
１００ｍ 昨年度平均 ２秒３６
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日 風速
1 11.99 筒井　美帆 皇學館高 国民体育大会 岡山 10.23 1.8
2 12.16 伊藤佳奈恵 県教員ｸﾗﾌﾞ 全日本実業団 丸亀 9.25 1.6
3 12.27 水谷　友紀 桑名高 桑員地区選手権 東員 9.10 1
4 12.28 中村　花子 三重大 南勢地区記録会 三重県営 11.03 0.5
5 12.44 藤井真希子 皇學館大 東海学生秋季 瑞穂 10.16 0.2
6 12.45 堤　　真千 宇治山田商高 東海高校新人 瑞穂 10.22 1.1
7 12.49 山室雅紀子 稲生高 三重県高校春季 三重県営 5.07 0.5
8 12.51 森田由利恵 津商高 国体一次選考会 三重県営 4.16 -1.3
9 12.53 遠藤　桃子 桑名高 三重県高校春季 三重県営 5.07 0.7
10 12.55 中村　奈央 厚生中 伊勢市中学春季 三重県営 6.01 0.8



２００ｍ 昨年度平均 ２５秒５８
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日 風速
1 24.90 筒井　美帆 皇學館高 全国高校 千葉 8.05 0.7
2 24.94 中村　花子 三重大 東海学生秋季 瑞穂 10.15 1
3 25.43 中村　奈央 厚生中 三重県中学選抜 三重県営 7.30 1.5
4 25.54 山室雅紀子 稲生高 東海高校 三重県営 6.19 0
5 25.64 森田由利恵 津商高 三重県高校 三重県営 5.29 1.7
6 25.76 堤　　真千 宇治山田商高 東海高校新人 瑞穂 10.23 0.3
7 25.80 水谷　友紀 桑名高 東海高校 三重県営 6.19 0.8
8 25.82 前田　雅美 川越高 三重県高校 三重県営 5.29 -0.6
9 25.83 中川　綾菜 伊勢港中 三重県中学選抜 三重県営 7.30 0
10 25.90 藤井真希子 皇學館大 東海学生秋季 瑞穂 10.15 0.9



４００ｍ 昨年度平均 ５８秒５０
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 56.20 中村　花子 三重大 日本学生 国立 7.01
2 57.88 川瀬　範子 中京大 日本学生 国立 7.01
3 58.01 入谷由香里 いなべ総合高 東海選手権 松本 8.28
4 58.23 高橋香央里 津商高 東海高校 三重県営 6.17
5 58.68 一尾　彩加 津商高 三重県高校 三重県営 5.27
6 58.87 前田　雅美 川越高 三重県高校 三重県営 5.27
7 59.21 中田　好美 皇學館高 三重県高校 三重県営 5.27
8 59.78 宮口　真衣 三重大 三泗地区記録会 四日市 6.05
9 60.12 明慶　美香 三重大 東海選手権 松本 8.28
10 60.19 愛敬　世菜 成徳中 津ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 東員町 11.03



８００ｍ 昨年度平均 ２分１８秒８２
本年度平均 ２分１８秒５９

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 2.12.60 小坂　奈央 津商高 三重県選手権 三重県営 7.09
2 2.16.63 一柳　りえ デンソー 日本ジュニア 富山総合 6.25
3 2.17.72 渡邊江里佳 上野高 東海高校 三重県営 6.18
4 2.18.61 酒野　史美 神戸高 東海高校 三重県営 6.18
5 2.18.83 愛敬　世菜 成徳中 東海中学 長良川 8.07
6 2.19.34 水口　侑子 三重大 東海地区国立大学 三重大 6.26
7 2.19.64 西井千加子 皇學館大 東海学生 瑞穂 5.15
8 2.19.81 田渕ひとみ 津商高 東海高校 三重県営 6.18
9 2.20.84 野田　貴恵 尾鷲中 東海中学 長良川 8.07
10 2.21.40 山内　晴賀 朝日中 東海中学 長良川 8.07



