
【100ｍ】

記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

10.35* +1.5* 矢橋　寛明 ヴィアティンＲＣ 一般 南部忠平記念 北海道厚別 20190707

10.42* +0.9* 諏訪　達郎 ＮＴＮ 一般 第1回宮崎県記録会 宮崎市生目の杜総合運動公園 20190413

10.46* +0.5* 藤本　峻介 岐阜協立大 4 大学 水戸招待陸上競技兼水戸市陸上競技 水戸市立 20190505

10.51* +1.1* 森岡　大地 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

10.52* +1.4* 的場　奏太 近大 2 大学 奈良県選手権 鴻ﾉ池 20190504

10.53* +1.3* 林　哉太 四日市工高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

10.58* +1.9* 千種　紹弘 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ兼第34回布勢ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 鳥取県立布勢運動公園 20190602

10.58* +1.3* 石倉　南斗 ＮＴＮ 一般 第62回東海陸上競技選手権 伊勢 20190825

10.59* 0.0* 上山　紘輝 近大 大学 第73回出雲競技会 島根県立浜山公園 20190421

10.59* +1.8* 川村　建勝 中京大 4 大学 第3回陸協記録会 大津市皇子山 20190812

【200ｍ】

記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

20.88* -1.0* 諏訪　達郎 ＮＴＮ 一般 第63回中部実業団対抗陸上競技 長良川 20190511

21.00* +0.9* 川端　魁人 中京大 3 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190622

21.04* 0.0* 上山　紘輝 近大 大学 第35回静岡国際陸上競技※1回め 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190503

21.09* +1.0* 山路康太郎 法大 1 大学 第30回関東学生新人選手権 相模原麻溝公園 20190922

21.12* 0.0* 小林　雄一 ＮＴＮ 一般 第35回静岡国際陸上競技※1回め 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190503

21.14* +0.0* 西沢　隆汰 近大 3 大学 第1回学連競技会 大阪府服部緑地 20190802

21.15* +1.2* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第2回滋賀陸協記録会 大津市皇子山 20190519

21.22* +0.0* 的場　奏太 近大 2 大学 第1回学連競技会 大阪府服部緑地 20190802

21.22* +1.9* 森岡　大地 デンソー大安 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居･大阪市長居第二 20190922

21.24* +0.5* 林　哉太 四日市工高 3 高校 第72回全国高校総合体育 沖縄県総合運動公園 20190807

【300ｍ】

記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

33.36* 川満　健太 味の素ＡＧＦ 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

33.48* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第23回春季記録会(高･一般) 県総合 20190309

33.70* 野田　龍太郎 大東大文化大 大学 第8回日本記録挑戦会兼住友電工杯 住友総合グランド 20191013

33.72* 上山　紘輝 近大 大学 第73回出雲競技会 島根県立浜山公園 20190421

33.80* 愛敬　彰太郎 ＮＴＮ 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

33.96* 森岡　大地 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 個人種目選手権 伊勢 20190616

34.25* 稲垣　夏生 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

34.27* 西沢　隆汰 近大 3 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

34.29* 中垣内　太智 津西高 2 高校 第7回全国高校陸上競技選抜 大阪市長居 20190901

34.38* 濱口　虎汰郎 宇治山田商高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

【400ｍ】

記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

0.46.65* 大谷　尚文 慶大 4 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190912

0.46.94* 川端　魁人 中京大 3 大学 第74回国民体育 笠松運動公園 20191006

0.47.02* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 第63回中部実業団対抗陸上競技 長良川 20190512

0.47.11* 愛敬　彰太郎 ＮＴＮ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

0.47.53* 川満　健太 味の素ＡＧＦ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

0.47.56* 直江　航平 東海大 4 大学 第55回四大学対校競技会 町田市立 20190414

0.47.59* 野田　龍太郎 大東大 4 大学 第62回平塚市ﾅｲﾀｰ記録会 Shonan BMW ｽﾀｼﾞｱﾑ平塚 20190728

0.48.08* 稲垣　夏生 ＴＳＭ 一般 第63回中部実業団対抗陸上競技 長良川 20190512

0.48.40* 野呂　仁人 皇學館高 2 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190921

0.48.44* 濱口　虎汰郎 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190531



【800ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 1.52.92* 中村　倖 中京大 2 大学 第2回ＧＫＵサマーナイト競技会 岐阜協立大学 20190720

2 1.53.04* 秦　駿介 近大 3 大学 関西学生種目別選手権 大阪市長居第二 20191018

3 1.53.20* 南部　慎 神戸大 4 大学 第1回学連競技会 大阪府服部緑地 20190802

4 1.53.88* 浅野　太心 高田高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

5 1.54.10* 野村　拓也 筑波大 4 大学 第5回筑波大競技会 筑波大学 20190803

6 1.54.14* 橋本　真宙 近大 1 大学 関西学生新人陸上競技選手権 大阪市長居第二 20190827

7 1.54.25* 岡田　太陽 岐阜協立大 1 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

8 1.54.31* 愛敬　虎之介 日大 3 大学 Juntendo Challenge 順天堂大学 20190810

9 1.54.71* 矢野　竜佑 岐阜協立大 4 大学 第2回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大学 20190720

10 1.55.16* 深田　陸斗 三重高 2 高校 第68回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢補助 20190812

【1500ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 3.51.29* 塩沢　稀夕 東海大 3 大学 第2回東海大学競技会 東海大学湘南校舎 20190802

2 3.52.29* 佐伯　陽生 伊賀白鳳高 3 高校 第187回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎 20190706

3 3.56.46* 山本　恭澄 法大 1 大学 第98回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園 20190523

4 3.57.02* 山中　秀真 四日市工高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季大会 伊勢 20190511

5 3.57.42* 近藤　啓太 鈴鹿高専 S2 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190517

6 3.57.58* 秦　駿介 近大 3 大学 第96回関西学生対校選手権 西京極 20190510

7 3.57.94* 伊藤　秀虎 四日市工高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権大会 伊勢 20190714

8 3.58.11* 永洞　和季 伊賀白鳳高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権大会 伊勢補助 20190714

9 3.58.32* 小早川　健 ＮＴＮ 一般 第82回三重県陸上競技選手権大会 伊勢 20190714

9 3.58.32* 川瀬　翔矢 皇學館大 3 大学 第14回松阪陸上競技選手権大会 伊勢補助 20190804

【3000ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 08.17.07* 田辺　佑典 法大 2+ 大学 第8回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩 20190322

2 08.18.79* 野田　啓太 日大 3 大学 第4回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩 20190629

3 08.27.92* 倉本　晃羽 白子中 3 中学 第190回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎 20191124

4 08.28.46* 川瀬　翔矢 皇學館大 3 大学 東海学生陸上競技春季 知多運動公園 20190407

5 08.28.69* 塩沢　稀夕 東海大 4 大学 第186回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎 20190616

6 08.29.24* 佐伯　陽生 伊賀白鳳高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

7 08.31.42* 桑山　楓矢 皇學館大 3 大学 東海学生陸上競技春季 知多運動公園 20190407

8 08.31.96* 山本　恭澄 伊賀白鳳高 3+ 高校 第8回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩 20190322

9 08.32.25* 山中　秀真 四日市工高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

10 08.33.87* 宇留田　竜希 東海大 1 大学 第32回六大学対校選手権 千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 20190713

【5000ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 13.36.93* 川瀬　翔矢 皇學館大 3 大学 第274回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191117 県新

2 13.57.87* 小森　稜太 帝京大 4 大学 第273回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191006

3 13.58.12* 小山　陽平 ＮＴＮ 一般 第275回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191201

4 14.00.36* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 第1回中京大学土曜競技会 中京大 20190406

5 14.04.90* 塩沢　稀夕 東海大 3 大学 第55回四大学対校競技会 町田市立 20190414

6 14.07.54* 小早川　健 ＮＴＮ 一般 第272回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20190922

7 14.07.61* 伊藤　秀虎 四日市工高 3 高校 第275回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191201

8 14.09.59* 横井　裕仁 ＮＴＮ 一般 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

9 14.13.43* 佐藤　榛紀 四日市工高 2 高校 第275回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191201

10 14.16.34* 永洞　和季 伊賀白鳳高 3 高校 第275回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191201



【10000ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 28.16.17* 塩沢　稀夕 東海大 3 大学 第274回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191116

2 28.26.37* 川瀬　翔矢 皇學館大 3 大学 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 法政大学多摩校地 20191123

3 28.37.67* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 八王子ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ 法政大学多摩校地 20191123

4 28.45.00* 横井　裕仁 ＮＴＮ 一般 第1回駅伝強化長距離競技会 瑞穂公園北 20191013

5 28.50.26* 多喜端　夕貴 ＮＴＮ 一般 第275回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191130

6 28.52.90* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 第272回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20190921

7 29.03.02* 辻野　恭哉 ＮＴＮ 一般 第275回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191130

8 29.07.48* 野田　啓太 日大 3 大学 第275回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191130

9 29.15.49* 小早川　健 ＮＴＮ 一般 第275回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台 20191130

10 29.18.08* 小森　稜太 帝京大 4 大学 第1回世田谷競技会 世田谷区立総合運動場 20190406

【110ｍH】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 13.63* +1.9* 藤井　亮汰 三重県体育協会 一般 第74回国民体育 笠松運動公園 20191007 県新

2 14.19* +0.6* 古谷　新太 国武大 1 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

3 14.50* +2.0* 大井　悠 皇學館高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

4 14.78* +0.5* 吉田　隆哉 近大高専 2 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191026

5 14.85* +0.6* 川畑　涼 近大高専 5 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

6 14.89* +0.5* 長田　一晟 近大高専 2 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191026

7 14.90* +1.7* 篠原　頌実 国士大 4 大学 第98回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園 20190524

8 14.94* +0.6* 辻　大生 三重大医陸 6 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

9 14.98* +1.7* 森　瑛志 三重大 4+ 大学 第2回関西学連競技会 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 20190314

10 15.02* -0.7* 伊藤　耕世 三重短大 2 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

【110ｍJH】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 13.79* -0.6* 古谷　新太 国武大 1 大学 U20/U18日本陸上競技選手権 広島広域公園 20191018 県新

2 14.36* -0.4* 山田　真大 皇學館高 1 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

