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場　　所　　三重県営総合競技場　陸上競技場（２４１０１０）

第61回三重県中学校陸上競技選手権大会

伊勢度会地区予選大会

日　　時　　平成２０年９月２６日（金）　　開会式　　　９：３０

　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　競技開始　１０：１５

　　　　　　　　　　　　　２７日（土）　　競技開始　１０：００

主　催　　伊勢市中学校体育連盟

　　　　　度会郡中学校体育連盟

　　　　　伊勢市教育委員会

　　　　　度会郡各町教育委員会

　　　　　伊勢度会陸上競技協会



2008年9月26日(金)・9月28日(土） 大会名 第６１回三重県中学校陸上競技選手権大会伊勢度会予選 大会コード　 ０８２４３５０７
競技場コード　 ２４１０１０

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場陸上競技場
トラック審判長 小西　孝明

主催団体名 伊勢度会陸上競技協会・伊勢市中学校体育連盟・度会郡中学校体育連盟 ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ審判長 小西　孝明

伊勢市教育委員会・度会郡各町教育委員会 記 録 主 任 岡田　和久

男子の部
日付 種目

男子　１００ｍ 曽根　啓登 (3) 11.10 中村宗一朗 (3) 11.25 坂野　翔平 (3) 11.46 野村　卓矢 (3) 11.61 西村　駿哉 (3) 11.71 下村　直也 (3) 11.81 杉崎　明也 (3) 11.89 作野　　光 (3) 11.89

風:+2.4

２００ｍ 曽根　啓登 (3) 22.71 中村宗一朗 (3) 22.78 坂野　航平 (3) 23.34 坂野　翔平 (3) 23.47 野村　卓矢 (3) 23.75 作野　　光 (3) 24.23 田中　雅也 (3) 24.48 東　　魁輝 (3) 27.66

風:+1.3

東　　魁輝 (3) 53.56 神森　正輝 (3) 54.85 中村　　翼 (3) 55.42 岩森　伶央 (3) 55.78 上田　晃平 (2) 56.50 立花　　至 (3) 57.06 宮村　捷也 (3) 57.52 岡田　智文 (2) 58.62

藤原　友章 (3) 2.03.61 齋田　直輝 (3) 2.04.67 筒井　勇仁 (3) 2.06.35 神森　正輝 (3) 2.06.41 藤本　健太 (3) 2.07.25 岩森　伶央 (3) 2.08.27 長谷川拓也 (3) 2.10.23 奥井　広幸 (3) 2.10.68

齋田　直輝 (3) 9.08.22 藤原　友章 (3) 9.20.38 辻井　三嗣 (3) 9.29.62 藤本　健太 (3) 9.34.50 磯崎　航誓 (3) 9.40.33 三浦　健太 (2) 9.41.14 長岡　俊介 (3) 9.44.63 西本　大輔 (3) 9.47.17

GR

１１０ｍYＨ(0.914m) 山本　悠介 (3) 15.30 倉田　純平 (3) 15.56 奥山　慎吾 (3) 15.62 堀内　宏輝 (3) 16.76 山本　　卓 (2) 16.77 中澤　礼偉 (3) 18.00 西口　大樹 (2) 18.03 前村　将人 (3) 18.07

風:+1.6

1.36.07 1.37.41 1.38.58 1.38.64 1.39.05 1.39.43 1.39.88 1.40.08

  高田　　秀 (3)   奥井　広幸 (3)   藤原　　俊 (3)   山本　陽嵩 (3)   柴田　龍也 (3)   神森　正輝 (3)   中西　一馬 (3)   松田　和真 (3)

  石川　　秦 (3)   山本　益輝 (3)   田中　雅也 (3)   奥村　公智 (3)   堀内　宏輝 (3)   下村　直也 (3)   藤原　友章 (3)   池山　将悟 (3)

  作野　　光 (3)   奥田　　岳 (3)   山口　泰宏 (3)   田中　　弦 (3)   橋爪　　裕 (3)   山路　　樹 (3)   奥山　慎吾 (3)   坂野　翔平 (3)

  中村宗一朗 (3)   曽根　啓登 (3)   立花　　至 (3)   齋田　直輝 (3)   藤本　展志 (3)   清水　敬太 (2)   倉田　純平 (3)   田村　雄希 (3)

49.04 49.11 49.13 49.35 49.93 50.02 50.03 51.02

  岡咲　和歩 (2)   宮﨑　寛隆 (2)   松本　旬平 (2)   柴原　祥摩 (2)   山村　直也 (2)   森　　拓也 (2)   矢形　幸也 (2)   下村竜ノ介 (2)

  尾崎　翔大 (1)   森　　翔吾 (1)   松本　祐哉 (1)   舌古　一誠 (1)   杉浦　隆太 (1)   濱口ケビン (1)   鈴木　智仁 (1)   吉田　拓矢 (1)

  北　　遼誠 (1)   西村　優弥 (1)   中村　逸人 (1)   喜多　健斗 (1)   西村　直己 (1)   岩佐　海詩 (1)   宇佐見　学 (1)   加藤　大生 (1)

  上田　晃平 (2)   北村　椋汰 (2)   晝河　　豪 (2)   村田　峻佑 (2)   岡田　智文 (2)   西口　大樹 (2)   遍々古和輝 (2)   堀畑　智暉 (2)

西田　和真 (3) 1m78 山本　大恭 (3) 1m75 杉木　悠馬 (3) 1m75 小山　智久 (3) 1m69 橋爪　　裕 (3) 1m69 江頭　遼河 (2) 1m66 田中　健太 (3) 1m63 高田　　秀 (3) 1m60

林　　訓平 (2) 1m60

伊勢市：五十鈴 同順

堀川　竜正 (3) 1m60

伊勢市：小　俣 同順

岩田　和希 (3) 3m80 田中　　弦 (3) 3m70 田中　昌平 (2) 3m50 矢形　幸也 (2) 3m40 森下　陽介 (3) 3m30 中西　将吾 (3) 3m20 髙井　　謙 (3) 3m10 小山　純平 (3) 3m10

山口　泰宏 (3) 6m13 +0.9 舌古　一誠 (1) 5m97 0.0 熊野　竜馬 (3) 5m83 +0.9 石川　　秦 (3) 5m80 0.0 羽山　知希 (3) 5m78 +1.6 井戸本朋也 (3) 5m72 0.0 松井　俊樹 (3) 5m70 0.0 森本　元紀 (3) 5m51 +0.2

山口　泰宏 (3) 13m18 +1.6 奥村　公智 (3) 12m82 +2.2 熊野　竜馬 (3) 12m70 +2.8 西澤　　団 (3) 12m43 +2.7 山路　　樹 (3) 12m18 +3.2 池山　将悟 (3) 12m07 +1.7 中村　洋介 (2) 12m04 +0.6 松井　俊樹 (3) 11m99 +3.1

*F3 12m39 *F5 12m33 *F5 11m78 *F6 11m55

砲丸投 丹生　将稔 (3) 13m02 度會　和也 (3) 12m36 西村　武人 (3) 11m24 坂谷　和信 (3) 11m00 上村　雄音 (2) 11m00 中西　啄真 (2) 10m66 藤原　　俊 (3) 10m65 小嶋　孝明 (2) 10m43

5.0kg

円盤投 丹生　将稔 (3) 37m21 中村　　凌 (3) 36m98 藤原　　俊 (3) 35m36 山口慎太朗 (2) 34m73 度會　和也 (3) 34m24 中村　洋介 (2) 34m18 中村　拓士 (3) 32m96 西村　武人 (3) 31m28

1.5kg

凡例　　GR：大会記録

伊勢市：小　俣

伊勢市：五十鈴伊勢市：豊　浜 伊勢市：北　浜 伊勢市：伊勢港伊勢市：五十鈴

伊勢市：小　俣伊勢市：小　俣 伊勢市：厚　生 伊勢市：小　俣 伊勢市：厚　生

男子　４００ｍ9月27日

9月26日

9月27日

８００ｍ

9月27日 ３０００ｍ
度会郡：玉　城

伊勢市：二見

度会郡：南　勢

9月27日

9月27日

9月26日 棒高跳

9月27日

9月26日 走幅跳

伊勢市：伊勢宮川

男子　４×２００ｍＲ

伊勢市：小　俣

度会郡：度　会

伊勢市：倉田山

伊勢市：倉田山 伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：厚生

度会郡：南勢

度会郡：南勢

伊勢市：北浜

伊勢市：伊勢港 伊勢市：二見

度会郡：南　勢 度会郡：南　勢

度会郡：南　勢

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：厚　生度会郡：南　勢

度会郡：南　勢 伊勢市：厚　生

低学年
4×100ｍＲ

三段跳

男子　走高跳

度会郡：南島西

伊勢市：伊勢港

決　勝　一　覧　表
期　日

陸協名

9月26日

伊勢市：倉田山 伊勢市：二　見 度会郡：玉　城
9月27日

7位

度会郡：玉　城 度会郡：玉　城

伊勢市：御　薗 度会郡：度　会 伊勢市：小　俣伊勢市：伊勢港

伊勢市：倉田山 伊勢市：二　見

伊勢市：小　俣度会郡：南　勢 伊勢市：小　俣

伊勢市：小俣

度会郡：玉　城

8位1位 2位 3位 4位 6位5位

度会郡：度会

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：二　見

伊勢市：小　俣

伊勢市：伊勢宮川 度会郡：南　島 伊勢市：伊勢宮川

度会郡：南島西 伊勢市：厚　生伊勢市：北　浜

伊勢市：厚　生

伊勢市：厚　生

伊勢市：倉田山

伊勢市：厚　生

度会郡：玉城

伊勢市：城　田

伊勢市：御薗

度会郡：南　勢

伊勢市：二　見

伊勢市：小俣

伊勢市：小　俣 度会郡：南　勢 度会郡：玉　城 度会郡：度　会

度会郡：南島西 度会郡：度　会 伊勢市：北　浜 伊勢市：小　俣

伊勢市：二　見

伊勢市：伊勢港 伊勢市：二　見 伊勢市：伊勢宮川 度会郡：南島西

伊勢市：倉田山

伊勢市：厚　生

伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：小　俣

伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：厚　生

伊勢市：厚　生

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：沼　木

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：伊勢宮川度会郡：度　会

伊勢市：小　俣 伊勢市：五十鈴 伊勢市：厚　生

伊勢市：厚　生 伊勢市：伊勢港

伊勢市：厚　生

伊勢市：小　俣伊勢市：小　俣 伊勢市：豊　浜 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：城　田 伊勢市：厚　生 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：豊　浜

9月27日

9月27日

9月26日



2008年9月26日(金)・9月28日(土） 大会名 第６１回三重県中学校陸上競技選手権大会伊勢度会予選 大会コード　 ０８２４３５０７
競技場コード　 ２４１０１０

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場陸上競技場
トラック審判長 小西　孝明

主催団体名 伊勢度会陸上競技協会・伊勢市中学校体育連盟・度会郡中学校体育連盟 ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ審判長 小西　孝明

伊勢市教育委員会・度会郡各町教育委員会 記 録 主 任 岡田　和久

決　勝　一　覧　表
期　日

陸協名

女子の部
日付 種目

女子　１００ｍ 岩井　智香 (3) 12.73 森本　真由 (2) 12.74 橋爪　咲奈 (3) 12.91 羽根　翔子 (2) 13.18 山本　綺美 (2) 13.18 西田　裕美 (3) 13.34 臺　　華苗 (2) 13.60 小山　夏未 (3) 16.02

風:+1.5

２００ｍ 岩井　智香 (3) 25.63 橋爪　咲奈 (3) 26.04 山本　綺美 (2) 26.35 寺田　菜美 (3) 26.49 下村真有子 (3) 26.88 羽根　翔子 (2) 27.07 宮本　美保 (3) 27.42 角谷　侑香 (2) 27.54

風:+2.0 GR

濵地　明衣 (3) 2.24.02 久保倉実里 (1) 2.24.99 出口和佳奈 (3) 2.25.84 坂口　　茅 (1) 2.30.12 浦田　真鈴 (3) 2.31.38 竹内　杏奈 (3) 2.31.71 中川　朱理 (3) 2.32.06 山下友理香 (1) 2.33.99

濵地　明衣 (3) 6.49.19 出口和佳奈 (3) 7.06.11 久保倉実里 (1) 7.08.25 竹内　杏奈 (3) 7.10.20 坂口　　茅 (1) 7.13.92 津田　　環 (3) 7.15.92 山下友理香 (1) 7.18.87 浦田　真鈴 (3) 7.18.92

