
【60ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 06.74* 室内 矢橋　寛明 ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 一般 2022日本選手権大阪室内 大阪城ホール 20220313

2 06.77* 室内 林　哉太 法政大 3 大学 2022日本選手権大阪室内 大阪城ホール 20220313

3 06.80* -1.6* 阪倉　慶一 T.G.K 一般 第11回日本記録挑戦記録会 住友総合Ｇ 20221016

4 06.85* 室内 藤本　峻介 南部自動車学校 一般 2022日本選手権大阪室内 大阪城ホール 20220313

5 06.87* 室内 森岡　大地 T.G.K 一般 2022日本選手権大阪室内 大阪城ホール 20220313

6 06.90* -0.2* 千種　紹弘 T.G.K 一般 第11回日本記録挑戦記録会 住友総合Ｇ 20221016

7 07.16* +0.2* 城戸　一正 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第21回東海ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 多治見市 20220605

8 07.18* +1.2* 出口　貴大 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 2022みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 伊勢 20220828

9 07.42* +0.2* 竹内　正人 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第21回東海ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 多治見市 20220605

10 07.47* +0.6* 伊藤　進一郎 四日市TFC 一般 2022みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 伊勢 20220828

【100ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 10.30* +1.4* 矢橋　寛明 ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 一般 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ2022 ヤマタスポーツパーク 20220626

2 10.35* +0.5* 林　哉太 法政大 3 大学 第106回日本選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居 20220609

3 10.36* +1.2* 森岡　大地 T.G.K 一般 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ2022 ヤマタスポーツパーク 20220626

4 10.37* +1.5* 九鬼　巧 NTN 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

5 10.42* +1.2* 石倉　南斗 NTN 一般 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ2022 ヤマタスポーツパーク 20220626

〃 〃 +1.1* 藤本　峻介 南部自動車学校 一般 実業団PremiumChallengeGamesinISE 伊勢 20220730

7 10.46* +1.6* 阪倉　慶一 T.G.K 一般 実業団PremiumChallengeGamesinISE 伊勢 20220730

8 10.49* +0.7* 青井　拓海 南山大 3 大学 第5回中京大学土曜競技会 中京大梅村 20220917

9 10.53* +1.0* 諏訪　達郎 NTN 一般 実業団PremiumChallengeGamesinISE 伊勢 20220730

10 10.56* +1.6* 中川　想基 ﾃﾞﾝｿｰ大安 一般 実業団PremiumChallengeGamesinISE 伊勢 20220730

【200ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 20.83* +0.8* 山路　康太郎 法政大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220522

2 20.86* -0.6* 森岡　大地 T.G.K 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

3 21.15* -1.5* 諏訪　達郎 NTN 一般 第65回東海選手権 伊勢 20220820

4 21.31* +1.0* 濱口　虎汰郎 近畿大 3 大学 第4回大阪体育大学競技会 浪商学園 20220918

5 21.38* -2.6* 上山　紘輝 近畿大 4+ 大学 2021年度第2回学連競技会 大阪市長居第二 20220316

6 21.50* -0.3* 阪倉　慶一 T.G.K 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

7 21.54* +1.6* 永安　正弥 上野高 2 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220508

8 21.56* -0.6* 西山　遥斗 近畿大 4 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

9 21.59* -1.3* 林　哉太 法政大 3 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

10 21.61* -0.8* 千種　紹弘 T.G.K 一般 第3回名張市陸上 メイハンフィールド 20220811

【300ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 33.07* 森岡　大地 T.G.K 一般 第19回田島直人記念競技会 維新百年記念公園 20221016

2 33.68* 山路　康太郎 法政大 4 大学 第77回国民体育会 カンセキスタジアムとちぎ 20221009

3 33.93* 東　魁輝 NTN 一般 第19回田島直人記念競技会 維新百年記念公園 20221016

4 34.51* 大谷　尚文 慶大 M2 大学 第19回田島直人記念競技会 維新百年記念公園 20221016

5 35.05* 谷﨑　光 宇治山田商高 3 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

6 35.15* 山内　健太郎 三重大 3 大学 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

7 35.30* 上尾田　剣 津西高 3 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

8 35.32* 伊藤　翔雲 南山大 3 大学 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

9 35.42* 箱林　壱星 上野高 3 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

10 35.49* 五島　快晴 皇學館大 4 大学 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

－13－



【400ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 47.41* 西山　遥斗 近畿大 4 大学 秩父宮賜杯第75回西日本学生対校選手権 愛媛県総合運動公園 20220701

2 47.51* 森岡　大地 T.G.K 一般 第1回三泗地区記録会 四日市 20220409

3 48.04* 稲垣　夏生 T.G.K 一般 第1回三泗地区記録会 四日市 20220409

4 48.11* 濱口　虎汰郎 近畿大 3 大学 2022年度第1回学連競技会 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 20220804

5 48.16* 千種　紹弘 T.G.K 一般 第23回中部実業団 多治見 20221009

6 48.23* 大谷　尚文 慶大 M2 大学 第13回慶応義塾大学対同志社大学対校 慶応義塾 20220731

7 48.29* 水谷　拓也 T.G.K 一般 第66回中部実業団対抗競技会 長良川 20220515

8 48.37* 清水　友彬 早稲田大 1 大学 第33回関東学生新人選手権 相模原麻溝公園 20220917

9 48.44* 五島　快晴 皇學館大 4 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220528

10 48.48* 川瀬　翔 三重大医陸 4 大学 第37回関西医科学生対校選手権 四日市 20220626

【800ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.49.59* 源　裕貴 NTN 一般 Athletics Challenge Cup 2022 新潟スタジアム 20221001

2 1.49.61* 橋本　真宙 近畿大 4 大学 第99回関西学生対校選手権 たけびしｽﾀｼﾞｱﾑ京都 20220528

3 1.52.81* 小渕　稜央 岐阜大 3 大学 第1回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大 20220716

4 1.53.00* 佐藤　駿太 中京大 3 大学 第33回六大学対校選手権 町田GIONｽﾀｼﾞｱﾑ 20220723

5 1.53.05* 佐藤　裕汰 岐阜協立大 4 大学 第1回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大 20220716

6 1.53.45* 米川　拓摩 大体大 4 大学 第4回大阪体育大学中長距離競技会 浪商学園 20220716

7 1.53.66* 浅野　孔 高田高 3 高校 第1回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大 20220716

8 1.53.97* 松本　颯真 伊賀白鳳高 3+ 高校 THEMIDDLE 駒沢 20220329

9 1.54.08* 岡田　太陽 岐阜協立大 4 大学 東海学生春季 マルヤス岡崎龍北 20220410

10 1.54.51* 鈴木　千翔 伊賀白鳳高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

【1500ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 3.43.65* 国際 WANGARI Peter kNTN 一般 2022ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ･第3戦北見 北見市東陵公園 20220709

1 3.43.67* 松本　颯真 東海大 1 大学 Athletics Challenge Cup 2022 新潟スタジアム 20221002

2 3.46.84* 小渕　稜央 岐阜大 3 大学 天皇賜盃第91回日本学生対校選手権 西京極 20220909

3 3.47.44* 佐伯　陽生 東海大 3 大学 第294回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20220423

4 3.52.12* 山口　史朗 立教大 2 大学 立教大学対同志社大学定期戦 鴻巣市立 20221105

5 3.52.29* 九嶋　大雅 日体大 4 大学 第58回四大学対校競技会 相模原 20220410

6 3.53.44* 藤川　創 皇學館大 2 大学 第294回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20220423

7 3.53.73* 近藤　啓太 teamF.O.R 一般 第70回全日本実業団対抗選手権 長良川 20220924

8 3.53.94* 鈴木　千翔 伊賀白鳳高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220507

9 3.53.95* 杉山　陽太 米鈴AC 一般 第70回全日本実業団対抗選手権 長良川 20220924

10 3.54.28* 永洞　和季 東海大 3 大学 第213回東海大学長距離競技会 秦野市ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ 20220716

－14－



【3000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 7.55.39* 国際 ﾜﾝｶﾞﾘ ﾋﾟｰﾀｰｷﾌﾞｲ NTN 一般 第4回三泗地区記録会 四日市 20220910

2 7.58.65* 国際 ｶﾏｳ ﾁｬｰﾙｽﾞｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 第4回三泗地区記録会 四日市 20220910

