
【100ｍ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 10.33* +0.5* 九鬼　巧 ＮＴＮ 一般 第102回日本選手権 維新 20180622

2 10.38* +1.9* 小池　龍緯 シンフォニアテクノロジー 一般 東海選手権 草薙 20180826

2 10.38* +1.8* 小林　雄一 ＮＴＮ 一般 みえスポーツフェスティバル 伊勢 20180909

4 10.41* +1.9* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 東海選手権 草薙 20180826

5 10.47* +1.7* 諏訪　達郎 ＮＴＮ 一般 SummerofAthleticsGrandPrix/AUS BRISBANE 20180322

6 10 48* +1 4* 浦井 崚自 中京大 4 大学 第45回東海学生秋季選手権 長良川 201810076 10.48* +1.4* 浦井　崚自 中京大 4 大学 第45回東海学生秋季選手権 長良川 20181007

7 10.49* +1.2* 山路　康太郎 四日市工高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

7 10.49* +0.8* 上山　紘輝 近大 1 大学 第71回西日本学生 沖縄県総合 20180630

9 10.50* +1.0* 中川　想基 デンソー大安 一般 みえスポーツフェスティバル 伊勢 20180909

10 10.54* +1.1* 藤本　峻介 岐阜経大 3 大学 東海学生夏季 刈谷 20180805

【200ｍ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 20.94* +2.0* 上山　紘輝 近大 1 大学 日本学生個人選手権 平塚 20180617

2 20.99* +1.2* 小林　雄一 ＮＴＮ 一般 第67回伊勢度会選手権 伊勢・補助 20180812

3 21.07* -1.2* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

4 21.08* +1.8* 林　哉太 四日市工高 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

5 21.11* +1.9* 西澤　隆汰 近大 2 大学 関西学生新人選手権 万博記念 20180913

6 21.24* +0.5* 山路　康太郎 四日市工高 3 高校 第34回U20日本選手権 瑞穂 20181021

7 21.31* -1.5* 森岡　大地 ＴＧＫ 一般 第3回三泗地区記録会 四日市 20180602

7 21.31* +0.1* 藤本　峻介 岐阜経大 3 大学 東海学生夏季 刈谷 20180805

端 魁 中京大 大学 第 本学生 沖縄県総合9 21.33* -2.2* 川端　魁人 中京大 2 大学 第71回西日本学生 沖縄県総合 20180629

10 21.34* +1.8* 浦井　崚自 中京大 4 大学 第23回エブリバディ・デカスロンin愛知 瑞穂 20181111

【400ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 46.83* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第66回全日本実業団 長居 20180923

2 47.17* 愛敬　彰太郎 ＮＴＮ 一般 第3回三泗地区記録会 四日市 20180602

3 47.66* 大谷　尚文 慶大 3 大学 第51回東京六大学対校 慶応大 20180407大谷 尚文 慶大 大学 第 回東京 大学対校 慶応大

4 47.68* 直江　航平 東海大 3 大学 第9回東海大学種目別 東海大湘南 20180801

5 48.14* 西山　遥斗 宇治山田商高 3 高校 第2回南勢地区記録会 伊勢・補助 20180512

6 48.27* 篠原　頌実 国士大 3 大学 第87回日本学生 等々力 20180907

7 48.57* 水谷　拓也 ＴＧＫ 一般 国民体育第1次選考競技会 伊勢 20180414

8 48.66* 野田　龍太郎 大東大 3 大学 第8回日本大学競技会 日大 20181014

9 48.67* 川端　魁人 中京大 2 大学 第45回東海学生秋季 長良川 20181007

10 48.72* 浦井　崚自 中京大 4 大学 第5回中京大学競技会 中京大 20180915

【 】【800ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.51.94* 秦　駿介 近大 2 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 20181019

2 1.52.33* 岡田　太陽 伊勢学園高 3 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

3 1.52.96* 中村　倖 中京大 1 大学 第31回六大学対校選手権 千葉県総合 20180714

4 1.53.16* 坂　直哉 ＴＧＫ 一般 第3回中京大学競技会 中京大 20180609

5 1.53.49* 野村　拓也 筑波大 3 大学 第5回筑波大競技会 筑波大 20180803

6 1 53 78* 南部 慎 神戸大 3 大学 第82回京都学生対校選手権 西京極 201804106 1.53.78* 南部　慎 神戸大 3 大学 第82回京都学生対校選手権 西京極 20180410

7 1.54.49* 橋本　真宙 宇治山田商高 3 高校 第4回京産大長距離競技会 京都産業大 20180721

8 1.54.86* 矢野　竜佑 岐阜経大 3 大学 岐阜県秋季記録会 長良川 20181103

9 1.55.74* 垣野　仁 久居高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180526

10 1.56.25* 穂満　司 愛知工大 2 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512
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【1500ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 3.49.00* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 第66回全日本実業団対抗選手権 長居 20180921

2 3.49.35* 川瀬　翔矢 皇学館大 2 大学 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505

3 3.52.34* 山本　恭澄 伊賀白鳳高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

4 3.54.23* 上村　一真 皇学館大 4 大学 第4回京産大長距離競技会 京都産業大 20180721

5 3.55.29* 塩澤　稀夕 東海大 2 大学 第97回関東学生対校選手権 相模原 20180524

6 3 55 37* 角出 龍哉 明大 4 大学 第68回法政大学対明治大学定期競技会 法政大 201807156 3.55.37* 角出　龍哉 明大 4 大学 第68回法政大学対明治大学定期競技会 法政大 20180715

7 3.55.38* 橋本　真宙 宇治山田商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

8 3.55.74* 湯浅　慎也 駒大 3 大学 第265回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20180922

9 3.56.09* 竹元　祐人 伊賀白鳳高 3 高校 第178回東海大学長距離競技会 東海大湘南 20180429

10 3.56.19* 秦　駿介 近大 2 大学 第95回関西学生 西京極 20180511

【3000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 8.06.27* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 第31回梅村学園競技会 中京大 20180402

1 8.19.65* 塩澤　稀夕 東海大 2 大学 第178回東海大学長距離競技会 東海大湘南 20180429

2 8.20.11* 田辺　佑典 法大 1+ 大学 第8回国士舘大学競技会 国士舘大 20180323

3 8.20.48* 佐伯　陽生 伊賀白鳳高 2 高校 第3回静岡県長距離強化記録会 愛鷹 20180915

4 8.21.15* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 第31回梅村学園競技会 中京大 20180402

5 8.21.18* 宇留田　竜希 伊賀白鳳高 3 高校 第3回静岡県長距離強化記録会 愛鷹 20180915

6 8.21.64* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第31回梅村学園競技会 中京大 20180402

7 8.24.70* 下　史典 駒大 4 大学 第1回世田谷競技会 世田谷区立 20180407

瀬 翔矢 皇学館大 大学 第 平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立8 8.25.17* 川瀬　翔矢 皇学館大 1+ 大学 第65回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立 20180324

9 8.27.05* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 第31回梅村学園競技会 中京大 20180402

10 8.28.35* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第31回梅村学園競技会 中京大 20180402

【5000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 13.18.73* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505

国際 13.28.53* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第62回中部実業団 長良川 20180513国際 ウ 般 第 回中部実業団 長良川

1 13.57.74* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第4回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 20181020

2 13.59.71* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505

3 14.04.58* 川瀬　翔矢 皇学館大 2 大学 第7回京都産業大学長距離競技会 京都産業大 20181215

4 14.06.68* 山下　洸 ＮＴＮ 一般 第266回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181021

5 14.09.00* 宇留田　竜希 伊賀白鳳高 3 高校 第266回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181021

6 14.11.19* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 第7回中京大学競技会 中京大 20181215

7 14.13.94* 塩澤　稀夕 東海大 2 大学 第266回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181021

8 14.16.12* 吉村　光希 ＮＴＮ 一般 第62回中部実業団 長良川 20180513

9 14.16.57* 外岡　拓磨 ＮＴＮ 一般 第268回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181202

10 14.16.69* 下　史典 駒大 4 大学 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505

【10000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 28.03.96* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

1 28.36.53* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 ホクレンディスタンス第3戦（深川） 深川 20180711

国際 28 41 95* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第66回全日本実業団対抗選手権 長居 20180922国際 28.41.95* Ｅ ワウエル ＮＴＮ 般 第66回全日本実業団対抗選手権 長居 20180922

2 28.51.74* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 八王子ロングディスタンス 法政大多摩 20181124

3 28.58.54* 山下　洸 ＮＴＮ 一般 第268回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181201

4 29.12.96* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 ホクレンディスタンス第2戦（北見） 東陵公園 20180707

5 29.13.51* 野田　啓太 日大 2 大学 第266回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181020

6 29.15.60* 角出　龍哉 明大 4 大学 10000m記録挑戦競技会 慶応大 20181124

7 29.27.89* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 第262回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20180421

8 29.31.48* 下　史典 駒大 4 大学 第265回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20180922

9 29.33.81* 辻野　恭哉 ＮＴＮ 一般 第268回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181201

10 29.48.83* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 ホクレンディスタンス第2戦（北見） 東陵公園 20180707
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【110ｍＨ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 14.43* +2.0* 古谷　新太 宇治山田商高 3 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180505

2 14.60* +0.3* 乾　颯人 皇学館大 4 大学 第45回東海学生秋季選手権 長良川 20181007

3 14.65* -2.4* 辻　大生 三重大 5 一般 第25回関西医歯薬科学生対校競技会 紀三井寺 20180916

4 14.68* +1.3* 森　瑛志 三重大 4 大学 第45回東海学生秋季選手権 長良川 20181007

5 14.82* +1.6* 大井　悠 皇学館高 2 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181027

