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ｲｿｲ ﾘｮｳｽｹ 14m19 － － 14m19 8 r 14m19
1 36 756 礒井　亮輔(2) 伊勢 +1.6 +1.6 +1.6

ﾂﾂﾐ ﾀｸﾄ × × 14m03 14m03 7 r 14m03
2 38 763 堤　拓斗(2) 伊勢 +2.2 +2.2 +2.2

ﾆｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 13m46 13m62 13m59 13m62 5 13m67 13m34 13m73 13m73
3 37 451 西田　陸人(1) 近大高専 +1.4 +2.0 +2.8 +2.0 +1.8 +1.6 +1.8 +1.8

ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 12m47 13m45 13m67 13m67 6 12m94 × 13m24 13m67
4 24 366 中山　竣介(1) 皇學館 +1.3 +3.0 +3.5 +3.5 +1.2 +1.9 +3.5 *F6

ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ － 12m68 13m48 13m48 4 13m36 × 13m15 13m48
5 42 1641 橋本　大輝(2) 四日市工 +2.0 +1.5 +1.5 +1.4 +1.4 +1.5

ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ × 13m40 12m96 13m40 3 × × × 13m40
6 41 450 田中　佑昇(1) 近大高専 +3.3 +0.1 +3.3 +3.3 *F3

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 12m89 12m92 12m70 12m92 1 13m07 12m61 13m12 13m12
7 34 699 出口　裕人(2) 伊勢工 +1.9 +1.7 +2.4 +1.7 +2.4 +0.7 +2.0 +2.0

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ × 12m61 12m95 12m95 2 12m43 12m81 12m71 12m95
8 29 177 山本　雄大(2) 伊勢学園 +1.8 +1.8 +1.8 +3.0 +0.5 +1.4 +1.8

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 12m71 12m89 12m51 12m89 12m89
9 28 863 山田　海翔(1) 宇治山田商 +1.1 +1.5 +2.4 +1.5 +1.5

ｳｽｲ ｼｭｳﾄ 12m24 12m89 12m18 12m89 12m89
10 32 1395 臼井　嵩翔(2) 津西 +1.2 +2.1 +2.2 +2.1 +2.1 *F1,*F8

ｱｶﾊﾞﾈ ｶｽﾞｷ 12m23 12m68 12m72 12m72 12m72
11 31 1015 赤羽根　和樹(1) 相可 +0.5 +2.1 +3.0 +3.0 +3.0 *F1

ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ × 12m72 × 12m72 12m72
12 30 1742 伊藤　匡佑(2) 四日市西 +2.7 +2.7 +2.7 *F8

ﾔﾉ ｼﾓﾝ 12m65 － r 12m65 12m65
13 35 345 矢野　詩紋(2) 皇學館 +1.7 +1.7 +1.7

ｶﾅﾔ ｿﾗ × × 12m52 12m52 12m52
14 45 1532 金谷　空(2) 松阪 +2.1 +2.1 +2.1

ﾔｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ × × 12m35 12m35 12m35
15 46 1864 八重口　友太郎(2) 三重 +3.2 +3.2 +3.2

ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 12m23 × × 12m23 12m23
16 19 1229 伊藤　優佑(1) 桑名西 +2.0 +2.0 +2.0

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ × 12m18 r 12m18 12m18
17 33 362 中島　迅帝(2) 皇學館 +1.4 +1.4 +1.4

ｸﾛﾀﾞ ｶｴﾃﾞ × 12m10 × 12m10 12m10
18 4 1223 黒田　楓(2) 桑名西 +2.1 +2.1 +2.1

ﾀﾆ ｷｮｳｺﾞ × × ×
2 831 谷　恭吾(2) 宇治山田商 NM

ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ × × ×
3 630 林口　京平(1) 名張青峰 NM

ﾀｶﾉ ｺｳｾｲ × × ×
5 1501 髙野　光生(1) 久居 NM

ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾏ × × ×
6 1878 中嶋　佑磨(1) 三重 NM

ｷﾑﾗ ﾄﾜ × × ×
7 770 木村　友環(1) 伊勢 NM

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｳﾘ × × ×
8 511 近藤　叶吏(2) 高田 NM

ｵｵﾊﾀ ｼｭﾝﾔ × × ×
9 105 大畑　竣也(2) 暁 NM

ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳｴｲ × × ×
10 854 山岡　龍英(1) 宇治山田商 NM

ﾀﾅｶ ｼｮｳ × × ×
11 1410 田中　翔(1) 津西 NM

ﾏﾂﾉ ﾊﾔﾄ × × ×
12 525 松野　隼士(1) 高田 NM

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ × × ×
13 259 森口　大生(1) 上野 NM

ﾌｸﾆｼ ﾄﾓﾔ × × ×
14 1545 福西　知哉(1) 松阪 NM

ﾀｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ × × ×
15 225 髙島　響(1) 上野 NM

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ × × ×
17 1254 近藤　大雅(2) 桑名西 NM

ｵｵｸﾗ ﾕｳﾄ × × ×
18 907 大倉　優斗(1) いなべ総合 NM

ｵｶ ﾊﾙﾄ × × ×
20 1862 岡　大翔(2) 三重 NM
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ﾐｳﾗ ｼｮｳﾏ × × ×
23 895 三浦　翔雅(2) いなべ総合 NM

ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾄ × × ×
26 1013 岡田　龍斗(2) 相可 NM

ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ × × ×
39 444 石田　大翔(1) 近大高専 NM

ｵﾉ ｿｳﾔ × × ×
43 983 小野　颯也(2) 宇治山田 NM

ﾕｱｻ ｹｲｼﾞ × × ×
44 1405 湯浅　圭司(2) 津西 NM

ｲﾀﾞ ﾘｷ × × ×
47 1597 井田　理貴(2) 南伊勢 NM

ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ × × ×
48 514 加藤　颯太郎(2) 高田 NM

ｵｵｸﾗ ｼｷ

1 1319 大倉　士季(2) 津 DNS
ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾏ

16 1824 山中　秀馬(2) 四日市南 DNS
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

21 897 伊藤　悠汰(2) いなべ総合 DNS
ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ

22 1189 水野　芳宣(1) 桑名 DNS
ﾏｴﾊﾞｼ ｲﾂｷ

25 1187 前橋　一輝(1) 桑名 DNS
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ

27 45 中林　星也(2) 伊賀白鳳 DNS
ｱｵｷ ｼｮｳｾｲ

40 1318 青木　翔聖(2) 津 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F1:1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