3 14.55* +0.3* 長田　一晟 近大高専 2 高校 第3回奈良市陸協記録会 鴻ﾉ池 20190825

4 14.65* +0.7* 榊原　駿太 いなべ総合高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

5 14.93* +0.7* 藤田　晃輝 皇學館高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

6 14.99* +0.8* 川添　蒼慎 上野高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

7 15.13* +0.4* 打田　快生 菰野中 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

8 15.22* 1.2* 東森　夏輝 近大高専 3 高校 第35回U20日本陸上競技選手権混成競技 長野市営 20190609

9 15.42* +0.7* 佐脇　大政 稲生高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

10 15.45* +0.4* 長田　怜士 アスリートＹ 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

【300ｍH】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.37.47* 中西　佑輔 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 個人種目選手権 伊勢 20190616

2 0.37.59* 稲垣　夏生 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

3 0.38.15* 柳本　拓也 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

4 0.38.62* 伊藤　耕世 三重短大 2 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

5 0.38.63* 安井　弦 鈴鹿高専 4 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

6 0.38.99* 喜多嶋　勝平 デンソー大安 一般 個人種目選手権 伊勢 20190616

7 0.39.25* 大井　悠 皇學館高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

8 0.39.53* 東森　夏輝 近大高専 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

9 0.40.15* 斎藤　海貴 宇治山田商高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

10 0.40.30* 今村　寿輝也 稲生高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908



【400ｍH】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.52.09* 稲垣　夏生 ＴＳＭ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居 20190922

2 0.53.39* 中川　聖矢 大体大 大学 第67回大阪学生陸上競技対校選手権 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 20190404

3 0.53.47* 藤村　祥太 日体大 3 大学 第108回日本体育大学競技会 日本体育大学健志台 20190501

4 0.53.48* 中西　佑輔 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190824

5 0.53.93* 堀　拓斗 国士大 2 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大学 20191102

6 0.53.96* 柳本　拓也 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

7 0.54.27* 堀　　拓斗 国士大 2 大学 第30回関東学生新人選手権 相模原麻溝公園 20190922

8 0.54.30* 喜多嶋　勝平 デンソー大安 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

9 0.54.41* 大井　悠 皇學館高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190512

10 0.54.47* 東森　夏輝 近大高専 3 高校 第54回全国高等専門学校体育 広島広域公園 20190818

【3000ｍSC】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 08.51.69* 田辺　佑典 法大 3 大学 第37回法政大学競技会 法政大学 20190505

2 08.51.85* 山下　洸 ＮＴＮ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居 20190921

3 09.01.87* 多喜端　夕貴 ＮＴＮ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

4 09.17.95* 九嶋　大雅 日体大 1 大学 第73回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立 20190428

5 09.22.60* 小林　篤貴 四日市工高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

6 09.25.45* 田岡　享真 中京学大 1 大学 第98回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園 20190525

7 09.27.23* 清尾　琉斗 四日市工高 2 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

8 09.32.09* 中川　雄斗 伊賀白鳳高 2 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

9 09.33.08* 山田　侑矢 三重県庁ＡＣ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

10 09.35.41* 中川　瞭 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

【5000ｍＷ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 20.24.52* 村手　光樹 東京学芸大 1 大学 第67回東京地区国公立大学対校 八王子市上柚木公園 20190629

2 21.35.02* 成岡　大輝 東洋大 3 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

3 21.56.74* 坂﨑　翔 あづまフーズ 一般 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190824

4 22.01.34* 服部　有佑 中京大 1 大学 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190824

5 22.26.75* 大嶋　悠斗 三重陸協 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

6 22.41.29* 川添　康平 三重陸協 一般 第8回愛知競歩競技会 知多運動公園 20190211

7 22.44.94* 加藤　謙太 皇學館大 3 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

8 22.54.93* 荒川　幸輝 高田高 3 高校 第20回南勢地区長距離選手権 伊勢補助 20191214

9 23.07.00* 安　夏都起 伊賀白鳳高 2 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191026

10 23.23.50* 山本　泰誠 津高 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20190428

【10000ｍＷ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.41.57.08* 村手　光樹 東京学芸大 1 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190913

2 0.42.16.95* 成岡　大輝 東洋大 3 大学 第98回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園 20190525

3 0.43.00.99* 服部　有佑 中京大 1 大学 ひろしま県央競歩記録会 呉市総合 20191123

4 0.44.38.75* 大嶋　悠斗 アルペン 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居 20190921

5 0.46.52.23* 和田　卓也 至学館大 3+ 大学 第8回愛知競歩競技会 知多運動公園 20190211

6 0.48.55.16* 川島　謙一 平成国際大 大学 第5回東京学芸大学ﾅｲﾀｰ競技会 東京学芸大学 20190622

7 0.49.35.85* 坂崎　翔 あづまフーズ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居･ 20190921

8 0.51.11.52* 川島　鎌一 平成国際大 1 大学 第2回国士舘大学競技会 国士舘大学 20190505

9 1.00.08.73* 佐々　順一 三重マスターズ 一般 第8回愛知競歩競技会 知多運動公園 20190211



【4×100mR】

順位 記録 選手/チーム 所属 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.39.97* 中山智貴(B)⇒林哉太(A)⇒川端魁人(S)⇒矢橋寛明(S) 三重県 一般 第74回国民体育 笠松運動公園 20191007

2 0.40.12* 西沢隆汰(3)⇒的場奏太(2)⇒上山紘輝(2)⇒森井健太(2) 近大 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

3 0.40.43* 中山智貴(B)⇒林哉太(A)⇒上山紘輝(S)⇒矢橋寛明(S) 三重県 一般 第74回国民体育 笠松運動公園 20191006

4 0.40.46* 川喜田剛志⇒森岡大地⇒稲垣夏生⇒千種紹弘 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

5 0.40.56* 稲垣夏生⇒森岡大地⇒川喜田剛志⇒千種紹弘 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第10回ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20191104

6 0.40.80* 梨本真輝⇒諏訪達郎⇒小林雄一⇒東魁輝 ＮＴＮ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居 20190920

7 0.40.85* 西山桐矢(2)⇒渡辺壮貴(2)⇒田中康太郎(2)⇒林哉太(3) 四日市工高 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

8 0.41.00* 松葉大和(M2)⇒原啓祐(M2)⇒小見山泰周(1)⇒磯田拓海(2) 皇學館大 大学 第46回東海学生秋季選手権 長良川 20191005

9 0.41.02* 浦井駿吾⇒浦井崚自⇒保坂翔也⇒的羽陽尚 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

10 0.41.03* 牟田大地(3)⇒岡本宰(2)⇒上村壮汰(2)⇒中垣内太智(2) 津西高 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

【100+200+300+400mR】

順位 記録 選手/チーム 所属 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 2.01.41* 山口桜介(2)⇒川尻功陽(2)⇒猿渡駿(2)⇒辻井昂矢(2) 高田高 高校 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

2 2.01.95* 山元裕太朗(2)⇒山野裕斗(2)⇒川口晃矢(2)⇒清水翼(2) 四日市西高 高校 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

3 2.02.91* 萩原拓海(1)⇒髙松星斗(1)⇒木藤田流希(2)⇒川出龍(1) 稲生高 高校 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

4 2.03.41* 清田尚弥(1)⇒服部裕哉(1)⇒五島快晴(1)⇒谷口大魁(1) 皇學館大 大学 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

5 2.03.63* 清水尚輝(3)⇒西山琉斗(3)⇒今村寿輝也(3)⇒鶴井康裕(3) 稲生高 高校 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

6 2.04.63* 浜野伶爾⇒馬場雄太⇒石本幹也⇒中西佑輔 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

7 2.06.02* 高瀬椋太(1)⇒森裕真(1)⇒野田侑作(2)⇒亀鷹佑晟(2) 高田高 高校 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

8 2.06.55* 秋田琉希(3)⇒久保賢志朗(3)⇒伊藤悠真(3)⇒鈴木亜成(3) 鼓ヶ浦中 中学 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

9 2.08.25* 伊藤慎吾⇒豊田隆葵⇒加藤健太郎⇒保坂翔也 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

10 2.08.39* 甲斐龍人(J3)⇒福田昂太(J3)⇒濵口純明(J3)⇒岳野迪也(J3) 熊野ＲＣ 中学 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

【4×400mR】

順位 記録 選手/チーム 所属 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 3.12.38* 森岡大地⇒水谷拓也⇒稲垣夏生⇒千種紹弘 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第10回ｴｺﾊﾟﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑｽﾞ 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20191104

2 3.14.55* 森岡大地⇒水谷拓也⇒稲垣夏生⇒辻佑太 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第62回東海陸上競技選手権 伊勢    20190825

3 3.16.35* 島田健太郎(3)⇒野呂仁人(2)⇒森輝(3)⇒大井悠(3) 皇學館高 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

4 3.17.14* 五島快晴(1)⇒原啓祐(M2)⇒磯田拓海(2)⇒藤川駿(4) 皇學館大 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190622

5 3.17.51* 古尾洸介(3)⇒宮脇伸宙(3)⇒早川恭平(3)⇒浜口虎汰郎(3) 宇治山田商高 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190623

6 3.18.09* 佐野宇宙(3)⇒瀬古陸斗(1)⇒深田陸斗(2)⇒ゴメスニコラス(2) 三重高 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190623

7 3.18.57* 中井樹(3)⇒近藤勇太(3)⇒本田基偉(3)⇒吉矢悠大(3) 近大高専 高校 三重県高校 伊勢 20190602

8 3.19.14* 三鬼翔哉(2)⇒野呂仁人(2)⇒大川祥太(1)⇒中東大輔(2) 皇学館高 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂 20191027

9 3.19.32* 古尾洸介(3)⇒宮脇伸宙(3)⇒山本海翔(3)⇒濱口虎汰郎(3) 宇治山田商高 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190512

10 3.19.68* 島田健太郎(3)⇒野呂仁人(2)⇒藤本大輝(3)⇒森輝(3) 皇學館高 高校 三重県高校 伊勢 20190602



【走高跳】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 2.30* 衛藤　昂 味の素ＡＧＦ 一般 第35回静岡国際陸上競技※1回め 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190503 県タイ