6 14 92* +0 2* 中西 佑輔 伊賀つばさ学教 般 第19回中部実業団 多治見市 201810136 14.92* +0.2* 中西　佑輔 伊賀つばさ学教 一般 第19回中部実業団 多治見市 20181013

7 14.97* +1.7* 川畑　涼 近大高専 4 大学 第71回西日本学生 沖縄県総合 20180630

8 15.01* 0.5* 清水　剛士 ＮＴＮ 一般 第102回日本選手権混成競技 長野市営 20180616

9 15.11* +1.6* 斎藤　海貴 宇治山田商高 1 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181027

10 15.12* -0.6* 篠原　頌実 国士大 3 大学 第4回国士舘大学競技会 国士舘大 20180701

【110ｍＪＨ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 14.15* -0.2* 山田　真大 松阪三雲中 3 中学 第49回ジュニアオリンピック 横浜国際 20181014 県新

1 14.15* +0.7* 古谷　新太 宇治山田商高 3 高校 第34回U20日本選手権 瑞穂 20181019 県新

3 14.98* +0.6* 藤田　晃輝 皇学館中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

4 15.05* +0.6* 榊原　駿太 朝日中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

5 15.23* +0.6* 水小　田健一 三重 42 マスターズ 2018国際ゴールドマスターズ奈良 鴻ノ池 20181028

6 15.31* -0.2* 川添　蒼慎 伊賀緑ケ丘中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

7 15.94* -0.2* 下田　晃舗 厚生中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

8 16.17* +0.6* 出口　貴大 三重 マスターズ 第20回三重県スポレクマスターズ 伊勢 20180909

稲 遥希 城中 中学 第 重県ジ 伊勢9 16.29* +0.6* 稲垣　遥希 玉城中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

10 16.37* +0.7* 西井　義豊 厚生中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

【400ｍＨ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 51.96* 中西　佑輔 三重 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

2 52.43* 乾　颯人 皇学館大 4 大学 第45回東海学生秋季選手権 長良川 20181008

3 52.72* 柳本　拓也 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第81回三重県選手権 伊勢 20180707柳本 拓 般 第 回 重県選手権 伊勢

4 52.78* 篠原　頌実 国士大 3 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大 20180923

5 52.99* 稲垣　夏生 ＴＧＫ 一般 第13回N.S.S.U競技会 日体大健志台 20180805

6 53.08* 中川　聖矢 大体大 3 大学 第95回関西学生 西京極 20180512

7 53.50* 喜多嶋　勝平 デンソー大安 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

8 53.71* 堀　拓斗 国士大 1 大学 第4回国士舘大学競技会 国士舘大 20180630

9 54.04* 吉沢　亮我 皇学館大 4 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512

10 54.26* 藤村　祥太 日体大 2 大学 第104回日本体育大学競技会 日体大健志台 20180506

【 】【3000ｍＳＣ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 9.05.79* 田辺　佑典 法大 2 大学 第51回東京六大学対校 慶応大 20180407

2 9.10.65* 田岡　享真 伊賀白鳳高 3 高校 第71回全国高校 伊勢 20180805

3 9.14.29* 九嶋　大雅 伊賀白鳳高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180526

4 9.28.85* 小林　篤貴 四日市工高 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180526

5 9.29.07* 武藤　広樹 中京大 3 大学 第31回六大学対校選手権 千葉県総合 20180714

6 9 30 60* 松石 直樹 中部大 2 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 201805136 9.30.60* 松石　直樹 中部大 2 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180513

7 9.31.71* 山田　侑矢 三重県庁ＡＣ 一般 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

8 9.35.72* 福寿　武俊 上野高 3 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180505

9 9.36.15* 稲垣　達也 京大 M2 大学 第73回京都選手権 西京極 20180715

10 9.38.50* 伊藤　大晟 海星高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

3



【5000ｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 20.40.22* 村手　光樹 上野高 3 高校 第73回国民体育 福井県営 20181008

2 20.45.36* 服部　有佑 伊賀白鳳高 3 高校 ひろしま県央競歩記録会 東広島 20181125

3 20.46.73* 成岡　大輝 東洋大 2 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

4 21.22.40* 大嶋　悠斗 アルペン 一般 第19回中部実業団 多治見 20181013

5 21.26.48* 荒川　尚輝 上野高 3 高校 第71回全国高校 伊勢 20180805

6 21 34 24* 宇佐美 柊 桑名西高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 201806176 21.34.24* 宇佐美　柊 桑名西高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

7 21.57.85* 川添　康平 三重陸協 一般 第1回三泗地区記録会 四日市 20180407

8 22.07.74* 森本　貴大 いなべ総合学園高 3 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180506

9 22.08.39* 加藤　謙太 皇学館大 2 大学 第19回南勢地区長距離選手権 伊勢・補助 20181208

10 22.18.65* 岩田　淳 四日市ＴＦＣ 一般 国民体育第1次選考競技会 伊勢 20180414

【10000ｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 40.17.82* 坂崎　翔 平成国際大 1+ 大学 和歌山陸協競歩 紀三井寺 20180121

2 41.00.15* 成岡　大輝 東洋大 2 大学 第1回国士舘大学長距離競技会 国士舘大 20181215

3 45.32.75* 和田　卓也 至学館大 3 大学 第2回北海道学連競技会 厚別 20180519

4 45.39.47* 大嶋　悠斗 アルペン 一般 第62回中部実業団 長良川 20180513

5 59.05.77* 佐々　順一 三重マスターズ 一般 ひろしま県央競歩記録会 東広島 20181125
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【4×100mR】

RANK 記録 選手/チーム 所属 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考

1 39.71* 東魁輝⇒九鬼巧⇒小林雄一⇒愛敬彰太郎 ＮＴＮ 一般 第66回全日本実業団 長居 20180922

2 39.88* 九鬼巧⇒東魁輝⇒梨本真輝⇒愛敬彰太郎 ＮＴＮ 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

3 39.91* 西山桐矢(1)⇒林哉太(2)⇒上山紘輝(1)⇒山路康太郎(00) 三　重 一般 第73回国民体育大会 福井県営 20181008

4 40.24* 西山桐矢(1)⇒林哉太(2)⇒高橋隆晟(3)⇒山路康太郎(3) 四日市工高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616 県高校新

5 40.47* 川喜田剛志⇒森岡大地⇒稲垣夏生⇒千種紹弘 ＴＧＫ 一般 みえスポーツフェスティバル 伊勢 20180909

6 40.97* 小見山泰周(3)⇒的羽陽尚(3)⇒浜口虎汰郎(2)⇒古谷新太(3) 宇治山田商高 高校 第71回全国高校 伊勢 20180802

7 41.15* 小見山泰周(3)⇒浜口虎汰郎(2)⇒西山遥斗(3)⇒古谷新太(3) 宇治山田商高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

8 41.16* 田中康太郎(1)⇒林哉太(2)⇒藤原尚也(3)⇒山路康太郎(3) 四日市工高 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180526

9 41.17* 村田浩太朗(3)⇒的羽陽尚(3)⇒浜口虎汰郎(2)⇒古谷新太(3) 宇治山田商高 高校 東海選手権 草薙 20180825

10 41.20* 島田健太郎(2)⇒染井真佑希(2)⇒村井奎斗(2)⇒五島快晴(3) 皇学館高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

【4×400mR】

RANK 記録 選手/チーム 所属 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考

1 3.15.28* 中村伊吹(3)⇒浜口虎汰郎(2)⇒宮脇伸宙(2)⇒西山遥斗(3) 宇治山田商高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

2 3.16.43* 山室勇太⇒水谷拓也⇒稲垣夏生⇒森岡大地 ＴＧＫ 一般 東海選手権 草薙 20180826

3 3.16.95* 中村伊吹(3)⇒浜口虎汰郎(2)⇒村田浩太朗(3)⇒西山遥斗(3) 宇治山田商高 高校 第71回全国高校 伊勢 20180805

4 3.17.75* 柳本拓也⇒恩田健人⇒浦井駿吾⇒中西佑輔 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

5 3.18.24* 那須柾斗(3)⇒上尾田武蔵(2)⇒松葉光(3)⇒丸山正靖(3) 高田高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

6 3.18.38* 高木陽(2)⇒梅山仁(3)⇒宇佐美雄章(3)⇒竹内昴(3) 桑名高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

7 3.18.43* 古尾洸介(2)⇒浜口虎汰郎(2)⇒山本海翔(2)⇒宮脇伸宙(2) 宇治山田商高 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

8 3.19.22* 村田浩太朗(3)⇒浜口虎汰郎(2)⇒宮脇伸宙(2)⇒西山遥斗(3) 宇治山田商高 高校 第71回全国高校 伊勢 20180806

9 3.20.32* 島田健太郎(2)⇒野呂仁人(1)⇒森輝(2)⇒大井悠(2) 皇学館高 高校 第57回三重県高校新人 伊勢 20180923

10 3.20.78* 古尾洸介(2)⇒浜口虎汰郎(2)⇒早川恭平(2)⇒宮脇伸宙(2) 宇治山田商高 高校 第57回三重県高校新人 伊勢 20180923
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【走高跳】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 2.28* 衛藤　昂 味の素ＡＧＦ 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

2 2.12* 勝田　将 皇学館大 4 大学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池 20181103

3 2.07* 本田　基偉 近大高専 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180526

4 2.06* 加藤　健太郎 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池 20181103

5 2.04* 小川　エンリケ 亀山高 2 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180506

6 2 00* 松岡 修平 筑波大 3 大学 第4回筑波大学競技会 筑波大 201806106 2.00* 松岡　修平 筑波大 3 大学 第4回筑波大学競技会 筑波大 20180610