１００ｍＨ(0.762m) 辻　保奈美 (2) 15.03 髙松　麻妃 (3) 15.14 石原　瑞穂 (3) 15.26 西田　裕美 (3) 15.74 山本　佳奈 (2) 15.91 片山　聖菜 (3) 16.15 奥野　春菜 (1) 16.48 野呂真里菜 (2) 17.14

風:+1.2

52.35 52.81 53.20 53.23 53.34 54.10 54.57 54.63

  平田　琴音 (2)   浦田　真鈴 (3)   山本　佳奈 (2)   大西　　澪 (2)   林　　采奈 (3)   上原加奈子 (2)   杉坂　柚那 (2)   北村　真菜 (3)

  東海　里香 (2)   寺田　菜美 (3)   田村　佳澄 (1)   西田　裕美 (3)   山本　綺美 (2)   角谷　侑香 (2)   田村はるか (3)   橋爪　咲奈 (3)

  大谷奈都希 (3)   辻　保奈美 (2)   柴原奈津美 (2)   野呂真里菜 (2)   森本　真由 (2)   宮本　美保 (3)   奥田　幸世 (3)   雪岡　莉代 (3)

  髙松　麻妃 (3)   岡村　海於 (3)   下村真有子 (3)   片山　聖菜 (3)   中村　亜矢 (2)   竹本　真望 (3)   岩井　智香 (3)   中西　加奈 (3)

53.30 54.32 54.83 55.72 56.51 57.14 57.81 58.40

  坂本　莉菜 (2)   宮間　沙絢 (2)   湊谷南つみ (2)   中村　恵理 (2)   向井　さよ (2)   西岡　由貴 (2)   森本　亜美 (2)   矢納　　歩 (2)

  奥野　春菜 (1)   伊藤　奈実 (1)   清水　葉月 (1)   井澤　侑里 (1)   上村　凪沙 (1)   岡　　朝子 (1)   前田　亜耶 (1)   磯和　加奈 (1)

  坂本　真佑 (1)   藤井　真子 (1)   野口　幸恵 (1)   出口　真由 (1)   植村　胡桃 (1)   山路　夏希 (1)   松本　梨那 (1)   林　　　葵 (1)

  羽根　翔子 (2)   亀井　衿香 (2)   齋藤　紫乃 (2)   黒精亜莉紗 (2)   小川　珠実 (2)   田中　里奈 (2)   江川　真林 (2)   角谷　　悠 (2)

山根　芽衣 (1) 1m50 田村はるか (3) 1m47 東　　美佳 (3) 1m47 東海　里香 (2) 1m44 立野　文香 (3) 1m44 矢野こころ (2) 1m38 髙田　智子 (2) 1m38

大東はるか (2) 1m38

伊勢市：御　薗

髙松　麻妃 (3) 5m39 +2.9 寺田　菜美 (3) 5m38 +2.6 森本　真由 (2) 5m25 +3.3 石原　瑞穂 (3) 5m20 +1.7 中村　美穂 (3) 5m13 +1.2 藪木　彩乃 (3) 5m10 +1.8 下村真有子 (3) 4m94 +3.5 西岡みにい (1) 4m91 +2.4

*F6 5m16 *F5 5m26 *F3 4m67 *F2 4m86

砲丸投 清水香苗江 (3) 12m18 奥村つかさ (3) 12m03 池森　史保 (3) 11m56 西岡　名月 (3) 11m04 中河　琴乃 (3) 10m47 中川　知春 (2) 10m40 小山　愛理 (1) 10m35 井豫亜莉沙 (1) 10m25

2.721kg

円盤投 奥村つかさ (3) 33m43 池森　史保 (3) 29m24 西岡　名月 (3) 28m36 井坂　美来 (3) 26m89 清水香苗江 (3) 26m12 中川　知春 (2) 24m54 山根　　萌 (2) 21m92 田岡　那央 (1) 21m38

1.0kg

凡例　　GR：大会記録

伊勢市：御薗伊勢市：倉田山

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：小　俣

8位

伊勢市：五十鈴 度会郡：南勢

伊勢市：五十鈴 伊勢市：小俣 度会郡：度会 伊勢市：北浜

伊勢市：厚生 伊勢市：小俣

伊勢市：二　見 伊勢市：五十鈴 伊勢市：倉田山

伊勢市：二見 伊勢市：倉田山

伊勢市：厚　生度会郡：度　会

伊勢市：伊勢港

度会郡：南島西

伊勢市：北　浜

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：小　俣

伊勢市：北　浜伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：城　田 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：伊勢港

5月27日

9月27日

9月26日

9月26日

9月27日

9月27日

女子低学年
４×１００

ｍＲ

走幅跳

女子　４×１００ｍＲ

女子　２０００ｍ

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：城　田

伊勢市：五十鈴

伊勢市：伊勢宮川度会郡：南島西
８００ｍ

度会郡：南　勢 伊勢市：伊勢宮川 度会郡：度　会 度会郡：玉　城 伊勢市：厚　生

伊勢市：小　俣

伊勢市：城　田 度会郡：玉　城 伊勢市：倉田山

伊勢市：厚　生伊勢市：城　田 度会郡：玉　城 伊勢市：倉田山 伊勢市：厚　生 伊勢市：厚　生度会郡：度　会 伊勢市：倉田山

伊勢市：伊勢宮川 度会郡：度　会 伊勢市：厚　生 伊勢市：伊勢宮川 度会郡：南　勢

伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：伊勢港

5位

伊勢市：二　見

7位

度会郡：度　会 伊勢市：小　俣

6位

伊勢市：城　田

伊勢市：五十鈴

2位1位

伊勢市：倉田山

伊勢市：倉田山 伊勢市：御　薗
9月27日

20080927

9月27日

9月26日

伊勢市：御　薗

伊勢市：伊勢宮川 度会郡：南　勢 度会郡：玉　城

伊勢市：倉田山

度会郡：南島西 伊勢市：倉田山

度会郡：度　会

4位

伊勢市：小　俣

伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：小　俣

伊勢市：伊勢宮川

3位

度会郡：度　会

走高跳9月26日

度会郡：南勢 伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：厚　生 度会郡：南　勢 伊勢市：城　田伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：倉田山



 
 
 
 
 
 
 
 

 男 子 の 部 



男子　１００ｍ

三重県中学記録 (KJ)     10.77     岡部　和憲 (　北　・名張)                                   1996        

大　会　記　録 (GR)     10.9      坂口　　健 (城　田・伊勢)                                   1985        

予選  7組3着+3

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｸﾉ ﾋｶﾙ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

1 7 400 作野　　光 (3) 二　見 11.78 Q 1 6 559 西村　駿哉 (3) 御　薗 11.81 Q

ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ ｵｸﾀﾞ ｶﾞｸ

2 5 844 奥村　公智 (3) 南　勢 11.95 Q 2 5 2 奥田　　岳 (3) 倉田山 12.14 Q

ｶｼﾞﾉ ﾘｮｳ ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ

3 6 160 梶野　　凌 (3) 豊　浜 11.97 Q 3 4 204 羽山　知希 (3) 厚　生 12.20 Q

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽｷ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ

4 4 8 山本　益輝 (3) 倉田山 12.38 4 7 329 宮﨑　寛隆 (2) 伊勢港 12.25

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾍﾞﾍﾞｺ ｶｽﾞｷ

5 3 552 中川　拓哉 (3) 御　薗 12.70 5 9 629 遍々古和輝 (2) 小　俣 12.57

ﾅｶﾔﾏ ﾅｶﾞﾚ ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾔ

6 8 903 中山　流星 (3) 皇學館 12.83 6 2 105 大石　和哉 (3) 城　田 13.02

ｲｿｻﾞｷ ﾀｶｷ ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ

7 9 803 磯崎　貴希 (2) 南島西 13.29 7 8 929 浜口　就太 (2) 北　浜 13.17

ﾂﾂﾐ ｼﾝﾍﾟｲ ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

8 2 728 堤　　信平 (2) 南　島 13.70 3 729 野﨑健太郎 (2) 南　島 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ｿﾈ ｹｲﾄ

1 4 406 中村宗一朗 (3) 二　見 11.63 Q 1 4 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 11.81 Q

ｽｷﾞｻｷ ｱｷﾅﾘ ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ

2 5 604 杉崎　明也 (3) 小　俣 11.89 Q 2 8 4431 山林　　聖 (3) 大　宮 12.11 Q

ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ

3 7 61 池山　将悟 (3) 玉　城 11.92 Q 3 6 446 岡咲　和歩 (2) 伊勢宮川 12.15 Q

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾀﾞｶ ﾅｶﾆｼ ｺｳｽｹ

4 8 846 山本　陽嵩 (3) 南　勢 12.18 q 4 7 905 中西　洸介 (3) 皇學館 12.23 q

ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ ﾊﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ

5 6 709 清水　敬太 (2) 度　会 12.44 5 3 508 林　　訓平 (2) 五十鈴 12.36

ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾀｶｲ ｹﾝ

6 3 4498 吉田　良平 (1) 　錦　 12.68 6 5 215 髙井　　謙 (3) 厚　生 12.43

ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

7 2 467 尾崎　翔大 (1) 伊勢宮川 12.95 7 2 4491 西村　圭祐 (3) 　錦　 13.56

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾄ

8 9 801 堀内　幸輝 (3) 南島西 13.27 9 165 中西　佑斗 (3) 豊　浜 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ

1 7 60 坂野　翔平 (3) 玉　城 11.78 Q 1 4 63 坂野　航平 (3) 玉　城 11.76 Q

ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

2 6 708 下村　直也 (3) 度　会 11.88 Q 2 5 336 北村　椋汰 (2) 伊勢港 12.03 Q

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ ｻｸﾉ ｺｳﾀﾞｲ

3 4 110 小池　龍緯 (2) 城　田 12.17 Q 3 9 501 作野　広大 (3) 五十鈴 12.16 Q

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｻｲﾀ ﾕｳｷ

4 3 413 松本　旬平 (2) 二　見 12.47 4 7 3874 齋田　雄希 (3) 沼　木 12.24 q

ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾋｶﾞｼｵｶ ﾀｶﾋｺ

5 5 925 中川　堅斗 (2) 北　浜 12.78 5 6 907 東岡　孝彦 (2) 皇學館 12.30

ｳｴﾑﾗ ﾜﾀﾙ ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾄ

6 8 4531 上村　　渉 (3) 南島西 13.08 6 3 553 中西　健人 (3) 御　薗 12.65

ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ ｲｹﾀﾞ ﾏｵ

7 9 540 山根　佑太 (1) 五十鈴 13.34 7 2 207 池田　真雄 (3) 厚　生 13.05

ｷﾀ ﾘｮｳﾏ ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

8 2 457 北　　遼誠 (1) 伊勢宮川 13.88 8 8 4495 西村　広大 (1) 　錦　 14.03

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

風:  +2.6 風:  +1.7

風:  +3.0 風:  +2.2

風:  +1.6 風:  +2.1

第61回三重県中学校陸上競技選手権伊勢度会地区予選大会(08243507)
主催：伊勢市中学校体育連盟・度会郡中学校体育連盟
　　：伊勢市教育委員会・度会郡各町村教育委員会
　　：伊勢度会陸上競技協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場
2008/9/27 16:29
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7組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ

1 7 300 野村　卓矢 (3) 伊勢港 11.83 Q

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ

2 4 919 藤本　展志 (3) 北　浜 12.15 Q

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ

3 6 3380 舌古　一誠 (1) 南　勢 12.46 Q

ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾏ

4 5 605 中西　一馬 (3) 小　俣 12.51

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

5 9 101 中川　拓也 (3) 城　田 12.76

ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀ

6 2 704 尾嵜　優太 (3) 度　会 13.02

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ

7 8 731 山本　翔麻 (2) 南　島 13.17

ｳﾗﾀ ﾀｸﾑ

8 3 4471 浦田　拓夢 (2) 大内山 13.62

準決  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｿﾈ ｹｲﾄ ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

1 6 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 11.63 Q 1 6 406 中村宗一朗 (3) 二　見 11.44 Q

ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ

2 5 708 下村　直也 (3) 度　会 11.88 Q 2 4 300 野村　卓矢 (3) 伊勢港 11.57 Q

ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

3 4 63 坂野　航平 (3) 玉　城 11.90 3 5 559 西村　駿哉 (3) 御　薗 11.70 q

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ ｺｲｹ ﾘｭｳｲ

4 9 919 藤本　展志 (3) 北　浜 11.99 4 3 110 小池　龍緯 (2) 城　田 11.89

ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

5 2 204 羽山　知希 (3) 厚　生 12.24 5 9 61 池山　将悟 (3) 玉　城 11.96

ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ｵｸﾀﾞ ｶﾞｸ

6 7 336 北村　椋汰 (2) 伊勢港 12.25 6 8 2 奥田　　岳 (3) 倉田山 12.09

ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾀﾞｶ

7 8 446 岡咲　和歩 (2) 伊勢宮川 12.27 6 2 846 山本　陽嵩 (3) 南　勢 12.09

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ

8 3 3380 舌古　一誠 (1) 南　勢 12.39 8 7 4431 山林　　聖 (3) 大　宮 12.11

決勝
3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ ｿﾈ ｹｲﾄ

1 7 60 坂野　翔平 (3) 玉　城 11.55 Q 1 6 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 11.10

ｻｸﾉ ﾋｶﾙ ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

2 6 400 作野　　光 (3) 二　見 11.71 Q 2 4 406 中村宗一朗 (3) 二　見 11.25

ｽｷﾞｻｷ ｱｷﾅﾘ ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ

3 4 604 杉崎　明也 (3) 小　俣 11.74 q 3 7 60 坂野　翔平 (3) 玉　城 11.46

ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ

4 5 844 奥村　公智 (3) 南　勢 11.84 4 5 300 野村　卓矢 (3) 伊勢港 11.61

ｶｼﾞﾉ ﾘｮｳ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

5 8 160 梶野　　凌 (3) 豊　浜 11.92 5 3 559 西村　駿哉 (3) 御　薗 11.71

ﾅｶﾆｼ ｺｳｽｹ ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ

6 3 905 中西　洸介 (3) 皇學館 12.03 6 9 708 下村　直也 (3) 度　会 11.81

ｻｲﾀ ﾕｳｷ ｽｷﾞｻｷ ｱｷﾅﾘ

7 2 3874 齋田　雄希 (3) 沼　木 12.24 7 2 604 杉崎　明也 (3) 小　俣 11.89

ｻｸﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｻｸﾉ ﾋｶﾙ

8 9 501 作野　広大 (3) 五十鈴 12.24 8 8 400 作野　　光 (3) 二　見 11.89

風:  +0.4 風:  +3.2

風:  +2.9 風:  +2.4

風:  +2.1

凡例    DNS：欠場
2008/9/27 16:29
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男子　２００ｍ

三重県中学記録 (KJ)     21.55     岡部　和憲 (　北　・名張)                                   1996        

大　会　記　録 (GR)     22.4      坂口　　健 (城　田・伊勢)                                   1985        

予選  7組3着+3

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ 度会郡 ｿﾈ ｹｲﾄ 伊勢市

1 7 60 坂野　翔平 玉　城 24.58 Q 1 6 1 曽根　啓登 倉田山 24.17 Q

ﾅｶﾆｼ ｺｳｽｹ 伊勢市 ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ 度会郡

2 6 905 中西　洸介 皇學館 25.50 Q 2 5 708 下村　直也 度　会 24.29 Q

ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ 度会郡 ｽｷﾞｻｷ ｱｷﾅﾘ 伊勢市

3 2 851 村田　峻佑 南　勢 26.27 Q 3 7 604 杉崎　明也 小　俣 24.36 Q

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 伊勢市 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ 度会郡

4 5 552 中川　拓哉 御　薗 26.49 4 2 4431 山林　　聖 大　宮 24.81 q

ﾃﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 伊勢市 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 伊勢市

5 3 621 寺山　大貴 小　俣 26.53 5 4 329 宮﨑　寛隆 伊勢港 25.17

ｺﾆｼ ｷｭｳｺﾞ 度会郡 ﾊﾔﾀ ｲｻﾑ 伊勢市

6 9 819 小西　丘悟 南島西 30.81 6 3 513 早田　敢武 五十鈴 27.27

ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ 伊勢市 ｵｸ ﾕｳﾔ 度会郡

4 200 宮村　捷也 厚　生 DNS 7 8 843 奥　　悠弥 南　勢 27.57

ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 度会郡

8 729 野﨑健太郎 南　島 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 伊勢市 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 伊勢市

1 7 559 西村　駿哉 御　薗 23.94 Q 1 4 300 野村　卓矢 伊勢港 23.71 Q

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ 伊勢市 ｻｸﾉ ﾋｶﾙ 伊勢市

2 5 918 堀内　宏輝 北　浜 24.43 Q 2 6 400 作野　　光 二　見 24.26 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 度会郡 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ 伊勢市

3 6 811 山本　　卓 南島西 24.54 Q 3 5 919 藤本　展志 北　浜 24.64 Q

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾀﾞｶ 度会郡 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 度会郡

4 4 846 山本　陽嵩 南　勢 24.78 q 4 9 709 清水　敬太 度　会 25.10 q

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 度会郡 ｻｸﾉ ｺｳﾀﾞｲ 伊勢市

5 3 64 田村　雄希 玉　城 26.03 5 7 501 作野　広大 五十鈴 25.48

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾅﾘ 伊勢市 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾘ 伊勢市

6 2 407 中川　隆成 二　見 26.58 6 2 104 奥村　翔利 城　田 26.09

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾄ 伊勢市 ﾅｶﾀ ｹﾝﾀ 伊勢市

8 165 中西　佑斗 豊　浜 DNS 7 3 174 中田　拳太 豊　浜 28.27

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 度会郡

8 8 4491 西村　圭祐 　錦　 28.82

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 度会郡 ｶｼﾞﾉ ﾘｮｳ 伊勢市

1 6 800 東　　魁輝 南島西 24.51 Q 1 7 160 梶野　　凌 豊　浜 24.46 Q

ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 伊勢市 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 伊勢市

2 5 438 田中　雅也 伊勢宮川 24.68 Q 2 6 336 北村　椋汰 伊勢港 24.69 Q

ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊勢市 ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ 伊勢市

3 7 406 中村宗一朗 二　見 24.74 Q 3 4 446 岡咲　和歩 伊勢宮川 24.74 Q

ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 伊勢市 ｵｶﾀﾞ ｹﾝ 伊勢市

4 8 556 大西　健太 御　薗 26.26 4 2 100 岡田　　憲 城　田 26.17

ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 伊勢市 ｲﾜｻ ｶｲｼ 伊勢市

5 4 213 樋口　遼介 厚　生 26.88 5 9 38 岩佐　海詩 倉田山 26.40

ﾏｷﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ 伊勢市 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀ 伊勢市

6 2 40 蒔田　祥大 倉田山 28.24 6 3 537 松田　菖太 五十鈴 27.69

ﾅｶﾔ ﾄﾓﾋﾛ 伊勢市 ｲﾄｳ ｼﾞｭｲ 伊勢市

3 902 中屋　智裕 皇學館 DNS 7 8 3736 伊藤　樹生 皇學館 32.24

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 伊勢市

5 917 中村　　翼 北　浜 DNS

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

風:  +0.9 風:  +0.6

風:  +2.1 風:  +1.1

風:  +0.2 風:  +0.2

凡例    DNS：欠場



7組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ 度会郡

1 7 63 坂野　航平 玉　城 24.15 Q

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ 伊勢市

2 6 110 小池　龍緯 城　田 24.79 Q

ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾏ 伊勢市

3 4 605 中西　一馬 小　俣 25.57 Q

ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 度会郡

4 2 702 山下　翔平 度　会 25.59

ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ 伊勢市

5 5 208 中澤　礼偉 厚　生 25.76

ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ 伊勢市

6 8 467 尾崎　翔大 伊勢宮川 26.27

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 度会郡

7 3 731 山本　翔麻 南　島 28.27

準決  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ

1 8 406 中村宗一朗 (3) 二　見 23.16 Q 1 5 438 田中　雅也 (3) 伊勢宮川 23.92 Q

ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ ｻｸﾉ ﾋｶﾙ

2 7 800 東　　魁輝 (3) 南島西 23.37 Q 2 7 400 作野　　光 (3) 二　見 23.94 Q

ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ

3 4 60 坂野　翔平 (3) 玉　城 23.37 q 3 9 919 藤本　展志 (3) 北　浜 24.35

ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ ｶｼﾞﾉ ﾘｮｳ

4 5 300 野村　卓矢 (3) 伊勢港 23.47 q 4 4 160 梶野　　凌 (3) 豊　浜 24.42

ｺｲｹ ﾘｭｳｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾀﾞｶ

5 9 110 小池　龍緯 (2) 城　田 24.35 5 3 846 山本　陽嵩 (3) 南　勢 24.90

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾏ

6 6 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 24.65 6 2 605 中西　一馬 (3) 小　俣 25.54

ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ ﾅｶﾆｼ ｺｳｽｹ

7 3 446 岡咲　和歩 (2) 伊勢宮川 24.85 8 905 中西　洸介 (3) 皇學館 DNS

ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

8 2 709 清水　敬太 (2) 度　会 24.95 6 559 西村　駿哉 (3) 御　薗 DNS

決勝
3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿﾈ ｹｲﾄ ｿﾈ ｹｲﾄ

1 6 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 23.36 Q 1 4 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 22.71

ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ

2 7 63 坂野　航平 (3) 玉　城 23.51 Q 2 5 406 中村宗一朗 (3) 二　見 22.78

ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ

3 5 708 下村　直也 (3) 度　会 24.15 3 8 63 坂野　航平 (3) 玉　城 23.34

ｽｷﾞｻｷ ｱｷﾅﾘ ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ

4 9 604 杉崎　明也 (3) 小　俣 24.20 4 3 60 坂野　翔平 (3) 玉　城 23.47

ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ

5 3 4431 山林　　聖 (3) 大　宮 24.57 5 2 300 野村　卓矢 (3) 伊勢港 23.75

ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ｻｸﾉ ﾋｶﾙ

6 4 336 北村　椋汰 (2) 伊勢港 25.10 6 9 400 作野　　光 (3) 二　見 24.23

ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ

7 8 811 山本　　卓 (2) 南島西 25.14 7 6 438 田中　雅也 (3) 伊勢宮川 24.48

ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ

8 2 851 村田　峻佑 (2) 南　勢 26.46 8 7 800 東　　魁輝 (3) 南島西 27.66

風:  +0.9 風:  +0.5

風:  +0.6 風:  +1.3

風:  +0.6

凡例    DNS：欠場



男子　４００ｍ

三重県中学記録 (KJ)     0.49.73   山口　貴寛 (宮　川・伊勢)                                   1987        

大　会　記　録 (GR)     0.50.0    田牧　慎也 (青　陵・度会)                                   1990        

予選  5組3着+1

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲﾀﾙ ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ

1 4 441 立花　　至 (3) 伊勢宮川 0.57.99 Q 1 6 923 柴田　龍也 (3) 北　浜 0.58.96 Q

ｶﾐﾓﾘ ｾｲｷ ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ

2 5 701 神森　正輝 (3) 度　会 0.58.05 Q 2 7 65 筒井　勇仁 (3) 玉　城 0.59.05 Q

ｱﾗｷ ｹﾝｽｹ ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

3 6 202 荒木　健介 (3) 厚　生 1.00.70 Q 3 4 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 0.59.06 Q

ﾀﾏｷ ﾖｳﾍｲ ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ

4 2 904 玉木　洋平 (3) 皇學館 1.01.73 4 5 4321 北村　直也 (3) 二　見 0.59.44

ﾆｼｲ ﾖｳﾍｲ ｻｶｲ ｱｲﾄ

5 3 853 西井　洋平 (2) 南　勢 1.03.06 5 2 900 坂井　藍都 (3) 皇學館 0.59.67

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾅﾘ ｷﾊﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ

6 8 407 中川　隆成 (3) 二　見 1.03.44 6 8 4232 木場本拓実 (3) 沼　木 1.02.41

ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾘ ﾌｸﾅｶ ﾄﾓﾕｷ

7 7 104 奥村　翔利 (3) 城　田 1.03.86 7 9 539 福中　智之 (1) 五十鈴 1.05.10

ｺｲｹ ﾄｼｷ ﾂｼﾞﾅｶ ｹﾝｽｹ

9 78 小池　俊輝 (2) 玉　城 DNS 3 11 逵中　研介 (2) 倉田山 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳ ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ

1 7 736 山下　　修 (3) 南　島 0.56.30 Q 1 6 800 東　　魁輝 (3) 南島西 0.57.16 Q

ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ

2 4 200 宮村　捷也 (3) 厚　生 0.56.41 Q 2 7 831 澤村　浩直 (3) 南　勢 0.57.74 Q

ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ

3 5 438 田中　雅也 (3) 伊勢宮川 0.57.15 Q 3 5 247 岡田　智文 (2) 厚　生 0.58.00 Q

ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛｷ ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ

4 6 321 金森　弘樹 (2) 伊勢港 0.57.92 q 4 4 702 山下　翔平 (3) 度　会 0.59.02

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ ﾎﾘｳﾁ ﾀﾂﾔ

5 3 102 中川　裕武 (3) 城　田 1.00.62 5 2 926 堀内　達矢 (2) 北　浜 1.04.02

ﾅｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ ｵﾊﾞﾀ ﾅﾘﾌﾐ

6 8 538 永野　亮太 (1) 五十鈴 1.04.16 6 8 15 小俣　成史 (2) 倉田山 1.09.60

ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾏｻ ﾂｼﾞ ﾀﾂﾖｼ

7 9 627 東川　英雅 (2) 小　俣 1.05.10 7 3 733 辻　　竜良 (1) 南　島 1.16.70

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

8 2 906 山本　貢大 (3) 皇學館 1.05.97

5組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1 4 445 上田　晃平 (2) 伊勢宮川 0.59.46 Q

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

2 5 917 中村　　翼 (3) 北　浜 1.00.43 Q

ｲｸﾉ ﾄﾓｼ

3 7 3895 生野　智士 (3) 南　勢 1.00.57 Q

ｲﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

4 3 4494 井谷　俊介 (1) 　錦　 1.01.03

ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾃﾞ

5 2 39 野村　貴英 (1) 倉田山 1.01.88

ｱｻﾊﾀ ﾕｳﾔ

6 8 612 麻畑　雄哉 (2) 小　俣 1.04.15

ｵｷﾞﾀ ﾀｸﾄ

7 9 81 荻田　拓人 (2) 玉　城 1.14.86

ﾃﾗﾀﾞ ﾚｲ

6 308 寺田　　玲 (3) 伊勢港 DNS

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

第61回三重県中学校陸上競技選手権伊勢度会地区予選大会(08243507)
主催：伊勢市中学校体育連盟・度会郡中学校体育連盟
　　：伊勢市教育委員会・度会郡各町村教育委員会
　　：伊勢度会陸上競技協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    DNS：欠場
2008/9/27 16:35

1/2



準決  2組3着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ ｶﾐﾓﾘ ｾｲｷ

1 4 800 東　　魁輝 (3) 南島西 0.54.91 Q 1 5 701 神森　正輝 (3) 度　会 0.55.16 Q

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

2 9 917 中村　　翼 (3) 北　浜 0.55.30 Q 2 6 445 上田　晃平 (2) 伊勢宮川 0.55.61 Q

ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

3 6 200 宮村　捷也 (3) 厚　生 0.55.31 Q 3 3 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 0.55.64 Q

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲﾀﾙ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ

4 5 441 立花　　至 (3) 伊勢宮川 0.55.81 q 4 8 247 岡田　智文 (2) 厚　生 0.55.87 q

ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ

5 8 438 田中　雅也 (3) 伊勢宮川 0.56.80 5 9 65 筒井　勇仁 (3) 玉　城 0.55.88

ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ

6 7 831 澤村　浩直 (3) 南　勢 0.56.95 7 7 923 柴田　龍也 (3) 北　浜 0.55.88

ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛｷ ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳ

7 3 321 金森　弘樹 (2) 伊勢港 0.57.75 7 4 736 山下　　修 (3) 南　島 0.58.67

ｱﾗｷ ｹﾝｽｹ ｲｸﾉ ﾄﾓｼ

8 2 202 荒木　健介 (3) 厚　生 0.59.49 8 2 3895 生野　智士 (3) 南　勢 0.59.33

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ

1 6 800 東　　魁輝 (3) 南島西 0.53.56

ｶﾐﾓﾘ ｾｲｷ

2 4 701 神森　正輝 (3) 度　会 0.54.85

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

3 7 917 中村　　翼 (3) 北　浜 0.55.42

ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

4 9 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 0.55.78

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

5 5 445 上田　晃平 (2) 伊勢宮川 0.56.50

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲﾀﾙ

6 2 441 立花　　至 (3) 伊勢宮川 0.57.06

ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ

7 8 200 宮村　捷也 (3) 厚　生 0.57.52

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ

8 3 247 岡田　智文 (2) 厚　生 0.58.62

凡例    DNS：欠場
2008/9/27 16:35

2/2



男子　８００ｍ

三重県中学記録 (KJ)     1.54.02   田牧　慎也 (青　陵・度会)                                   1990        

大　会　記　録 (GR)     2.01.3    田牧　慎也 (青　陵・度会)                                   1989        

予選  3組3着+1

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ 伊勢市 ﾂｼﾞｲ ﾐﾂｸﾞ 度会郡

1 3 601 岩森　伶央 小　俣 2.11.76 Q 1 5 66 辻井　三嗣 玉　城 2.10.33 Q

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 伊勢市 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ 伊勢市

2 5 210 長谷川拓也 厚　生 2.12.34 Q 2 6 609 藤原　友章 小　俣 2.10.37 Q

ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ 伊勢市 ｶﾐﾓﾘ ｾｲｷ 度会郡

3 4 6 奥井　広幸 倉田山 2.12.57 Q 3 4 701 神森　正輝 度　会 2.10.71 Q

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 伊勢市 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 伊勢市

4 2 437 岡田　和磨 伊勢宮川 2.13.38 4 8 4100 齋藤　朋弘 伊勢宮川 2.11.82 q

ｲｿｻｷ ｺｳｾｲ 度会郡 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ 伊勢市

5 7 737 磯崎　航誓 南　島 2.14.33 5 12 923 柴田　龍也 北　浜 2.15.43

ﾅｶﾆｼ ﾘｸ 度会郡 ｿﾜﾉ ﾘｮｳｽｹ 伊勢市

6 8 79 中西　　陸 玉　城 2.14.88 6 3 212 岨野　良亮 厚　生 2.17.78

ﾆｼﾊﾏ ﾐｷﾋﾛ 度会郡 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳ 度会郡

7 13 3896 西濱　幹紘 南　勢 2.16.30 7 7 736 山下　　修 南　島 2.18.12

ﾂﾂﾐ ﾀｲﾁ 伊勢市 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳ 伊勢市

8 6 118 堤　　泰一 城　田 2.16.82 8 9 106 川口　　翔 城　田 2.18.80

ｶﾄｳ ｾｲﾔ 伊勢市 ﾐﾅﾐ ｴｲﾄ 度会郡

9 17 550 加藤　聖也 御　薗 2.20.57 9 1 3898 南　　栄人 南　勢 2.19.52

ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ 伊勢市 ﾔｽｲ ﾕｳﾀ 伊勢市

10 1 945 中村　　誉 北　浜 2.22.30 10 10 562 安井　祐汰 御　薗 2.24.43

ｵｸﾀﾞ ｿｳｼ 伊勢市 ﾃﾗﾀﾞ ﾚｲ 伊勢市

11 12 162 奥田　創士 豊　浜 2.25.15 11 13 308 寺田　　玲 伊勢港 2.25.28

ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 伊勢市 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 伊勢市

12 10 403 橋本　佳樹 二　見 2.26.54 12 2 4 伊藤　大晃 倉田山 2.27.06

ｵｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 伊勢市 ｻｻｷ ﾀｸﾔ 伊勢市

13 11 360 岡田　圭介 伊勢港 2.30.22 13 17 171 佐々木拓哉 豊　浜 2.27.39

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 度会郡 ﾔﾏｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 伊勢市

14 16 713 林田　涼雅 度　会 2.35.65 14 14 541 山路　和徳 五十鈴 2.36.88

ｶｼﾏ ﾘｮｳ 度会郡 ﾐﾔｷ ｱｷﾗ 伊勢市

15 15 4472 加島　　稜 大内山 2.37.06 15 15 3740 宮木　明朗 皇學館 2.41.00

ﾅｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 伊勢市 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｷ 度会郡

16 14 538 永野　亮太 五十鈴 2.37.33 16 16 4496 西村　翔喜 　錦　 2.48.30

ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ 度会郡 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳｽｹ 伊勢市

17 9 805 野村　浩平 南島西 2.39.78 11 404 山中　秀介 二　見 DNS

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    DNS：欠場



3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 伊勢市

1 4 442 藤本　健太 伊勢宮川 2.12.52 Q

ｻｲﾀ ﾅｵｷ 度会郡

2 5 836 齋田　直輝 南　勢 2.12.58 Q

ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ 度会郡

3 6 65 筒井　勇仁 玉　城 2.16.36 Q

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 伊勢市

4 3 109 川口　翔平 城　田 2.17.39

ﾏｴﾑﾗ ﾀｸﾔ 伊勢市

5 10 555 前村　拓哉 御　薗 2.18.21

ｳﾒﾑﾗ ｶﾝﾀﾞｲ 伊勢市

6 2 4381 梅村　冠大 小　俣 2.19.29

ｵｵﾆｼ ﾘｮｳ 伊勢市

7 8 12 大西　　良 倉田山 2.19.82

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ 度会郡

8 12 3865 山下　雄也 南　島 2.22.51

ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 度会郡

9 11 4572 濱口　隼也 度　会 2.23.83

ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 伊勢市

10 7 172 佐々木祐介 豊　浜 2.24.29

ﾅｶﾆｼ ｻﾄｼ 伊勢市

11 1 217 中西　　敏 厚　生 2.24.35

ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ 度会郡

12 13 4432 中西　　諒 大　宮 2.28.58

ｱｷﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 伊勢市

13 15 927 秋葉　翔吾 北　浜 2.32.63

ﾌｸﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 伊勢市

14 16 539 福中　智之 五十鈴 2.35.55

ﾔﾏﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 伊勢市

15 14 370 山谷　将大 伊勢港 2.39.75

ｺｸﾎﾞ ﾖｼﾏｻ 伊勢市

16 9 405 小久保良真 二　見 3.00.57

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ

1 4 609 藤原　友章 (3) 小　俣 2.03.61

ｻｲﾀ ﾅｵｷ

2 8 836 齋田　直輝 (3) 南　勢 2.04.67

ﾂﾂｲ ﾊﾔﾄ

3 9 65 筒井　勇仁 (3) 玉　城 2.06.35

ｶﾐﾓﾘ ｾｲｷ

4 1 701 神森　正輝 (3) 度　会 2.06.41

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ

5 5 442 藤本　健太 (3) 伊勢宮川 2.07.25

ｲﾜﾓﾘ ﾚｵ

6 6 601 岩森　伶央 (3) 小　俣 2.08.27

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

7 7 210 長谷川拓也 (3) 厚　生 2.10.23

ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ

8 2 6 奥井　広幸 (3) 倉田山 2.10.68

ﾂｼﾞｲ ﾐﾂｸﾞ

9 3 66 辻井　三嗣 (3) 玉　城 2.10.98

ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ

10 10 4100 齋藤　朋弘 (3) 伊勢宮川 2.12.67

凡例    DNS：欠場



男子　３０００ｍ

9月27日 12:50 決勝  

三重県中学記録 (KJ)     8.36.97   池上　誠悟 (光　風・桑名)                                   1995        

大　会　記　録 (GR)     9.08.43   中川　　瞭 (城　田・伊勢)                                   2007        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾀ ﾅｵｷ 度会郡