2 2.17* 勝田　将 三重教員ＡＣ 一般 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

3 2.12* 本田　基偉 近大高専 3 高校 第6回奈良市陸協記録会 奈良市鴻ﾉ池 20191103

4 2.08* 加藤　健太郎 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 一般 横須賀市春季記録会 横須賀市 20190330

5 2.07* 小川　エンリケ 亀山高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190601

6 2.03* 池住　達也 Ｉｓｅ　ＴＣ 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

7 2.01* 加治　有登 桑名西高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190601

7 2.01* 畠田　寛大 鳥羽商船 3 高校 第54回全国高等専門学校体育 広島広域公園 20190817

9 1.99* 坂本　悠真 伊勢学園高 3 高校 第68回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢補助 20190811

9 1.99* 川端　優太 皇學館高 1 高校 第68回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢補助 20190811

【棒高跳】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 5.30* 逸見　俊太 美志摩パール 一般 第6回奈良市陸協記録会 奈良市鴻ﾉ池 20191104

2 5.21* 野呂　惇人 日体大 2 大学 第14回N.S.S.Uオープン競技会 日本体育大学健志台 20190812

3 5.10* 松井　駿斗 伊勢高 3 高校 第72回全国高校総合体育 沖縄県総合運動公園 20190805

4 5.01* 阿部　圭吾 日体大 3 大学 第14回N.S.S.Uオープン競技会 日本体育大学健志台 20190812

5 5.00* 藤川　昂琉 明治国際医療大 3 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190622

6 4.90* 野呂　仁人 皇学館高 1+ 高校 日本室内陸上競技大阪 大阪城ホール 20190202

7 4.80* 白井　颯斗 皇學館高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

8 4.71* 田畑　龍正 日体大 2+ 大学 日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学健志台 20190310

9 4.70* 山川　爽 伊勢工高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

9 4.70* 池上　陽向 近大高専 2 高校 第3回奈良市陸協記録会 奈良市鴻ﾉ池 20190825

【走幅跳】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 7.83* +1.2* 石倉　南斗 ＮＴＮ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居 20190921

2 7.82* -0.6* 伊藤　陸 近大高専 4 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190913

3 7.56* +0.1* 久保倉　佳吾 東海大 2 大学 第1回東海大学種目別競技会 東海大学 20190420

4 7.43* +0.7* 松岡　修平 筑波大 4 大学 第8回筑波大記録突破競技会 筑波大学 20190810

4 7.43* -0.1* 林　風汰 ＮＴＮ 一般 第2回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大学 20190720

6 7.40* +1.1* 植村　五輪人 日体大 3 大学 第14回N.S.S.Uオープン競技会 日本体育大学健志台 20190811

7 7.30* -0.1* 藤本　大輝 皇學館高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190621

8 7.27* +2.0* 松葉　大和 皇學館大 M2 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

9 7.26* 1.7* 東　魁輝 ＮＴＮ 一般 Queensland Track Classic/AUS Queensland 20190323

10 7.22* 0.0* 清水　剛士 三重陸協 一般 第6回中京大学土曜競技会 中京大学梅村 20191019

10 7.22* -1.5* 村島　佑樹 高田高 2 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190621

【三段跳】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 16.34* +0.6* 伊藤　陸 近大高専 4 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190915 U20日本新

2 15.47* +0.3* 松葉　大和 皇學館大 M2 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190915

3 15.12* -0.4* 田口　雄暉 津東高 3 高校 第72回三重県高校対校選手権 伊勢 20190602

4 15.03* +1.6* 保坂　翔也 鈴鹿高専 大学 第11回山田隆記念競技会 鴻ﾉ池 20190324

5 14.99* +0.2* 西澤　団 シンフォニアテクノロジー 一般 第2回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大学 20190720

6 14.98* -1.2* 濱口　隆翔 Ｉｓｅ・ＴＣ 一般 第13回岡山カーニバル 岡山県総合 20191026

7 14.65* +0.3* 伊藤　渉 近大高専 2 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂 20191027

8 14.59* +1.7* 吉田　隆哉 近大高専 2 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190922

9 14.40* -0.1* 谷本　類都 同志社大 1 大学 第2回奈良市記録会 鴻ﾉ池 20190812

10 14.39* +1.1* 辻　昌享 三重教員ＡＣ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714



【砲丸投】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 15.66* 別所　竜守 国士大 2 大学 第30回関東学生新人選手権 相模原麻溝公園 20190921

2 14.75* 大川　智也 大体大 3 大学 関西学生種目別選手権 長居第二 20191016

3 14.56* 成瀬　雅哉 皇學館大 3 大学 第46回東海学生秋季選手権 長良川 20191006

4 14.44* 井豫　規人 皇學館大 4 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190519

5 14.14* 宮崎　武斗 中京大 1 大学 第5回中京大学土曜競技会 中京大学 20190921

6 13.80* 前川　純太 大体大 1 大学 第4回大阪体育大学競技会 浪商学園 20190921

7 13.65* 臼井　智哉 岐阜協立大 2 大学 東海学生陸上競技春季 知多運動公園 20190407

8 13.24* 澤村　健斗 三重大 3 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190519

9 12.70* 仲　徹也 Ｉｓｅ　ＴＣ 一般 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

10 12.63* 熊川　依吹 白山高 2 高校 第5回大阪体育大学競技会 浪商学園 20191103

【円盤投】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 49.89* 大山　祐史 ろけっと団 一般 第62回東海陸上競技選手権 伊勢    20190825

2 45.97* 藤原　潤 Ｉｓｅ　ＴＣ 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

3 44.62* 澤村　健斗 三重大 3 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

4 44.10* 清水　元基 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 第1回津記録会 伊勢補助 20190526

5 43.55* 三井　康平 稲生高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

5 43.55* 鴨澤　青海 宇治山田商高 3 高校 第18回津ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 伊勢補助 20191104

7 41.28* 平田　雄大 大体大 1+ 大学 第6回大阪体育大学競技会 浪商学園 20190223

8 40.66* 平井　周作 国士大 1 大学 第6回国士舘大学競技会 国士舘大学 20191102

9 40.34* 稲垣　太一 伊賀つばさ学教 一般 第63回中部実業団対抗陸上競技 長良川 20190512

10 40.32* 宮崎　翔 皇學館大 3 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190517

【ハンマー投】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 62.44* 村木　亮太 九州共立大 大学 第3回九州共立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞ競技会 九州共立大学 20190525

2 62.11* 山中　大勢 九州共立大 4 大学 第89回九州学生対校選手権 熊本県民総合 20190519

3 58.23* 丹生　将稔 ＪＲ東海 一般 第63回中部実業団対抗陸上競技 長良川 20190512

4 57.03* 川合　隆誠 順大 1 大学 第30回関東学生新人選手権 相模原麻溝公園 20190921

5 52.65* 杉山　亜聡 明治国際医療大 3 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190621

6 51.59* 前川　昂輝 明治国際医療大 2 大学 関西学生新人選手権兼ディムライトリレーズ 長居第二 20190827

7 50.56* 谷口　史弥 皇學館大 4 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190518

8 50.46* 平山　竜慎 明治国際医療大 1 大学 第1回南丹市陸協春季記録会 京都府立丹波 20190429

9 47.01* 前川　広晴 明治国際医療大 1 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

10 46.21* 中村　歓汰 菰野高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

【やり投】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 73.07* * 中西　啄真 大体大 M2+ 大学 第7回大阪体育大学競技会 浪商学園 20190316

2 64.37* * 草野　澪也 国士大 3 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

3 64.11* * 前川　斉幸 中京大 2 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

4 63.28* * 濱﨑　優紀 皇學館大 4 大学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 20190406

5 63.14* * 中村　竜成 伊勢工高 2 高校 第72回全国高校総合体育 沖縄県総合 20190805

6 62.16* * 濱崎　康平 八木学園 一般 第63回中部実業団対抗陸上競技 長良川 20190511

7 61.53* * 峰　達矢 三重教員ＡＣ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

8 60.43* * 矢野　浩丈 皇學館大 4 大学 第68回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢補助 20190812

9 60.39* * 三村　憲史 皇學館大 3 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

10 59.99* * 荒木　崇裕 津市役所 一般 第63回中部実業団対抗陸上競技 長良川 20190511



【十種競技】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 7283* * 清水　剛士 三重陸協 一般 第6回中京大学土曜競技会 中京大学梅村 20191019

2 6834* * 篠原　頌実 国士大 4 大学 第98回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園 20190524

3 6548* * 前川　斎幸 中京大 2 大学 第6回中京大学土曜競技会 中京大学梅村 20191019

4 6029* * 上地　海斗 近大高専 5 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190519

5 5756* * 東森　夏樹 近大高専 3 高校 第32回梅村学園競技会 中京大 20190413

6 5592* * 稲垣　勇人 北教大岩見沢 1 大学 第71回北海道学生対校選手権 札幌市厚別 20190602

7 5502* * 鈴木　健太 近大高専 4 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190519

8 4773* * 山際　大雅 三重大 2 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190519

9 4247* * 東浦　広汰 首都大東京 1 大学 第28回東京大学競技会 東京大学 20191102

【5kｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.14.39.* 小森　稜太 帝京大 3+ 大学 第8回立川シティハーフマラソン 立川 20190310

2 0.14.43.* 市川　唯人 青学大 3 大学 第14回世田谷246ハーフマラソン 駒沢オリンピック公園 20191110

3 0.14.49.* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園･東側 20190127

4 0.14.52.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 函館ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 函館市ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190707

5 0.15.00.* 児玉　勘太 愛知工大 3+ 大学 第8回立川シティハーフマラソン 立川 20190310

6 0.15.04.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 函館ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 函館市ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190707

7 0.15.05.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第29回仙台国際ハーフマラソン 仙台 20190512

8 0.15.16.* 野田　啓太 日大 2+ 大学 第8回立川シティハーフマラソン 立川 20190310

9 0.15.18.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園･東側 20190127

10 0.15.19.* 名村　樹哉 日体大 1 大学 第96回東京箱根間往復大学駅伝予選会 国営昭和記念公園 20191026

【10kｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.29.23.* 小森　稜太 帝京大 3+ 大学 第8回立川シティハーフマラソン 立川 20190310