6 2.00* 池住　達也 Ｉｓｅ・ＴＣ 一般 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

6 2.00* 畠田　寛大 鳥羽商船高専 2 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

9 1.98* 小林　勇輝 皇学館高 3 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180506

10 1.95* 坂本　悠真 伊勢学園高 2 高校 第1回南勢地区記録会 伊勢・補助 20180428

10 1.95* 加治　有登 桑名西高 2 高校 第41回桑員地区選手権 四日市 20180818

【棒高跳】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 5.50* * 逸見　俊太 美志摩パール 一般 第3回中京大学競技会 中京大 20180609

2 5.10* * 野呂　惇人 日体大 1 大学 日本体育大学選手権 日体大健志台 20181027

3 4.90* * 田中　悠貴 皇学館高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

3 4.90* * 松井　駿斗 伊勢高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

3 4.90* * 阿部　圭吾 日体大 2 大学 東海選手権 草薙 20180826

3 4.90* * 野呂　仁人 皇学館高 1 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180922

7 4.80* * 白井　颯斗 皇学館高 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180526

池上 陽向 大高専 高校 第 東海高校 伊勢7 4.80* * 池上　陽向 近大高専 1 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

7 4.80* * 小林　俊介 近大高専 5 大学 第71回西日本学生 沖縄県総合 20180629

7 4.80* * 田畑　龍正 日体大 2 大学 第13回N.S.S.U競技会 日体大健志台 20180804

7 4.80* * 藤川　昂琉 明治国際医療大 2 大学 関西学生新人選手権 万博記念 20180914

【走幅跳】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 7.65* +1.6* 久保倉　佳吾 東海大 1 大学 第29回関東学生新人 相模原 20180916久保倉 佳吾 東海大 大学 第 回関東学 新人 相模原

2 7.64* +0.3* 野村　智也 東海大 4 大学 第52回織田幹雄記念国際競技会 広島広域 20180429

2 7.64* +2.0* 伊藤　陸 近大高専 3 高校 第12回U18日本選手権 瑞穂 20181019 県高校新

4 7.57* -0.5* 保坂　翔也 鈴鹿高専 S2 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

5 7.50* +0.8* 松葉　大和 皇学館大 5 大学 第28回鈴鹿カーニバル 石垣池 20181103

6 7.48* +1.6* 松岡　修平 筑波大 3 大学 第2回筑波大学競技会 筑波大 20180421

7 7.39* +1.0* 林　風汰 ＮＴＮ 一般 第3回中京大学競技会 中京大 20180609

8 7.37* +1.4* 植村　五輪人 日体大 2 大学 第104回日本体育大学競技会 日体大健志台 20180505

9 7.25* -0.2* 藤本　大輝 皇学館高 2 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

10 7.16* +1.9* 清水　剛士 ＮＴＮ 一般 第81回東京選手権混成 駒沢 20180421

【三段跳】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 16.11* +0.1* 保坂　翔也 鈴鹿高専 S2 大学 第2回中京大学競技会 中京大 20180519

2 15.79* +0.1* 松葉　大和 皇学館大 M1 大学 第6回中京大学競技会 中京大 20181014

3 15.61* +0.0* 伊藤　陸 近大高専 3 高校 第53回全国高専 熊本県民 20180819 県高校新

4 15 32* +1 9* 浜口 隆翔 Ｉｓｅ・ＴＣ 一般 第81回三重県選手権 伊勢 201807084 15.32* +1.9* 浜口　隆翔 Ｉｓｅ ＴＣ 般 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

5 14.94* +0.6* 久保倉　佳吾 東海大 1 大学 第3回国士舘大学競技会 国士舘大 20180602

6 14.92* +1.4* 田口　雄暉 津東高 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

7 14.86* +0.1* 西沢　団 シンフォニアテクノロジー 一般 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

8 14.70* +0.7* 大村　隆人 大阪市立大 3 大学 第95回関西学生 西京極 20180511

8 14.70* +1.2* 辻　昌享 三重県教員ＡＣ 一般 第3回三泗地区記録会 四日市 20180602

10 14.52* +1.2* 倉野　瑞樹 宇治山田商高 2 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028
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【砲丸投　7.260k】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 16.92* 村上　輝 国士舘ク 一般 第73回国民体育 福井県営 20181007

2 14.78* 井豫　規人 皇学館大 3 大学 第87回日本学生 等々力 20180906

3 14.57* 別所　竜守 国士大 1 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大 20180923

4 14.51* 大川　智也 大体大 2 大学 第2回大阪体育大学競技会 浪商学園 20180519

5 13.88* 成瀬　雅哉 皇学館大 2 大学 第45回東海学生秋季選手権 長良川 20181008

6 13 43* 前川 純太 松阪商高 3 高校 第67回伊勢度会選手権 伊勢 補助 201808126 13.43* 前川　純太 松阪商高 3 高校 第67回伊勢度会選手権 伊勢・補助 20180812

7 13.16* 臼井　智哉 岐阜経大 1 大学 第83回岐阜県選手権 長良川 20180630

8 13.13* 松村　知哉 皇学館大 4 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

9 12.90* 中西　啄真 大体大 M2 大学 第5回大阪体育大学競技会 浪商学園 20181104

10 12.69* 沢村　健斗 三重大 2 大学 第67回東海地区国立大学競技会 四ツ池 20180624

【円盤投　2.000k】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 51.33* 大山　祐史 ロケット団 一般 国民体育第1次選考競技会 伊勢 20180415

2 44.54* 藤原　潤 Ｉｓｅ・ＴＣ 一般 国民体育第1次選考競技会 伊勢 20180415

3 44.51* 清水　元基 ＴＧＫ 一般 第1回津市記録会 伊勢・補助 20180520

4 42.36* 稲垣　太一 ＶＯＬＫ 一般 国民体育第1次選考競技会 伊勢 20180415

5 42.32* 中野　克哉 大体大 4 大学 第1回大阪体育大学競技会 浪商学園 20180414

6 41.91* 平田　雄大 大体大 1 大学 第5回大阪体育大学競技会 浪商学園 20181104

7 41.33* 沢村　健斗 三重大 2 大学 第67回東海地区国立大学競技会 四ツ池 20180624

8 40.60* 中村　京平 日大 2 大学 第35回日本大学・東海大学対校戦 小田原 20180407

井 皓哉 わ 成蹊 ポ 大 大学 第 わ 成蹊 ポ 大学記録会 わ 成蹊大9 39.80* 臼井　皓哉 びわこ成蹊スポーツ大 1 大学 第55回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 びわこ成蹊大 20181028

10 39.46* 乾　颯人 皇学館大 4 大学 第45回東海学生秋季選手権 長良川 20181007

【ハンマー投　7.260k】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 64.41* 東浦　貫太 中京大 4 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512

2 62.26* 山中　大勢 九州共立大 3 大学 第88回九州学生対校選手権 博多の森 20180518

3 61.83* 村木　亮太 九州共立大 3 大学 東海選手権 草薙 20180825村木 亮太 州共 大 大学 東海選手権 草薙

4 53.65* 前川　昂輝 久居高 3+ 高校 第12回京都陸協記録会（投擲種目） 京都産業大 20180311

5 53.47* 丹生　将稔 ロケット団 一般 第5回京都陸協記録会（投擲種目） 京都産業大 20180810

6 53.45* 辻　大和 国武大 4 大学 第3回国際武道大学競技会 国際武道大 20180506

7 53.40* 川合　隆誠 三重高 3 高校 第6回中京大学競技会 中京大 20181013

8 51.89* 杉山　亜聡 明治国際医療大 2 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

9 51.59* 谷口　史弥 皇学館大 3 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

10 49.99* 平山　竜慎 久居高 3 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

【や 】【やり投　800g】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 78.77* * 中西　啄真 大体大 M2 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180708 県新

2 67.48* * 濱崎　康平 三重陸協 一般 第4回鈴鹿市記録会 石垣池 20180603

3 65.99* * 八木　一憲 みかん山 一般 第77回滋賀県選手権 皇子山 20180707

4 64.60* * 峰　達矢 三重県教員ＡＣ 一般 東海選手権 草薙 20180826

5 61.67* * 草野　澪也 国士大 1+ 大学 第8回国士舘大学競技会 国士舘大 20180323

6 61 46* * 山口 慎太朗 三重大 6 一般 第70回西日本医科学生総合体育部門 伊勢 201808196 61.46* * 山口　慎太朗 三重大 6 般 第70回西日本医科学生総合体育部門 伊勢 20180819

7 61.32* * 藤田　祐規 天理大 4 大学 第66回大阪学生対校選手権 長居第二 20180405

8 61.14* * 西口　洋平 大体大 4 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 20181016

9 60.23* * 小田　千喜 三重大 3 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512

10 60.20* * 三村　憲史 皇学館大 2 大学 第67回伊勢度会選手権 伊勢・補助 20180812
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【十種競技】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 7106* 清水　剛士 三重陸協 一般 第6回中京大学競技会 中京大 20181013

2 6887* 篠原　頌実 国士大 3 大学 第4回国士舘大学競技会 国士舘大 20180701

3 6727* 乾　颯人 皇学館大 4 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512

4 6524* 前川　斎幸 中京大 1 大学 第4回中京大学競技会 中京大 20180803

5 6093* 上地　海斗 近大高専 4 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512

6 6018* 野村 智也 東海大 4 大学 国士舘大学C bi d Ch ll 国士舘大 201810206 6018* 野村　智也 東海大 4 大学 国士舘大学Combined Challenge 国士舘大 20181020

7 5383* 山川　嵐 至学館大 3 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512

【十種競技　ジュニア】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 6793* 上地　海斗 近大高専 4 大学 第34回U20日本選手権混成競技 長野市営 20180616

