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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
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

ｲｿｲ ﾘｮｳｽｹ × 6m94 × 6m94 8 6m87 7m12 6m62 7m12
1 10 756 礒井　亮輔(2) 伊勢 +1.9 +1.9 -0.2 -0.1 -1.4 -0.1

ﾂﾂﾐ ﾀｸﾄ 6m59 × 6m63 6m63 7 × 6m94 6m71 6m94
2 8 763 堤　拓斗(2) 伊勢 -0.6 +0.1 +0.1 -1.3 -0.6 -1.3

ﾔﾉ ｼﾓﾝ × 6m45 6m41 6m45 3 × 6m67 × 6m67
3 6 345 矢野　詩紋(2) 皇學館 +0.2 +1.1 +0.2 -0.5 -0.5

ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 6m59 6m54 6m32 6m59 6 × × × 6m59
4 19 350 田中　雅人(2) 皇學館 +3.3 +0.5 +1.8 +3.3 +3.3 *F2

ｴｶﾞﾐ ﾀｶﾉﾘ × 6m50 5m91 6m50 5 × 6m39 × 6m50
5 4 1178 江上　貴紀(2) 桑名 -1.0 +0.3 -1.0 -1.3 -1.0

ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ × × 6m48 6m48 4 × 6m38 6m41 6m48
6 7 450 田中　佑昇(1) 近大高専 +2.2 +2.2 -1.9 +0.2 +2.2 *F6

ｱｶﾊﾞﾈ ｶｽﾞｷ 6m28 × 6m39 6m39 2 6m27 6m42 6m40 6m42
7 15 1015 赤羽根　和樹(1) 相可 -1.4 +3.1 +3.1 +2.1 +0.5 -0.4 +0.5

ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳ × 6m38 6m35 6m38 1 × 6m33 6m07 6m38
8 3 1863 松本　充(2) 三重 -1.5 -0.5 -1.5 +0.4 -1.1 -1.5

ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ × × 6m38 6m38 6m38
9 11 439 古川　直(2) 近大高専 +1.2 +1.2 +1.2 *F8

ｳﾗｻｷ ｺｳﾍｷ 6m33 × 6m05 6m33 6m33
10 13 781 浦﨑　倖碧(2) 伊勢 -0.2 +3.8 -0.2 -0.2

ﾀｶﾊｼ ｶｲﾁ × 6m28 6m05 6m28 6m28
11 9 1498 髙橋　海地(2) 久居 +0.3 +1.1 +0.3 +0.3

ﾆｼﾀﾞ ﾘｸﾄ × 6m27 6m19 6m27 6m27
12 17 451 西田　陸人(1) 近大高専 +2.8 +1.1 +2.8 +2.8 *F3

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ × 6m27 × 6m27 6m27
13 53 215 中村　祐貴(2) 上野 +3.9 +3.9 +3.9 *F8

ｳｽｲ ｼｭｳﾄ × 6m23 × 6m23 6m23
14 51 1395 臼井　嵩翔(2) 津西 +1.6 +1.6 +1.6

ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 6m12 6m13 6m20 6m20 6m20
15 31 769 岸田　拓真(2) 鈴鹿中等 +2.8 -1.2 -0.2 -0.2 -0.2

ﾐﾔﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 6m10 6m20 5m99 6m20 6m20
16 1 367 宮田　光一郎(2) 皇學館 +2.1 +2.4 -0.9 +2.4 +2.4 *F3,*F8

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ × 6m14 × 6m14 6m14
17 27 1056 打田　悠真(1) 亀山 +4.0 +4.0 +4.0

ﾄﾞｲﾈ ｹｲ 6m11 5m98 6m10 6m11 6m11
18 14 861 土井根　慶(1) 宇治山田商 +2.2 +1.6 +1.7 +2.2 +2.2 *F3

ｱｵｷ ｼｮｳｾｲ × 6m10 6m06 6m10 6m10
19 22 1318 青木　翔聖(2) 津 +2.9 +0.7 +2.9 +2.9 *F3

ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ × 6m06 6m01 6m06 6m06
20 5 1229 伊藤　優佑(1) 桑名西 -1.0 -0.5 -1.0 -1.0

ﾔｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 6m06 × × 6m06 6m06
21 30 1864 八重口　友太郎(2) 三重 +3.0 +3.0 +3.0 *F8

ﾋﾗﾃﾞ ｶｽﾞﾃﾙ 5m82 5m96 5m93 5m96 5m96
22 65 146 平出　和輝(1) 暁 +1.1 +1.8 +4.9 +1.8 +1.8

ﾀｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 5m89 5m96 × 5m96 5m96
23 82 225 髙島　響(1) 上野 +2.6 +0.4 +0.4 +0.4 *F8

ﾅｶﾉ ﾊﾙ 5m93 5m89 5m92 5m93 5m93
24 20 273 中野　陽(2) 尾鷲 +3.0 +0.5 +0.3 +3.0 +3.0 *F3

ｲﾅﾄﾐ ｿｳ 5m88 × × 5m88 5m88
25 86 292 稲冨　颯(1) 海星 +1.8 +1.8 +1.8

ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾜｸﾀ 5m85 5m85 × 5m85 5m85
26 47 1117 河原﨑　湧太(2) 神戸 +4.1 +3.2 +4.1 +4.1

ｲﾀﾞ ﾘｷ 5m80 × × 5m80 5m80
27 24 1597 井田　理貴(2) 南伊勢 +1.6 +1.6 +1.6

ﾑｶｲ ﾋﾛﾄ × × ×
2 595 向井　洸翔(1) 津田学園 NM

ｺﾌﾞﾁ ﾀｸﾏ × × ×
12 528 小渕　拓真(2) 高田 NM

ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ × × ×
16 1641 橋本　大輝(2) 四日市工 NM

ｺﾆｼ ﾕｳｷ × × ×
18 1046 小西　勇輝(1) 亀山 NM

ﾏｴｶﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ × × ×
21 1343 前川　鎮秀(2) 津商 NM

ｵｵｸﾗ ｼｷ × × ×
25 1319 大倉　士季(2) 津 NM

ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾏ × × ×
26 1824 山中　秀馬(2) 四日市南 NM
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ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ × × ×
28 630 林口　京平(1) 名張青峰 NM

ﾊﾉﾁ ｿｳﾏ × × ×
29 1412 羽後　壮馬(1) 津西 NM

ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｾｲ × × ×
32 1495 西澤　煌晴(1) 久居 NM

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ × × ×
33 1072 山本　寛大(2) 川越 NM

ﾆｼｲｲ ｹﾝﾀ × × ×
34 1786 西飯　健太(2) 鈴鹿中等 NM

ﾓﾘﾉｷ ﾚﾝ × × ×
36 770 森ノ木　蓮(2) 鈴鹿中等 NM

ｸﾜﾔﾏ ﾀｸﾔ × × ×
37 710 桒山　拓也(1) 伊勢工 NM

ﾀﾆ ｷｮｳｺﾞ × × ×
38 831 谷　恭吾(2) 宇治山田商 NM

ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ × × ×
39 1400 丸山　颯太(2) 津西 NM

ｶﾜｷﾀ ﾚｸ × × ×
40 1816 川北　嶺煌(1) 四日市南 NM

ﾊﾏﾑﾗ ﾘﾂｷ × × ×
41 1321 濵村　律貴(1) 津 NM

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ × × ×
42 1600 溝口　涼斗(1) 南伊勢 NM

ｶﾉｳ ﾕｳｷ × × ×
43 1813 加納　優輝(1) 四日市南 NM

ﾊﾔｶﾜ ｺﾀﾛｳ × × ×
44 1658 早川　小太郎(1) 四日市工 NM

ﾋﾛｶﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ × × ×
45 84 廣垣　凜太郎(2) 鈴鹿高専 NM

ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ × × ×
46 1445 前田　大幸(1) 津東 NM

ﾏﾂﾉ ﾊﾔﾄ × × ×
48 525 松野　隼士(1) 高田 NM

ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ × × ×
49 705 永田　祥大(1) 伊勢工 NM

ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ × × ×
54 916 冨谷　勇太(1) いなべ総合 NM