1 1 836 齋田　直輝 (3) 南　勢 9.08.22 GR

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ 伊勢市

2 26 609 藤原　友章 (3) 小　俣 9.20.38

ﾂｼﾞｲ ﾐﾂｸﾞ 度会郡

3 3 66 辻井　三嗣 (3) 玉　城 9.29.62

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 伊勢市

4 2 442 藤本　健太 (3) 伊勢宮川 9.34.50

ｲｿｻｷ ｺｳｾｲ 度会郡

5 29 737 磯崎　航誓 (3) 南　島 9.40.33

ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ 伊勢市

6 25 448 三浦　健太 (2) 伊勢宮川 9.41.14

ﾅｶﾞｵｶ ｼｭﾝｽｹ 伊勢市

7 4 216 長岡　俊介 (3) 厚　生 9.44.63

ﾆｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 伊勢市

8 27 222 西本　大輔 (3) 厚　生 9.47.17

ｵｵﾆｼ ｱｻﾋ 伊勢市

9 5 228 大西　　旭 (3) 厚　生 10.00.04

ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 伊勢市

10 46 4100 齋藤　朋弘 (3) 伊勢宮川 10.00.88

ﾅｶﾆｼ ﾘｸ 度会郡

11 6 79 中西　　陸 (2) 玉　城 10.01.45

ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ 伊勢市

12 28 6 奥井　広幸 (3) 倉田山 10.03.13

ﾅｶｲ ﾘｮｳﾀ 伊勢市

13 31 4382 中井　亮太 (3) 小　俣 10.04.67

ﾉﾛ ﾕｳ 度会郡

14 9 703 野呂　　有 (3) 度　会 10.13.55

ﾏｴﾑﾗ ﾀｸﾔ 伊勢市

15 33 555 前村　拓哉 (3) 御　薗 10.17.19

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 伊勢市

16 34 608 原田　貴之 (3) 小　俣 10.22.50

ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｷ 度会郡

17 10 3897 栗原　優希 (3) 南　勢 10.24.66

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 伊勢市

18 36 109 川口　翔平 (2) 城　田 10.26.89

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊勢市

19 8 422 中村光太郎 (2) 二　見 10.29.17

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 伊勢市

20 20 515 山口　真輝 (2) 五十鈴 10.30.05

ｲﾄｳ ﾏｷﾄ 伊勢市

21 14 5 伊藤万季人 (3) 倉田山 10.34.46

ｻｶﾓﾄ ｺｳﾔ 度会郡

22 15 715 坂本　耕哉 (1) 度　会 10.35.86

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ 度会郡

23 35 3865 山下　雄也 (3) 南　島 10.36.70

ｻｶﾀ ｹﾝｲﾁ 伊勢市

24 24 500 坂田　顕一 (3) 五十鈴 10.37.49

ﾉﾀﾞ ｼｭﾝ 度会郡

25 44 4532 野田　　俊 (3) 南島西 10.37.76

ｲｿﾉ ﾘｮｳﾀ 度会郡

26 7 841 磯野　良太 (3) 南　勢 10.38.11

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 伊勢市

27 37 337 寺田　友紀 (2) 伊勢港 10.38.26

ｻｻｷ ﾀｸﾔ 伊勢市

28 17 171 佐々木拓哉 (2) 豊　浜 10.42.27

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    GR：大会記録  DNS：欠場



男子　１１０ｍYＨ(0.914m)

三重県中学記録 (KJ)     14.49     日置　雄斗 (一　志・津)                                     2006        

大　会　記　録 (GR)     14.5      平石　元彦 (厚　生・伊勢)                                   1987        

予選  4組4着+0

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ ｵｸﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

1 7 811 山本　　卓 (2) 南島西 16.77 Q 1 6 602 奥山　慎吾 (3) 小　俣 16.06 Q

ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ

2 5 213 樋口　遼介 (3) 厚　生 18.46 Q 2 7 208 中澤　礼偉 (3) 厚　生 18.38 Q

ﾌｸﾀ ﾄﾓﾕｷ ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ

3 2 339 福田　智之 (2) 伊勢港 20.19 Q 3 2 908 辻　　昌享 (2) 皇學館 18.84 Q

ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾔ ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

4 8 4497 藤崎　裕也 (1) 　錦　 20.29 Q 4 3 4495 西村　広大 (1) 　錦　 19.28 Q

ｷﾀｲ ﾏｻﾄ ﾀｶｵｶ ｼﾝﾉｽｹ

5 3 418 北井　真人 (2) 二　見 22.49 5 5 449 高岡新之介 (2) 伊勢宮川 19.62

ﾅｶ ｼｮｳ ﾀﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ

4 833 中　　翔生 (3) 南　勢 DNS 6 8 419 玉田　智也 (2) 二　見 21.13

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾔ

6 600 岩田　和希 (3) 小　俣 DNS 7 4 341 中山　真也 (2) 伊勢港 22.87

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1 6 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 17.16 Q 1 7 603 倉田　純平 (3) 小　俣 16.20 Q

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

2 5 840 山本　悠介 (3) 南　勢 17.39 Q 2 5 10 西口　大樹 (2) 倉田山 18.90 Q

ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

3 7 103 前村　将人 (3) 城　田 18.54 Q 3 8 415 浦口　雅隆 (2) 二　見 20.59 Q

ｲﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ ﾓﾘ ﾀｸﾔ

4 8 335 井村　　直 (2) 伊勢港 19.60 Q 4 6 947 森　　拓也 (1) 北　浜 22.19 Q

ﾅｶﾀ ｹﾝﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ

5 4 174 中田　拳太 (2) 豊　浜 19.73 5 2 913 山口　竜司 (2) 皇學館 22.32

ﾂｼﾞ ﾀﾞｲｷ ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ

6 3 916 辻　　大生 (1) 皇學館 22.67 6 3 452 菅原　徹也 (2) 伊勢宮川 23.29

ｲﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ

2 4494 井谷　俊介 (1) 　錦　 DNS 4 831 澤村　浩直 (3) 南　勢 DNS

準決  2組3着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1 5 603 倉田　純平 (3) 小　俣 16.40 Q 1 7 840 山本　悠介 (3) 南　勢 15.53 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ ｵｸﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

2 4 811 山本　　卓 (2) 南島西 17.37 Q 2 6 602 奥山　慎吾 (3) 小　俣 15.89 Q

ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ

3 7 208 中澤　礼偉 (3) 厚　生 17.84 Q 3 4 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 17.06 Q

ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ

4 6 10 西口　大樹 (2) 倉田山 18.03 q 4 8 103 前村　将人 (3) 城　田 18.40 q

ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ

5 9 908 辻　　昌享 (2) 皇學館 19.35 5 5 213 樋口　遼介 (3) 厚　生 18.59

ﾌｸﾀ ﾄﾓﾕｷ ｲﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

6 8 339 福田　智之 (2) 伊勢港 20.15 6 2 335 井村　　直 (2) 伊勢港 19.25

ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾔ ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

7 2 4497 藤崎　裕也 (1) 　錦　 20.84 7 3 4495 西村　広大 (1) 　錦　 19.39

ﾓﾘ ﾀｸﾔ ｳﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

8 3 947 森　　拓也 (1) 北　浜 21.94 8 9 415 浦口　雅隆 (2) 二　見 20.77

風:  +1.9 風:  +2.4

風:  +2.7 風:  +2.2

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

風:  +2.1 風:  +0.7

凡例    DNS：欠場
2008/9/27 16:30

1/2



決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1 5 840 山本　悠介 (3) 南　勢 15.30

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2 6 603 倉田　純平 (3) 小　俣 15.56

ｵｸﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

3 4 602 奥山　慎吾 (3) 小　俣 15.62

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ

4 8 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 16.76

ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ

5 7 811 山本　　卓 (2) 南島西 16.77

ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ

6 9 208 中澤　礼偉 (3) 厚　生 18.00

ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

7 3 10 西口　大樹 (2) 倉田山 18.03

ﾏｴﾑﾗ ﾏｻﾄ

8 2 103 前村　将人 (3) 城　田 18.07

風:  +1.6

凡例    DNS：欠場
2008/9/27 16:30

2/2



男子低学年　４×１００ｍＲ

三重県中学記録 (KJ)     46.89     三　雲・一志 (村田･東出･森本･沼田)                          1989        
大　会　記　録 (GR)     46.8      厚　生・伊勢 (・)                                           1980        

予選  2組3着+2

1組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ Q 3着 4ﾚｰﾝ Q
二見 48.29 南勢 48.60 伊勢港 49.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ
1 413 松本　旬平 (2) 二　見 1 852 柴原　祥摩 (2) 南　勢 1 329 宮﨑　寛隆 (2) 伊勢港

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ ﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ
2 3815 松本　祐哉 (1) 二　見 2 3380 舌古　一誠 (1) 南　勢 2 364 森　　翔吾 (1) 伊勢港

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｷﾀ ｹﾝﾄ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ
3 3814 中村　逸人 (1) 二　見 3 3376 喜多　健斗 (1) 南　勢 3 363 西村　優弥 (1) 伊勢港

ﾋﾙｶﾜ ｺﾞｳ ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
4 414 晝河　　豪 (2) 二　見 4 851 村田　峻佑 (2) 南　勢 4 336 北村　椋汰 (2) 伊勢港

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
伊勢宮川 49.54 玉城 50.80 五十鈴 50.80
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ ﾉﾛ ﾋﾛｷ ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ
1 445 上田　晃平 (2) 伊勢宮川 1 80 野呂　博基 (2) 玉　城 1 512 浜崎　聖也 (2) 五十鈴

ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ ｳﾒﾀﾆ ﾘｭｳｲ ﾔﾏﾈ ﾕｳﾀ
2 467 尾崎　翔大 (1) 伊勢宮川 2 83 梅谷　竜生 (1) 玉　城 2 540 山根　佑太 (1) 五十鈴

ｷﾀ ﾘｮｳﾏ ｼｹﾞﾔ ﾕｳﾀﾛｳ ﾊﾏｻｷ ｺｳﾍｲ
3 457 北　　遼誠 (1) 伊勢宮川 3 85 茂谷侑太朗 (1) 玉　城 3 534 浜崎　康平 (1) 五十鈴

ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾔ ﾊﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ
4 446 岡咲　和歩 (2) 伊勢宮川 4 76 中村　亮哉 (2) 玉　城 4 508 林　　訓平 (2) 五十鈴

2ﾚｰﾝ
城田 DNF,*R2
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖｼﾀｶ ﾌｳﾀ
1 116 吉髙　風汰 (2) 城　田

ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾀ
2 143 前田　耀太 (1) 城　田

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ
3 139 山本　真司 (1) 城　田

ﾅﾝﾔ ｼｭｳｼﾞ
4 113 南谷　宗嗣 (2) 城　田

2組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ Q
小俣 48.98 厚生 49.37 倉田山 49.65
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔｶﾞﾀ ｺｳﾔ ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵﾔ ﾓﾘ ﾀｸﾔ
1 630 矢形　幸也 (2) 小　俣 1 252 山村　直也 (2) 厚　生 1 14 森　　拓也 (2) 倉田山

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ ｽｷﾞｳﾗ ﾘｭｳﾀ ﾊﾏｸﾞﾁ ｹﾋﾞﾝ
2 658 鈴木　智仁 (1) 小　俣 2 275 杉浦　隆太 (1) 厚　生 2 43 濱口ケビン (1) 倉田山

ｳｻﾐ ﾏﾅﾌﾞ ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ ｲﾜｻ ｶｲｼ
3 654 宇佐見　学 (1) 小　俣 3 269 西村　直己 (1) 厚　生 3 38 岩佐　海詩 (1) 倉田山

ﾍﾞﾍﾞｺ ｶｽﾞｷ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
4 629 遍々古和輝 (2) 小　俣 4 247 岡田　智文 (2) 厚　生 4 10 西口　大樹 (2) 倉田山

4着 2ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ 6着 6ﾚｰﾝ
御薗 50.75 北浜 51.01 豊浜 53.94
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾓﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ ｻｻｷ ﾕｳｽｹ
1 564 下村竜ノ介 (2) 御　薗 1 929 浜口　就太 (2) 北　浜 1 172 佐々木祐介 (2) 豊　浜

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ ｱﾏﾉ ﾂｶｻ ﾅｶｸﾞﾁ ﾂﾖｼ
2 588 吉田　拓矢 (1) 御　薗 2 938 天野　　司 (1) 北　浜 2 191 中口　　剛 (1) 豊　浜

ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ ｶﾄｳ ﾅﾙｷ
3 592 加藤　大生 (1) 御　薗 3 945 中村　　誉 (1) 北　浜 3 188 加藤　成貴 (1) 豊　浜

ﾎﾁﾊﾀ ｻﾄｷ ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾅｶﾀ ｹﾝﾀ
4 567 堀畑　智暉 (2) 御　薗 4 925 中川　堅斗 (2) 北　浜 4 174 中田　拳太 (2) 豊　浜

7着 3ﾚｰﾝ
南島西 56.21
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ
1 804 小島甲太郎 (2) 南島西

ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ
2 805 野村　浩平 (1) 南島西

ｺﾆｼ ｷｭｳｺﾞ
3 819 小西　丘悟 (1) 南島西

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼﾞ
4 806 堀内　勇次 (2) 南島西

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    DNF：途中棄権  *R2：オーバーゾーン　２　→　３



決勝

1着 9ﾚｰﾝ 2着 8ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
伊勢宮川 49.04 伊勢港 49.11 二見 49.13
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｶｻｷ ｶｽﾞﾎ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
1 446 岡咲　和歩 (2) 伊勢宮川 1 329 宮﨑　寛隆 (2) 伊勢港 1 413 松本　旬平 (2) 二　見

ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ ﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ
2 467 尾崎　翔大 (1) 伊勢宮川 2 364 森　　翔吾 (1) 伊勢港 2 3815 松本　祐哉 (1) 二　見

ｷﾀ ﾘｮｳﾏ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
3 457 北　　遼誠 (1) 伊勢宮川 3 363 西村　優弥 (1) 伊勢港 3 3814 中村　逸人 (1) 二　見