1 8.08.98* 松本　颯真 東海大 1 大学 第99回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立 20221022

2 8.09.00* 山中　秀真 城西大 3 大学 第18回関東私学六大学対校選手権 鴻巣私立 20220402

3 8.17.22* 佐伯　陽生 東海大 3 大学 第211回東海大学長距離競技会 秦野市中央 20220529

4 8.18.66* ハゲ下　拓斗 NTN 一般 第4回三泗地区記録会 四日市 20220910

5 8.21.15* 辻野　恭哉 NTN 一般 第4回三泗地区記録会 四日市 20220910

6 8.23.63* 名村　樹哉 日体大 3+ 大学 令和3年度日本体育大学春季OP 日体大健志台 20220327

7 8.23.98* 島子　公佑 伊賀白鳳高 3 高校 第1回静岡県長距離強化記録会 小笠山 20220507

8 8.25.99* 近藤　啓太 teamF.O.R 一般 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 20221022

9 8.26.56* 広山　誉英 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 大牟田春季記録会 大牟田市御大典記念 20220327

10 8.26.88* 倉本　晃羽 伊賀白鳳高 3 高校 第3回静岡県長距離強化記録会 小笠山 20220917

【5000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 日体大長距離競技会 名 年月日 備考

1 13.18.32* 国際 ｶﾏｳ ﾁｬｰﾙｽﾞ ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 第296回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20220605

2 13.36.80* 国際 ﾜﾝｶﾞﾘ ﾋﾟｰﾀｰｷﾌﾞｲ NTN 一般 第5回中京大学土曜競技会 中京大梅村 20220917

1 13.54.48* 水野　裕司 NTN 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第5戦千歳 千歳市青葉公園 20220716

2 13.58.26* 小森　稜太 NTN 一般 ﾎｸﾚﾝ･ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第2戦深川 深川市 20220706

3 14.02.15* 山中　秀真 城西大 3 大学 第1回早稲田大学競技会 早稲田大 20220410

4 14.06.92* 佐藤　榛紀 東京国際大 2 大学 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第5戦千歳 千歳市青葉公園 20220716

5 14.07.73* 伊藤　秀虎 中央学大 2+ 大学 東海大学春季種目別競技会 平塚 20220327

6 14.07.81* 坂田　昌駿 NTN 一般 第70回全日本実業団 長良川 20220925

7 14.08.67* 小山　陽平 NTN 一般 第296回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20220605

8 14.08.99* 松本　颯真 東海大 1 大学 第301回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20221126

9 14.09.79* 宇留田　竜希 東海大 大学 日体大長距離競技会 日体大健志台 20220702

10 14.12.43* 山口　史朗 立教大 2 大学 第99回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立 20221022

【10000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 27.30.44* 国際 K･C･ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 ﾎｸﾚﾝ･ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ第4戦網走 網走市営 20220713

1 28.31.42* 小森　稜太 NTN 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ･第3戦北見 北見市東陵公園 20220709

2 28.35.17* 坂田　昌駿 NTN 一般 八王子ロングディスタンス 町田GION 20221126

3 28.36.72* 伊藤　秀虎 中央学大 3 大学 第302回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20221203

4 28.50.25* 九嶋　大雅 日体大 4 大学 第302回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20221203

5 28.54.19* 小林　篤貴 神奈川大 3 大学 2022ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ･第3戦北見 北見市東陵公園 20220709

6 28.54.41* 小山　陽平 NTN 一般 第301回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20221127

7 28.54.71* 宇留田　竜希 東海大 4 大学 10000m記録挑戦競技会 国立 20221120

8 28.56.06* 桜岡　駿 NTN 一般 第301回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20221127

9 28.58.19* 水野　裕司 NTN 一般 第301回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20221127

10 29.07.00* 横沢　清己 NTN 一般 第301回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20221127

－15－



【110ｍH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 13.50* +1.6* 藤井　亮汰 県ｽﾎﾟｰﾂ協会 一般 第106回日本選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居 20220611

2 13.89* +0.5* 古谷　新太 国武大 4 大学 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ2022 ﾔﾏﾀｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 20220626

3 14.38* +0.8* 打田　快生 皇學館高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220617

4 14.51* +1.7* 河北　柊真 皇學館高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220527

5 14.63* -1.6* 山田　真大 東海大 1 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

6 14.67* +0.8* 長田　怜士 近大高専 3 高校 第57回全国高等専門学校体育 愛媛県 20220820

7 14.68* +1.0* 長田　一晟 近大高専 5 大学 天皇賜盃第91回日本学生対校選手権 西京極 20220909

8 14.75* +0.8* 中川　陽司 近大高専 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220617

9 14.80* +1.7* 稲垣　勇人 北教大岩見沢 4 大学 第74回北海道学生 千歳市青葉公園 20220528

10 14.90* +1.3* 中西　輝貴 三重高 1 高校 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

【110ｍJH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 13.82* +1.1* 山田　真大 東海大 1 大学 第38回U20日本選手権 長居 20220612

2 13.92* +0.7* 打田　快生 皇學館高 3 高校 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220811

3 14.18* -1.3* 長田　怜士 近大高専 3 高校 第2回名張市競技会 名張市民 20220724

4 14.24* +0.7* 河北　柊真 皇學館高 3 高校 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220811

5 14.54* -0.6* 中川　陽司 近大高専 3 高校 第5回奈良市記録会 鴻ノ池 20221010

6 14.61* +0.7* 馬場　優臣 皇學館高 2 高校 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220811

7 14.72* -1.3* 岡崎　煌 近大高専 2 高校 第2回名張市競技会 メイハン 20220724

8 14.85* 0.0* 木田　充海 五十鈴中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

9 14.94* 0.0* 竹下　諒 桔梗が丘中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

10 14.96* 0.0* 久保　太一 一志中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

【300ｍH】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 39.72* 安藤　顕 至学館大 2 大学 大牟田ﾁｬﾚﾝｼﾞｹﾞｰﾑｽﾞ 大牟田御大典記念 20220717

2 40.18* 中西　佑輔 ULTIMATE 一般 第2回鈴鹿市記録会 ＡＧＦ鈴鹿 20220503

3 41.07* 服部　佑哉 皇學館大 3 大学 第2回鈴鹿市記録会 ＡＧＦ鈴鹿 20220503

【400ｍH】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 51.39* 稲垣　夏生 T.G.K 一般 第65回東海選手権 伊勢 20220820

2 53.65* 中垣内　稜央 津西高 3 高校 第65回東海選手権 伊勢 20220820

3 53.98* 岳野　迪也 近大高専 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

4 54.09* 古川　柊依 皇學館高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

5 54.94* 中川　陽喜 高田高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

6 55.41* 満仲　陸斗 中京大 2 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220529

7 55.58* 岡崎　煌 近大高専 2 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

8 55.87* 中西　佑輔 ULTIMATE 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

9 56.01* 中西　輝貴 三重高 1 高校 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220812

10 56.18* 地主　怜央 松阪高 1 高校 第61回県高校新人 四日市 20220918
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【3000ｍSC】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 8.56.30* 九嶋　大雅 日体大 4 大学 日本学生個人選手権 ﾚﾓﾝｶﾞｽｽﾀｼﾞｱﾑ 20220417

2 9.02.74* 小林　周太郎 伊賀白鳳高 3 高校 第38回U20日本選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居 20220611

3 9.09.60* 中川　雄斗 皇學館大 2 大学 第210回東海大学長距離競技会 秦野市中央 20220429

4 9.18.21* 小川　海里 名古屋大 2 大学 第73回全国七大学対校 弘進ｺﾞﾑｱｽﾘｰﾄﾊﾟｰｸ仙台 20220731

5 9.20.21* 田中　靖晃 皇學館大 1 大学 第75回西日本学生対校選手権 愛媛 20220703

6 9.21.91* 名和　将晃 三重大 3 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220528

7 9.24.15* 金崎　舜 三重陸協 一般 第57回三泗選手権 四日市 20221001

8 9.24.59* 佐伯　陽生 東海大 大学 日大・東海大対校 秦野市ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ 20220403

9 9.24.99* 鈴木　宗治 伊賀白鳳高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

10 9.25.22* 曽越　大成 皇學館大 2 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

【5000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 20.11.14* 村手　光樹 東京学芸大 4 大学 第70回東京地区国公立大学対校 国士舘大 20221009