１５００ｍ 昨年度平均 4.38.53
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 4.31.28 笹田阿由美 デンソー 中部実業団 長良川 5.08
2 4.31.99 小坂　奈央 津商高 三重県選手権 三重県営 7.10
3 4.35.37 水口　侑子 三重大 三重県選手権 三重県営 7.10
4 4.36.66 一柳　りえ デンソー 中部実業団選手権 多治見 10.10
5 4.37.07 田渕ひとみ 津商高 三重県高校新人 四日市 9.24
6 4.37.39 酒野　史美 神戸高 三重県高校新人 四日市 9.24
7 4.38.77 柴田　沙織 神戸高 東海高校 三重県営 6.17
8 4.39.81 木富　淑絵 中京大 三重県選手権 三重県営 7.10
9 4.41.54 大谷　恵理 大阪体育大 三重県選手権 三重県営 7.10
10 4.42.24 畑　沙也加 宇治山田商高 東海高校新人 瑞穂 10.22



３０００ｍ 昨年度平均 9.41.88
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 9.25.90 田中　真知 名城大 豊橋長距離競技会 豊橋 9.17
2 9.36.77 田渕ひとみ 津商高 東海高校新人 瑞穂 10.23
3 9.38.88 畑　沙也加 宇治山田商 豊橋長距離競技会 豊橋 9.17
4 9.42.97 笹田阿由美 デンソー 中部実業団 長良川 5.07
5 9.44.3 一柳　りえ デンソー 京都陸協記録会 西京極 12.11
6 9.45.4 若松　育美 デンソー 京都陸協記録会 西京極 12.11
7 9.46.53 水口　侑子 三重大 一志久居選手権 三重県営 7.31
8 9.47.1 小坂　奈央 津商高 京都陸協記録会 西京極 12.11
9 9.47.98 酒野　史美 神戸高 豊橋長距離競技会 豊橋 9.17
10 9.59.61 岡村英莉奈 宇治山田商高 日体大長距離競技会 健志台 9.24



５０００ｍ 昨年度平均 16.28.45
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 16.05.39 加藤あすか デンソー 神戸女子選抜長距離 神戸 10.15
2 16.13.95 田中　真知 名城大 日本選手権 国立 6.04
3 16.25.48 有働美香代 デンソー 中部実業団選手権 多治見 10.10
4 16.28.17 仲西　千幸 デンソー 全日本実業団 丸亀 9.23
5 16.28.66 水口　侑子 三重大 東海学生秋季 瑞穂 10.15
6 16.29.30 木富　淑絵 中京大 東海学生秋季 瑞穂 10.15
7 16.31.65 田辺かおり デンソー 神戸女子選抜長距離 神戸 10.15
8 17.05.18 村田奈都美 仏教大 京都府選手権 西京極 7.08
9 17.06.31 前田さやか 椙山女大 日体大長距離記録会 健志台 12.11
10 17.10.34 重田　円香 デンソー 三重県選手権 三重県営 7.09

参 15.08.28 M　・ワンガリデンソー ゴールデンゲームズinのべおか 西階 5.21



１００００ｍ

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 34.50.81 木富　淑絵 中京大 東海学生 瑞穂 5.13
2 35.03.01 村田奈都美 仏教大 関西学生 長居 5.20
3 35.32.22 重田　円香 デンソー 中部実業団 長良川 5.07

参 31.38.81 M　・ワンガリデンソー 静岡国際 草薙 5.03



１００ｍハードル 昨年度平均 １５秒６１
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日 風速
1 14.93 塚原　菜絵 日本体育大 三重県選手権 三重県営 7.10 0
2 15.18 水谷　綾香 関西大 関西学生 長居 5.21 -0.8
3 15.36 米田早也香 宇治山田商高 伊勢度会選手権 三重県営 8.11 1.9
〃 〃 齋藤実可子 四日市西高 三重県高校新人 四日市 9.24 ｰ0.5
5 15.38 森本香奈子 名張桔梗丘高 東海高校 三重県営 6.17 -0.3
6 15.39 伊東　知美 宇治山田商高 三重県高校新人 四日市 9.24 0.3
7 15.56 早川　杏沙 中京大 京都府選手権 西京極 7.09 -0.1
8 15.69 佐波　美子 BEAST 三重県選手権 三重県営 7.10 0
9 16.01 柏木　美紀 津商高 三重県高校新人 四日市 9.24 -0.5
10 16.02 吉田真奈美 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 5.27 0.5