2 0.29.32.* 市川　唯人 青学大 3 大学 第14回世田谷246ハーフマラソン 駒沢オリンピック公園 20191110

3 0.29.42.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 新潟ハーフマラソン 新潟ビッグスワン 20190317

4 0.29.47.* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園･東側 20190127

5 0.30.05.* 上村　直也 皇學館大 2+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

6 0.30.07.* 角出　龍哉 明大 4+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

6 0.30.07.* 川瀬　翔矢 皇學館大 2+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

8 0.30.20.* 桑山　楓矢 皇學館大 2+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

9 0.30.21.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 Hamburg Marathon/GER Hamburg 20190428

10 0.30.25.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第29回仙台国際ハーフマラソン 仙台 20190512

【15kｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.43.59.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀 20190203

2 0.44.18.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀 20190203

3 0.44.26.* 小森　稜太 帝京大 3+ 大学 第8回立川シティハーフマラソン 立川 20190310

4 0.44.33.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 新潟ハーフマラソン 新潟ビッグスワン 20190317

5 0.44.36.* 市川　唯人 青学大 3 大学 第14回世田谷246ハーフマラソン 駒沢オリンピック公園 20191110

6 0.44.38.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 函館ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 函館市ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190707

7 0.45.31.* 角出　龍哉 明大 4+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

7 0.45.31.* 川瀬　翔矢 皇學館大 2+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

9 0.46.03.* 小早川　健 ＮＴＮ 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀 20190203

10 0.46.18.* 名村　樹哉 日体大 1 大学 第96回東京箱根間往復大学駅伝予選会 国営昭和記念公園 20191026



【20kｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.59.03.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀 20190203 県タイ

2 0.59.25.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 新潟ハーフマラソン 新潟ビッグスワン 20190317

3 0.59.39.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 函館ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 函館市ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190707

4 0.59.58.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀 20190203

5 1.00.00.* 小森　稜太 帝京大 3+ 大学 第8回立川シティハーフマラソン 立川 20190310

6 1.00.47.* 川瀬　翔矢 皇學館大 2+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山 20190224

7 1.00.54.* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園･東側 20190127

8 1.01.01.* 市川　唯人 青学大 3 大学 第14回世田谷246ハーフマラソン 駒沢オリンピック公園 20191110

9 1.01.15.* 角出　龍哉 明大 4+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

10 1.02.41.* 名村　樹哉 日体大 1 大学 第96回東京箱根間往復大学駅伝予選会 国営昭和記念公園 20191026

【ハーフマラソン】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 1.02.25.* 斎田　直輝 ＮＴＮ 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀 20190203

2 1.02.44.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 新潟ハーフマラソン 新潟ビッグスワン 20190317

3 1.02.51.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 函館ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 函館市 20190707

4 1.03.17.* 小森　稜太 帝京大 3+ 大学 第22回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 立川 20190310

5 1.03.24.* 桜岡　駿 ＮＴＮ 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀 20190203

6 1.03.54.* 川瀬　翔矢 皇學館大 2+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山 20190224

7 1.04.18.* 竹内　颯 ＮＴＮ 一般 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園･東側 20190127

8 1.04.22.* 市川　唯人 青学大 3 大学 第14回世田谷246ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ(速報) 駒沢 20191110

9 1.04.40.* 角出　龍哉 明大 4+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山 20190224

10 1.04.53.* 名村　樹哉 日体大 1 大学 第32回上尾シティハーフマラソン 上尾 20191117

【25kｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 1.16.42.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 Hamburg Marathon/GER Hamburg 20190428

2 1.17.53.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 第63回金栗記念熊日30Ｋロードレース 熊本城マラソン 20190217

3 1.19.44.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20190310

4 1.19.54.* 辻野　恭哉 ＮＴＮ 一般 北海道マラソン 北海道 20190825

5 1.21.40.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20190310

6 1.22.05.* 山地　伸哉 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第9回大阪マラソン 大阪 20191201

7 1.22.39.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 第73回福岡国際マラソン 福岡朝日 20191201

8 1.22.51.* 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 20190303

9 1.23.19.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第73回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20191201

10 1.23.43.* 桟敷　正志 三重陸協 一般 第73回福岡国際マラソン 福岡朝日国際 20191201

【30kｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 1.32.59.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 Hamburg Marathon/GER Hamburg 20190428

2 1.36.00.* 辻野　恭哉 ＮＴＮ 一般 北海道マラソン 北海道 20190825

3 1.36.10.* 三輪　晋大朗 ＮＴＮ 一般 第63回金栗記念熊日30Ｋロードレース 熊本城 20190217

4 1.38.53.* 山地　伸哉 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第9回大阪マラソン 大阪 20191201

5 1.39.11.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖毎日 20190310

6 1.39.29.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 第73回福岡国際マラソン 福岡 20191201

7 1.40.14.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第73回福岡国際マラソン 福岡 20191201

8 1.41.10.* 桟敷　正志 三重陸協 一般 第73回福岡国際マラソン 福岡 20191201

9 1.42.22.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

10 1.43.19.* 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 富山マラソン 富山 20191027



【35kｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 1.49.58.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 Hamburg Marathon/GER Hamburg 20190428 県新

2 1.53.31.* 辻野　恭哉 ＮＴＮ 一般 北海道マラソン 北海道 20190825

3 1.56.01.* 山地　伸哉 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第9回大阪マラソン 大阪 20191201

4 1.57.02.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

5 1.58.01.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

6 2.01.16.* 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第68回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府 20190203

7 2.03.41.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

8 2.08.32.* 松島　和志 三重陸協 一般 金沢マラソン 金沢 20191027

9 2.08.34.* 東　翔太 鹿族 一般 金沢マラソン 金沢 20191027

10 2.10.36.* 後藤　勝哉 三重陸協 一般 第9回大阪マラソン 大阪 20191201

【40kｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 2.07.12.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 Hamburg Marathon/GER Hamburg 20190428

2 2.13.13.* 辻野　恭哉 ＮＴＮ 一般 北海道マラソン 北海道 20190825

3 2.13.35.* 山地　伸哉 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第9回大阪マラソン 大阪 20191201

4 2.15.34.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

5 2.15.57.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

6 2.20.21.* 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 第68回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府 20190203

7 2.24.12.* 小川　雄一朗 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

8 2.27.59.* 東　翔太 鹿族 一般 金沢マラソン 金沢 20191027

9 2.30.06.* 後藤　勝哉 三重陸協 一般 第9回大阪マラソン 大阪 20191201

10 2.30.28.* 松島　和志 三重陸協 一般 金沢マラソン 金沢 20191027

【マラソン】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 2.14.35.* 押川　裕貴 ＮＴＮ 一般 Hamburg Marathon/GER Hamburg 20190428

2 2.21.27.* 山地　伸哉 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第9回大阪マラソン 大阪 20191201

3 2.22.06.* 辻野　恭哉 ＮＴＮ 一般 北海道マラソン 北海道 20190825

4 2.22.10.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 第73回福岡国際マラソン 福岡 20191201

5 2.23.53.* 天野　正治 ＮＴＮ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

6 2.23.59.* 辻　友寛 Ｎ．Ｆ．Ａ 一般 第74回びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ びわ湖 20190310

7 2.24.47.* 桟敷　正志 三重陸協 一般 第73回福岡国際マラソン 福岡 20191201

8 2.28.08.* 東本　裕斗 ＪＡ三重中央 一般 富山マラソン 富山 20191027

9 2.32.15.* 中田　剛司 三重陸協 一般 東京ﾏﾗｿﾝ 東京 20190303

10 2.32.16.* 松岡　直希 三重陸協 一般 第25回紀州口熊野ﾏﾗｿﾝ 紀州口 20190203

【5ｋｍＷ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.20.22.* 成岡　大輝 東洋大 2+ 大学 第43回全日本競歩能美 能美市営20Km競歩路ｺｰｽ 20190317

2 0.20.58.* 服部　有佑 伊賀白鳳高 3+ 高校 第30回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

3 0.22.41.* 加藤　謙太 皇學館大 大学 第103回日本選手権50km競歩 輪島 20190413

4 0.22.47.* 川島　鎌一 伊賀白鳳高 3+ 高校 第30回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

5 0.23.23.* 和田　卓也 至学館大 3+ 大学 第43回全日本競歩能美 能美市営20Km競歩路ｺｰｽ 20190317

6 0.27.34.* 松田　伸彦 三重マスターズ 一般 第81回元旦競歩 神宮外苑絵画館20km競歩路ｺｰｽ 20190101

7 0.29.29.* 佐々　順一 三重マスターズ 一般 第81回元旦競歩 神宮外苑絵画館20km競歩路ｺｰｽ 20190101

8 0.33.46.* 藤岡　保 三重マスターズ 一般 森山ｻﾏｰｳｵｰｸ 金ｹ崎20km競歩路 20190804



【10ｋｍＷ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 0.40.38.* 成岡　大輝 東洋大 2+ 大学 第43回全日本競歩能美 能美市営20Km競歩路ｺｰｽ 20190317

2 0.42.53.* 服部　有佑 伊賀白鳳高 3+ 高校 第30回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

3 0.46.15.* 川島　鎌一 伊賀白鳳高 3+ 高校 第30回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

4 0.47.16.* 加藤　謙太 皇學館大 大学 第103回日本選手権50km競歩 輪島 20190413

5 0.47.25.* 和田　卓也 至学館大 3+ 大学 第43回全日本競歩能美 能美市営20Km競歩路ｺｰｽ 20190317

6 1.03.47.* 佐々　順一 三重マスターズ 一般 森山ｻﾏｰｳｵｰｸ 金ｹ崎20km競歩路 20190804

7 1.09.12.* 藤岡　保 三重マスターズ 一般 森山ｻﾏｰｳｵｰｸ 金ｹ崎20km競歩路 20190804

【15ｋｍＷ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 1.01.35.* 成岡　大輝 東洋大 2+ 大学 第13回日本学生20km競歩選手権(20km) 能美市営20Km競歩路ｺｰｽ 20190317