2 22.24.49* 川添　康平 三重陸協 一般 第26回ひろしま県央競歩2022 東広島運動公園 20221127

3 22.40.94* 川合　龍之介 津商高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220619

4 22.52.43* 岩田　淳 四日市TFC 一般 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 20221022

5 22.56.39* 服部　有佑 中京大 4 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

6 23.02.10* 山本　未来 伊賀白鳳高 2 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221029

7 23.53.10* 荒川　幸輝 名学大 2 大学 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

8 24.01.48* 井上　翔太 上野高 1 高校 第42回三泗長距離選手権 四日市 20221217

9 24.03.76* 藤本　光太郎 上野高 2 高校 第42回三泗長距離選手権 四日市 20221217

10 24.17.38* 齋藤　幹大 上野高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220508

【10000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 0.41.10.60* 村手　光樹 東京学芸大 4 大学 第91回日本学生 西京極 20220911

2 0.42.50.83* 服部　有佑 中京大 4 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220528

3 0.47.32.64* 川島　鎌一 平成国際大 4 大学 第2回国士舘大学競技会 国士舘大 20220430

4 0.47.38.14* 川添　康平 三重陸協 一般 第11回愛知競歩競技会 半田運動公園 20220226

5 1.01.21.37* 佐々　順一 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第11回愛知競歩競技会 半田運動公園 20220226

－17－



【走高跳】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2m24* 勝田　将 県教員AC 一般 第57回三泗選手権 四日市 20221002

2 2m20* 本田　基偉 岐阜大 3 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220529

3 2m18* 衛藤　昂 ULTIMATE 一般 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220417

4 2m09* 前川　鎮秀 津商高 3 高校 第77回国民体育 ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑとちぎ 20221009

5 2m05* 小川　エンリケ 岐阜協立大 3 大学 第1回GKUｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大 20220717

6 1m98* 小西　伴弥 名城大 4 大学 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220811

〃 〃 上田　優空 近大高専 1 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

〃 〃 井川　稜斗 近大高専 1 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

9 1m96* 加藤　健太郎 ULTIMATE 一般 横浜市選手権 三ツ沢公園 20221008

〃 〃 池住　達也 Ise TC 一般 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

【棒高跳】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 5m30* * 野呂　惇人 日体大 大学 第35回南部忠平記念競技会 札幌市厚別公園 20220710

2 5m11* * 野呂　仁人 関学大 2 大学 東大阪市6月記録会③ 花園 20220626

3 5m00* * 松井　駿斗 筑波大 3 大学 第71回関東甲信越大学体育 熊谷 20220824

4 4m80* * 池上　陽向 近大高専 5 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220528

〃 〃 * 白井　颯斗 日大 3 大学 第9回日本大学競技会 日大 20220625

〃 〃 * 北村　優心 伊勢工高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

7 4m70* * 前川　斎幸 中京大 M1 大学 第106回日本選手権混成 秋田県営 20220605

〃 〃 * 中島　迅帝 皇學館高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

〃 〃 * 新谷　真央 伊勢高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

10 4m60* * 田中　大智 皇學館高 1 高校 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

〃 〃 * 上野　颯勢 桜浜中 3 中学 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

【走幅跳】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 7m77* +0.6* 伊藤　陸 近大高専 S2 大学 東海学生春季 マルヤス岡崎龍北 20220731

2 7m75* -0.1* 石倉　南斗 NTN 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

3 7m65* +1.2* 村島　佑樹 立命大 2 大学 2022関西学生新人選手権兼2022ﾃﾞｨﾑﾗｲﾄﾘﾚｰｽﾞ 長居第二 20220825

4 7m54* +1.8* 西村　朋樹 岐阜協立大 2 大学 東海学生春季 マルヤス岡崎龍北 20220410

5 7m53* -1.0* 稲垣　勇人 北教大岩見沢 4 大学 第2回国士舘大学競技会 国士舘大多摩 20220430

6 7m43* -0.8* 清田　偉斗 近大高専 4 大学 第38回U20日本選手権 長居 20220612

7 7m39* +1.1* 礒井　亮輔 伊勢高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220507

8 7m36* -0.3* 前川　鎮秀 津商高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220617

9 7m33* +1.4* 伊藤　渉 近大高専 5 大学 第57回全国高等専門学校体育 愛媛 20220820

10 7m26* -0.2* 信藤　来也 岐阜協立大 4 大学 第2回GKU競技会 岐阜協立大 20220508

【三段跳】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 16m85* +1.2* 伊藤　陸 近大高専 S2 大学 秩父宮賜杯第75回西日本学生対校選手権 愛媛 20220702

2 15m57* -0.8* 伊藤　渉 近大高専 5 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220528

3 15m16* -0.1* 吉田　隆哉 中京大 2 大学 東海学生夏季 岡崎ﾏﾙﾔｽ 20220801

4 15m04* -1.0* 礒井　亮輔 伊勢高 3 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

5 15m01* -0.6* 松葉　大和 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 一般 第66回中部実業団対抗競技会 長良川 20220514

6 14m94* +0.2* 中山　竣介 皇學館高 2 高校 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

7 14m88* +1.0* 西澤　団 ｼﾝﾌｫﾆｱ 一般 第4回三泗地区記録会 四日市 20220910

8 14m49* +0.1* 濱口　隆翔 Ise TC 一般 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

9 14m46* +0.7* 橋本　早右 宇治山田高 1 高校 第61回県高校新人 四日市 20220918

10 14m37* +1.1* 堤　拓斗 伊勢高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220619
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【砲丸投　7.260kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 18m29* 村上　輝 日本体育施設 一般 第106回日本選手権 大阪市長居 20220612 県新

2 14m72* 平山　皓慎 中京大 3 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220529

3 14m44* 井豫　規人 GRATIS 一般 第65回東海選手権 伊勢 20220821

4 14m35* 前川　純太 大体大 4 大学 第99回関西学生対校選手権 たけびしｽﾀｼﾞｱﾑ京都 20220526

5 13m46* 大山　祐史 ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

6 13m32* 橋本　渉 松阪商高 3 高校 第65回東海選手権 伊勢 20220821

7 13m30* 中松　暖弥 大体大 1 大学 第1回大体大競技会 浪商学園 20220423

8 13m24* 三井　康平 国士大 3 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

9 12m93* 大山　裕史 ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 一般 第6回国士舘大学競技会兼小林志郎杯 国士舘大 20221106

10 12m72* 濱田　茉裕 松阪商高 3 高校 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

【円盤投　2.0kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 50m91* 濱口　泰河 日体大 1+ 大学 令和3年度日本体育大学春季OP 日体大健志台 20220326

2 49m83* 三井　康平 国士大 3 大学 第85回東京選手権 国立 20220430

3 49m43* 鴨澤　青海 東海大 3 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

4 47m48* 大山　祐史 ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 一般 第5回大阪体育大学競技会 浪商学園 20221030

5 46m65* 澤村　健斗 三重大 M2 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220528

6 45m90* 川合　隆誠 順大 4 大学 第8回順天堂大学競技会 順天堂大 20220811

7 45m17* 山添　琳玖翔 九州共立大 2 大学 第2回九州共立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞ競技会 九州共立大 20220416

8 43m98* 中川　空知 名城大 4 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220528

9 43m85* 清水　元基 T.G.K 一般 第66回中部実業団対抗競技会 長良川 20220515

10 42m99* 宮﨑　武斗 中京大 4 大学 第1回中京大学土曜競技会 中京大 20220423

【ハンマー投　7.260kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 64m45* 山川　滉心 中京大 3 大学 第3回中京大学土曜競技会 中京大 20220618

2 63m57* 川合　隆誠 順大 4 大学 第106回日本選手権 大阪市長居 20220610

3 63m33* 森下　海 大体大 3 大学 第1回大阪体育大学競技会 浪商学園 20220423

4 61m86* 小河　彪 九州共立大 1 大学 第5回九州共立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞ会 九州共立大 20220717

5 54m90* 丹生　将稔 三重陸協 一般 第65回東海選手権 伊勢 20220821

6 52m45* 平山　竜慎 明治国際医療大 4 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

7 52m32* 伊藤　航 県教員AC 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

8 50m30* 寺際　幹太 RKT 一般 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220811