2 6703* 前川　斎幸 中京大 1 大学 第34回U20日本選手権混成競技 長野市営 20180616

【5ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 13.52.* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 RakHalfMarathon/UAE RASALKHAIMAH 20180209

1 14.20.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

2 14.32.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

3 14.34.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

4 14.56.* 下　史典 駒大 4 大学 第95回東京箱根間往復大学駅伝予選会 昭和記念公園 20181013

角 龍哉 大 大学 第 東京箱根間往復大学駅伝 会 和記念 園5 15.02.* 角出　龍哉 明大 4 大学 第95回東京箱根間往復大学駅伝予選会 昭和記念公園 20181013

6 15.07.* 新美　健 皇学館大 2+ 大学 第21回日本学生ハーフマラソン選手権 立川 20180304

7 15.12.* 野田　啓太 日大 1+ 大学 第21回日本学生ハーフマラソン選手権 立川 20180304

8 15.15.* 田辺　佑典 法大 1+ 大学 第21回日本学生ハーフマラソン選手権 立川 20180304

9 15.50.* 伊藤　瑠威 白鳥中 3 中学 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

10 15.52.* 水谷　柊斗 光陵中 3 中学 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

【10ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 27.48.* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 RakHalfMarathon/UAE RASALKHAIMAH 20180209

国際 28.46.* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

1 28.48.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

2 29.10.* 小森　稜太 帝京大 3 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

3 29.23.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

3 29.23.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

5 29.26.* 下　史典 駒大 4 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

6 29.53.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

7 30.03.* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 第40回読売犬山ハーフマラソン 犬山ハーフ 20180225

8 30.06.* 田辺　佑典 法大 2 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

9 30.09.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 第40回読売犬山ハーフマラソン 犬山ハーフ 20180225

10 30.12.* 角出　龍哉 明大 4 大学 第95回東京箱根間往復大学駅伝予選会 昭和記念公園 20181013

【15ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考RANK 記録 選手/チ ム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 42.22.* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 RakHalfMarathon/UAE RASALKHAIMAH 20180209

国際 43.51.* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

1 44.00.* 小森　稜太 帝京大 3 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

2 44.01.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

3 44.37.* 下　史典 駒大 3+ 大学 第32回金栗記念熊日30kmロードレース 熊本 20180218

4 44.55.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

5 45.03.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

6 45.07.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

7 45.16.* 田辺　佑典 法大 2 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

8 45.37.* 角出　龍哉 明大 4 大学 第95回東京箱根間往復大学駅伝予選会 昭和記念公園 20181013

9 45.51.* 山下　洸 ＮＴＮ 一般 第46回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環 20180211

10 46.00.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

8



【10マイル】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 47.59.* Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 第43回甲佐10マイル公認ロードレース 甲佐町 20181202

1 48.00.* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 第43回甲佐10マイル公認ロードレース 甲佐町 20181202

2 50.30.* 沼田　大輝 ＮＴＮ 一般 第58回唐津10マイルロード 唐津10マイル 20180211

【20ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 57.15.* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

国際 57.34.* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 RakHalfMarathon/UAE RASALKHAIMAH 20180209

1 59.14.* 小森　稜太 帝京大 3 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

2 59.30.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

3 59.41.* 下　史典 駒大 3+ 大学 第32回金栗記念熊日30kmロードレース 熊本 20180218

4 1.00.45.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

5 1.00.49.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

6 1.00.52.* 田辺　佑典 法大 2 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

7 1.01.10.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

8 1.01.18.* 山下　洸 ＮＴＮ 一般 第46回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環 20180211

9 1.01.20.* 角出　龍哉 明大 4 大学 第95回東京箱根間往復大学駅伝予選会 昭和記念公園 20181013

10 1.01.25.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

【ハーフマラソン】

記録 所 学年 分 名 競技場名 競技 備考RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 1.00.49.* Ｊ・ムワンギ ＮＴＮ 一般 Meia-MaratonaInternacionalDeLisboa/POR Lisboa 20180311

国際 1.02.29.* Ｅ・ワウエル ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

1 1.02.34.* 小森　稜太 帝京大 3 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

2 1.02.49.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 新潟ハーフマラソン 新潟 20180318

3 1.03.14.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 新潟ハーフマラソン 新潟 20180318

4 1.03.15.* 下　史典 駒大 4 大学 第95回東京箱根間往復大学駅伝予選会 昭和記念公園 20181013

5 1.04.03.* 田辺　佑典 法大 2 大学 上尾シティマラソン 上尾シティ 20181118

6 1.04.28.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204斎田 直輝 般 第 回香川丸亀国際 ラ 丸亀

7 1.04.35.* 山下　洸 ＮＴＮ 一般 第46回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環 20180211

8 1.04.43.* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第72回香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀ハーフ 20180204

9 1.04.45.* 角出　龍哉 明大 4 大学 第95回東京箱根間往復大学駅伝予選会 昭和記念公園 20181013

10 1.04.49.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

【25ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.15.22.* * 下　史典 駒大 3+ 大学 第32回金栗記念熊日30kmロードレース 熊本 20180218

2 1.22.25.* * 松岡　直希 三重陸協 一般 東京マラソン 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20180225

3 1.22.52.* * 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

4 1.24.30.* * 山地　伸哉 三重陸協 一般 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

5 1.24.43.* * 細沢　幸輝 三重大 5+ 大学 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

5 1.24.43.* * 野口　正人 スポルトマックス 一般 東京マラソン 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20180225

7 1.24.52.* * 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

7 1.24.52.* * 桟敷　正志 三重陸協 一般 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

9 1 25 08 * * 菅山 裕史 三重陸協 一般 第67回別府大分毎日マラソン 別府大分毎日 201802049 1.25.08.* * 菅山　裕史 三重陸協 般 第67回別府大分毎日マラソン 別府大分毎日 20180204

10 1.25.43.* 唐沢　研太 愛知工大 大学 東京マラソン 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20180225

【30ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.38.39.* * 下　史典 駒大 3+ 大学 第32回金栗記念熊日30kmロードレース 熊本 20180218

2 1.40.22.* * 松岡　直希 三重陸協 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

3 1.41.51.* * 山地　伸哉 三重陸協 一般 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

4 1.42.10.* * 細沢　幸輝 三重大 5+ 大学 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

5 1.42.34.* * 桟敷　正志 三重陸協 一般 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

6 1.42.40.* * 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

6 1.42.40.* * 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

8 1.43.14.* * 野口　正人 スポルトマックス 一般 第49回防府読売マラソン 防府 20181216

9 1.44.21.* * 中田　剛司 三重陸協 一般 第9回奈良マラソン 奈良 20181209

10 1.52.22.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 京都マラソン 京都マラソン 20180218
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【35ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.57.34.* * 松岡　直希 三重陸協 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

2 2.00.24.* * 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

3 2.00.42.* * 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

4 2.18.56.* * 金子　将也 大人のＪＡＣ 一般 北海道マラソン 北海道 20180826

5 2.20.56.* * 小島　隼人 三重陸協 一般 北海道マラソン 北海道 20180826

6 2 23 03 * * 末次 貴弘 四日市ＴＦＣ 般 北九州マラソン 北九州 201802186 2.23.03.* * 末次　貴弘 四日市ＴＦＣ 一般 北九州マラソン 北九州 20180218

7 2.26.28.* * 岡田　佳剛 三重マスターズ 一般 北海道マラソン 北海道 20180826

8 2.33.44.* * 青　和幸 三重陸協 一般 北海道マラソン 北海道 20180826

9 2.42.39.* * 吉藤　一貴 三重陸協 一般 北海道マラソン 北海道 20180827

10 2.46.57.* * 林　尚樹 四日市ＴＦＣ 一般 北海道マラソン 北海道 20180828

【マラソン】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

国際 2.15.17.* * Ｓ・バトオチル ＮＴＮ 一般 東京マラソン 東京 20180225

1 2.24.15.* * 松岡　直希 三重陸協 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

2 2.26.19.* * 山地　伸哉 三重陸協 一般 第23回紀州口熊野マラソン 熊野 20180204

3 2.26.42.* * 桟敷　正志 三重陸協 一般 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

4 2.27.48.* * 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

5 2.28.08.* * 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第72回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20181202

6 2.29.00.* * 細沢　幸輝 三重大 5+ 大学 第73回びわ湖毎日マラソン びわ湖毎日 20180304

7 2.32.39.* * 大久保　利哉 愛知県庁ク 一般 第30回記念加古川マラソン 加古川 20181223

ポ 般 第 防府読売 防府8 2.34.47.* * 野口　正人 スポルトマックス 一般 第49回防府読売マラソン 防府 20181216

9 2.34.50.* * 中田　剛司 三重陸協 一般 あいの土山マラソン（ハーフ・マラソン） 土山 20181104

10 2.35.26.* * 水谷　太 Ｊ＆Ｅ　ａｔｈｌｅｔｅ久居 一般 東京マラソン 東京 20180225

【100ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 8.39.27.* * 稲生　博昭 三重陸協 一般 第33回サロマ湖100kmウルトラマラソン サロマ湖 20180624

2 8.43.06.* * 岡田　佳剛 三重マスターズ 一般 第33回サロマ湖100kmウルトラマラソン サロマ湖 20180624岡田 佳剛 重 般 第 回サ 湖 ウ ラ ラ サ 湖

3 8.50.46.* * 刀根　克之 三重県庁ＡＣ 一般 第33回サロマ湖100kmウルトラマラソン サロマ湖 20180624

4 8.54.10.* * 服部　末広 チームブラスト 一般 第24回四万十川ウルトラマラソン 四万十川 20181021

5 9.41.31.* * 別所　信博 ウイニングラン 一般 第33回サロマ湖100kmウルトラマラソン サロマ湖 20180624

6 12.52.30.* * 仲　立治 三重陸協 一般 第33回サロマ湖100kmウルトラマラソン サロマ湖 20180624

7 13.29.45.* * 稲本　剛士 三重県庁ＡＣ 一般 第24回四万十川ウルトラマラソン 四万十川 20181021

【5ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 20.23.* 坂崎　翔 平成国際大 2 大学 第57回全日本競歩輪島 輪島 20180414