４００ｍハードル 昨年度平均 ６５秒３８
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 62.03 川瀬　範子 中京大 日本学生 国立 7.02
2 62.11 高橋香央里 津商高 全国高校 千葉 8.03
3 62.70 入谷由香里 いなべ総合高 東海選手権 松本平 8.27
4 63.75 明慶　美香 三重大 伊勢度会選手権 三重県営 8.12
5 65.69 中村　舞子 宇治山田商高 東海高校 三重県営 6.18
6 65.74 中村　芽美 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 5.28
7 67.08 伊東　知美 宇治山田商高 伊勢度会選手権 三重県営 8.12
8 67.62 齋藤実可子 四日市西高 東海高校 三重県営 6.18
9 68.54 中村　花子 三重大 南勢地区記録会 三重県営 11.03
10 69.05 黒田　博子 日本体育大 横浜市選手権 三ツ沢 10.15



３０００ｍ競歩 昨年度平均 17.33.28
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 14.46.09 長谷川　睦 津西高 東海高校新人 瑞穂 10.22
2 15.23.77 櫻井　祐佳 三重大 三泗選手権 四日市 9.10
3 15.58.13 谷中　志帆 セントヨゼフ高 東海高校新人 瑞穂 10.22
4 16.02.47 前川　　愛 津西高 三重県高校 三重県営 5.29
5 16.37.87 鳥居　麻生 セントヨゼフ 三重県高校 三重県営 5.29
6 16.49.41 東川　麗子 津商 三重県高校春季 三重県営 5.07
7 16.59.30 上野　侑香 皇學館大 三泗選手権 四日市 9.10
8 16.59.67 清水　彩菜 津西 三重県高校 三重県営 5.29
9 17.06.25 中尾　優希 津商 東海高校新人 瑞穂 10.22
10 17.12.31 谷崎　仁美 川越 三泗選手権 四日市 9.10

５０００ｍ競歩

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 24.13.92 谷中美有紀 びわこ成蹊大 関西学生学年別選手権 長居第二 10.19
2 24.30.94 岩谷さやか 皇學館大 東海学生 瑞穂 5.14
3 26.03.38 櫻井　祐佳 三重大 三重県選手権 三重県営 7.09
4 29.10.26 前川　　愛 津西高 国体一次選考会 三重県営 4.16
5 30.09.80 下村　知里 皇學館大 東海学生秋季 瑞穂 10.15
6 30.41.62 清水　彩菜 津西高 国体一次選考会 三重県営 4.16
7 30.47.57 東川　麗子 津商高 三重県選手権 三重県営 7.09
8 31.10.46 谷崎　仁美 川越高 国体一次選考会 三重県営 4.16
9 33.27.42 内山あかり 神戸高 三重県選手権 三重県営 7.09

１００００ｍ競歩

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 54.34.43 谷中美有紀 びわこ成蹊大 日本学生 国立 7.03
2 54.52.38 岩谷さやか 皇學館大 日本学生ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 平塚 9.11



４×１００ｍリレー 昨年度平均 48.97
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
新 1 46.52 入山　怜紗 三重県 国民体育大会 岡山 10.26