9 47m25* 奥野　寿希 岐阜協立大 2 大学 東海学生春季 マルヤス岡崎龍北 20220409

10 47m19* 家﨑　陽 皇學館大 3 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

【やり投】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 73m32* 亀井　綾介 みえのﾊﾟﾗ 一般 第65回東海選手権 伊勢 20220820

2 72m16* 中村　竜成 国士大 2 大学 第58回四大学対校競技会 相模原 20220410

3 66m06* 濱崎　康平 JAC EAST Ⅱ 一般 第65回東海選手権 伊勢 20220820

4 65m96* 仲松　正 中京大 2 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

5 63m50* 上甲　嵩晃 津商高 1+ 高校 第5回奈良市記録会 鴻ノ池 20220329

6 62m55* 前川　斎幸 中京大 M1 大学 第91回日本学生対校選手権 西京極 20220910

7 60m69* 河邊　希里斗 宇治山田高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220619

8 60m39* 山下　拓夢 鈴鹿高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

9 60m15* 三村　憲史 GRATIS 一般 第17回松阪選手権 伊勢第二 20220731

10 59m33* 小倉　大輝 稲生高 3 高校 第3回南勢記録会 伊勢 20221103
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【十種競技】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 7113点* 前川　斎幸 中京大 M1 大学 第4回中京大学土曜競技会 中京大 20220807

2 6773点* 稲垣　勇人 北教大岩見沢 4 大学 第44回北日本学生 札幌厚別 20220703

3 6388点* 大井　悠 筑波大 3 大学 第5回筑波大競技会 筑波大 20221016

4 5178点* 長澤　拓輝 東海大 3+ 大学 第7回国士舘大学競技会 国士舘大 20220327

【5kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 0.14.16.* 国際 K･C･ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

1 0.14.29.* 押川　裕貴 NTN 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20220130

2 0.14.31.* 峐下　拓斗 NTN 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20220130

3 0.14.34.* 桜岡　駿 NTN 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

〃 〃 宇留田　竜希 東海大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220522

5 0.14.39.* 伊藤　秀虎 中央学大 2+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

6 0.14.44.* 山本　恭澄 法政大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220522

7 0.14.46.* 名村　樹哉 日体大 3+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

8 0.14.49.* 斎田　直輝 NTN 一般 仙台国際ハーフマラソン 仙台国際（ハ） 20220508

9 0.14.53.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

〃 〃 小林　篤貴 神奈川大 3 大学 第99回箱根駅伝競走予選会 立川市 20221015

【10kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 28.37.* 国際 K･C･ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

1 28.57.* 押川　裕貴 NTN 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20220130 県新

〃 〃 峐下　拓斗 NTN 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20220130 県新

3 29.24.* 桜岡　駿 NTN 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

4 29.40.* 小林　篤貴 神奈川大 3 大学 第99回箱根駅伝競走予選会 立川市 20221015

5 29.41.* 伊藤　秀虎 中央学大 2+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

6 29.47.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

〃 〃 名村　樹哉 日体大 3+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

8 29.53.* 宇留田　竜希 東海大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220522

9 30.05.* 山本　恭澄 法政大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220522

10 30.07.* 山中　秀真 城西大 3 大学 第99回箱根駅伝競走予選会 立川市 20221015

【15kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 42.53.* 国際 K･C･ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

1 43.33.* 押川　裕貴 NTN 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20220130

2 43.57.* 峐下　拓斗 NTN 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20220130

3 44.28.* 桜岡　駿 NTN 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

4 44.50.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

5 44.52.* 名村　樹哉 日体大 3+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

〃 〃 小林　篤貴 神奈川大 3 大学 第99回箱根駅伝競走予選会 立川市 20221015

7 44.57.* 伊藤　秀虎 中央学大 2+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

8 45.12.* 斎田　直輝 NTN 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

9 45.23.* 島田　晃希 帝京大 1 大学 第35回上尾シティハーフマラソン 上尾 20221120

10 45.37.* 山中　秀真 城西大 3 大学 第99回箱根駅伝競走予選会 立川市 20221015
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【20kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 56.58.* 国際 K･C･ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

1 58.35.* 押川　裕貴 NTN 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20220130

2 59.05.* 峐下　拓斗 NTN 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

3 59.39.* 桜岡　駿 NTN 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

4 1.00.15.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

5 1.00.18.* 名村　樹哉 日体大 3+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

6 1.00.24.* 島田　晃希 帝京大 1 大学 第35回上尾シティハーフマラソン 上尾 20221120

7 1.00.27.* 伊藤　秀虎 中央学大 2+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

8 1.00.28.* 斎田　直輝 NTN 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

9 1.00.40.* 小林　篤貴 神奈川大 3 大学 第99回箱根駅伝競走予選会 立川市 20221015

10 1.01.14.* 田中　慎梧 日体大 3 大学 第99回箱根駅伝競走予選会 立川市 20221015

【ハーフマラソン】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.00.22.* 国際 K･C･ｶﾗﾝｼﾞｬ NTN 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424 国際最高

1 1.01.50.* 押川　裕貴 NTN 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪城公園 20220130

2 1.02.21.* 峐下　拓斗 NTN 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

3 1.02.53.* 桜岡　駿 NTN 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

4 1.03.34.* 島田　晃希 帝京大 1 大学 第35回上尾シティハーフマラソン 上尾 20221120

5 1.03.39.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

6 1.03.40.* 伊藤　秀虎 中央学大 2+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

7 1.03.41.* 名村　樹哉 日体大 3+ 大学 第25回日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権 陸上自衛隊立川 20220313

8 1.03.56.* 斎田　直輝 NTN 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

9 1.04.04.* 小林　篤貴 神奈川大 3 大学 第99回箱根駅伝競走予選会 立川市 20221015

10 1.04.17.* 宇留田　竜希 東海大 大学 第37回焼津みなとﾏﾗｿﾝ 焼津 20220410

【25kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.47.09.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

2 1.57.58.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

3 2.02.22.* 伊藤　駿介 三重陸協 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

4 2.07.02.* 寺畑　泰弘 teamF.O.R 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

5 2.10.24.* 中久保　遥星 旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

6 2.13.06.* 本田　真理 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

7 2.17.26.* 橋本　慎一 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

8 2.19.46.* 松浦　広希 teamF.O.R 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

9 2.19.55.* 松岡　義之 三重陸協 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

10 2.21.32.* 近藤　正樹 三重陸協 一般 第1回ランナーズフルマラソン 大井川 20221225
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【30kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.31.21.* 小森　稜太 NTN 一般 東京マラソン2021 東京マラソンコース 20220306

2 1.31.43.* 押川　裕貴 NTN 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

3 1.32.19.* 斎田　直輝 NTN 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

4 1.37.34.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 第70回記念別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分 20220206

5 1.38.28.* 松岡　直希 三重陸協 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

6 1.40.56.* 山地　伸哉 旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

7 1.42.16.* 新田　雄大 三重陸協 一般 北海道マラソン2022 北海道マラソンコース 20220828

8 1.44.07.* 伊藤　駿介 三重陸協 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

9 1.48.28.* 東本　裕斗 三重陸協 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

10 1.48.49.* 寺畑　泰弘 teamF.O.R 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

【35kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.47.09.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

2 1.57.58.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

3 2.02.22.* 伊藤　駿介 三重陸協 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

4 2.07.02.* 寺畑　泰弘 teamF.O.R 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

5 2.10.24.* 中久保　遥星 旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

6 2.13.06.* 本田　真理 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

7 2.17.26.* 橋本　慎一 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

8 2.19.46.* 松浦　広希 teamF.O.R 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

9 2.19.55.* 松岡　義之 三重陸協 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

10 2.21.32.* 近藤　正樹 三重陸協 一般 第1回ランナーズフルマラソン 大井川 20221225

【40kｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2.03.25.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

2 2.15.11.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

3 2.22.19.* 伊藤　駿介 三重陸協 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

4 2.26.24.* 寺畑　泰弘 teamF.O.R 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

5 2.31.55.* 中久保　遥星 旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

6 2.33.02.* 本田　真理 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

7 2.39.19.* 橋本　慎一 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

8 2.39.31.* 松岡　義之 三重陸協 一般 第2回フルマラソンチャレンジin大阪 淀川右岸・西中島 20220416

9 2.41.31.* 近藤　正樹 三重陸協 一般 第1回ランナーズフルマラソン 大井川 20221225

10 2.41.48.* 伊藤　哲也 Runfeet 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

【マラソン】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2.10.48.* 小森　稜太 NTN 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