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾋﾙｶﾜ ｺﾞｳ
4 445 上田　晃平 (2) 伊勢宮川 4 336 北村　椋汰 (2) 伊勢港 4 414 晝河　　豪 (2) 二　見

4着 7ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
南勢 49.35 厚生 49.93 倉田山 50.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵﾔ ﾓﾘ ﾀｸﾔ
1 852 柴原　祥摩 (2) 南　勢 1 252 山村　直也 (2) 厚　生 1 14 森　　拓也 (2) 倉田山

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ ｽｷﾞｳﾗ ﾘｭｳﾀ ﾊﾏｸﾞﾁ ｹﾋﾞﾝ
2 3380 舌古　一誠 (1) 南　勢 2 275 杉浦　隆太 (1) 厚　生 2 43 濱口ケビン (1) 倉田山

ｷﾀ ｹﾝﾄ ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ ｲﾜｻ ｶｲｼ
3 3376 喜多　健斗 (1) 南　勢 3 269 西村　直己 (1) 厚　生 3 38 岩佐　海詩 (1) 倉田山

ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
4 851 村田　峻佑 (2) 南　勢 4 247 岡田　智文 (2) 厚　生 4 10 西口　大樹 (2) 倉田山

7着 5ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
小俣 50.03 御薗 51.02
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔｶﾞﾀ ｺｳﾔ ｼﾓﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
1 630 矢形　幸也 (2) 小　俣 1 564 下村竜ノ介 (2) 御　薗

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ
2 658 鈴木　智仁 (1) 小　俣 2 588 吉田　拓矢 (1) 御　薗

ｳｻﾐ ﾏﾅﾌﾞ ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ
3 654 宇佐見　学 (1) 小　俣 3 592 加藤　大生 (1) 御　薗

ﾍﾞﾍﾞｺ ｶｽﾞｷ ﾎﾁﾊﾀ ｻﾄｷ
4 629 遍々古和輝 (2) 小　俣 4 567 堀畑　智暉 (2) 御　薗

凡例    DNF：途中棄権  *R2：オーバーゾーン　２　→　３



男子　４×２００ｍＲ

三重県中学記録 (KJ)     1.31.48   倉田山・伊勢 (畑･北村･谷口･森見)                            1997        
大　会　記　録 (GR)     1.32.48   小　俣・度会 (・)                                           2002        

予選  2組3着+2

1組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ Q
小俣 1.36.79 度会 1.36.89 倉田山 1.37.86
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾏ 伊勢市 ｶﾐﾓﾘ ｾｲｷ 度会郡 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 伊勢市
1 605 中西　一馬 小　俣 1 701 神森　正輝 度　会 1 7 山本　裕亮 倉田山

ｽｷﾞｻｷ ｱｷﾅﾘ 伊勢市 ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ 度会郡 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽｷ 伊勢市
2 604 杉崎　明也 小　俣 2 708 下村　直也 度　会 2 8 山本　益輝 倉田山

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 伊勢市 ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 度会郡 ｵｸﾀﾞ ｶﾞｸ 伊勢市
3 603 倉田　純平 小　俣 3 705 井戸本朋也 度　会 3 2 奥田　　岳 倉田山

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 伊勢市 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 度会郡 ｿﾈ ｹｲﾄ 伊勢市
4 600 岩田　和希 小　俣 4 709 清水　敬太 度　会 4 1 曽根　啓登 倉田山

4着 1ﾚｰﾝ q 5着 6ﾚｰﾝ q 6着 2ﾚｰﾝ
南勢 1.38.00 北浜 1.38.37 皇學館 1.42.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾀﾞｶ 度会郡 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ 伊勢市 ﾀﾏｷ ﾖｳﾍｲ 伊勢市
1 846 山本　陽嵩 南　勢 1 923 柴田　龍也 北　浜 1 904 玉木　洋平 皇學館

ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ 度会郡 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ 伊勢市 ﾅｶﾆｼ ｺｳｽｹ 伊勢市
2 844 奥村　公智 南　勢 2 918 堀内　宏輝 北　浜 2 905 中西　洸介 皇學館

ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ 度会郡 ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ 伊勢市 ﾅｶﾔﾏ ﾅｶﾞﾚ 伊勢市
3 832 田中　　弦 南　勢 3 920 橋爪　　裕 北　浜 3 903 中山　流星 皇學館

ｲｸﾉ ﾄﾓｼ 度会郡 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ 伊勢市 ｻｶｲ ｱｲﾄ 伊勢市
4 3895 生野　智士 南　勢 4 919 藤本　展志 北　浜 4 900 坂井　藍都 皇學館

7着 9ﾚｰﾝ DNS 3ﾚｰﾝ DNS 7ﾚｰﾝ
豊浜 1.42.65 伊勢港 DNS 御薗 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾄ 伊勢市
1 165 中西　佑斗 豊　浜

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢市
2 161 中村　　凌 豊　浜

ｶｼﾞﾉ ﾘｮｳ 伊勢市
3 160 梶野　　凌 豊　浜

ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 伊勢市
4 168 西田　和真 豊　浜

2組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ Q
玉城 1.36.36 伊勢宮川 1.38.22 二見 1.38.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 度会郡 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 伊勢市 ﾀｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 伊勢市
1 74 松田　和真 玉　城 1 444 藤原　　俊 伊勢宮川 1 429 高田　　秀 二　見

ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 度会郡 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 伊勢市 ｲｼｶﾜ ｼﾝ 伊勢市
2 61 池山　将悟 玉　城 2 438 田中　雅也 伊勢宮川 2 408 石川　　秦 二　見

ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ 度会郡 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 伊勢市 ｻｸﾉ ﾋｶﾙ 伊勢市
3 63 坂野　航平 玉　城 3 440 山口　泰宏 伊勢宮川 3 400 作野　　光 二　見

ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ 度会郡 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲﾀﾙ 伊勢市 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊勢市
4 60 坂野　翔平 玉　城 4 441 立花　　至 伊勢宮川 4 406 中村宗一朗 二　見

4着 2ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
南島西 1.40.60 厚生 1.41.06 城田 1.41.65
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ 度会郡 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 伊勢市 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾘ 伊勢市
1 801 堀内　幸輝 南島西 1 214 伊藤　祐介 厚　生 1 104 奥村　翔利 城　田

ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 度会郡 ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ 伊勢市 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾔ 伊勢市
2 811 山本　　卓 南島西 2 204 羽山　知希 厚　生 2 105 大石　和哉 城　田

ｳｴﾑﾗ ﾜﾀﾙ 度会郡 ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ 伊勢市 ｺｲｹ ﾘｭｳｲ 伊勢市
3 4531 上村　　渉 南島西 3 201 熊野　竜馬 厚　生 3 110 小池　龍緯 城　田

ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 度会郡 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ 伊勢市 ｵｶﾀﾞ ｹﾝ 伊勢市
4 800 東　　魁輝 南島西 4 208 中澤　礼偉 厚　生 4 100 岡田　　憲 城　田

7着 7ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
五十鈴 1.44.58 南島 1.48.67
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｸﾉ ｺｳﾀﾞｲ 伊勢市 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 度会郡
1 501 作野　広大 五十鈴 1 731 山本　翔麻 南　島

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺﾞ 伊勢市 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ 度会郡
2 504 中西　将吾 五十鈴 2 3865 山下　雄也 南　島

ｽｷﾞｷ ﾕｳﾏ 伊勢市 ｲｿｻｷ ｺｳｾｲ 度会郡
3 502 杉木　悠馬 五十鈴 3 737 磯崎　航誓 南　島

ﾂｼﾞﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 伊勢市 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳ 度会郡
4 503 辻村　健心 五十鈴 4 736 山下　　修 南　島

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    DNS：欠場



決勝

1着 8ﾚｰﾝ 2着 9ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
二見 1.36.07 倉田山 1.37.41 伊勢宮川 1.38.58
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝ
1 429 高田　　秀 (3) 二　見 1 6 奥井　広幸 (3) 倉田山 1 444 藤原　　俊 (3) 伊勢宮川

ｲｼｶﾜ ｼﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽｷ ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ
2 408 石川　　秦 (3) 二　見 2 8 山本　益輝 (3) 倉田山 2 438 田中　雅也 (3) 伊勢宮川

ｻｸﾉ ﾋｶﾙ ｵｸﾀﾞ ｶﾞｸ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ
3 400 作野　　光 (3) 二　見 3 2 奥田　　岳 (3) 倉田山 3 440 山口　泰宏 (3) 伊勢宮川

ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ｿﾈ ｹｲﾄ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲﾀﾙ
4 406 中村宗一朗 (3) 二　見 4 1 曽根　啓登 (3) 倉田山 4 441 立花　　至 (3) 伊勢宮川

4着 2ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 6ﾚｰﾝ
南勢 1.38.64 北浜 1.39.05 度会 1.39.43
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾀﾞｶ ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾔ ｶﾐﾓﾘ ｾｲｷ
1 846 山本　陽嵩 (3) 南　勢 1 923 柴田　龍也 (3) 北　浜 1 701 神森　正輝 (3) 度　会

ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ ﾎﾘｳﾁ ｺｳｷ ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ
2 844 奥村　公智 (3) 南　勢 2 918 堀内　宏輝 (3) 北　浜 2 708 下村　直也 (3) 度　会

ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ ﾔﾏｼﾞ ﾀﾂｷ
3 832 田中　　弦 (3) 南　勢 3 920 橋爪　　裕 (3) 北　浜 3 700 山路　　樹 (3) 度　会

ｻｲﾀ ﾅｵｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ
4 836 齋田　直輝 (3) 南　勢 4 919 藤本　展志 (3) 北　浜 4 709 清水　敬太 (2) 度　会

7着 4ﾚｰﾝ 8着 5ﾚｰﾝ
小俣 1.39.88 玉城 1.40.08
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
1 605 中西　一馬 (3) 小　俣 1 74 松田　和真 (3) 玉　城

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
2 609 藤原　友章 (3) 小　俣 2 61 池山　将悟 (3) 玉　城

ｵｸﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ｻｶﾉ ｼｮｳﾍｲ
3 602 奥山　慎吾 (3) 小　俣 3 60 坂野　翔平 (3) 玉　城

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ
4 603 倉田　純平 (3) 小　俣 4 64 田村　雄希 (3) 玉　城

凡例    DNS：欠場



男子　走高跳
審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

三重県中学記録 (KJ)     2m00      高橋　一彦 (白　子・鈴鹿)                                   1997        

大　会　記　録 (GR)     1m93      木田　　匠 (五十鈴・伊勢)                                   1992        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ － － － － － ○ ○ ○ ○ × × ○

1 32 168 西田　和真 (3) 豊　浜 × × × 1m78

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ － － － － × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

2 31 505 山本　大恭 (3) 五十鈴 1m75

ｽｷﾞｷ ﾕｳﾏ － － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

3 28 502 杉木　悠馬 (3) 五十鈴 1m75

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × ×

4 26 835 小山　智久 (3) 南　勢 1m69

ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ － － － － ○ ○ × × ○ × × ×

5 29 920 橋爪　　裕 (3) 北　浜 1m69

ｴｶﾞｼﾗ ﾘｮｳｶﾞ － － － ○ × × ○ ○ × × ×

6 30 324 江頭　遼河 (2) 伊勢港 1m66

ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ － ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

7 20 4231 田中　健太 (3) 沼　木 1m63

ﾀｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ － ○ ○ ○ × × ×

8 21 429 高田　　秀 (3) 二　見 1m60

ﾊﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ － － ○ ○ × × ×

8 18 508 林　　訓平 (2) 五十鈴 1m60

ﾎﾘｶﾜ ﾘｭｳｾｲ － ○ ○ ○ × × ×

8 22 610 堀川　竜正 (3) 小　俣 1m60

ｲｼｶﾜ ｼﾝ － － － × ○ × × ×

11 27 408 石川　　秦 (3) 二　見 1m60

ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ － ○ ○ × × ○ × × ×

12 17 175 西田　流正 (2) 豊　浜 1m60

ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ × × ○ × × ○ ○ × × ×

13 4 4498 吉田　良平 (1) 　錦　 1m55

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾆｴﾙ － ○ × ○ × × ×

14 19 223 松本　ﾊﾆｴﾙ (3) 厚　生 1m55

ｺﾅﾂ ﾘｭｳﾄｸ － ○ × × ○ × × ×

15 25 439 小夏　龍徳 (3) 伊勢宮川 1m55

ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ － ○ × × ○ × × ×

15 24 214 伊藤　祐介 (3) 厚　生 1m55

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ ○ ○ × × ○ × × ×

15 12 558 中村　　匠 (3) 御　薗 1m55

ﾀﾁｷ ﾘｮｳ ○ ○ × × ×

18 15 924 立木　　伶 (2) 北　浜 1m50

ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ × × ○ ○ × × ×

19 10 852 柴原　祥摩 (2) 南　勢 1m50

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ ○ × × ×

20 14 246 山下　大輝 (2) 厚　生 1m45

ﾀﾆﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ × × ×

11 326 谷水　大峰 (2) 伊勢港 NM

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ × × ×

3 366 長谷川祥也 (1) 伊勢港 NM

ｺｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ × × ×

16 454 小島　祥平 (2) 伊勢宮川 NM

ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ × × ×

8 655 内山　純一 (1) 小　俣 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾔ × × ×