筒井　美帆
中村　花子
水谷　友紀

2 47.57 高橋香央里 津商高 全国高校 千葉 8.03
一尾　彩加
伊藤　志帆
森田由利恵

3 48.08 松岡ちなみ 桑名高 東海選手権 松本 8.28
玉水　里沙
遠藤　桃子
水谷　友紀

4 48.32 東岡　美月 皇學館高 東海高校 三重県営 6.18
中田　好美
入山　怜紗
筒井　美帆

5 48.85 伊東　知美 宇治山田商高 三重県高校新人 四日市 9.24
大辺　未来
堤　真千
森見　優子

6 48.90 寺田　祐子 宇治山田商高 東海高校 三重県営 6.18
松井麻奈未
堤　　真千
森見　優子

7 48.90 寺田　祐子 宇治山田商高 東海高校 三重県営 6.18
松井麻奈未
堤　　真千
森田ちとせ

8 49.09 加藤　里奈 成徳中 全国中学 長良川 8.22
愛敬　麻矢
愛敬　世菜
一村　玲伽

9 49.16 寺田　祐子 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 5.28
森田ちとせ
堤　　真千
森見　優子

10 49.22 寺脇　　優 桑名高 三重県高校春季 三重県営 5.07
水谷　友紀
玉水　里沙
遠藤　桃子



４×４００ｍリレー 昨年度平均 3.59.66
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 3.57.16 宮口　真衣 三重大 日本学生 国立 7.02

中村　花子
川島　千裕
明慶　美香

2 3.59.78 大辺　未来 宇治山田商高 東海高校 三重県営 6.19
伊東　知美
松井麻奈未
中村　芽美

3 3.59.87 内田　　綾 三重大 東海選手権 松本平 8.27
川島　千裕
中村　花子
明慶　美香

4 4.00.09 森田由利恵 津商高 東海高校 三重県営 6.19
一尾　彩加
伊藤　志帆
高橋香央里

5 4.01.24 宮口　真衣 三重大 東海選手権 松本平 8.27
川島　千裕
内田　　綾
明慶　美香

6 4.01.98 奥村　杏菜 宇治山田商高 東海高校新人 瑞穂 10.23
伊東　知美
大辺　未来
中村　芽美

7 4.04.62 中村　舞子 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 5.29
牛場　麻菜
中村　芽美
松井麻奈未

8 4.05.91 中村　芽美 宇治山田商高 国体第一次選考会 三重県営 4.17
伊東　知美
松井麻奈未
牛場　麻菜

9 4.06.26 大辺　未来 宇治山田商高 三重県高校春季 三重県営 5.08
伊東　知美
中村　舞子
松井麻奈未

10 4.07.06 吉田和香奈 四日市西高 東海高校 三重県営 6.19
齊藤実可子
高木　希実
豊田　彩加



５ｋｍ 昨年度平均 17.31.7
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 16.08. 加藤あすか デンソー 宮崎女子ロードレース 宮崎 1.06
2 16.30. 里村　　桂 デンソー 宮崎女子ロードレース 宮崎 1.06
3 17.49. 小林　恵美 デンソー 名古屋国際女子マラソン(途） 名古屋 3.13
〃 〃 甲斐　智子 デンソー 名古屋国際女子マラソン(途） 名古屋 3.13
5 17.25. 杉本　千明 神戸高 中日三重ロードレース 伊勢 2.20
6 17.39. 小坂　奈央 津商高 中日三重ロードレース 伊勢 2.20
7 18.10. 松江　志穂 四日市商高 中日三重ロードレース 伊勢 2.20

１０ｋｍ

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 34.04. 水口　侑子 三重大 関ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 関 11.13
2 35.49. 小林　恵美 デンソー 名古屋国際女子マラソン 名古屋 3.13
3 35.50. 甲斐　智子 デンソー 名古屋国際女子マラソン 名古屋 3.13
4 34.31. 田中　真知 名城大 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（途） 松江 3.20



ハーフマラソン

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 1.12.22. 加藤あすか デンソー 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口 3.13
2 1.12.36. 田辺かおり デンソー 宮崎女子ロードレース 宮崎 1.06
3 1.14.48. 田中　真知 名城大 日本学生女子ハーフマラソン 松江 3.20
4 1.16.19. 木富　淑絵 中京大 犬山ハーフマラソン 犬山 2.27
5 1.17.37. 梅山　里香 三重陸協 名古屋ﾊｰｰﾌﾏﾗｿﾝ 名古屋 11.23