2 20.41.* 成岡　大輝 東洋大 1+ 大学 第42回全日本競歩能美 能美市営 20180318

3 20.44.* 村手　光樹 上野高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

4 20.47.* 服部　有佑 伊賀白鳳高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

5 21.50.* 大嶋　悠斗 アルペン 一般 第57回全日本競歩輪島 輪島 20180414

6 21.54.* 加藤　謙太 皇学館大 1+ 大学 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

7 21 55 * 宇佐美 柊 桑名西高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 201802187 21.55.* 宇佐美　柊 桑名西高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

8 22.10.* 荒川　尚輝 上野高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

9 22.23.* 森本　貴大 いなべ総合学園高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

10 22.43.* 和田　卓也 至学館大 2+ 大学 第42回全日本競歩能美 能美市営 20180318
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【10ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 40.30.* * 坂崎　翔 平成国際大 2 大学 第57回全日本競歩輪島 輪島 20180414 県新

2 41.33.* * 村手　光樹 上野高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

3 42.13.* * 成岡　大輝 東洋大 1+ 大学 第42回全日本競歩能美 能美 20180318

4 43.01.* * 服部　有佑 伊賀白鳳高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

5 43.40.* * 大嶋　悠斗 アルペン 一般 第57回全日本競歩輪島 輪島 20180414

6 44 15 * * 宇佐美 柊 桑名西高 2+ 高校 第101回日本選手権20k 競歩 六甲アイランド 201802186 44.15.* * 宇佐美　柊 桑名西高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

7 44.16.* * 加藤　謙太 皇学館大 1+ 大学 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

8 45.18.* * 荒川　尚輝 上野高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

9 45.32.* * 森本　貴大 いなべ総合学園高 2+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

10 45.45.* * 堀田　聖尊 川越高 3+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

【15ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.04.26.* 成岡　大輝 東洋大 1+ 大学 第42回全日本競歩能美 能美市営 20180318

2 1.07.19.* 大嶋　悠斗 中京大 4+ 大学 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

3 1.10.29.* 和田　卓也 至学館大 2+ 大学 第42回全日本競歩能美 能美市営 20180318

4 1.16.50.* 谷口　大恭 岩手大 4 大学 2018森山サマーウオーク 森山 20180805

5 1.17.44.* 岡田　健太 ＴＧＫ 一般 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

【20ｋｍＷ】

記録 所 学年 分 名 競技場名 競技 備考RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.26.47.* * 成岡　大輝 東洋大 2 大学 57thAllJapanRaceWalkinginTakahata 高畠 20181028

2 1.30.05.* * 大嶋　悠斗 中京大 4+ 大学 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

3 1.37.17.* * 和田　卓也 至学館大 2+ 大学 第42回全日本競歩能美 能美市営 20180318

4 1.38.28.* * 谷口　大恭 岩手大 3+ 大学 第66回元旦競歩 神宮外苑 20180101

5 1.38.51.* * 坂崎　翔 平成国際大 1+ 大学 第15回マリオ・アルビゼッティ記念 ルガノ 20180311

6 1.50.55.* * 岡田　健太 ＴＧＫ 一般 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218

7 2.16.57.* * 佐々　順一 三重マスターズ 一般 いわて北上ロードウォーク 北上総合 20181008

8 2.24.44.* * 藤岡　保 三重マスターズ 一般 全日本マスターズ競歩（公認） 北上総合 20181008藤岡 保 重 般 日本 競歩（公認） 北 総合
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【100ｍ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 11.50* +1.8* 世古　和 ＣＲＡＮＥ 一般 布勢スプリント 布勢 20180603 県新

2 11.71* +1.8* 名倉　千晃 ＮＴＮ 一般 布勢スプリント 布勢 20180603

3 11.85* +1.6* 杉山　美貴 デンソー 一般 東海選手権 草薙 20180826

4 11.98* +1.9* 永野　真莉子 デンソー 一般 第4回三泗地区記録会 四日市 20180908

5 12.16* +0.9* 長岡　里奈 伊勢高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

6 12 19* 0 4* 鈴木 塔子 甲南大 2 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 201810176 12.19* -0.4* 鈴木　塔子 甲南大 2 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 20181017

7 12.20* +0.9* 西村　愛 宇治山田商高 1 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

8 12.21* +1.3* 松葉　みなみ 皇学館大 3 大学 東海学生夏季 刈谷 20180805

9 12.24* +1.8* 世古　綾葉 伊勢港中 2 中学 第71回三重県中学 伊勢 20181021

10 12.26* -1.2* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

【200ｍ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 24.13* +2.0* 永野　真莉子 デンソー 一般 第19回中部実業団 多治見 20181013

2 24.33* -0.1* 名倉　千晃 ＮＴＮ 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

3 24.34* -0.1* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

4 24.35* -0.7* 世古　和 ＣＲＡＮＥ 一般 第5回筑波大競技会 筑波大 20180803

5 24.98* +1.4* 魚住　るり 津高 1 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180923

6 25.04* -0.1* 一色　美咲 ＮＴＮ 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

7 25.27* +1.5* 鈴木　塔子 甲南大 2 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 20181019

8 25.36* +1.4* 西村　愛 宇治山田商高 1 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180923

横 綾香 学館大 大学 第 東海学生 校 権 瑞穂9 25.37* 0.0* 横山　綾香 至学館大 1 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512

10 25.50* +0.1* 林　薫乃 甲南大 3 大学 第23回エブリバディ・デカスロン 瑞穂 20181111

【400ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 54.54* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 東海選手権 草薙 20180826

2 56.85* 魚住　るり 津高 1 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181027

3 57.90* 中村　巴南 早大 3 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180708中村 南 早大 大学 第 回 重県選手権 伊勢

4 58.10* 水野　華歌 桑名高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

5 58.13* 茶井　優里 四日市西高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

6 58.36* 西村　優那 宇治山田高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

7 58.94* 生駒　志穂 至学館大 1 大学 東海学生夏季 刈谷 20180805

8 58.99* 猪岡　真帆 中京大 1 大学 第2回中京大学競技会 中京大 20180519

9 59.21* 平岡　萌夏 鈴鹿高 2 高校 第4回鈴鹿市記録会 石垣池 20180603

10 59.22* 柴原　茜音 四日市商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

【 】【800ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 2.14.89* 金光　葉子 伊勢高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

2 2.15.43* 倉野　加奈 宇治山田商高 1 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

3 2.16.37* 沢井　風月 嬉野中 2 中学 第64回全日本中学校通信三重 伊勢 20180722

4 2.17.34* 飯嶌　あかり 中京大 3 大学 第4回中京大学競技会 中京大 20180804

5 2.17.48* 田久保　風 四日市商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

6 2 18 52* 検梗 谷美優 久居中 2 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池 201809166 2.18.52* 検梗　谷美優 久居中 2 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池 20180916

7 2.18.90* 近藤　萌江 津商高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

8 2.19.74* 松峯　光里 大阪府立大 1 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 20181018

9 2.19.90* 高橋　未空 平田野中 1 中学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池 20180916

10 2.20.42* 玉木　さら 宇治山田商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180526
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【1500ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 4.28.05* 川北　陽菜 津商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

2 4.33.19* 加藤　綾華 名城大 2 大学 ホクレンディスタンス第2戦（北見） 北見 20180707

3 4.33.65* 藤田　愛子 白鴎大 4 大学 第263回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20180512

4 4.33.79* 沢井　風月 嬉野中 2 中学 第2回静岡県長距離強化記録会 御殿場 20180623

5 4.35.35* 垣内　瑞希 桑名高 2 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

6 4 38 10* 岡本 凪布 津商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 201805256 4.38.10* 岡本　凪布 津商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

7 4.39.55* 倉本　彩蘭 白子中 3 中学 東海中学校総合体育 長良川 20180809

8 4.42.00* 森田　日世莉 正和中 3 中学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 20180623

9 4.44.38* 田久保　風 四日市商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

10 4.44.58* 九谷　葉月 三重大 2 大学 第71回西日本学生 沖縄県総合 20180629

【3000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 9.13.95* 倉岡　奈々 デンソー 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

国際 9.14.32* Ｚ・フーサン デンソー 一般 ホクレンディスタンス第1戦（網走） 網走市営 20180704

2 9.22.13* 荘司　麻衣 デンソー 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

3 9.33.07* 小泉　直子 デンソー 一般 ホクレンディスタンス第1戦（網走） 網走市営 20180704

4 9.35.61* 加藤　綾華 名城大 2 大学 第267回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181110

5 9.38.75* 和田　さくら デンソー 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

6 9.43.15* 川北　陽菜 津商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

7 9.44.22* 垣内　瑞希 桑名高 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

岡本 布 津商高 高校 第 強 長距離記録会 橿8 9.51.86* 岡本　凪布 津商高 3 高校 第2回強化長距離記録会 橿原 20181013

9 9.53.78* 橋本　有純 日体大 2 大学 第263回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20180512

10 9.55.41* 藤田　愛子 白鴎大 4 大学 ホクレンディスタンス第2戦（北見） 北見 20180707

【5000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 15.31.71* 森林　未来 デンソー 一般 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505

2 15.36.02* 荘司　麻衣 デンソー 一般 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505荘司 麻衣 デ 般 第 回 デ ゲ お 西階

3 15.39.30* 矢田　みくに デンソー 一般 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505