ｲﾄｳ ｶｹﾞﾄﾗ × × ×
55 964 伊藤　景虎(1) 稲生 NM

ﾀﾆｵｶ ｷﾗ × × ×
56 258 谷岡　輝星(1) 上野 NM

ｻﾉ ﾚｲ × × ×
60 967 佐野　羚(1) 稲生 NM

ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ × × ×
63 1023 石田　和大(2) 相可 NM

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ × × ×
64 1943 出口　優成(1) 伊勢工 NM

ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ × × ×
66 187 野田　涼太(2) 伊勢学園 NM

ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ × × ×
67 1255 加藤　翼(2) 桑名西 NM

ﾎﾘｲ ｹｲｽｹ × × ×
68 47 堀井　奎理(2) 伊賀白鳳 NM

ｵｵｸﾗ ﾕｳﾄ × × ×
69 907 大倉　優斗(1) いなべ総合 NM

ｲﾄｳ ﾚﾝ × × ×
71 150 伊東　漣(1) 暁 NM

ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ × × ×
72 514 加藤　颯太郎(2) 高田 NM

ｶﾉｳ ﾊｸﾔ × × ×
73 88 加納　珀弥(1) 鈴鹿高専 NM

ｲﾄｳ ﾅｵ × × ×
76 473 伊藤　直(1) 桑名工 NM

ﾓﾘｶﾜ ｱｲﾄﾞｳ × × ×
77 1544 森川　愛道(1) 松阪 NM

ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｷ × × ×
78 1476 中山　正喜(2) 白山 NM

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F2:2回目が公認最高 *F3:3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　走幅跳
審 判 長：舩越　一彦
記録主任：赤塚　伸二

県高校記録(KH)                7m64     伊藤　陸(近大高専)                    2018
大会記録(GR)                  7m39     楠川　祥生(宇治山田商)                2008(第47回) 10月2日 10:30 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

ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ × × ×
79 1070 水谷　伊吹(2) 川越 NM

ｵｶ ﾊﾙﾄ × × ×
81 1862 岡　大翔(2) 三重 NM

ｽｽﾞｷ ｺｳﾉｽｹ × × ×
83 960 鈴木　幸之介(1) 稲生 NM

ｽｶﾞ ﾙｷ × × ×
84 155 菅　瑠希(2) 石薬師 NM

ｼｮｳﾌﾞ ﾏｻﾃﾙ × × ×
85 179 菖蒲　和照(1) 伊勢学園 NM

ﾐﾔｹ ｶｾﾞｱｷ × × ×
88 1542 三宅　風徹(1) 松阪 NM

ﾎｯﾀ ｹﾝｼﾝ × × ×
89 1184 堀田　健心(1) 桑名 NM

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ × × ×
90 863 山田　海翔(1) 宇治山田商 NM

ｱﾗﾀ ﾅﾘｵﾐ

23 614 荒田　成臣(2) 鳥羽商船 DNS
ｵｵﾊﾀ ｼｭﾝﾔ

35 105 大畑　竣也(2) 暁 DNS
ｺﾞｳ ｹｲｽｹ

50 1253 郷　圭佑(2) 桑名西 DNS
ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙﾄ

52 1852 稲垣　陽斗(1) 四日市四郷 DNS
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾔ

57 1271 中村　柊也(1) 菰野 DNS
ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕﾑ

58 1454 平松　歩(2) 津東 DNS
ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳｷ

59 1854 寺谷　優樹(1) 四日市四郷 DNS
ﾀｹｳﾁ ｹﾝｼﾝ

61 1440 竹内　謙真(2) 津東 DNS
ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ

62 285 城戸　晴喜(2) 海星 DNS
ﾑﾗｲ ﾘｵ

70 1488 村井　稜凰(2) 久居 DNS
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾔ

74 464 橋本　龍弥(1) 桑名工 DNS
ﾐﾅﾐ ﾕｲﾄ

75 1534 南　結人(2) 松阪 DNS
ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ

80 1189 水野　芳宣(1) 桑名 DNS
ｶﾄｳ ﾕｲﾄ

87 1161 加藤　唯人(2) 桑名北 DNS
ﾅｶﾀ ｱﾔﾄ

91 1914 中田　彩仁(1) 尾鷲 DNS
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