マラソン

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 2.35.06. 甲斐　智子 デンソー 名古屋国際女子マラソン 名古屋 3.13
2 2.43.17. 小林　恵美 デンソー 名古屋国際女子マラソン 名古屋 3.13
3 2.54.15. 黒田　晴美 四日市ＴＦＣ 大阪国際女子マラソン 大阪 1.30
4 3.02.11. 五十嵐由紀世 四日市ＴＦＣ 大阪国際女子マラソン 大阪 1.30
5 3.05.36. 木村　桂子 三重マスターズ名古屋国際女子マラソン 名古屋 3.13
6 3.06.52. 浜口美沙子 三重マスター 大阪国際女子マラソン 大阪 1.30



５ｋｍ競歩

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 28.07. 前川　　愛 津西高 日本ジュニア選抜 神戸 1.30
2 29.21. 下村　知里 津商高 日本ジュニア選抜 神戸 1.30

１０ｋｍ競歩

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 54.09. 岩谷さやか 皇學館大 日本選手権（途） 神戸 1.30
2 57.59. 櫻井　祐佳 三重大 日本ジュニア選抜 神戸 1.30

２０ｋｍ競歩
順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 1.49.31. 岩谷さやか 皇學館大 日本選手権 神戸 1.30



走高跳 昨年度平均 １ｍ５８
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 1m78 貞廣　千波 三重陸協 国体一次選考会 三重県営 4.16
2 1m69 薮根　ゆい 近大工高専 三重県高校 三重県営 5.29
3 1m64 藤本亜希子 名張北中 三重県J・オリンピック 三重県営 9.03
4 1m60 中西千比呂 伊勢港中 南勢地区記録会 三重県営 5.14
5 1m57 小林　彩乃 松阪高 三重県高校 三重県営 5.27
6 1m56 一色　理沙 皇學館高 三重県高校新人 四日市 9.24
7 1m55 山口　友実 尾鷲高 東海高校新人 瑞穂 10.22
8 1m54 伊藤　美歩 皇學館高 伊勢度会選手権 三重県営 8.12
9 1m51 山本麻友美 暁高 三重県高校春季 三重県営 5.07
〃 〃 前田　沙織 宇治山田高 南勢地区記録会 三重県営 5.14



棒高跳

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 3m41 平　紘子 四日市高 桑員混成記録会 東員町 8.12
2 3m20 岩崎　晶子 天理大 関西学生 長居 5.19
3 2m62 泉　　恵子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 東海マスターズ 多治見 6.05
4 2m60 西田　佳世 成徳中 桑員地区選手権 東員町 9.10
〃 〃 西田　亜貴 成徳中 桑員地区記録会 東員町 10.16
6 2m50 野呂伊都子 伊勢高 国体一次選考会 三重県営 4.17
7 2m40 西川　裕子 伊勢高 国体一次選考会 三重県営 4.17
〃 〃 西山　泰可 尾鷲高 三重県選手権 三重県営 7.09
9 2m10 岡田　恵実 桑名高 桑員地区記録会 東員町 4.09
10 2m00 牧野　美耶 桑名高 国体第一次選考会 三重県営 4.17
〃 〃 下地扶希美 尾鷲高 三重県選手権 三重県営 7.09
〃 〃 水谷　玲子 尾鷲高 三重県選手権 三重県営 7.09