2 2.11.43.* 押川　裕貴 NTN 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

3 2.17.36.* 斎田　直輝 NTN 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

4 2.19.08.* 松岡　直希 三重陸協 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

5 2.21.26.* 柴田　憲志 三重陸協 一般 第70回記念別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ 別府大分 20220206

6 2.24.26.* 山地　伸哉 旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 一般 第10回大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪ﾏﾗｿﾝｺｰｽ 20220227

7 2.27.55.* 新田　雄大 三重陸協 一般 北海道マラソン2022 北海道マラソンコース 20220828

8 2.31.39.* 伊藤　駿介 三重陸協 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

9 2.35.24.* 寺畑　泰弘 teamF.O.R 一般 東京ﾏﾗｿﾝ2021 東京マラソンコース 20220306

10 2.36.16.* 水谷　太 鹿族 一般 第24回長野マラソン 長野 20220417
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【5kｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 19.56.* 村手　光樹 東京学芸大 3+ 大学 第46回全日本競歩能美 能美市営20kmコース 20220320

2 20.55.* 安　夏都起 山梨学大 2 大学 第106回日本選手権･35km競歩 輪島ふらっと訪夢前 20220416

3 21.27.* 服部　有佑 中京大 3+ 大学 第105回日本選手権･20km競歩 六甲アイランド 20220220

【10kｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 0.40.22.* 村手　光樹 東京学芸大 3+ 大学 第46回全日本競歩能美 能美市営20kmコース 20220320 県新

2 0.43.21.* 服部　有佑 中京大 3+ 大学 第105回日本選手権･20km競歩 六甲アイランド 20220220

3 0.43.30.* 安　夏都起 山梨学大 2 大学 第106回日本選手権･35km競歩 輪島ふらっと訪夢前 20220416

4 0.48.21.* 川添　康平 三重陸協 一般 第53回元旦競歩競技会 知多 20220101

【15kｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.00.59.* 村手　光樹 東京学芸大 3+ 大学 第46回全日本競歩能美 能美市営20kmコース 20220320

2 1.06.11.* 服部　有佑 中京大 3+ 大学 第105回日本選手権･20km競歩 六甲アイランド 20220220

3 1.07.34.* 安　夏都起 山梨学大 1+ 大学 第105回日本選手権･20km競歩 六甲アイランド 20220220

【20kｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.21.47.* 村手　光樹 東京学芸大 3+ 大学 第46回全日本競歩能美 能美市営20kmコース 20220320 県新

2 1.30.07.* 安　夏都起 山梨学大 1+ 大学 第70回元旦競歩 明治神宮外苑 20220101

3 1.31.32.* 服部　有佑 中京大 3+ 大学 第105回日本選手権･20km競歩 六甲アイランド 20220220

－23－



【60ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 7.54* 室内 樋口　七海 四日市商高 高校 2023大阪室内U20 大阪城ホール 20220313

2 7.59* 室内 名倉　千晃 NTN 一般 2022日本選手権大阪室内 大阪城ホール 20220313

〃 〃 室内 清水　彩加 四日市商高 1+ 高校 2023大阪室内U18 大阪城ホール 20220312

4 7.62* +0.1* 世古　和 NAC 一般 第27回三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 伊勢第二 20220515

5 7.70* 室内 世古　綾葉 宇治山田商高 2+ 高校 2023大阪室内U20 大阪城ホール 20220313

6 7.87* +1.0* 谷﨑　仁美 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第21回東海ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 多治見市 20220605

7 8.52* +2.0* 堤　扶子 ULTIMATE 一般 2022みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 伊勢 20220828

8 8.92* +1.4* 國府谷　幸香 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第21回東海ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 多治見市 20220605

9 8.97* +1.0* 諸岡　百合子 四日市TFC 一般 第30回京都ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 たけびしｽﾀｼﾞｱﾑ京都 20220710

10 9.38* +1.0* 櫻井　咲楽 JAC亀山 3 小学 第1回名張市トラック競技会 ﾒｲﾊﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 20221123

【100ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 11.66* +1.9* 樋口　七海 四日市商高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528 県高校新

2 11.74* +1.8* 名倉　千晃 NTN 一般 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ2022 ﾔﾏﾀｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 20220626

3 11.79* +1.1* 世古　和 NAC 一般 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

4 11.90* +1.9* 清水　彩加 四日市商高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

〃 〃 +1.9* 世古　綾葉 宇治山田商高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

6 12.09* +0.9* 中川　真友 宇治山田商高 2 高校 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

7 12.10* +1.0* 北尾　心映 厚生中 3 中学 第49回全日本中学校選手権 とうほう 20220821

8 12.12* +1.9* 前田　茜 亀山高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

9 12.14* +0.8* 柴山　沙也香 ﾏﾂｵｶ建機 一般 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

10 12.27* +0.9* 松原　美空 四日市商高 3 高校 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

【200ｍ】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 24.17* +0.3* 名倉　千晃 NTN 一般 第37回静岡国際 小笠山 20220503

2 24.25* -1.0* 樋口　七海 四日市商高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220619

3 24.66* -1.0* 中川　真友 宇治山田商高 2 高校 第69回東海高校 長良川 20220619

4 24.67* +1.9* 柴山　沙也香 ﾏﾂｵｶ建機 一般 第66回中部実業団対抗競技会 長良川 20220514

5 24.86* +1.4* 北尾　心映 厚生中 3 中学 第75回三重県中学 伊勢 20221015

6 24.95* -1.2* 清水　彩加 四日市商高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

〃 〃 -1.2* 前田　茜 亀山高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

8 24.99* +0.6* 世古　綾葉 宇治山田商高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

9 25.03* +0.2* 山本　真菜 伊勢高 3 高校 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

10 25.11* +0.2* 谷﨑　仁美 omg 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

【300ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 39.75* 山本　真菜 伊勢高 3 高校 第77回国民体育 ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑとちぎ 20221009

2 40.17* 谷﨑　仁美 ULTIMATE 一般 第11回日本記録挑戦記録会兼住友電工杯 住友総合Ｇ 20221016

3 40.46* 前田　茜 亀山高 2 高校 第3回奈良市記録会 鴻ノ池 20220823

4 41.43* 上野　叶夢 松阪商高 2 高校 第3回奈良市記録会 鴻ノ池 20220823

5 42.36* 毛利　依千夏 一志中 2 中学 第53回U16三重 伊勢 20220903

6 42.70* 近藤　結捺 いなべ総合高 3 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

7 42.72* 一尾　瑠華 四日市西高 2 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

8 42.87* 豊田　芽以 神戸高 3 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

9 42.90* 山田　愛菜 嬉野中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220903

10 43.16* 青山　ひより 鈴鹿高 2 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

－24－



【400ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 55.75* 山本　真菜 伊勢高 3 高校 全国高校 鳴門・大塚SP 20220803

2 56.93* 谷﨑　仁美 omg 一般 第1回三泗地区記録会 四日市 20220409

3 57.50* 前田　茜 亀山高 2 高校 第54回鈴鹿市選手権 ＡＧＦ鈴鹿 20220731

4 57.81* 一尾　瑠華 四日市西高 2 高校 第57回三泗選手権 四日市 20221001

5 58.14* 奥林　凜 至学館大 2 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220528

6 58.35* 小林　恵里花 四日市四郷高 2 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221029

7 58.74* 服部　りら 鈴鹿高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220507

8 58.79* 浜千代　琳香 国士大 1 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220519

9 58.94* 久田　朱里 伊勢学園高 3 高校 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

10 59.01* 近藤　結捺 いなべ総合高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220507

【800ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2.07.59* 松本　未空 鈴鹿高 2 高校 第77回国民体育 ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑとちぎ 20221008 県高校新

2 2.10.49* 倉野　加奈 皇學館大 2 大学 TWOLAPSMIDDLEDISTANCECIRCUITinHYOGO2022 ユニバー記念 20221015

3 2.12.72* 澤井　風月 宇治山田商高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

4 2.15.50* 渡邉　心音 宇治山田商高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

5 2.15.63* 牧井　砂樹 伊勢学園高 3 高校 第4回ＧＫＵ競技会 岐阜協立大 20220904

6 2.16.57* 坂本　美來 山手中 1 中学 第44回東海中学校総合体育 長良川 20220808

7 2.17.02* 久田　朱里 伊勢学園高 3 高校 第4回ＧＫＵ競技会 岐阜協立大 20220904

8 2.17.48* 波多野　心音 三雲中 1 中学 第68回全日本中学校通信三重 伊勢 20220722

9 2.17.57* 須山　沙奈 宇治山田商高 2 高校 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220812