国際 15.39.67* Ｚ・フーサン デンソー 一般 第27回金栗杯選抜中・長距離 熊本県民 20180407

4 15.43.07* 倉岡　奈々 デンソー 一般 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505

5 16.06.67* 池内　彩乃 デンソー 一般 第28回ゴールデンゲームinのべおか 西階 20180505

6 16.09.22* 小泉　直子 デンソー 一般 ホクレンディスタンス第2戦（北見） 北見 20180707

7 16.26.17* 松本　亜子 デンソー 一般 ホクレンディスタンス第2戦（北見） 北見 20180707

8 16.36.59* 藤田　愛子 白鴎大 4 大学 第266回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181020

9 16.49.26* 伊藤　望 関西外語大 4 大学 第7回京都産業大学長距離競技会 京都産業大 20181215

10 16.58.54* 古橋　亜巳 京都光華女大 3 大学 第268回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20181201

【10000ｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 32.22.82* 荘司　麻衣 デンソー 一般 日本実業団連合女子長距離記録会 維新 20181208

2 32.50.25* 池内　彩乃 デンソー 一般 日本実業団連合女子長距離記録会 維新 20181208

3 33.21.88* 森林　未来 デンソー 一般 第62回中部実業団 長良川 20180512

4 33 27 83* 矢田 みくに デンソー 一般 第62回中部実業団 長良川 201805124 33.27.83* 矢田　みくに デンソ 般 第62回中部実業団 長良川 20180512

5 33.58.27* 和田　さくら デンソー 一般 ホクレンディスタンス第1戦（網走） 網走市営 20180704

6 34.00.84* 松本　亜子 デンソー 一般 日本実業団連合女子長距離記録会 維新 20181208

7 34.52.98* 山口　可純 大東大 3 大学 10000m記録挑戦競技会 慶応大 20181124

8 39.01.14* 松永茉里香 至学館大 4 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180513

9 39.14.48* 平山　璃奈 神戸学大 2 大学 第95回関西学生 西京極 20180510

10 40.19.67* 伊藤　麻有 至学館大 2 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180513
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【100ｍＨ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 14.09* +1.5* 稲田　楓 津商高 3 高校 第71回全国高校 伊勢 20180802

2 14.17* +1.7* 奥林　凜 四日市商高 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

3 14.18* +0.8* 名倉　千晃 ＮＴＮ 一般 第19回中部実業団 多治見 20181013

4 14.20* +1.8* 新貝　桃子 皇学館大 3 大学 東海学生夏季 刈谷 20180805

5 14.27* -0.2* 猪岡　真帆 中京大 1 大学 第4回中京大学競技会 中京大 20180803

6 14.31* +1.7* 寺本　朱那 皇学館高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

7 14.40* -1.5* 西垣　朱音 国士大 1 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

8 14.60* -0.1* 中野　藍 四日市商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

9 14.61* +1.7* 浜口　紀子 松阪商高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

10 14.73* +2.0* 泉　好笑 宇治山田商高 2 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181027

【100ｍＹＨ】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 14.16* +0.5* 稲田　楓 津商高 3 高校 みえスポーツフェスティバル 伊勢 20180909

2 14.26* -1.1* 奥林　凜 四日市商高 2 高校 第12回U18日本選手権 瑞穂 20181019

3 14.40* +0.5* 寺本　朱那 皇学館高 2 高校 みえスポーツフェスティバル 伊勢 20180909

4 14.68* +0.3* 瀬々奈　璃乃 松阪商高 1 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

5 14.77* +1.9* 森尾　真帆 南が丘中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

6 14.94* +1.2* 飛岡　愛心 一志中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

7 15.15* -0.4* 東　穂乃果 小俣中 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

8 15.31* -1.4* 片山　和奈 宇治山田商高 3 高校 第6回全国高校選抜 長居第二 20180826

9 15.54* +0.5* 浜地　きらら 宇治山田商高 2 高校 みえスポーツフェスティバル 伊勢 20180909

10 15.55* +1.9* 村岡　紗千 アスリートＹ 3 中学 第39回三重県ジュニアオリンピック 伊勢 20180902

【400ｍＨ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.00.68* 猪岡　真帆 中京大 1 大学 東海学生夏季 刈谷 20180805

2 1.01.10* 奥林　凜 四日市商高 2 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

3 1.03.03* 飯嶌　あかり 中京大 3 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180512

4 1.03.46* 柴原　茜音 四日市商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

5 1.04.27* 平野　有紀 いなべ総合学園高 3 高校 第2回鈴鹿市記録会 石垣池 20180429

6 1.04.38* 辻　歩理 宇治山田商高 2 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

7 1.05.06* 山中　瞳 鈴鹿高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

8 1.05.26* 伊藤　花宝 桑名高 2 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

9 1.05.65* 松坂　果歩 皇学館大 1 大学 第67回伊勢度会選手権 伊勢・補助 20180812

10 1.06.47* 新貝　桃子 皇学館大 3 大学 第67回伊勢度会選手権 伊勢・補助 20180812

【3000ｍＳＣ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 11.07.38* 伊藤　望 関西外語大 4 大学 第66回大阪学生対校選手権 長居第二 20180405

2 11.34.33* 橋本　有純 日体大 2 大学 第44回日体大対中央大定期対校 日体大健志台 20180407

3 11:35.33* 水谷　百花* 中京大* 4 大学* 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

4 11.40.45* 福市　彩香 四日市商高 2 高校 東海選手権 草薙 20180826

5 12:13.52* 渡邉　美奈* いなべ総合高* 3 高校* 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

6 12:40.98* 陣田　梨沙* 四日市商高* 3 高校* 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

7 12:54.10* 打田　夕真* 四日市商高* 3 高校* 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

8 13:48.53* 柴田万里奈* いなべ総合高* 3 高校* 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

9 13.49.00* 植松　百音 セントヨゼフ女学園高 2 高校 東海選手権 草薙 20180826
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【5000ｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 24.15.25* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 第53回三泗選手権 四日市 20180929

2 24.53.62* 井上　香里 上野高 2 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

3 25.45.76* 角谷　姫佳 セントヨゼフ女学園高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

4 26.25.58* 金谷　晏衣 相可高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

5 26.46.98* 岩瀬　映伊美 皇学館大 1 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

6 26 51 29* 北川 桜子 神戸高 2 高校 国民体育第1次選考競技会 伊勢 201804146 26.51.29* 北川　桜子 神戸高 2 高校 国民体育第1次選考競技会 伊勢 20180414

7 26.54.20* 槙田　恵 至学館大 4 大学 第4回三泗地区記録会 四日市 20180908

8 27.09.44* 森本　優花 伊賀白鳳高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

9 27.09.48* 北井　志和 津東高 3 高校 第1回南勢地区記録会 伊勢・補助 20180428

10 27.10.00* 辻　朱里 川越高 2 高校 第53回三泗選手権 四日市 20180929

【10000ｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 49.50.63* * 和田　菜摘 至学館大 4 大学 第7回中京大学競技会 中京大 20181215

2 50.32.07* * 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 第7回中京大学競技会 中京大 20181215

3 54.48.01* * 島田　真優 岩手大 2+ 大学 森山スプリングウオーク 森山 20180325

4 55.43.61* * 槙田　恵 至学館大 3+ 大学 第7回愛知競歩競技会 知多 20180217

5 57.42.60* * 大野　綾音 至学館大 2+ 大学 和歌山陸協競歩 紀三井寺 20180121

6 58.19.00* * 岩瀬　映伊美 皇学館大 1 大学 第45回東海学生秋季選手権 長良川 20181008
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【4×100mR】

RANK 記録 選手/チーム 所属 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考

1 47.06* 長岡里奈⇒世古和⇒名倉千晃⇒西村愛 三　重 一般 第73回国民体育大会 福井県営 20181007

2 47.67* 栢愛莉(2)⇒中世古祥恵(3)⇒松葉みなみ(3)⇒伊藤美穂(3) 皇学館大 大学 第84回東海学生 瑞穂 20180512

3 47.98* 幸得由愛(3)⇒堂岡新菜(2)⇒片山和奈(3)⇒西村愛(1) 宇治山田商高 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

4 48.07* 吉岡瑞希(2)⇒橋口義美(2)⇒中野藍(3)⇒三杉七美(3) 四日市商高 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

5 48.10* 大畑晴香(1)⇒小林真子(2)⇒長岡里奈(3)⇒吉田二千翔(3) 伊勢高 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

6 48.15* 松野真佳(2)⇒水野華歌(3)⇒沢田凪咲(3)⇒水谷真苗(1) 桑名高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

7 48.16* 加藤望玖(3)⇒山口紗也(3)⇒伊藤暁里(3)⇒横山結香(1) 松阪商高 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

8 48.25* 泉好笑(2)⇒堂岡新菜(2)⇒片山和奈(3)⇒西村愛(1) 宇治山田商高 高校 第1回南勢地区記録会 伊勢・補助 20180428

9 48.28* 大畑晴香(1)⇒松本みのり(2)⇒長岡里奈(3)⇒小林真子(2) 伊勢高 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180505

10 48.42* 幸得由愛(3)⇒堂岡新菜(2)⇒泉好笑(2)⇒西村愛(1) 宇治山田商高 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180526

【4×400mR】

RANK 記録 選手/チーム 所属 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考

1 3.57.99* 赤嶺麗央奈(1)⇒奥林凜(2)⇒吉岡瑞希(2)⇒佐藤なつみ(1) 四日市商高 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