走幅跳 昨年度平均 ５ｍ５３
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日 風速
1 5m87 遠藤　桃子 桑名高 全国高校 千葉 8.05 2.0
2 5m81 寺田　祐子 宇治山田商高 国体一次選考会 三重県営 4.16 1.9
3 5m64 森本　詞織 度会中 三重リレーカーニバル 三重県営 4.30 1.5
4 5m57 太田　愛実 神戸高 三泗地区記録会 四日市 4.23 1.5
5 5m52 伊藤　志帆 津商高 東海高校 三重県営 6.17 1.0
6 5m49 早川　杏沙 中京大 東海学生秋季 瑞穂 10.15 1.6
7 5m44 逵中　元香 宇治山田商高 三重県高校新人 四日市 9.25 -0.4
8 5m43 中野　彰子 天理大 奈良普及部記録会 橿原 8.07 1.2
9 5m39 米田早也香 宇治山田商高 伊勢度会選手権 三重県営 8.11 0.5
10 5m31 吉田真奈美 宇治山田商 南勢記録会 三重県営 11.03 0.5



三段跳 昨年度平均 １１ｍ０９
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日 風速
1 11m65 藤原　彌生 日本体育大 関東学生 国立 5.14 -1.0
2 11m40 伊藤佳奈恵 県教員ｸﾗﾌﾞ 国体一次選考会 三重県営 4.17 1.1
3 11m26 川島　千裕 三重大 東海選手権 松本 8.27 1.2
4 11m13 高橋　里子　 中京大 東海学生秋季 瑞穂 10.16 0.0
5 11m06 牧野沙与子 皇學館大 東海選手権 松本 8.27 0.3
6 11m04 田口　　葵 松阪商高 三重県選手権 三重県営 7.09 0.8
7 10m83 伊藤　志帆 津商高 東海選手権 松本 8.27 1.1
8 10m81 田中　涼子 三重大 東海学生 瑞穂 5.14 0.4
9 10m78 森本　惠那 宇治山田商高 南勢地区記録会 三重県営 4.23 0.0
10 10m74 薮根　ゆい 近大工高専 国体一次選考会 三重県営 4.17 0.3
〃 〃 服部江里加 津商高 三重県選手権 三重県営 7.09 1.6



砲丸投 昨年度平均 １１ｍ９３
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 13m71 中村　隆代 国士舘大 日本学生 国立 7.03
2 12m97 茂山　千尋 宇治山田商高 東海高校 三重県営 6.17
〃 〃 久保　雅世 大阪体育大 三重県選手権 三重県営 7.10
4 12m70 倉田　実奈 宇治山田商高 東海高校 三重県営 6.17
5 12m45 水野　莉奈 津商高 東海選手権 松本 8.28
6 11m62 伊川　綾子 稲生高 三重県高校 三重県営 5.27
7 11m43 宮下　香織 久居高 三重県高校 三重県営 5.27
〃 〃 長田　智栄 宇治山田商高 東海高校 三重県営 6.17
9 10m81 下村　亜弓 宇治山田商高 三重県高校新人 四日市 9.24
10 10m47 和田絵里香 津商 東海高校新人 瑞穂 10.22



円盤投 昨年度平均 38m81
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 46m61 田尻　啓子 国士舘大 静岡国際 草薙 5.03
2 45m28 渡辺真佑子 日本体育大 中大・日体大対抗 健志台 4.10
3 45m13 井坂恵里那 竜谷大 静岡国際 草薙 5.03
4 41m60 堀　裕加里 中京大 国体一次選考会 三重県営 4.17
5 39m43 永尾　真衣 中京女大 国体一次選考会 三重県営 4.17
6 35m91 大田　祐子 宇治山田商高 南勢地区記録会 三重県営 11.03
7 34m66 前山　朋香 津商高 三泗選手権 四日市 9.10
8 34m37 宮下　香織 久居高 三重県J・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 三重県営 9.04
9 34m11 青木　沙織 中京女大 国体一次選考会 三重県営 4.17
10 33m84 茂山　千尋 宇治山田商高 三重県高校春季 三重県営 5.07