10 2.18.73* 平野　生歩 中京学院大 1 大学 第49回東海学生秋季選手権 長良川 20221023

【1500ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 4.22.05* 松本　未空 鈴鹿高 2 高校 第16回U18 愛媛 20221022 県高校新

2 4.25.79* 澤井　風月 宇治山田商高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220617

3 4.33.62* 倉野　加奈 皇學館大 2 大学 第88回東海学生対校選手権 長良川 20220527

4 4.37.92* 小笠原　朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 大牟田春季記録会 大牟田御大典記念 20220326

5 4.39.83* 長谷川 莉都 三雲中 2 中学 第3回強化普及記録会 鴻ノ池 20221106

6 4.41.13* 垣内　瑞希 順大 2+ 大学 順大競技会 順天堂大 20220326

7 4.42.50* 須山　沙奈 宇治山田商高 2 高校 第65回東海選手権 伊勢 20220821

8 4.42.54* 今村　円香 松阪高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220617

9 4.43.05* 畑　まどか 皇學館大 1 大学 TWOLAPSMIDDLEDISTANCECIRCUITinHYOGO2022 ユニバー記念 20221015

10 4.43.35* 森田　日世莉 桑名高 +3 高校 順大競技会 順天堂大 20220326

－25－



【3000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 8.52.02* 国際 B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ･第3戦北見 北見市 20220709 国際最高

2 9.19.08* 国際 ｾﾞｲﾄﾅ ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第23回中部実業団 多治見 20221009

1 9.34.57* 小笠原　朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第23回中部実業団 多治見 20221009

2 9.45.52* 倉野　加奈 皇學館大 2 大学 第5回静岡県長距離強化記録会 小笠山 20221119

3 9.45.64* 松本　未空 鈴鹿高 2 高校 TWOLAPSMIDDLEDISTANCECIRCUITinTokyo2022 駒沢 20220917

4 9.49.26* 小山　香子 三重陸協 一般 2022年第5回山梨県長距離記録会 小瀬スポーツ公園 20221002

5 9.49.42* 久保　心優 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第66回中部実業団対抗競技会 長良川 20220514

6 9.49.44* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第23回中部実業団 多治見 20221009

7 9.52.65* 澤井　風月 宇治山田商高 3 高校 第3回静岡県長距離強化記録会 小笠山 20220917

8 9.54.56* 丹羽　瑞希 順大 2 大学 第10回順天堂大学競技会 順天堂大 20221015

9 10.03.58* 丹戸　瑠梨 中京学院大 1 大学 2022第3回山梨県長距離記録会 ＪＩＴリサイクルスタジアム 20220717

10 10.04.79* 西村　あい子 四日市南高 2 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221030

【5000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 15.16.63* B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 エディオンディスタンスチャレンジin京都2022 西京極 20221210

2 15.51.13* R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 エディオンディスタンスチャレンジin京都2022 西京極 20221210

1 15.51.01* 岩出　玲亜 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 日体大長距離競技会 日体大健志台 20221112

2 16.07.30* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 エディオンディスタンスチャレンジin京都2022 西京極 20221210

3 16.11.97* 小笠原　朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 エディオンディスタンスチャレンジin京都2022 西京極 20221210

4 16.34.05* 垣内　瑞希 順大 3 大学 順大競技会 順天堂大 20220402

5 16.34.12* 近藤　萌子 拓大 2 大学 第301回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台 20221127

6 16.50.11* 松本　夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第70回兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ日本ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｼﾘｰｽﾞ神戸 ユニバー記念 20220423

7 17.04.17* 丹戸　瑠梨 中京学院大 1 大学 第215回東海大学長距離競技会 東海大湘南校舎 20221204

8 17.06.51* 丹羽　瑞希 順大 2 大学 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 網走運動公園市営 20220718

9 17.38.58* 佐々　遥菜 駿河台大 1 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

10 17.50.41* Ｍ・メリー 鈴鹿大 4 大学 第49回東海学生秋季選手権 マルヤス岡崎龍北 20221123

【10000ｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 32.03.80* 国際 Ｂ・Ｄ・ブルカ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第70回全日本実業団対抗選手権 長良川 20220923

1 34.25.40* 垣内　瑞希 順大 3 大学 日本学生個人選手権 ﾚﾓﾝｶﾞｽｽﾀｼﾞｱﾑ 20220415

【100ｍH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 14.00* +1.5* 世古　和 NAC 一般 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220811

2 14.11* -0.0* 後藤　杏実 鈴鹿高 1 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221029

3 14.12* -0.1* 西垣　朱音 国士大 4+ 大学 第7回国士舘大学競技会 国士舘大多摩 20220325

4 14.13* +1.1* 奥林　凜 至学館大 3 大学 布勢ｽﾌﾟﾘﾝﾄ2022 ヤマタスポーツパーク 20220626

5 14.32* +1.8* 名倉　千晃 NTN 一般 東大阪市10月記録会 東大阪市花園中央 20221023

6 14.39* +1.4* 濵口　紀子 日体大 3 大学 第132回日本体育大学競技会 日体大健志台 20220925

7 14.47* +1.3* 瀬々奈　璃乃 皇學館大 2 大学 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

8 14.60* +2.0* 小林　祐希穂 松阪商高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220527

9 14.71* -0.1* 藤田　紗江 国士大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220521

10 14.97* +2.0* 清水　寧々 四日市商高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220527
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【100ｍYH】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 13.92* +0.2* 後藤　杏実 鈴鹿高 1 高校 第16回U18 愛媛 20221021 県新

2 15.00* +0.8* 出丸　由珠奈 一志中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

3 15.17* +0.8* 中垣内　万尋 三重大附属中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

4 15.58* +1.8* 稲見　萌瑠百 神戸高 1 高校 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

5 15.92* -1.1* 辰巳　ひより 小俣中 3 中学 第53回U16 愛媛 20221023

6 16.24* +0.8* 加納　乙葉 千代崎中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

7 17.27* +0.8* 可児　杏恋 桜浜中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

8 18.57* +1.8* 澤田　彩花 神戸高 1 高校 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

9 21.77* +0.8* 小池　優瞳 五十鈴中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

10 23.42* +0.8* 坂口　心優 城田中 3 中学 第53回U16三重 伊勢 20220904

【400ｍH】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.00.36* 奥林　凜 至学館大 3 大学 東大阪市7月記録会① 東大阪市花園 20220718

2 1.00.68* 服部　りら 鈴鹿高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

3 1.01.40* 世古　和 NAC 一般 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220812

4 1.02.47* 浜千代　琳香 国士大 1 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220521

5 1.03.54* 牧井　砂樹 伊勢学園高 3 高校 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220812

6 1.04.16* 山神　銘鈴 県教員AC 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

7 1.04.39* 小林　玲那 松阪商高 3 高校 第57回三泗選手権 四日市 20221002

8 1.04.60* 近藤　結捺 いなべ総合高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

9 1.05.34* 十市　ひなの 四日市西高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

10 1.05.52* 鳥羽谷　寧々 松阪高 2 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

【3000ｍSC】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 12.38.48* 辻　有咲 東大阪大 2 大学 第70回大阪学生対校選手権 万博記念 20220405

【5000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 21.48.63* 園田　世玲奈 NTN 一般 第77回国民体育会 ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑとちぎ 20221010

2 26.21.27* 近藤　瑞季 四日市南高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

3 28.13.40* 島田　真優 県教員AC 一般 第42回三泗長距離選手権 四日市 20221217

4 29.08.25* 木下　咲輝 川越高 1 高校 第42回三泗長距離選手権 四日市 20221217

5 29.20.56* 金津　美咲 川越高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220619

6 29.46.08* 西村　歩華 松阪高 1 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221029

7 30.56.46* 大平　菜月 四日市高 2 高校 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 20221022

8 31.25.35* 本多　志 鈴鹿高 2 高校 第61回県高校新人 四日市 20220917

9 32.55.52* 平井　優那 高田高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220619

10 34.44.92* 松田　萌加 四日市高 1 高校 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 20221022

