5

風

7月29日
女子 100m(2)

風：+3.5

7月29日

7月29日 女子 800m

7月29日 女子 1500m

7月29日
女子 100mMH(0.762m)

風：+1.5

7月29日
女子 100mMH(0.762m)(2)

風：+0.6

7月29日 女子 走高跳

7月29日 女子 走幅跳

7月29日 女子 砲丸投(2.721kg)

15.55(+0.9)-1m30-7m19-28.06(-0.9)

7月29日 四種競技(女子)

17.29(+0.9)-1m30-6m27-28.65(-0.9) 16.60(+0.9)-1m25-4m89-29.14(-0.9)

凡例  KJ:県中学記録 GR:大会記録 *TK:着差あり AJH:全日中標準記録 =AJH:全日中標準記録

15.55(+0.9) 1m30 7m19 28.06( 0.9) 17.29(+0.9) 1m30 6m27 28.65( 0.9) 16.60(+0.9) 1m25 4m89 29.14( 0.9)