ハンマー投 昨年度平均 ３４ｍ０６
本年度平均 ２９ｍ００

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 38m78 北田　佳江 大阪体育大 西日本学生 長居第二 9.16
2 37m67 北出　真巳 中京女大 東海選手権 松本平 8.27
3 36m87 宮下　香織 久居高 南勢地区記録会 三重県営 11.03
4 35m39 青木　沙織 中京女大 東海学生 瑞穂 5.13
5 28m80 清橋　理恵 伊勢女子高 国体一次選考会 三重県営 4.16
6 24m23 山下　圭子 伊勢女子高 三重県選手権 三重県営 7.09
7 24m19 福井　のぞみ 上野商高 一志久居選手権 三重県営 7.31
8 22m75 松村　奈美 津西高 東海選手権 松本平 8.27
9 22m46 豊田　彩那 久居高 南勢記録会 三重県営 11.03
10 18m90 村山　利佳 伊勢女子高 南勢記録会 三重県営 11.03



やり投 昨年度平均 ４０ｍ７１
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 46m85 倉田　実奈 宇治山田商高 東海高校 三重県営 6.19
2 45m39 服部　瞳 大阪体育大 大阪体育大記録会 大阪体育大 3.27
3 42m72 棚瀬　由貴 四日市四郷高 南勢地区記録会 三重県営 11.03
4 42m07 山端　悠里 津西高 三重県高校新人 四日市 9.24
5 41m23 久保　雅世 大阪体育大 大阪体育大記録会 大阪体育大 7.23
6 40m47 佐野　琴菜 津商高 東海高校 三重県営 6.19
7 40m04 山川ちひろ 津西高 三重県高校 三重県営 5.29
8 37m58 鷲見　香織 津西高 南勢地区記録会 三重県営 11.03
9 37m57 御村　英里 南伊勢高 南勢地区記録会 三重県営 4.23
10 37m50 小林　美緒 四日市南高 三重県高校新人 四日市 9.24



７種競技 昨年度平均 ３５４０．８点
本年度平均

順位 記録 氏名 所属 競技会名 場所 月.日
1 4227点 早川　杏沙 中京大 京都府選手権 西京極 7.09～

（15.56, 1m39, 9m06, 27.26, 5m13, 30m71, 2.28.40 ) 10
2 4199点 小林　彩乃 松阪高 東海高校 三重県営 ６．１７～１８

（１６”４１、１ｍ５５、８ｍ０１、２６”６５、５ｍ１４、３０ｍ１２、２’３４”４５）
3 3596点 太田　　穂 保々中 ｴﾌﾞｨﾊﾞﾃﾞｨﾃﾞｶｽﾛﾝ 知多 11.12～13

（16.61, 1m30, 8m64, 28.05, 4m94, 24m97, 2.41.75）
4 3548点 吉田　真奈美 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 ５．２７～２８

（１６”０２、１ｍ４０、７ｍ７１、２７”６８、４ｍ７４、２６ｍ４１、２’５７”６０）
5 3484点 寺脇　優 桑名高 三重県高校 三重県営 ５．２７～２８

（１７”３３、１ｍ２５、７ｍ３３、２８”１０、５ｍ０７、３２ｍ８８、２’４８”７６）
6 3278点 小山　菜都子 津商高 三重県高校 三重県営 ５．２７～２８

（１８”２４、１ｍ４０、８ｍ２４、３０”００、４ｍ５１、３６ｍ１２、２’５８”３３）
7 3245点 入谷　由香里 いなべ総合高 桑員混成記録会 東員町 ８．１１～１２

（１６”９１、１ｍ２５、６ｍ０１、２５”９４、３ｍ８２、１５ｍ２５、２’２６”５０）
8 3199点 森本　恵那 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 ５．２７～２８

（１９”５８、１ｍ２５、１０ｍ４４、２９”０２、４ｍ７３、２５ｍ３９、２’４５”２６）
9 3155点 大田　桃子 宇治山田商高 三重県高校 三重県営 ５．２７～２８

（１９”３２、１ｍ２５、７ｍ５８、２９”８１、４ｍ５６、３４ｍ６８、２’４１”２０）
10 3123点 岡　春菜 松阪商高 三重県高校 三重県営 ５．２７～２８

（１８”４４、１ｍ４０、７ｍ３３、３０”４９、４ｍ６２、３３ｍ２９、３’００”０２）
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