【10000ｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 0.44.27.79* 園田　世玲奈 NTN 一般 第66回中部実業団対抗競技会 長良川 20220515 県新

－27－



【走高跳】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1m64* 淺井　琥桃 皇學館高 1 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

〃 〃 堀木　優菜 四日市商高 1 高校 第57回三泗選手権 四日市 20221001

3 1m63* 辻　怜樹 皇學館大 1 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

4 1m62* 間道　由希恵 宇治山田商高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220507

5 1m61* 吉岡　万桜 皇學館高 2 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221029

6 1m60* 藤田　紗江 国士大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220521

〃 〃 小池　優瞳 五十鈴中 3 中学 第2回南勢地区記録会 伊勢第二 20220514

8 1m59* ﾀﾞﾝﾎﾞﾝ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾚｱ 松阪商高 2 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220507

〃 〃 井ノ口　世菜 皇學館高 1 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

〃 〃 澤田　華 四日市商高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

【棒高跳】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 3m50* 海老原　有緯子 皇學館高 2 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220508

〃 〃 白井　澪奈 皇學館高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220508

3 3m40* 安保　涼音 筑波大 4 大学 第4回筑波大記録突破競技会 筑波大 20220806

〃 〃 永田　梨馨 宇治山田商高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220527

5 3m20* 黒田　彩夏 皇學館大 2 大学 第2回南勢地区記録会 伊勢第二 20220515

〃 〃 佐々木　麦乃 伊勢高 2 高校 第1回南勢地区記録会 伊勢第二 20220429

7 3m00* 須田　心華 小俣中 3 中学 第53回U16 愛媛 20221021

8 2m90* 廣　光希 伊勢宮川中 2 中学 第75回三重県中学 伊勢 20221016

9 2m81* 上野　渚 IPVC 一般 2022みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 伊勢 20220828

10 2m80* 海上　心菜 皇學館高 2 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220508

〃 〃 海上　愛羽 厚生中 3 中学 第72回伊勢市中学校春季連合 伊勢第二 20220604

【走幅跳】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 6m00* +1.5* 岡島　奏音 多気中 3 中学 第68回全日本中学校通信三重 伊勢 20220721 県中学新

2 5m98* -0.3* 村田　千夏 国士大 4 大学 第5回日本大学競技会 日本大 20220503

3 5m86* +0.0* 山下　友佳 ｳﾞｨｱﾃｨﾝRC 一般 第1回GKUﾁｬﾚﾝｼﾞ競技会 岐阜協立大 20220521

〃 〃 -0.4* 吉田　二千翔 筑波大 4 大学 第4回筑波大記録突破競技会 筑波大 20220806

5 5m81* -0.2* 中村　里菜 宇治山田商高 3 高校 第65回東海選手権 伊勢 20220820

6 5m68* +1.0* 土井　なつみ 皇學館高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220527

7 5m63* +0.3* 森口　和果 四日市商高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220507

8 5m56* +1.5* 辰巳　奈那 皇學館大 4 大学 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220811

9 5m50* -0.2* 山野　綾香 皇學館大 4 大学 第49回東海学生秋季選手権 長良川 20221022

10 5m49* +0.7* 中山　実優 中京大 4 大学 第4回中京大学土曜競技会 中京大 20220806

【三段跳】

順位 記録 風速 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 12m29* -2.1* 中山　実優 中京大 4 大学 第71回伊勢度会選手権 伊勢 20220812

2 11m79* +1.5* 中村　里菜 宇治山田商高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220508

3 11m74* -0.4* 土井　なつみ 皇學館高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

〃 〃 +1.4* 淺井　琥桃 皇學館高 1 高校 第3回南勢記録会 伊勢 20221103

5 11m48* +1.1* 片岡　夏美 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 3 大学 第81回びわｽﾎﾟ競技会 びわこ成蹊スポ大 20220423

6 11m41* +1.0* 松永　彩良 神戸高 2 高校 第69回東海高校 長良川 20220619

7 11m40* +0.4* 山際　乃愛 いなべ総合高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529

8 11m20* +0.1* 濱口　涼風 松阪高 2 高校 第61回県高校新人 四日市 20220918

9 11m17* -0.2* 濱地　きらら 皇學館大 3 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

10 11m16* +0.2* 山下　結加 皇學館高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220529
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【砲丸投　4.0kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 14m08* 床辺　彩乃 国士大 3 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

2 14m05* 岩本　乙夏 中京大 2 大学 第2回中京大学土曜競技会 中京大 20220522

3 13m95* 谷口　梨瑠 日体大 2 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220519

4 13m28* 川北　海万梨 松阪商高 2 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220508

5 12m91* 坂山　成 松阪商高 2 高校 第16回U18 愛媛 20221022

6 12m84* 飯島　志伸 松阪商高 3 高校 第52回三重県高校春季 伊勢 20220508

7 12m44* 世古　櫻紗 松阪商高 1 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221029

8 11m64* 伊川　綾子 ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

9 11m49* 濵口　紀子 日体大 3 大学 2022年度日本体育大学選手権 日体大健志台 20221029

10 11m32* 藤田　紗江 国士大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220521

【円盤投　1.0kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 43m89* 西井　琳音 筑波大 1 大学 第4回筑波大記録突破競技会 筑波大 20220806

2 42m13* 桃園　晴菜 国士大 3 大学 第129回日本体育大学会 日体大健志台 20220625

3 40m67* 岩本　乙夏 中京大 2 大学 第6回中京大学土曜競技会 中京大　梅村 20221008

4 40m01* 加納　京果 天理大 1+ 大学 2021年度第2回学連競技会 大阪市長居第二 20220315

5 39m20* 喜多嶋　良子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

6 39m08* 別所　真衣 新潟医福大 3 大学 第96回北信越学生対校選手権 福井県営 20220514

7 38m03* 吉岡　怜菜 松阪商高 2 高校 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220416

8 37m37* 世古　櫻紗 松阪商高 1 高校 第61回県高校新人 四日市 20220918

9 36m81* 藤田　唯愛 松阪商高 2 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221030

10 36m32* 湯田　麻央佳 宇治山田商高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

【ハンマー投　4.0kg】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 55m28* 佐藤　若菜 船谷HDG 一般 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

2 54m05* 濵口　真幸 明治国際医療大 1+ 大学 第3回第4回徳島県強化投てき記録会 鳴門第２ 20220313

3 53m08* 坂本　日和 大体大 4 大学 第1回大阪体育大学競技会 浪商学園 20220423

4 51m78* 藤田　唯愛 松阪商高 2 高校 第16回U18 愛媛 20221021

5 47m83* 西井　琳音 筑波大 1 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220710

6 47m51* 大陽　和 伊勢工高 2 高校 第61回県高校新人 四日市 20220918

7 45m87* 森本　実芙柚 松阪商高 2 高校 第61回県高校新人 四日市 20220918

8 44m50* 川合　小想 大体大 1 大学 第5回大阪体育大学競技会 浪商学園 20221029

9 43m39* 床辺　彩乃 国士大 3 大学 第58回四大学対校競技会 相模原 20220410

10 43m18* 後藤　芹凜 三重高 3 高校 第16回U18 愛媛 20221021

【やり投】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 50m85* 江川　雅 環太平洋大 2 大学 第76回中国四国学生対校選手権 浜山公園 20220605

2 50m26* 曽野　雅 松阪商高 2 高校 第25回東海高校新人 長良川 20221029

3 46m22* 川合　小想 大体大 1 大学 第2回大体大競技会 浪商学園 20220605

4 45m33* 川北　海万梨 松阪商高 2 高校 第69回東海高校 長良川 20220619

5 44m95* 坂倉　杏奈 JAC EAST Ⅱ 一般 2022年度国体一次選考競技会 伊勢 20220417

6 44m50* 大森　みさき 稲生高 2 高校 第54回鈴鹿市選手権 ＡＧＦ鈴鹿 20220730

7 44m47* 久保　亜月 中京大 2 大学 第85回三重県選手権 伊勢 20220709

8 43m14* 桃園　晴菜 国士大 2+ 大学 第7回東京女子体育大学 東京女子体育大 20220321

9 42m97* 村田　千夏 国士大 3+ 大学 第7回国士舘大学競技会 国士舘大多摩 20220325

10 41m40* 藤田　紗江 国士大 4 大学 第1回国士舘大学競技会 国士舘大多摩 20220402

－29－



【7種競技】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 4717点* 濱口　紀子 日体大 3 大学 第129回日本体育大学競技会 日体大健志台 20220626