2 3.59.43* 服部愛美(2)⇒中世古祥恵(3)⇒松坂果歩(1)⇒伊藤美穂(3) 皇学館大 大学 第84回東海学生 瑞穂 20180513

3 3.59.73* 渡辺明花(1)⇒伊藤美穂(3)⇒新貝桃子(3)⇒伊藤彩夏(1) 皇学館大 大学 第45回東海学生秋季 長良川 20181008

4 4.00.18* 赤嶺麗央奈(1)⇒柴原茜音(3)⇒奥林凜(2)⇒三杉七美(3) 四日市商高 高校 東海選手権 草薙 20180826

5 4.00.44* 赤嶺麗央奈(1)⇒佐藤なつみ(1)⇒三杉七美(3)⇒柴原茜音(3) 四日市商高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

6 4.00.96* 橋口義美(2)⇒佐藤なつみ(1)⇒赤嶺麗央奈(1)⇒吉岡瑞希(2) 四日市商高 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

7 4.01.10* 西井裕美香(3)⇒金光葉子(3)⇒小林真子(2)⇒長岡里奈(3) 伊勢高 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

8 4.02.30* 佐藤なつみ(1)⇒三杉七美(3)⇒田久保風(3)⇒柴原茜音(3) 四日市商高 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

9 4.02.76* 水野華歌(3)⇒沢田凪咲(3)⇒伊藤花宝(2)⇒瀬古好美(3) 桑名高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

10 4.02.80* 新井鈴愛(2)⇒辻歩理(2)⇒倉野加奈(1)⇒森本奈那(3) 宇治山田商高 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617
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【走高跳】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.70* 藤田　紗江 松阪商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

2 1.68* 豊田　舞奈 松阪商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

3 1.66* 池住　瑞紀 美志摩パール 一般 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

4 1.65* 大門　あい 鈴鹿高専 2 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180922

5 1.64* 松本　留佳 宇治山田商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

6 1 63* 阿部 汐莉 四日市商高 1 高校 第81回三重県選手権 伊勢 201807076 1.63* 阿部　汐莉 四日市商高 1 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

7 1.62* 山口　華楓 伊賀白鳳高 2 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180922

8 1.61* 中出　里央 鈴鹿高専 5 大学 第50回鈴鹿市選手権 石垣池 20180916

9 1.59* 片山　和奈 宇治山田商高 3 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180505

9 1.59* 林　薫乃 甲南大 3 大学 第71回西日本学生 沖縄県総合 20180629

【棒高跳】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 3.91* * 中林　麻奈 日体大 4 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180707 県新

2 3.50* * 出口　瑞歩 皇学館大 2 大学 国民体育第1次選考競技会 伊勢 20180415

3 3.35* * 高山　華梨 小俣中 3 中学 第71回三重県中学 伊勢 20181021 県中学新

4 3.20* * 辻井　和音 皇学館高 1 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180923

5 3.10* * 早川　朋実 宇治山田商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

5 3.10* * 安保　涼音 伊勢高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

7 3.00* * 出口　なぎ 松阪商高 2 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

8 2.90* * 藤本　彩那 多気中 3 中学 第34回全国小学生松阪多気地区予選会 伊勢・補助 20180602

檮 萌絵 俣中 中学 第 伊勢市中学校春季連合競技会 伊勢8 2.90* * 檮原　萌絵 小俣中 3 中学 第68回伊勢市中学校春季連合競技会 伊勢 20180607

10 2.80* * 白井　澪奈 玉城中 2 中学 第71回三重県中学校伊勢度会予選 伊勢・補助 20180929

10 2.80* * 安保　采音 伊勢高 1 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

【走幅跳】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 5.77* +1.0* 村田　千夏 松阪商高 3 高校 第1回南勢地区記録会 伊勢・補助 20180428

2 5.74* +0.3* 片山　和奈 宇治山田商高 3 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180505片山 和奈 宇治山田商高 高校 第 回 重県高校春季 伊勢

3 5.62* +0.9* 吉田　二千翔 伊勢高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

4 5.58* +1.8* 中山　瑠奈 宇治山田商高 2 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

5 5.56* +1.4* 辰巳　奈那 皇学館高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

6 5.55* +1.1* 牧野　澄 久居中 3 中学 第64回全日本中学校通信三重 伊勢 20180723

7 5.51* +0.3* 斎藤　真帆 大阪教大 4 大学 第66回大阪学生対校選手権 長居第二 20180405

8 5.49* +0.5* 堂岡　新菜 宇治山田商高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

9 5.45* +1.1* 林　薫乃 甲南大 3 大学 第71回西日本学生 沖縄県総合 20180630

10 5.43* 0.0* 飯嶌　あかり 中京大 3 大学 第4回中京大学競技会 中京大 20180804

【三段跳】

RANK 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 12.18* +1.3* 中山　実優 三重高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

2 12.03* +0.6* 中山　瑠奈 宇治山田商高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

3 11.78* -0.3* 斎藤　真帆 大阪教大 4 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 20181019

4 11.74* -1.6* 松本　留佳 宇治山田商高 3 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180506

5 11 39* +1 4* 片岡 夏美 松阪商高 2 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 201809235 11.39* +1.4* 片岡　夏美 松阪商高 2 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180923

6 11.26* -1.0* 伊藤　花宝 桑名高 2 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180506

7 11.23* -2.5* 梶本　実玖 伊勢高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180527

8 11.12* -0.5* 片山　和奈 宇治山田商高 3 高校 第67回伊勢度会選手権 伊勢・補助 20180812

9 11.07* -0.1* 柴田　芽唯 伊勢高 2 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

10 11.06* +1.2* 山添　玲央菜 皇学館大 4 大学 第84回東海学生対校選手権 瑞穂 20180513

10 11.06* +0.6* 浜地　きらら 宇治山田商高 2 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180923
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【砲丸投　4.000ｋ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 14.03* 床辺　彩乃 松阪商高 2 高校 第12回U18日本選手権 瑞穂 20181021

2 12.97* 岩本　乙夏 稲生高 1 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181027

3 12.90* 鳥羽瀬　めぐみ 大体大 3 大学 第2回大阪体育大学競技会 浪商学園 20180519

4 12.66* 牧戸　桃香 松阪商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

5 12.35* 西野　優里 松阪商高 2 高校 国民体育第1次選考競技会 伊勢 20180415

6 12 29* 若山 千春 皇学館高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 201805256 12.29* 若山　千春 皇学館高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

7 11.78* 西井　琳音 五十鈴中 3 中学 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180922

8 11.48* 林　真穂 久居農林高 3 高校 第67回伊勢度会選手権 伊勢・補助 20180812

8 11.48* 伊川　綾子 ロケット団 一般 第50回鈴鹿市選手権 石垣池 20180916

10 11.41* 上野　絢那 松阪商高 2 高校 第21回東海高校新人競技会 草薙 20181027

【円盤投　1.000ｋ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 43.33* 藤原　千春 国士大 2 大学 第3回東京女子体育大学競技会 東京女子体育大 20180429

2 41.48* 浦田　晏那 中京大 2 大学 東海学生春季 知多 20180408

3 40.92* 桃園　晴菜 松阪商高 2 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180505

4 39.14* 西井　琳音 五十鈴中 3 中学 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180923 県中学新

5 38.66* 隠岐　京子 大体大 3 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 20181018

6 38.49* 岩本　乙夏 稲生高 1 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

7 38.12* 別所　真衣 稲生高 2 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180505

8 37.92* 喜多嶋　良子 三重 マスターズ 2018国際ゴールドマスターズ奈良 鴻ノ池 20181028

吉 涼奈 神 高 高校 第 東海高校新 草薙9 36.56* 吉田　涼奈 神戸高 1 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181028

10 36.44* 橋本　七星 松阪商高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180616

【ハンマー投　4.000ｋ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 57.51* 濵田　恵里奈 九州共立大 3 大学 第1回九州共立大学チャレンジ競技会 九州共立大 20180408 県新

2 56.98* 雪岡　野絵 九州共立大 4 大学 西日本記録会（久留米） 久留米 20180415 県新

3 53.01* 東　澪 大体大 3+ 大学 第7回大阪体育大学競技会 浪商学園 20180318東 澪 大体大 大学 第 回大阪体育大学競技会 浪商学園

4 51.71* 伊藤　エリカ 明治国際医療大 1 大学 第1回関西学連競技会 万博記念 20180803

5 50.91* 坂本　日和 松阪商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

6 48.24* 小林　ゆい 菰野高 3 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180505

7 47.12* 片岡　さやか 松阪商高 3 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180707

8 42.43* 長谷　川麻衣 久居高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

9 42.32* 太田　翔子 神戸高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

10 41.90* 床辺　彩乃 松阪商高 2 高校 第57回三重県高校新人競技会 伊勢 20180923

【や 】【やり投　600g】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 50.37* 奥田　愛華 国士大 1 大学 第29回関東学生新人選手権 相模原 20180916

2 49.23* 栗田　琴音 筑波大 4 大学 第4回筑波大学競技会 筑波大 20180609

3 47.64* 松永　莉穂 四日市四郷高 2 高校 第21回東海高校新人 草薙 20181027

4 47.32* 加藤　菜未 大体大 1 大学 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

5 46.40* 桃園　晴菜 松阪商高 2 高校 第65回東海高校 伊勢 20180617

6 45 93* 西野 優里 松阪商高 2 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 201805066 45.93* 西野　優里 松阪商高 2 高校 第48回三重県高校春季 伊勢 20180506

7 42.16* 福田　梨果 桑名西高 2 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

8 42.15* 中村　胡白 松阪商高 1 高校 第67回伊勢度会選手権 伊勢・補助 20180812

9 41.80* 村田　千夏 松阪商高 3 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180708

10 41.55* 高橋　和花 四日市南高 2 高校 第81回三重県選手権 伊勢 20180708
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【七種競技】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 4903* 藤田　紗江 松阪商高 3 高校 第71回全国高校 伊勢 20180804 県高校新