2 1.11.50.* 和田　卓也 至学館大 3+ 大学 第13回日本学生20km競歩選手権(20km) 能美市営20Km競歩路ｺｰｽ 20190317

3 1.17.07.* 川島　鎌一 平成国際大 1 大学 第58回全日本50km競歩高畠 高畠まほろ 20191027

4 1.18.04.* 服部　有佑 中京大 1 大学 第58回全日本50km競歩高畠 高畠まほろ 20191027

5 1.36.54.* 佐々　順一 三重マスターズ 一般 全日本マスターズ競歩 北上総合運動公園 20191014

6 1.46.11.* 藤岡　保 三重マスターズ［７４］ 一般 全日本マスターズ競歩 北上総合運動公園 20191014

【20ｋｍＷ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 競技日 備考

1 1.22.49.* 成岡　大輝 東洋大 2+ 大学 第13回日本学生20km競歩選手権(20km) 能美市営20Km競歩路ｺｰｽ 20190317 県新

2 1.38.34.* 和田　卓也 至学館大 3+ 大学 第13回日本学生20km競歩選手権(20km) 能美市営20Km競歩路ｺｰｽ 20190317

3 1.48.06.* 川島　鎌一 平成国際大 1 大学 第58回全日本50km競歩高畠 高畠まほろ 20191027

4 1.48.42.* 服部　有佑 中京大 1 大学 第58回全日本50km競歩高畠 高畠まほろ 20191027

5 2.09.53.* 佐々　順一 三重マスターズ 一般 全日本マスターズ競歩 北上総合運動公園 20191014

6 2.23.08.* 藤岡　保 三重マスターズ［７４］ 一般 全日本マスターズ競歩 北上総合運動公園 20191014



【100ｍ】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 11.60* +1.7* 世古　和 ＣＲＡＮＥ 一般 第1回筑波大競技会 筑波大学 20190406

2 11.82* 1.9* 山中　日菜美 デンソー 一般 第78回滋賀県選手権 大津市皇子山 20190706

3 11.84* +1.7* 永野　真莉子 デンソー 一般 第59回秩父宮賜杯実業団･学生対抗競技会 Shonan BMW ｽﾀｼﾞｱﾑ平塚 20190727

4 11.89* +0.6* 名倉　千晃 ＮＴＮ 一般 第74回国民体育 笠松運動公園 20191005

5 11.91* +0.4* 鈴木　塔子 甲南大 3 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190622

6 11.99* +1.8* 世古　綾葉 伊勢港中 3 中学 個人種目選手権 伊勢 20190616

7 12.04* +1.7* 杉山　美貴 デンソー 一般 第59回秩父宮賜杯実業団･学生対抗競技会 Shonan BMW ｽﾀｼﾞｱﾑ平塚 20190727

8 12.05* +1.8* 松葉　みなみ 皇學館大 4 大学 第14回松阪陸上競技選手権 伊勢補助 20190804

9 12.16* +0.9* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

9 12.16* +1.6* 前田　紗希 陵成中 3 中学 第72回三重県中学 伊勢 20191020

【200ｍ】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 24.27* 0.9* 永野　真莉子 デンソー 一般 第50回新潟実業団競技会 新潟市 20190526

2 24.55* -0.5* 鈴木　塔子 甲南大 3 大学 奈良県選手権 鴻ﾉ池 20190505

3 24.76* -1.9* 山中　日菜美 デンソー 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

4 24.85* +1.8* 名倉　千晃 ＮＴＮ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居･ 20190922

5 24.87* +0.5* 魚住　るり 津高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190602

6 24.90* +1.8* 前田　紗希 陵成中 3 中学 第50回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 川崎市等々力 20191011

7 24.91* +0.9* 樋口　七海 美杉中 3 中学 第72回三重県中学 伊勢 20191019

8 24.99* -1.9* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

9 25.30* -1.9* 松葉　みなみ 皇學館大 4 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

10 25.33* -0.6* 飯嶌　あかり 中京大 4 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190912

【300ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 40.29* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

2 40.44* 魚住　るり 津高 2 高校 第7回全国高校陸上競技選抜 長居 20190901 Spr

3 41.78* 西田　真梨 三重高 2 高校 個人種目選手権 伊勢 20190616

4 41.98* 服部　愛美 皇學館大 3 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

5 42.04* 浅井　那未 いなべ総合高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

6 42.20* 谷崎　仁美 Ｔ．Ｇ．Ｋ 一般 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

7 42.47* 淺野　百花 皇學館高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

8 42.59* 佐藤　なつみ 四日市商高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

9 42.80* 新井　鈴愛 宇治山田商高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

10 43.05* 金森　末帆 いなべ総合高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

【400ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.55.81* 樫山　楓 ＮＴＮ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居 20190922

2 0.56.53* 魚住　るり 津高 2 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190621

3 0.57.27* 中村　巴南 早大 4 大学 第14回N.S.S.Uオープン競技会 健志台 20190810

4 0.57.42* 奥林　凜 四日市商高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

5 0.58.31* 高橋　悠紗子 上智大 4 大学 第2回国士舘大学競技会 国士舘大学 20190504

6 0.58.41* 浅井　那未 いなべ総合高 1 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190921

7 0.58.46* 服部　愛美 皇學館大 3 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190621

8 0.58.82* 佐藤　なつみ 四日市商高 2 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190621

9 0.58.92* 淺野　百花 皇學館高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190621

10 0.59.15* 横田　萌 松阪商高 2 高校 第3回南勢地区記録会 伊勢補助 20191005



【800ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

2 2.13.42* 澤井　風月 嬉野中 3 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢補助 20190518

3 2.15.73* 森下　みやび 伊勢高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

4 2.16.15* 山﨑　そよか 津商高 2 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

5 2.16.24* 森田　日世莉 桑名高 1 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

6 2.17.00* 倉野　加奈 宇治山田商高 2 高校 第3回京都産業大学長距離競技会 京都産業大学 20190608

7 2.18.23* 畑　まどか 宇治山田商高 1 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

8 2.18.68* 渡邉　心音 陵成中 3 中学 第65回全日本中学校通信三重大会 伊勢 20190722

9 2.18.85* 平野　里歩 多度中 2 中学 第35回三重県中学校選抜陸上競技 伊勢 20190729

10 2.19.32* 飯嶌　あかり 中京大 4 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190913

【1500ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 4.26.20* 澤井　風月 嬉野中 3 中学 第46回全日本中学校選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 20190824

2 4.30.11* 松本　未空 平田野中 2 中学 第50回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 川崎市等々力 20191011

3 4.31.70* 加藤　綾華 名城大 大学 第269回日本体育大学長距離競技会 健志台 20190420

4 4.36.78* 森田　日世莉 桑名高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

5 4.38.14* 垣内　瑞希 桑名高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

6 4.39.32* 畑　まどか 宇治山田商高 1 高校 三重県高校 伊勢 20190531

7 4.40.07* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第1回中京大学土曜競技会 中京大 20190406

8 4.41.27* 倉野　加奈 宇治山田商高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190531

9 4.41.51* 山﨑　そよか 津商高 2 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191026

10 4.41.96* 近藤　萌江 津商高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190531

【3000ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 09.12.44* 倉岡　奈々 デンソー 一般 MeetingMelinda/ITA CLES 20190824

2 09.13.67* 小笠原　朱里 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦北見 北見市東陵公園 20190717

3 09.15.01* Ｚ・フーサン デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦北見 北見市東陵公園 20190717

4 09.15.53* 荘司　麻衣 デンソー 一般 MeetingMelinda/ITA CLES 20190824

5 09.24.72* 川北　陽菜 デンソー 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居 20190920

6 09.25.37* 矢田　みくに デンソー 一般 MeetingMelinda/ITA CLES 20190824

7 09.26.56* 池内　彩乃 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦北見 北見市東陵公園 20190717

8 09.31.92* 平田　歩弓 デンソー 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居 20190920

9 09.33.61* 加藤　綾華 名城大 3 大学 第5回静岡県長距離強化記録会 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20191117

10 09.37.49* 松本　夢佳 デンソー 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦北見 北見市東陵公園 20190717

【5000ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 15.33.45* 倉岡　奈々 デンソー 一般 KBC-Night of Athletics/BEL Heusden 20190720

2 15.35.54* 荘司　麻衣 デンソー 一般 KBC-Night of Athletics/BEL Heusden 20190720

3 15.36.48* Ｚ・フーサン デンソー 一般 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか 西階 20190504

4 15.47.31* 矢田　みくに デンソー 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年 20191207

5 16.00.21* 川北　陽菜 デンソー 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年 20191207

6 16.06.99* 小笠原　朱里 デンソー 一般 第1回ﾅｲﾀｰ陸上競技(兼)国民体育予選会 長崎県立 20190623

7 16.09.93* 松本　夢佳 デンソー 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年 20191207

8 16.12.15* 森林　未来 デンソー 一般 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか 西階 20190504

9 16.13.05* 池内　彩乃 デンソー 一般 第4回ﾅｲﾀｰ記録会 長崎県立 20191013

10 16.19.50* 加藤　綾華 名城大 3 大学 第275回日本体育大学長距離競技会 健志台 20191130

【10000ｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 32.23.88* 小笠原　朱里 デンソー 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年記念公園陸上競技場 20191207

2 32.29.63* 荘司　麻衣 デンソー 一般 PaytonJordanInvitational/USA Stanford/CA 20190502

3 33.20.18* 森林　未来 デンソー 一般 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 維新百年記念公園陸上競技場 20191207

4 33.27.44* 池内　彩乃 デンソー 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居･大阪市長居第二 20190920

5 35.54.50* 古橋　亜巳 京都光華女大 4 大学 第96回関西学生対校選手権 西京極 20190510

6 37.08.26* 平山　璃奈 神戸学大 3 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190621

7 42.49.81* 伊藤　麻有 至学館大 3 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190519



【100mH】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 13.62* +1.2* 小林　紗矢香 ＮＴＮ 一般 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190825

2 13.84* -0.4* 猪岡　真帆 中京大 2 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190914

3 13.92* +1.1* 新貝　桃子 皇學館大 4 大学 日本学生陸上競技個人選手権 Shonan BMW ｽﾀｼﾞｱﾑ平塚 20190607

4 13.95* +1.7* 奥林　凜 四日市商高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

5 14.03* +1.3* 平賀　礼子 同志社大 4 大学 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190825