2 4433点* 藤田　紗江 国士大 4 大学 第101回関東学生対校選手権 国立 20220522

3 4105点* 小林　玲那 松阪商高 3 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

4 3592点* 村田　茉音 相可高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

5 3515点* 平本　実生 松阪高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

6 3256点* 田畑　馨 津高 1 高校 第69回東海高校 長良川 20220618

7 3168点* 奥田　美虹 宇治山田商高 2 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

8 2502点* 世古　幸葉 宇治山田商高 3 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

9 2385点* 濵西　穂乃佳 宇治山田高 1 高校 第75回三重県高校 伊勢 20220528

【5ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 0.17.04.* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

1 0.16.56.* 川北　陽菜 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

2 0.17.12.* 垣内　瑞希 順大 2+ 大学 2022大阪ハーフマラソン 大阪城公園 20220130

3 0.17.14.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

〃 〃 小笠原　朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

5 0.17.18.* 松本　夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

6 0.19.14.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

7 0.20.25.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

8 0.20.29.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

9 0.20.32.* 伊藤　千文 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

10 0.20.34.* 村田　祥江 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

【10ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 0.34.14.* 国際 B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

〃 〃 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

1 0.34.14.* 川北　陽菜 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

2 0.34.44.* 垣内　瑞希 順大 2+ 大学 2022大阪ハーフマラソン 大阪城公園 20220130

3 0.34.54.* 松本　夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

4 0.34.57.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

〃 〃 小笠原　朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

6 0.39.13.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

7 0.40.46.* 伊藤　千文 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

8 0.40.53.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

9 0.40.59.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

10 0.41.00.* 村田　祥江 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

－30－



【15ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 0.51.08.* B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

〃 〃 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

1 0.51.55.* 小笠原　朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

2 0.51.58.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

3 0.52.14.* 垣内　瑞希 順大 2+ 大学 2022大阪ハーフマラソン 大阪城公園 20220130

4 0.52.47.* 松本　夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

5 0.59.24.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

6 1.01.22.* 伊藤　千文 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

7 1.01.36.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

8 1.01.39.* 柑子木　絵美 鹿族 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

9 1.01.50.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 第41回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子ＭＣ 20220130

10 1.02.04.* 村田　祥江 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

【20ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.07.57.* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218 国際最高

2 1.07.58.* 国際 B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

1 1.09.04.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

〃 〃 小笠原　朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

3 1.09.36.* 垣内　瑞希 順大 2+ 大学 2022大阪ハーフマラソン 大阪城公園 20220130

4 1.10.43.* 松本　夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

5 1.19.36.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

6 1.21.53.* 伊藤　千文 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

7 1.22.00.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

〃 〃 柑子木　絵美 鹿族 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

9 1.22.40.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

10 1.22.48.* 東　紀子 鹿族 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

【ハーフマラソン】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.11.21.* 国際 B･D･ﾌﾞﾙｶ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

2 1.11.25.* 国際 R･Z･ﾌｰｻﾝ ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

1 1.12.45.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

2 1.12.46.* 小笠原　朱里 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回山陽女子ロードレース 山陽女子ｺｰｽ 20221218

3 1.13.22.* 垣内　瑞希 順大 2+ 大学 2022大阪ハーフマラソン 大阪城公園 20220130

4 1.14.34.* 松本　夢佳 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第50回全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環(ハ) 20220213

5 1.17.29.* 伊藤　千文 鹿族 一般 2022中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフマラソン 20221204

6 1.21.55.* 村田　祥江 鹿族 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

7 1.22.03.* 稲葉　恵里子 三重陸協 一般 2022大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

8 1.23.33.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 2022中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフマラソン 20221204

9 1.23.59.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 2022中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢ハーフマラソン 20221204

10 1.24.04.* 倉本　知美 三重陸協 一般 第11回ぎふ清流ハーフマラソン ぎふ清流（ハ） 20220424

－31－



【25ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.28.35.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

2 1.42.24.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

3 1.42.25.* 伊藤　千文 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

4 1.42.31.* 柑子木　絵美 鹿族 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

5 1.43.09.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

6 1.43.34.* 東　紀子 鹿族 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

7 1.43.40.* 伊藤　弓 teamF.O.R 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

8 1.43.42.* 村田　祥江 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

9 1.44.20.* 門　成美 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

10 1.44.57.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第24回長野ﾏﾗｿﾝ 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念 20220417

【30ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.46.38.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

2 2.03.01.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

3 2.03.20.* 柑子木　絵美 鹿族 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

4 2.03.59.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

5 2.04.21.* 東　紀子 鹿族 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

〃 〃 伊藤　弓 teamF.O.R 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

7 2.04.35.* 伊藤　千文 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

8 2.05.01.* 門　成美 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

9 2.05.21.* 村田　祥江 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

10 2.07.01.* 井口　奈津美 三重陸協 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

【35ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2.05.23.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

2 2.23.29.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

3 2.24.40.* 柑子木　絵美 鹿族 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

4 2.24.56.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

5 2.25.19.* 伊藤　弓 teamF.O.R 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

6 2.25.38.* 東　紀子 鹿族 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

7 2.26.16.* 門　成美 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

8 2.28.14.* 村田　祥江 鹿族 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

9 2.29.12.* 井口　奈津美 三重陸協 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

10 2.37.17.* 渡辺　昌子 SUIREN 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

【40ｋｍ】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2.27.52.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

2 2.43.59.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

3 2.45.35.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 みえ松阪マラソン 松阪 20221218

4 2.46.17.* 柑子木　絵美 鹿族 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

5 2.47.25.* 伊藤　弓 teamF.O.R 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

6 2.47.46.* 東　紀子 鹿族 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

7 2.48.28.* 門　成美 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

8 2.52.39.* 井口　奈津美 三重陸協 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

9 2.53.31.* 倉本　知美 三重陸協 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

10 3.00.29.* 田中　千裕 鹿族 一般 みえ松阪マラソン 松阪 20221218

－32－



【マラソン】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2.39.36.* 池内　彩乃 ﾃﾞﾝｿｰ 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

2 2.51.25.* 伊藤　千文 鹿族 一般 金沢マラソン2022 金沢マラソン 20221030

3 2.52.28.* 佐野　亜弓 Runfeet 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

4 2.54.53.* 上野　智賀 teamF.O.R 一般 みえ松阪マラソン 松阪 20221218

5 2.55.18.* 柑子木　絵美 鹿族 一般 おかやまマラソン おかやまマラソン 20221113

6 2.56.34.* 門　成美 ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ 一般 金沢マラソン2022 金沢マラソン 20221030

7 2.56.46.* 伊藤　弓 teamF.O.R 一般 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ｳｲﾒﾝｽﾞ(ﾏ) 20220313

8 2.57.23.* 東　紀子 鹿族 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

9 2.58.01.* 山神　由佳 三重陸協 一般 第24回長野ﾏﾗｿﾝ 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念 20220417

10 3.02.22.* 井口　奈津美 三重陸協 一般 第41回大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪国際女子ＭＣ 20220130

【5ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 23.33.* 園田　世玲奈 NTN 一般 第46回全日本競歩能美 能美市営20kmコース 20220320

【10ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 0.46.48.* 園田　世玲奈 NTN 一般 第46回全日本競歩能美 能美市営20kmコース 20220320

【15ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.09.44.* 園田　世玲奈 NTN 一般 第46回全日本競歩能美 能美市営20kmコース 20220320

【20ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.32.12.* * 園田　世玲奈 NTN 一般 第46回全日本競歩能美 能美市営20kmコース 20220320 県新

【25ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 1.58.48.* 園田　世玲奈 NTN 一般 第106回日本選手権･35km競歩 輪島ふらっと訪夢前 20220416

【30ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2.22.19.* 園田　世玲奈 NTN 一般 第106回日本選手権･35km競歩 道の駅輪島ふらっと訪夢前 20220417

【35ｋｍW】

順位 記録 選手 所属 学年 区分 競技会名 名 年月日 備考

1 2.45.48.* 園田　世玲奈 NTN 一般 第106回日本選手権･35km競歩 輪島ふらっと訪夢前 20220417
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