7 76 中村　亮哉 (2) 玉　城 NM

ﾉﾛ ﾖｼｷ × × ×

2 77 野呂　善基 (2) 玉　城 NM

ﾉﾛ ﾋﾛｷ × × ×

5 80 野呂　博基 (2) 玉　城 NM

ﾀｶｾ ｼｮｳﾀ

13 41 高瀬　翔太 (1) 倉田山 DNS

ﾋｶﾞｼ ｼｮｳﾏ

23 837 東　　翔麻 (3) 南　勢 DNS

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｹﾝｼ

6 661 東山　兼士 (1) 小　俣 DNS

ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ

9 804 小島甲太郎 (2) 南島西 DNS

ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｮｳﾀ

1 569 油谷　彰太 (2) 御　薗 DNS

1m63 1m66 1m69 1m721m45
1m81

1m50 1m55 1m60 1m75 1m78

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場 2008/9/27 16:39



男子　棒高跳
審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

三重県中学記録 (KJ)     4m50      中井　隆広 (城　田・伊勢)                                   1995        

大　会　記　録 (GR)     4m50      中井　隆広 (城　田・伊勢)                                   1995        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ － － － － － － － － － －

1 19 600 岩田　和希 (3) 小　俣 × ○ － － ○ × ○ ／ 3m80

ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ － － － － － － － － － ○

2 18 832 田中　　弦 (3) 南　勢 × ○ ○ × ○ × ○ × × × 3m70

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ － － － － － － － － × ○ ○

3 16 855 田中　昌平 (2) 南　勢 ○ × ○ × × × 3m50

ﾔｶﾞﾀ ｺｳﾔ － － － － － ○ ○ ○ × ○ ○

4 13 630 矢形　幸也 (2) 小　俣 × × ○ × × × 3m40

ﾓﾘｼﾀ ﾖｳｽｹ － － － － － － ○ ○ ○ ○

5 11 611 森下　陽介 (3) 小　俣 × × × 3m30

ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｺﾞ － － － － － － ○ － ○ －

6 17 504 中西　将吾 (3) 五十鈴 × × × 3m20

ﾀｶｲ ｹﾝ － － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

7 15 215 髙井　　謙 (3) 厚　生 3m10

ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ － － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

8 12 845 小山　純平 (3) 南　勢 3m10

ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ ○ － ○ － × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

9 4 4231 田中　健太 (3) 沼　木 3m10

ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ － － － － ○ ○ × × ○ × × ×

10 6 175 西田　流正 (2) 豊　浜 3m00

ﾌｶｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ － ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

11 10 107 深川　尚則 (3) 城　田 3m00

ﾓﾘ ﾀｸﾔ － － － － － × ○ × × ×

12 14 14 森　　拓也 (2) 倉田山 2m90

ﾅﾝﾔ ｼｭｳｼﾞ － － － ○ × ○ × × ○ × × ×

13 8 113 南谷　宗嗣 (2) 城　田 2m90

ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝ － － ○ ○ × ○ × × ×

14 7 453 辻村　　潤 (2) 伊勢宮川 2m80

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ － ○ ○ × × ×

15 9 455 山口　優斗 (2) 伊勢宮川 2m60

ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ ○ ○ ○ × × ×

15 3 3855 中西　正人 (2) 城　田 2m60

ｻｲﾀ ﾕｳｷ × × ×

2 3874 齋田　雄希 (3) 沼　木 NM

ｲｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ × × ×

1 543 泉　　秀平 (1) 五十鈴 NM

ｺﾅﾂ ﾘｭｳﾄｸ

5 439 小夏　龍徳 (3) 伊勢宮川 DNS

2m80
3m80

2m90
3m90

3m00 3m102m40
3m40

2m50
3m50

2m60
3m60

2m70
3m70

3m20 3m30

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場
2008/9/27 16:41
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男子　走幅跳

三重県中学記録 (KJ)     6m99      岡部　道郎 (　北　・名張)                                   1997        

大　会　記　録 (GR)     6m67      楠川　祥生 (厚　生・伊勢)                                   2006        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 伊勢市 5m95 6m05 5m88 6m05 8 5m63 6m04 6m13 6m13

1 31 440 山口　泰宏 (3) 伊勢宮川 +0.1 +0.6 +0.4 +0.6 +0.9 +1.1 +0.9 +0.9

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ 度会郡 5m61 5m75 5m97 5m97 7 5m78 5m89 × 5m97

2 22 3380 舌古　一誠 (1) 南　勢 0.0 +0.6 0.0 0.0 +2.0 +2.0 0.0

ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ 伊勢市 5m75 5m80 5m74 5m80 6 5m83 × 5m60 5m83

3 30 201 熊野　竜馬 (3) 厚　生 0.0 +1.4 +0.1 +1.4 +0.9 +1.3 +0.9

ｲｼｶﾜ ｼﾝ 伊勢市 5m80 × 5m71 5m80 5 5m78 × 5m44 5m80

4 29 408 石川　　秦 (3) 二　見 0.0 0.0 0.0 +1.2 +2.1 0.0

ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ 伊勢市 5m75 × 5m58 5m75 4 × × 5m78 5m78

5 36 204 羽山　知希 (3) 厚　生 -0.1 +0.6 -0.1 +1.6 +1.6

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 度会郡 5m72 5m68 5m63 5m72 3 × × × 5m72

6 26 705 井戸本朋也 (3) 度　会 0.0 +0.3 0.0 0.0 0.0

ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 伊勢市 × 5m64 5m70 5m70 2 5m55 5m41 5m39 5m70

7 35 319 松井　俊樹 (3) 伊勢港 +0.1 0.0 0.0 +2.2 +2.3 +1.9 0.0

ﾓﾘﾓﾄ ﾓﾄｷ 伊勢市 5m51 5m40 5m38 5m51 1 5m41 × 5m37 5m51

8 32 220 森本　元紀 (3) 厚　生 +0.2 +0.7 0.0 +0.2 +1.5 +1.9 +0.2

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ 伊勢市 × 5m46 5m21 5m46 5m46

9 41 443 西澤　　団 (3) 伊勢宮川 +0.6 +0.4 +0.6 +0.6

ﾔﾏｼﾞ ﾀﾂｷ 度会郡 × 5m22 5m45 5m45 5m45

10 38 700 山路　　樹 (3) 度　会 +0.3 +0.4 +0.4 +0.4

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 伊勢市 5m24 5m37 5m24 5m37 5m37

11 39 445 上田　晃平 (2) 伊勢宮川 +1.0 +0.1 +0.6 +0.1 +0.1

ﾋﾙｶﾜ ｺﾞｳ 伊勢市 5m21 × 5m34 5m34 5m34

12 1 414 晝河　　豪 (2) 二　見 0.0 -0.8 -0.8 -0.8

ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ 伊勢市 5m24 5m19 5m32 5m32 5m32

13 33 908 辻　　昌享 (2) 皇學館 0.0 +0.2 +0.4 +0.4 +0.4

ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 度会郡 5m10 5m25 5m15 5m25 5m25

14 34 62 北川　桂佑 (3) 玉　城 +0.8 +0.3 +0.2 +0.3 +0.3

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 伊勢市 5m00 5m22 5m14 5m22 5m22

15 8 557 中川　浩登 (3) 御　薗 0.0 +0.3 0.0 +0.3 +0.3

ﾆｼｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 伊勢市 5m21 × × 5m21 5m21

16 25 10 西口　大樹 (2) 倉田山 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 度会郡 5m21 × × 5m21 5m21

16 28 840 山本　悠介 (3) 南　勢 +0.2 +0.2 +0.2

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 伊勢市 5m19 × × 5m19 5m19

18 2 616 小嶋　雄介 (2) 小　俣 0.0 0.0 0.0

ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ 伊勢市 5m04 × 5m05 5m05 5m05

19 15 512 浜崎　聖也 (2) 五十鈴 0.0 +0.4 +0.4 +0.4

ﾅﾙｶﾜ ﾏｻﾄｼ 伊勢市 5m01 × × 5m01 5m01

20 37 625 鳴川　真俊 (2) 小　俣 +0.1 +0.1 +0.1

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 伊勢市 5m00 × × 5m00 5m00

21 10 401 前田　雄也 (3) 二　見 0.0 0.0 0.0

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例  



男子　三段跳

三重県中学記録 (KJ)     13m90     奥井　久登 (倉田山・伊勢)                                   1989        

大　会　記　録 (GR)     13m90     奥井　久登 (倉田山・伊勢)                                   1989        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 12m42 11m94 × 12m42 8 12m23 13m18 × 13m18

1 17 440 山口　泰宏 (3) 伊勢宮川 +2.0 +0.6 +2.0 +1.6 +1.6 +1.6

ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ 11m79 12m34 12m39 12m39 6 12m22 12m39 12m82 12m82

2 14 844 奥村　公智 (3) 南　勢 +3.4 +3.7 +1.5 +1.5 +0.6 +1.8 +2.2 +2.2 *F3

ｸﾏﾉ ﾘｮｳﾏ × × 12m28 12m28 5 × 12m43 12m70 12m70

3 21 201 熊野　竜馬 (3) 厚　生 +2.9 +2.9 +2.1 +2.8 +2.8

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ × 12m41 12m10 12m41 7 × 12m33 12m43 12m43

4 19 443 西澤　　団 (3) 伊勢宮川 +2.1 +1.9 +2.1 +1.7 +2.7 +2.7 *F5

ﾔﾏｼﾞ ﾀﾂｷ 11m90 11m73 11m89 11m90 3 12m18 11m78 × 12m18

5 13 700 山路　　樹 (3) 度　会 +2.8 +1.6 +2.1 +2.8 +3.2 +0.5 +3.2 *F5

ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ × 11m85 11m76 11m85 1 11m85 12m07 11m98 12m07

6 26 61 池山　将悟 (3) 玉　城 +1.7 +2.7 +1.7 +2.0 +1.7 +1.7 +1.7

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 11m87 11m90 × 11m90 2 11m79 12m04 11m89 12m04

7 6 447 中村　洋介 (2) 伊勢宮川 +0.5 +1.0 +1.0 +1.2 +0.6 +1.2 +0.6

ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 11m99 11m93 11m72 11m99 4 11m58 11m51 11m55 11m99

8 10 319 松井　俊樹 (3) 伊勢港 +3.1 +2.0 +4.5 +3.1 +0.9 +2.0 +1.5 +3.1 *F6

ﾓﾘﾓﾄ ﾓﾄｷ 11m75 × 11m26 11m75 11m75

9 7 220 森本　元紀 (3) 厚　生 +1.8 +5.4 +1.8 +1.8

ﾀｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 11m41 11m41 × 11m41 11m41

10 9 429 高田　　秀 (3) 二　見 +0.9 +2.2 +0.9 +0.9

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 11m22 × 11m35 11m35 11m35

11 11 401 前田　雄也 (3) 二　見 +2.5 +3.2 +3.2 +3.2

ﾊﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ 11m16 11m18 11m28 11m28 11m28

12 12 512 浜崎　聖也 (2) 五十鈴 +2.0 +2.3 +4.1 +4.1 +4.1 *F1

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｲ 10m81 10m90 11m28 11m28 11m28

13 18 224 山本　章意 (3) 厚　生 +2.2 +1.8 +1.3 +1.3 +1.3

ｻｶﾀ ｹﾝｲﾁ 11m13 × 11m11 11m13 11m13

14 2 500 坂田　顕一 (3) 五十鈴 +1.8 +1.1 +1.8 +1.8

ﾓﾘ ﾀｸﾔ 10m95 10m71 10m77 10m95 10m95

15 1 14 森　　拓也 (2) 倉田山 +1.5 +2.8 +0.7 +1.5 +1.5

ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 10m70 × × 10m70 10m70

16 20 622 長澤　和樹 (2) 小　俣 +2.0 +2.0 +2.0

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ × 10m61 × 10m61 10m61

17 22 616 小嶋　雄介 (2) 小　俣 +3.2 +3.2 +3.2

ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾏ × × 10m55 10m55 10m55

18 24 74 松田　和真 (3) 玉　城 +0.5 +0.5 +0.5

ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ × × ×

4 168 西田　和真 (3) 豊　浜 NM

ﾊｼﾂﾒ ﾕｳ × × ×

15 920 橋爪　　裕 (3) 北　浜 NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ × × ×