6 14.06* +0.8* 西垣　朱音 国士大 2 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

7 14.16* +0.8* 濵口　紀子 松阪商高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

8 14.24* +1.5* 稲田　楓 愛知学院大 1 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190622

9 14.27* +1.7* 寺本　朱那 皇學館高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

10 14.38* -0.5* 飯嶌　あかり 中京大 4 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190912

【100mYH】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 14.75* +1.8* 清水　寧々 八風中 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

2 15.01* +1.8* 土井　なつみ 厚生中 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

3 15.08* +1.7* 古川　智未 富田中 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

4 15.26* +1.8* 服部　りら 鼓ヶ浦中 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

5 15.38* +0.1* 中山　瑠奈 宇治山田商高 3 高校 第7回全国高校陸上競技選抜 長居 20190901

6 15.41* +1.7* 岸田　彩果 一志中 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

7 15.45* +0.7* 村岡　紗千 神戸高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

8 15.46* +0.7* 東　穗乃果 松阪商高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

9 15.72* +1.8* 石川　陽那菜 アスリートＹ 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

10 16.08* +1.8* 西村　理央奈 桜浜中 3 中学 第40回県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 伊勢 20190901

10 16.08* +0.7* 松本　みすず 桑名高 1 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

【300mH】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.42.61* 奥林　凜 四日市商高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

2 0.44.73* 新貝　桃子 皇學館大 4 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

3 0.46.50* 金森　末帆 いなべ総合高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

4 0.46.56* 寺本　朱那 皇學館高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

5 0.46.74* 松坂　果歩 皇學館大 2 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

6 0.47.40* 松永　紗季 伊勢高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

7 0.47.59* 森　玲乃 宇治山田高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

8 0.47.66* 辻　歩理 宇治山田商高 3 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

9 0.47.87* ？地　晴帆 三重高 3 高校 個人種目選手権 伊勢 20190616

10 0.48.12* 瀬々奈　璃乃 松阪商高 2 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

【400mH】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.58.73* 奥林　凛 四日市商高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622 県新

2 0.59.66* 猪岡　真帆 中京大 2 大学 秩父宮賜杯第72回西日本学生対校選手権 西京極 20190621

3 1.02.91* 飯嶌　あかり 中京大 4 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

4 1.05.51* 新貝　桃子 皇學館大 4 大学 第46回東海学生秋季選手権 長良川 20191006

5 1.06.00* 松永　紗季 伊勢高 2 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190922

6 1.06.01* 伊藤　花宝 桑名高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

7 1.06.20* 松坂　果歩 皇學館大 2 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190518

8 1.06.60* 濱千代　琳香 松阪商高 1 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190922

9 1.06.77* 辻　歩理 宇治山田商高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

10 1.06.97* 森　玲乃 宇治山田高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190601



【3000mSC】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 11.24.39* 岡本　凪布 皇學館大 1 大学 第46回東海学生秋季選手権 長良川 20191005

2 11.37.63* 鈴木　輝 皇學館大 4 大学 第46回東海学生秋季選手権 長良川 20191005

3 12.04.49* 扇谷　結愛 皇學館大 3 大学 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190825

4 12.18.09* 辻　有咲 中京学大 2 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

5 12.18.34* 福市　彩香 四日市商高 3 高校 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190825

6 12.24.90* 市川　紗衣 いなべ総合高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

7 12.49.85* 坂本　栞菜 四日市商高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

8 13.15.72* 村上　恋 伊賀白鳳高 3 高校 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190825

9 14.22.14* 満仲　与愛 桑名西高 1 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

【5000mW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 23.17.28* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 一般 第74回国民体育大会第1回代表選手選考会 皇子山 20190428

2 24.42.94* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

3 25.03.15* 井上　香里 上野高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

4 25.26.10* 角谷　姫佳 セントヨゼフ高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190602

5 25.42.41* 岩瀬　映伊美 皇學館大 2 大学 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　 20190824

6 26.12.43* 米川　彩華 高田高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190623

7 26.25.64* 金谷　奈津 川越高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190602

8 26.25.67* 辻　朱里 川越高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190602

9 26.50.05* 森川　友惟 上野高 2 高校 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190824

10 26.56.46* 北川　桜子 神戸高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190602

【10000mW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.46.34.98* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居 20190921 県新

2 0.50.09.49* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 ひろしま県央競歩記録会 呉市総合 20191123

3 0.53.17.67* 岩瀬　映伊美 皇學館大 2 大学 第46回東海学生秋季選手権 長良川 20191006

4 0.54.59.74* 島田　真優 岩手大 4 大学 第72回東北学生対校選手権 宮城スタジアム 20190518

5 0.58.31.75* 大野　綾音 至学館大 3+ 大学 第5回東京学芸大学競歩競技会 東京学芸大学 20190113



【4×100ｍＲ】

順位 記録 選手/チーム 所属 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.46.39* 名倉千晃⇒樫山楓⇒一色美咲⇒小林紗矢香 ＮＴＮ 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居 20190921

2 0.47.13* 世古綾葉(B)⇒鈴木塔子(S)⇒名倉千晃(S)⇒横山結香(A) 三重県 一般 第74回国民体育 笠松運動公園 20191006

3 0.47.38* 上野叶夢(2)⇒前田紗希(3)⇒清水彩加(2)⇒世古綾葉(3)   県選抜 中学 第2回津記録会 伊勢･補助 20190929 ﾀ

4 0.47.80* 栢愛莉(3)⇒伊藤美穂(4)⇒松葉みなみ(4)⇒新貝桃子(4) 皇學館大 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190518

5 0.48.11* 大畑晴香(2)⇒松本みのり(3)⇒小林真子(3)⇒天満彩巴(2) 伊勢高 高校 三重県高校 伊勢 20190601

6 0.48.16* 角山るい(1)⇒横山結香(2)⇒三ッ岩こころ(3)⇒濵口紀子(3) 松阪商高 高校 三重県高校 伊勢 20190601

7 0.48.18* 藤本彩那(1)⇒横山結香(2)⇒角山るい(1)⇒横田萌(2) 松阪商高 高校 第14回松阪陸上競技選手権 伊勢補助 20190804

8 0.48.19* 小林玲那(3)⇒木下奈々花(3)⇒廣村結(3)⇒世古綾葉(3) 伊勢港中 中学 第46回全日本中学校選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 20190824

9 0.48.21* 角山るい(1)⇒横山結香(2)⇒三ッ岩こころ(3)⇒藤本彩那(1) 松阪商高 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

10 0.48.25* 吉岡瑞希(3)⇒植村美咲(1)⇒橋口義美(3)⇒奥田涼泉(2) 四日市商高 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

【100+200+300+400mR】

順位 記録 選手/チーム 所属 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 2.24.20* 辰巳奈那(1)⇒山野綾香(1)⇒新貝桃子(4)⇒中西菜々子(1) 皇學館大 大学 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

2 2.24.39* 鈴木あかり(2)⇒村田裕香(2)⇒望月美玖(2)⇒中野菖(1) 津商高 高校 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

3 2.26.00* 中野藍(1)⇒三杉七美(1)⇒生駒志穂(2)⇒横山綾香(2) 至学館大 大学 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

4 2.27.98* 大森心葉(2)⇒平岡璃子(3)⇒谷口来瞳(2)⇒澤井風月(3) 嬉野中 中学 第35回三重ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 伊勢 20190427

5 2.28.06* 野田花音(1)⇒野村玲奈(2)⇒山内美優(2)⇒田中彩(1) 津商高 高校 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

6 2.28.65* 平子凜(1)⇒伊藤未来(1)⇒堀心菜(2)⇒野村果鈴(2) 津商高 高校 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

7 2.30.24* 深田苺亜(2)⇒一尾瑠華(2)⇒三杉光(2)⇒北村彩菜(2) 神戸中 中学 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

8 2.31.68* 境文音(3)⇒勝島朱夏里(2)⇒清水寧々(3)⇒池田真結(3) 八風中 中学 第35回三重ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 伊勢 20190427

9 2.31.80* 若林姫伽(3)⇒安藤万凜(2)⇒森口和果(3)⇒前田あおい(3) 亀山中 中学 第29回鈴鹿ｶｰﾆﾊﾞﾙ AGF鈴鹿 20191102

10 2.31.88* 湯浅綺音(3)⇒永田彩馨(3)⇒岡野美月(3)⇒山本怜亜(3) 伊勢宮川中 中学 第35回三重ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 伊勢 20190427

【4×400ｍＲ】

順位 記録 選手/チーム 所属 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 3.53.38* 奥田涼泉(2)⇒佐藤なつみ(2)⇒吉岡瑞希(3)⇒奥林凜(3) 四日市商高 高校 第62回東海陸上競技選手権 伊勢　　 20190825

2 3.56.91* 橋口義美(3)⇒佐藤なつみ(2)⇒吉岡瑞希(3)⇒奥林凜(3) 四日市商高 高校 三重県高校 伊勢 20190602

3 3.59.81* 松坂果歩(2)⇒服部愛美(3)⇒新貝桃子(4)⇒伊藤美穂(4) 皇學館大 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190519

4 3.59.85* 橋口義美(3)⇒奥林凜(3)⇒赤嶺麗央奈(2)⇒佐藤なつみ(2) 四日市商高 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190512

5 4.01.21* 辻井和音(2)⇒村瀬ひまり(2)⇒寺本朱那(3)⇒淺野百花(3) 皇學館高 高校 三重県高校 伊勢 20190602

6 4.01.56* 岡村万琳(3)⇒圓山遥比(2)⇒倉野加奈(2)⇒新井鈴愛(3) 宇治山田商高 高校 三重県高校 伊勢 20190602

7 4.02.84* 山崎そよか(2)⇒田中彩(1)⇒望月美玖(2)⇒山内美優(2) 津商高 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190623

8 4.03.00* 奥田涼泉(2)⇒佐藤なつみ(2)⇒原口未来(2)⇒赤嶺麗央奈(2) 四日市商高 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園陸上競技場 20191027

9 4.03.55* 浅野百花(3)⇒村瀬ひまり(2)⇒松林恭加(2)⇒辻井和音(2) 皇學館高 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190623