2 4873* 飯嶌　あかり 中京大 3 大学 第6回中京大学競技会 中京大 20181013

3 4745* 猪岡　真帆 中京大 1 大学 第34回U20日本選手権混成競技 長野市営 20180616

4 4523* 林　薫乃 甲南大 3 大学 第71回西日本学生 沖縄県総合 20180630

5 4423* 西井　裕美香 伊勢高 3 高校 第65回東海高校 伊勢 20180615

6 4357* 山本 沙和 大体大 3 大学 第66回大阪学生対校選手権 長居第二 201804066 4357* 山本　沙和 大体大 3 大学 第66回大阪学生対校選手権 長居第二 20180406

7 4285* 片山　和奈 宇治山田商高 3 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

8 4122* 加藤　菜未 大体大 1 大学 第5回大阪体育大学競技会 浪商学園 20181103

9 3848* 中山　瑠奈 宇治山田商高 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

10 3608* 伊藤　日奈多 四日市商高 2 高校 第71回三重県高校 伊勢 20180525

【5ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 17.07.* 坂本　喜子 四日市ウェルネスクラブ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

2 17.37.* 奥野　伶奈 宇治山田商高 3 高校 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

3 17.39.* 稲葉　夢香 四日市商高 2 高校 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

4 18.06.* 水口　侑子 デンソー 一般 第4回さいたま国際マラソン さいたま 20181209

5 18.10.* 岡野　敬加 四日市商高 1 高校 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

6 18.15.* 倉野　加奈 宇治山田商高 1 高校 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

7 18.18.* 市川　巴菜 津高 2 高校 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

7 18.18.* 丹羽　瑞希 四日市商高 1 高校 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

渡 美奈 な 総合学園高 高校 中 重 伊勢さ 伊勢9 18.19.* 渡辺　美奈 いなべ総合学園高 3 高校 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

10 18.32.* 池田　萌 四日市商高 2 高校 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

【10ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 33.23.* * 荘司　麻衣 デンソー 一般 第46回全日本実業団ハーフマラソン 山口 20180211

2 33.46.* * 水口　侑子 デンソー 一般 第46回全日本実業団ハーフマラソン 山口 20180211

3 34.12.* * 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128坂本 喜子 ウ ネ 般 第 回大阪国際女子 ラ 大阪

4 34.19.* * 池内　彩乃 デンソー 一般 第46回全日本実業団ハーフマラソン 山口 20180211

5 35.08.* * 和田　さくら デンソー 一般 第46回全日本実業団ハーフマラソン 山口 20180211

6 35.52.* * 橋本　有純 日体大 1+ 大学 第40回読売犬山ハーフマラソン 犬山 20180225

7 38.05.* * 市川　真澄 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

8 38.38.* * 水谷　百花 中京大 3+ 大学 第40回読売犬山ハーフマラソン 犬山 20180225

9 38.58.* * 後藤　菜緒 四日市商高 2+ 高校 第40回読売犬山ハーフマラソン 犬山 20180225

10 39.04.* * 平山　璃奈 神戸学大 1+ 大学 大阪ハーフマラソン 大阪 20180128

【 】【15ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 52.18.* * 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

2 54.06.* * 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

3 54.27.* * 和田　さくら デンソー 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

4 56.49.* * 市川　真澄 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

5 58.40.* * 山神　由佳 三重陸協 一般 第28回仙台国際ハーフマラソン 仙台 20180513

6 59 01 * * 平山 璃奈 神戸学大 1+ 大学 大阪ハーフマラソン 大阪 201801286 59.01.* * 平山　璃奈 神戸学大 1+ 大学 大阪ハ フマラソン 大阪 20180128

7 59.02.* * 佐野　亜弓 Ｒｕｎ　ｆｅｅｔ 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

8 59.43.* * 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

9 1.00.59.* * 倉本知美 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

10 1.01.33.* * 斎藤　綾乃 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311
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【20ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.09.40.* * 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

2 1.10.51.* * 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

3 1.13.32.* * 和田　さくら デンソー 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

4 1.15.30.* * 市川　真澄 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

5 1.18.48.* * 山神　由佳 三重陸協 一般 第28回仙台国際ハーフマラソン 仙台 20180513

6 1 19 17 * * 佐野 亜弓 Ｒ ｆ ｔ 般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハ フ 201812026 1.19.17.* * 佐野　亜弓 Ｒｕｎ　ｆｅｅｔ 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

7 1.20.06.* * 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

8 1.20.07.* * 平山　璃奈 神戸学大 1+ 大学 大阪ハーフマラソン 大阪 20180128

9 1.20.24.* * 斎藤　綾乃 鹿族 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

10 1.21.45.* * 倉本知美 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

【ハーフマラソン】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.13.29.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

2 1.15.01.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

3 1.17.51.* 和田　さくら デンソー 一般 第8回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20180422

4 1.19.27.* 市川　真澄 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

5 1.23.05.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第28回仙台国際ハーフマラソン 仙台 20180513

6 1.23.30.* 佐野　亜弓 Ｒｕｎ　ｆｅｅｔ 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

7 1.24.29.* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

8 1.24.46.* 斎藤　綾乃 鹿族 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

平 璃奈 神 学大 大学 大阪 大阪9 1.25.13.* 平山　璃奈 神戸学大 1+ 大学 大阪ハーフマラソン 大阪 20180128

10 1.26.09.* 倉本　知美 三重陸協 一般 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフ 20181202

【25ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.27.14.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

2 1.29.55.* 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

3 1.40.38.* 斎藤　綾乃 鹿族 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128斎藤 綾乃 鹿族 般 第 回大阪国際女子 ラ 大阪

4 1.41.47.* 市川　真澄 三重陸協 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

5 1.42.32.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第20回記念長野マラソン 長野 20180415

6 1.42.33.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

7 1.43.22.* 佐野　亜弓 元気アップこものＲＣ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

8 1.43.42.* 世古　理恵 Ｍｉｅ　Ｗｉｎｄ　ＲＣ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

9 1.45.53.* 岸野　徳子 元気アップこものＲＣ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

10 1.48.55.* 山下　奈央 名古屋大 4+ 大学 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

【 】【30ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.45.33.* * 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

2 1.49.22.* * 坂本　喜子 ＹウェルネスＣ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

3 2.01.56.* * 市川　真澄 三重陸協 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

4 2.01.58.* * 斎藤　綾乃 鹿族 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

5 2.03.05.* * 山神　由佳 三重陸協 一般 第20回記念長野マラソン 長野 20180415

6 2 03 23 * * 岡田 奈巳 三重陸協 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 201801286 2.03.23.* * 岡田　奈巳 三重陸協 般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

7 2.04.36.* * 佐野　亜弓 元気アップこものＲＣ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

8 2.04.48.* * 世古　理恵 Ｍｉｅ　Ｗｉｎｄ　ＲＣ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

9 2.07.32.* * 岸野　徳子 元気アップこものＲＣ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

10 2.11.40.* * 村田　祥江 Ｉｓｅ・ＴＣ 一般 第28回かすみがうらマラソン かすみがうら 20180415

20



【35ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 2.08.37.* * 水口　侑子 デンソー 一般 第4回さいたま国際マラソン さいたま 20181209

2 2.37.23.* * 田中　千裕 鹿族 一般 第4回さいたま国際マラソン さいたま 20181209

【マラソン】

RANK 記録 選手/チ ム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 2.32.14.* 水口　侑子 デンソー 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

2 2.35.40.* 坂本　喜子 ＹウエルネスＣ 一般 東京マラソン 東京 20180225

3 2.47.25.* 市川　真澄 三重陸協 一般 東京マラソン 東京 20180225

4 2.54.59.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第20回記念長野マラソン 長野 20180415

5 2.56.02.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

6 2.56.34.* 佐野　亜弓 元気アップこものＲＣ 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

7 2.58.00.* 斎藤　綾乃 鹿族 一般 第37回大阪国際女子マラソン 大阪 20180128

8 2.58.02.* 世古　理恵 Ｍｉｅ　Ｗｉｎｄ　ＲＣ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

9 2.59.21.* 岸野　徳子 元気アップこものＲＣ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋 20180311

10 3.05.33.* 加世堂　さおり Ｒｕｎ　ｆｅｅｔ 一般 東京マラソン 東京 20180225

【50ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 4.33.18.* * 加藤　かほり チームブラスト 一般 第33回サロマ湖100kmウルトラマラソン サロマ湖 20180624

【100ｋ 】【100ｋｍ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 9.21.39.* * 加藤　かほり チームブラスト 一般 第33回サロマ湖100kmウルトラマラソン サロマ湖 20180624

【5ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 26.36.* * 井上　香里 上野高 1+ 高校 第101回日本選手権20km競歩 六甲アイランド 20180218井 香 野高 高校 第 回日本選手権 競歩 甲 イラ

2 27.02.* * 槙田　恵 至学館大 4 大学 57thAllJapanRaceWalkinginTakahata 高畠 20181028

【10ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 55.25.* * 槙田　恵 至学館大 4 大学 57thAllJapanRaceWalkinginTakahata 高畠 20181028

2 56.07.* * 島田　真優 岩手大 2+ 大学 第49回元旦競歩（5k・10k・20k） 瑞穂 20180101

【 】【15ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1.26.01.* * 槙田　恵 至学館大 4 大学 57thAllJapanRaceWalkinginTakahata 高畠 20181028

【20ｋｍＷ】

RANK 記録 選手/チーム 所属 学年 選手区分 名 競技場名 競技日 備考

1 1 57 12 * * 槙田 恵 至学館大 4 大学 第57回全日本50km競歩高畠 高畠 201810281 1.57.12.* * 槙田　恵 至学館大 4 大学 第57回全日本50km競歩高畠 高畠 20181028
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