10 4.03.69* 赤嶺麗央奈(2)⇒佐藤なつみ(2)⇒原口未来(2)⇒奥林凜(3) 四日市商高 高校 三重県高校 伊勢 20190602

【混合4×400ｍＲ】

順位 記録 選手/チーム 所属 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 3.37.74* 服部愛美(3)⇒浦井崚自⇒新貝桃子(4)⇒中西佑輔 ＵＬＴＩＭＡＴＥ・皇大 一般 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

2 3.42.01* 古尾洸介(3)⇒新井鈴愛(3)⇒岡村万琳(3)⇒濱口虎汰郎(3) 宇治山田商高 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

3 3.45.47* 山中真琳(2)⇒瀬古陸斗(1)⇒西田真梨(2)⇒ゴメスニコラス(2) 三重高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

4 3.46.57* 森輝(3)⇒淺野百花(3)⇒寺本朱那(3)⇒大井悠(3) 皇學館高 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

5 3.46.65* 浅井那未(1)⇒東田大聖(1)⇒市川紗衣(3)⇒神谷龍之介(3) いなべ総合高 高校 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

6 3.47.15* 大竹優哉(2)⇒金森康(2)⇒赤嶺麗央奈(2)⇒佐藤なつみ(2) 四日市商・工 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

7 3.47.53* 元井光星(2)⇒渡邉明花(2)⇒松坂果歩(2)⇒磯田拓海(2) 皇學館大 大学 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

8 3.47.53* 高木陽(3)⇒伊藤花宝(3)⇒松野真佳(3)⇒馬場本祥太(3) 桑名高 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

9 3.47.77* 谷口大魁(1)⇒中西菜々子(1)⇒岡本凪布(1)⇒五島快晴(1) 皇學館大 大学 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019 伊勢 20190908

10 3.48.28* 加藤悠(2)⇒天満彩巴(2)⇒小林真子(3)⇒竹内健人(2) 伊勢高 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421



【走高跳】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 1.66* 阿部　汐莉 四日市商高 2 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

2 1.65* 池住　瑞紀 伊賀つばさ学教 一般 第63回中部実業団対抗陸上競技 長良川 20190512

3 1.63* 飯嶌　あかり 中京大 4 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190912

3 1.63* 藤田　紗江 国士大 1 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190912

5 1.62* 山口　華楓 伊賀白鳳高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

6 1.61* 小林　玲那 伊勢港中 3 中学 第41回東海中学校総合陸上競技 伊勢 20190809

7 1.60* 前村　絢音 皇學館大 2 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190518

7 1.60* 大門　あい 鈴鹿高専 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

7 1.60* 後藤　永実奈 四日市商高 3 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

7 1.60* 大門　さち 厚生中 3 中学 第65回全日本中学校通信三重大会 伊勢 20190722

7 1.60* 間道　由希恵 度会中 3 中学 第35回三重県中学校選抜陸上競技 伊勢 20190729

【棒高跳】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 3.60* 出口　瑞歩 皇學館大 3 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

2 3.45* 高山　華梨 皇學館高 1 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190922

3 3.20* 黒田　彩夏 いなべ総合高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190531

3 3.20* 永田　梨馨 伊勢宮川中 2 中学 第69回伊勢市中学校春季連合陸上競技 伊勢 20190605

3 3.20* 早川　朋実 明治国際医療大 1 大学 第76回全日本医歯薬獣医大学対校選手権 万博記念 20190822

3 3.20* 辻井　和音 皇學館高 2 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

3 3.20* 海老原　有緯子 厚生中 2 中学 第3回南勢地区記録会 伊勢補助 20191005

8 3.10* 白井　澪奈 玉城中 3 中学 第68回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢補助 20190811

9 3.00* 出口　なぎ 松阪商高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

9 3.00* 安保　采音 伊勢高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190531

9 3.00* 太田　風香 四日市高 2 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190922

【走幅跳】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 5.62* -0.3* 村田　千夏 国士大 1 大学 第2回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩 20190505

1 5.62* +1.4* 片岡　夏美 松阪商高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

3 5.60* -0.2* 水谷　月 いなべ総合高 2 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190921

3 5.60* +0.7* 飯嶌　あかり 中京大 4 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

5 5.57* +0.4* 堂岡　新菜 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190531

6 5.56* +2.0* 中山　瑠奈 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190531

7 5.54* +1.1* 吉田　二千翔 筑波大 1 大学 第5回筑波大競技会 筑波大学 20190803

8 5.50* -0.1* 牧野　澄 津西高 1 高校 第62回東海陸上競技選手権 伊勢 20190824

9 5.47* +0.6* 森口　和果 亀山中 3 中学 第35回三重県中学校選抜陸上競技 伊勢 20190729

10 5.42* +1.1* 宮﨑　藍果 天栄中 1 中学 第35回三重県中学校選抜陸上競技 伊勢 20190729

【三段跳】

順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 12.27* +1.6* 中山　実優 中京大 1 大学 東海学生陸上競技夏季 刈谷市総合 20190804

2 11.94* +1.1* 中山　瑠奈 宇治山田商高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190602

3 11.74* -0.8* 片岡　夏美 松阪商高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190623

4 11.52* +0.7* 杉坂　麗葵 松阪高 3 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190512

5 11.35* +0.9* 池山　実侑 城田中 3 中学 第72回三重県中学 伊勢 20191019

6 11.22* -0.3* 土井　なつみ 厚生中 3 中学 第72回三重県中学伊勢度会予選 伊勢･補助 20190927

7 11.17* +1.0* 伊藤　花宝 桑名高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190602

8 11.09* +0.6* 山本　紫織 厚生中 2 中学 第72回三重県中学 伊勢 20191019

9 11.08* +0.4* 小林　玲那 伊勢港中 3 中学 第72回三重県中学 伊勢 20191019

10 11.07* -0.9* 池田　李良 伊勢学園高 2 高校 第68回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢補助 20190812



【砲丸投】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 13.85* 床辺　彩乃 松阪商高 3 高校 第72回全国高校総合体育 沖縄県総合運動公園 20190805

2 13.44* 岩本　乙夏 稲生高 2 高校 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

3 13.30* 鳥羽瀬　めぐみ 大体大 3+ 大学 第7回大阪体育大学競技会 浪商学園 20190316

4 12.34* 上野　絢那 松阪商高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190531

5 12.00* 伊藤　梨衣奈 亀山高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190531

6 11.98* 谷口　梨瑠 松阪商高 2 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190512

7 11.86* 竹口　若奈 松阪商高 2 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190921

8 11.19* 加藤　菜未 大体大 2 大学 関西学生種目別選手権 大阪市長居第二 20191017

9 11.12* 西野　優里 松阪商高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190421

10 11.10* 藤田　紗江 国士大 1 大学 第98回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園 20190525 七

【円盤投】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 44.34* 藤原　千春 国士大 3 大学 第55回四大学対校競技会 町田市立 20190414

2 43.36* 西井　琳音 三重高 1 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191027

3 41.87* 吉田　涼奈 神戸高 2 高校 第58回三重県高校新人 伊勢 20190922

4 40.71* 桃園　晴菜 松阪商高 3 高校 第72回全国高校総合体育 沖縄県総合運動公園 20190806

5 40.65* 岩本　乙夏 稲生高 2 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190511

6 40.64* 隠岐　京子 大体大 4 大学 第1回大阪体育大学競技会 浪商学園 20190413

7 40.33* 喜多嶋　良子 三重マスターズ 一般 第2回奈良市記録会 鴻ﾉ池 20190812

8 39.74* 浦田　晏那 中京大 3 大学 第4回中京大学土曜競技会 中京大 20190728

9 38.70* 早川　栞那 伊勢学園高 3 高校 2019年度国体一次選考競技会 伊勢 20190420

10 38.65* 加納　京果 宇治山田商高 2 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191027

【ハンマー投】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 59.68* 濵田　恵里奈 九州共立大 4 大学 第8回九州共立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞ競技会 九州共立大学 20191102 県新

2 57.43* 佐藤　若菜 三重県体育協会 一般 第67回全日本実業団対抗選手権 長居 20190922

3 52.56* 東　澪 大体大 4+ 大学 第6回大阪体育大学競技会 浪商学園 20190223

4 50.93* 濵口　真幸 伊勢工高 2 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191027

5 49.23* 吉田　涼奈 神戸高 2 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191027

6 48.55* 坂本　日和 大体大 1 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190713

7 43.53* 床辺　彩乃 松阪商高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190531

8 42.55* 西井　琳音 三重高 1 高校 第22回東海高校新人選手権 瑞穂公園 20191027

9 42.32* 北川　和 至学館大 2 大学 第85回東海学生対校選手権 長良川 20190518

10 42.13* 釜谷　梨里衣 稲生高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190531

【やり投】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 49.63* 奥田　愛華 国士大 2 大学 第82回三重県陸上競技選手権 伊勢 20190714

2 47.50* 松永　莉穂 四日市四郷高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190623

3 47.00* 加藤　菜未 大体大 2 大学 第1回大阪体育大学競技会 浪商学園 20190413

4 46.51* 廣　美里 宇治山田商高 2 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190512

5 44.05* 江川　雅 いなべ総合高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190602

6 42.66* 中村　胡白 松阪商高 2 高校 三重県高校 伊勢 20190602

7 42.54* 山川　楓 松阪商高 1 高校 第3回南勢地区記録会 伊勢補助 20191005

8 42.38* 福田　梨果 桑名西高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190602

9 42.05* 山本　沙和 大体大 4 大学 第5回大阪体育大学競技会 浪商学園 20191102

10 42.02* 廣　若奈 宇治山田商高 2 高校 第49回三重県高等学校陸上競技春季 伊勢 20190512



【七種競技】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 5264* 飯嶌　あかり 中京大 4 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190913 県新

2 4867* 藤田　紗江 国士大 1 大学 天皇賜盃第88回日本学生対校選手権 長良川 20190913

3 4831* 猪岡　真帆 中京大 2 大学 第6回中京大学土曜競技会 中京大学梅村 20191019

4 4556* 濵口　紀子 松阪商高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

5 4110* 山本　沙和 大体大 大学 第67回大阪学生対校選手権 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 20190405

6 4033* 加藤　菜未 大体大 2 大学 関西学生種目別選手権 大阪市長居第二 20191018

7 3995* 伊藤　日奈多 四日市商高 3 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

8 3805* 西井裕美香 東海大 1 大学 第30回関東学生新人選手権 相模原麻溝公園 20190922

9 3757* 豊田　琴菜 松阪商高 2 高校 第66回東海高校総合体育 静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ 20190622

10 3680* 野嶋　瑞葉 皇學館高 3 高校 三重県高校 伊勢 20190601

【5ｋｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.16.14.* Ｚ・フーサン デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

2 0.16.38.* 森林　未来 デンソー 一般 第47回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソン 20190210

3 0.16.44.* 池内　彩乃 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

4 0.16.47.* 松本　亜子 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

5 0.17.33.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

6 0.17.47.* 和田　さくら デンソー 一般 第47回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソン 20190210

7 0.17.50.* 古橋　亜巳 京都光華女大 大学 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園･東側 20190127

8 0.18.31.* 平山　璃奈 神戸学大 大学 大阪ハーフマラソン 大阪ハーフマラソン 20190127

9 0.18.34.* 山口　可純 大東大 大学 第22回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190317

10 0.18.47.* 吉田　有伽 津西高 2 高校 2019中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフマラソン 20191208

【10ｋｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.32.14.* Ｚ・フーサン デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

2 0.33.10.* 荘司　麻衣 デンソー 一般 第44回板橋区・高島平ロードレース 高島平周回5kmコース 20191020

3 0.33.30.* 森林　未来 デンソー 一般 第47回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソン 20190210

4 0.33.39.* 松本　亜子 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山口循環ハーフマラソン 20191215

5 0.33.40.* 池内　彩乃 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山口循環ハーフマラソン 20191215

6 0.33.47.* 倉岡　奈々 デンソー 一般 第44回板橋区・高島平ロードレース 高島平周回5kmコース 20191020

7 0.33.51.* 小笠原　朱里 デンソー 一般 第44回板橋区・高島平ロードレース 高島平周回5kmコース 20191020

8 0.33.56.* 加藤　綾華 名城大 2+ 大学 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

9 0.34.23.* 矢田　みくに デンソー 一般 第44回板橋区・高島平ロードレース 高島平周回5kmコース 20191020

10 0.35.09.* 平田　歩弓 デンソー 一般 第44回板橋区・高島平ロードレース 高島平周回5kmコース 20191020

【15ｋｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.50.22.* 松本　亜子 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

2 0.50.23.* 池内　彩乃 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

3 0.51.36.* 水口　侑子 デンソー 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀付設 20190203

4 0.53.48.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 C&D Xiamen Marathon/CHN 厦門 20190106

5 0.54.16.* 古橋　亜巳 京都光華女大 大学 第22回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190317

6 0.58.03.* 山口　可純 大東大 大学 第22回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190317

7 0.59.01.* 佐野　亜弓 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

8 0.59.15.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

9 1.00.06.* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 2019中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフマラソンコース 20191208

10 1.00.11.* 伊藤　弓 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 2019中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフマラソンコース 20191208



【20ｋｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 1.07.39.* 松本　亜子 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

2 1.07.41.* 池内　彩乃 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

3 1.09.18.* 水口　侑子 デンソー 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀付設 20190203

4 1.11.40.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190303

5 1.12.40.* 古橋　亜巳 京都光華女大 大学 第22回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190317

6 1.15.34.* 平山　璃奈 神戸学大 大学 大阪ハーフマラソン 大阪ハーフマラソン 20190127

7 1.17.26.* 山口　可純 大東大 大学 第22回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190317

8 1.19.17.* 佐野　亜弓 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

9 1.19.25.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

10 1.19.34.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

【ハーフマラソン】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 1.11.21.* 池内　彩乃 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

2 1.11.26.* 松本　亜子 デンソー 一般 第38回山陽女子ロードレース 山陽女子ハーフマラソン 20191215

3 1.13.07.* 水口　侑子 デンソー 一般 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川県立丸亀付設 20190203

4 1.16.07.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

5 1.16.30.* 古橋　亜巳 京都光華女大 大学 第22回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190317

6 1.19.47.* 平山　璃奈 神戸学大 大学 大阪ハーフマラソン 大阪ハーフマラソンコース 20190127

7 1.21.32.* 山口　可純 大東大 大学 第22回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190317

8 1.23.35.* 佐野　亜弓 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

9 1.23.42.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

10 1.24.01.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第41回読売犬山ﾊ-ﾌﾏﾗｿﾝ 公認犬山ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190224

【25ｋｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 1.28.45.* 水口　侑子 デンソー 一般 第8回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190310

2 1.30.16.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190303

3 1.39.22.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

4 1.41.01.* 市川　真澄 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

5 1.42.03.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

6 1.42.31.* 村田　祥江 Ｉｓｅ　ＴＣ 一般 第67回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20190127

7 1.43.00.* 世古　理恵 ウイニングラン 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

8 1.43.10.* 佐野　亜弓 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第8回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190310

9 1.44.34.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第8回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190310

10 1.47.28.* 岸野　徳子 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第8回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190310

【30ｋｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 1.47.25.* 水口　侑子 デンソー 一般 第8回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190310

2 1.49.42.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

3 1.59.42.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

4 2.01.17.* 市川　真澄 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

5 2.03.16.* 村田　祥江 Ｉｓｅ　ＴＣ 一般 第67回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20190127

6 2.03.37.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

7 2.03.51.* 世古　理恵 ウイニングラン 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

8 2.04.03.* 佐野　亜弓 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

9 2.06.46.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第8回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190310

10 2.09.23.* 東　紀子 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201



【35ｋｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 2.09.41.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 C&D Xiamen Marathon/CHN 厦門 20190106

2 2.29.30.* 世古　理恵 ウイニングラン 一般 第35回ＮＡＨＡマラソン ＮＡＨＡマラソン 20191201

3 2.31.14.* 東　紀子 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

4 2.31.46.* 上野　智賀 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

5 2.41.07.* 井口　奈津美 三重陸協 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

6 2.45.50.* 松下　徳子 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第21回長野マラソン 長野オリンピック記念 20190421

7 2.49.05.* 高倉　恵理子 三重県庁ＡＣ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

8 2.50.41.* 今井　香代子 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

9 2.51.02.* 加藤　かほり チームブラスト 一般 第21回長野マラソン 長野オリンピック記念 20190421

10 2.54.04.* 西出　良美 三重陸協 一般 第68回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分毎日ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190203

【40ｋｍ】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 2.30.19.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 C&D Xiamen Marathon/CHN 厦門 20190106

2 2.52.25.* 世古　理恵 ウイニングラン 一般 第35回ＮＡＨＡマラソン ＮＡＨＡマラソン 20191201

3 2.53.35.* 東　紀子 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

4 2.53.41.* 上野　智賀 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

5 3.06.27.* 井口　奈津美 三重陸協 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

6 3.10.17.* 松下　徳子 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第21回長野マラソン 長野オリンピック記念 20190421

7 3.12.55.* 高倉　恵理子 三重県庁ＡＣ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

8 3.15.33.* 今井　香代子 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

9 3.15.49.* 加藤　かほり チームブラスト 一般 第21回長野マラソン 長野オリンピック記念 20190421

10 3.17.14.* 中川　佐恵 三重陸協 一般 いわて盛岡シティーマラソン 盛岡市 20191027

【マラソン】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 2.33.57.* 水口　侑子 デンソー 一般 第8回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190310

2 2.36.16.* 坂本　喜子 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 東京ﾏﾗｿﾝ 東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190303

3 2.49.59.* 市川　真澄 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

4 2.52.37.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

5 2.54.25.* 村田　祥江 Ｉｓｅ　ＴＣ 一般 第67回勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 20190127

6 2.57.28.* 佐野　亜弓 Ｒｕｎｆｅｅｔ 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

7 2.57.40.* 世古　理恵 ウイニングラン 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

8 2.58.16.* 岡田　奈巳 三重陸協 一般 第8回名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20190310

9 3.02.35.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第38回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子Mｺｰｽ 20190127

10 3.02.59.* 上野　智賀 ｔｅａｍ　Ｆ．Ｏ．Ｒ 一般 第9回大阪マラソン 大阪マラソンコース 20191201

【5kmW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.25.33.* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 第102回日本陸上競技選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

2 0.25.35.* 和田　菜摘 至学館大 4+ 大学 第102回日本陸上競技選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

3 0.25.55.* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 一般 第58回全日本50km競歩高畠大会 高畠まほろば 20191027

4 0.27.02.* 岩瀬　映伊美 皇學館大 大学 第103回日本選手権50km競歩 輪島 20190413

5 0.27.28.* 北川　桜子 神戸高 2+ 高校 第30回U20選抜競歩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

【10kmW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 0.50.37.* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 第102回日本陸上競技選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

2 0.51.26.* 和田　菜摘 至学館大 4+ 大学 第102回日本陸上競技選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

3 0.52.05.* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 一般 第58回全日本50km競歩高畠大会 高畠まほろば 20191027

4 0.54.38.* 岩瀬　映伊美 皇學館大 大学 第103回日本選手権50km競歩 輪島 20190413

5 0.54.12.* 島田　真優 岩手大 3+ 大学 第67回兼第81回元旦競歩 神宮外苑 20190101

【15kmW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 1.15.43.* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 第102回日本陸上競技選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

2 1.18.04.* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 一般 第58回全日本50km競歩高畠大会 高畠まほろば 20191027

3 1.18.32.* 和田　菜摘 至学館大 4+ 大学 第102回日本陸上競技選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217



【20kmW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 1.42.40.* 長谷川　睦 Ｊ＆Ｅ久居 一般 第102回日本陸上競技選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

2 1.46.53.* 和田　菜摘 至学館大 4+ 大学 第102回日本陸上競技選手権 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 20190217

【25kmW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 2.09.09.* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 一般 第58回全日本50km競歩高畠大会 高畠まほろば 20191027

【30kmW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 2.34.46.* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 一般 第58回全日本50km競歩高畠大会 高畠まほろば 20191027

【50kmW】

順位 記録 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場 年月日 備考

1 4.39.07.* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 一般 第58回全日本50km競歩高畠大会 高畠まほろば 20191027