16 505 山本　大恭 (3) 五十鈴 NM

ｵｸ ﾕｳﾔ × × ×

3 843 奥　　悠弥 (3) 南　勢 NM

ﾅﾙｶﾜ ﾏｻﾄｼ × × ×

27 625 鳴川　真俊 (2) 小　俣 NM

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ × × ×

25 102 中川　裕武 (3) 城　田 NM

ﾆｼｵｶ ﾏｻﾔ × × ×

5 114 西岡　征哉 (2) 城　田 NM

ﾀﾅｶ ｹﾞﾝ

8 832 田中　　弦 (3) 南　勢 DNS

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ

23 557 中川　浩登 (3) 御　薗 DNS

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    *F3：３回目が公認最高  *F5：５回目が公認最高  *F6：６回目が公認最高  *F1：１回目が公認最高  NM：記録なし  DNS：欠場 2008/9/27 16:39



男子　砲丸投(5.000kg)

三重県中学記録 (KJ)     14m74     田中　良典 (度　会・度会)                                   2007        

大　会　記　録 (GR)     13m95     田中　良典 (度　会・度会)                                   2007        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｭｳ ﾏｻﾄｼ

1 28 607 丹生　将稔 (3) 小　俣 × 12m48 13m02 13m02 8 × × × 13m02

ﾜﾀﾗｲ ｶｽﾞﾔ

2 27 206 度會　和也 (3) 厚　生 10m61 11m75 × 11m75 7 11m84 12m13 12m36 12m36

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ

3 26 606 西村　武人 (3) 小　俣 10m02 × 11m24 11m24 6 × × × 11m24

ｻｶﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

4 25 225 坂谷　和信 (3) 厚　生 10m21 10m66 10m69 10m69 5 10m70 11m00 × 11m00

ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ

5 24 613 上村　雄音 (2) 小　俣 × 10m25 × 10m25 1 10m61 11m00 × 11m00

ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾏ

6 22 245 中西　啄真 (2) 厚　生 10m66 × × 10m66 4 × × × 10m66

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝ

7 21 444 藤原　　俊 (3) 伊勢宮川 10m13 × 10m65 10m65 3 10m65 × × 10m65

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ

8 23 807 小嶋　孝明 (2) 南島西 10m11 10m43 × 10m43 2 × × × 10m43

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

9 20 121 山口慎太朗 (2) 城　田 9m27 × × 9m27 9m27

ﾂｼﾞ ﾄﾓﾏｻ

10 19 921 辻　　知将 (3) 北　浜 8m73 × 8m93 8m93 8m93

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ

11 1 4492 西村　優希 (3) 　錦　 8m68 × 8m92 8m92 8m92

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

15 402 橋本　　匠 (3) 二　見 × × × NM

ﾀﾂﾀﾞ ﾅｵｷ

5 416 竜田　直樹 (2) 二　見 × × × NM

ｱﾀｹ ﾕｳﾄ

7 420 阿竹　勇人 (2) 二　見 × × × NM

ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ

10 452 菅原　徹也 (2) 伊勢宮川 × × × NM

ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ

8 465 村上　　輝 (1) 伊勢宮川 × × × NM

ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾔ

17 922 西村　拓也 (3) 北　浜 × × × NM

ﾂｼﾞﾑﾗ ｹﾝｺﾞ

11 503 辻村　健心 (3) 五十鈴 × × × NM

ﾄﾉﾑﾗ ｿｳﾀ

13 507 外村　奏太 (2) 五十鈴 × × × NM

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ

9 510 田畑　雄規 (2) 五十鈴 × × × NM

ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

12 834 奥村　太陽 (3) 南　勢 × × × NM

ﾐｷﾞﾀ ｽｸﾞﾙ

18 838 右田　　卓 (3) 南　勢 × × × NM

ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ

16 839 村田　航平 (3) 南　勢 × × × NM

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼﾞ

14 806 堀内　勇次 (2) 南島西 × × × NM

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ

4 820 丸山　拓真 (1) 南島西 × × × NM

ｺﾞﾄｳ ｿｳｼ

2 566 後藤　宗士 (2) 御　薗 × × × NM

ﾅｶﾆｼ ﾕｳｼﾞ

3 136 中西　悠二 (1) 城　田 × × × NM

ｻｶｲ ｼｭﾝ

6 727 坂井　　舜 (2) 南　島 × × × NM

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    NM：記録なし
2008/9/27 16:40
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男子　円盤投(1.500Kg)

三重県中学記録 (KJ)     45m65     稲垣　太一 (一　志・津)                                     2007        

大　会　記　録 (GR)     39m64     田中　宏昂 (度　会・度会)                                   2004        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｭｳ ﾏｻﾄｼ

1 28 607 丹生　将稔 (3) 小　俣 37m21 × × 37m21 8 × × × 37m21

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ

2 22 161 中村　　凌 (3) 豊　浜 32m14 × × 32m14 7 × × 36m98 36m98

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝ

3 27 444 藤原　　俊 (3) 伊勢宮川 × 34m24 × 34m24 6 × 35m36 35m36

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

4 24 121 山口慎太朗 (2) 城　田 × × 33m03 33m03 5 × × 34m73 34m73

ﾜﾀﾗｲ ｶｽﾞﾔ

5 26 206 度會　和也 (3) 厚　生 × × 34m24 34m24 4 × × × 34m24

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ

6 25 447 中村　洋介 (2) 伊勢宮川 × × 31m27 31m27 3 × × 34m18 34m18

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸｼ

7 20 166 中村　拓士 (3) 豊　浜 32m96 × × 32m96 2 × × × 32m96

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ

8 23 606 西村　武人 (3) 小　俣 × × 31m28 31m28 1 × × × 31m28

ﾜｷﾀ ｼﾝ

9 19 317 脇田　　伸 (3) 伊勢港 × 28m25 × 28m25 28m25

ｸﾘﾊﾗ ｺｳｷ

10 2 615 栗原　幸樹 (2) 小　俣 × 27m37 × 27m37 27m37

ﾂｼﾞ ﾄﾓﾏｻ

11 21 921 辻　　知将 (3) 北　浜 × 25m58 25m58 25m58

ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

17 402 橋本　　匠 (3) 二　見 × × × NM

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ

16 3868 木下　翔太 (3) 豊　浜 × × × NM

ﾀﾂﾀ ﾖｼﾛｳ

11 451 龍田　吉朗 (2) 伊勢宮川 × × × NM

ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾔ

18 922 西村　拓也 (3) 北　浜 × × × NM

ｻﾜﾑﾗ ﾏｻﾁｶ

6 928 澤村　将周 (2) 北　浜 × × × NM

ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ

12 203 小森　詳太 (3) 厚　生 × × × NM

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ

14 205 山本　洋輔 (3) 厚　生 × × × NM

ﾂｼﾞﾑﾗ ｹﾝｺﾞ

7 503 辻村　健心 (3) 五十鈴 × × × NM

ﾄﾉﾑﾗ ｿｳﾀ

13 507 外村　奏太 (2) 五十鈴 × × × NM

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ

5 510 田畑　雄規 (2) 五十鈴 × × × NM

ｳｴﾉ ﾏｻｷ

4 847 上野　正喜 (2) 南　勢 × × × NM

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼ

8 850 濵田　健志 (2) 南　勢 × × × NM

ﾊﾅｶﾜ ｼﾞｭﾝ

10 856 花川　　純 (2) 南　勢 × × × NM

ｲｿｻﾞｷ ﾀｶｷ

9 803 磯崎　貴希 (2) 南島西 × × × NM

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ

15 807 小嶋　孝明 (2) 南島西 × × × NM

ﾅｶﾆｼ ﾕｳｼﾞ

1 136 中西　悠二 (1) 城　田 × × × × × NM

ｻｶｲ ｼｭﾝ

3 727 坂井　　舜 (2) 南　島 × × × NM

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

第61回三重県中学校陸上競技選手権伊勢度会地区予選大会(08243507)
主催：伊勢市中学校体育連盟・度会郡中学校体育連盟
　　：伊勢市教育委員会・度会郡各町村教育委員会
　　：伊勢度会陸上競技協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    NM：記録なし
2008/9/27 16:38
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 女 子 の 部 



女子　１００ｍ

三重県中学記録 (KJ)     12.26     水谷　友紀 (陵　成・桑名)                                   2001        

大　会　記　録 (GR)     12.4      大西　由里 (倉田山・伊勢)                                   1989        

予選  6組4着+0

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ

1 7 637 西田　裕美 (3) 小　俣 13.23 Q 1 7 572 橋爪　咲奈 (3) 御　薗 13.00 Q

ｺﾔﾏ ﾅﾐ ﾀﾑﾗ ｶｽﾐ

2 5 810 小山　夏未 (3) 南島西 13.91 Q 2 6 536 田村　佳澄 (1) 五十鈴 13.41 Q

ｻｲﾄｳ ｼﾉ ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ

3 6 526 齋藤　紫乃 (2) 五十鈴 13.98 Q 3 4 934 角谷　侑香 (2) 北　浜 13.55 Q

ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ

4 4 717 林　　采奈 (3) 度　会 14.03 Q 4 5 477 奥野　春菜 (1) 伊勢宮川 13.76 Q

ﾔﾉｳ ｱﾕﾐ ｵｵﾆｼ ﾐｵ

5 2 28 矢納　　歩 (2) 倉田山 14.64 5 8 638 大西　　澪 (2) 小　俣 14.02

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳ ｾﾞｯｺ ﾘｶｺ

6 3 350 寺田　諭芙 (3) 伊勢港 14.77 6 2 122 舌古梨佳子 (3) 城　田 14.87

ﾅｶｾﾞｺ ﾏﾔ ｷﾀ ｻﾔｶ

7 8 185 中世古真耶 (2) 豊　浜 14.99 7 9 861 喜多沙也香 (3) 南　勢 14.92

ｼﾊﾞﾀ ﾕﾘ ｳｴﾑﾗ ｱｵｲ

8 9 3737 柴田　悠里 (1) 皇學館 15.55 8 3 734 植村　　葵 (1) 南　島 15.84

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ ｲﾜｲ ﾁｶ

1 7 719 森本　真由 (2) 度　会 13.25 Q 1 4 19 岩井　智香 (3) 倉田山 12.89 Q

ｵｶﾑﾗ ﾐｵ ﾀﾞｲ ｶﾅｴ

2 5 492 岡村　海於 (3) 伊勢宮川 13.65 Q 2 6 423 臺　　華苗 (2) 二　見 13.33 Q

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ

3 6 410 北村　真悠 (3) 二　見 13.83 Q 3 7 859 大谷奈都希 (3) 南　勢 13.79 Q

ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ

4 8 153 角谷　風歌 (1) 城　田 14.13 Q 4 3 933 上原加奈子 (2) 北　浜 13.93 Q

ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ ﾅｶﾆｼ ｶﾅ

5 4 349 藤井　　梓 (3) 伊勢港 14.23 5 5 570 中西　加奈 (3) 御　薗 14.39

ﾀﾅｶ ﾘﾅ ｻﾊﾞ ﾁﾊﾅ

6 3 866 田中　里奈 (2) 南　勢 14.24 6 8 68 佐波　知花 (3) 玉　城 14.47

ﾉﾅｶ ｱｶﾈ ｸﾛｾ ｱﾘｻ

7 9 179 野中　　茜 (3) 豊　浜 15.10 7 2 254 黒精亜莉紗 (2) 厚　生 14.53

ｵｵﾆｼ ﾄｼﾖ

8 2 31 大西　敏代 (2) 倉田山 15.46

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ ﾊﾈ ｼｮｳｺ

1 4 720 山本　綺美 (2) 度　会 13.16 Q 1 6 482 羽根　翔子 (2) 伊勢宮川 13.29 Q

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ ｶﾒｲ ｴﾘｶ

2 7 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 13.73 Q 2 5 357 亀井　衿香 (2) 伊勢港 13.49 Q

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ

3 5 531 柴原奈津美 (2) 五十鈴 13.78 Q 3 7 230 角前　温子 (3) 厚　生 13.72 Q

ｲﾑﾗ ﾁｴ ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ

4 8 233 井村　智映 (3) 厚　生 14.26 Q 4 2 409 藪木　彩乃 (3) 二　見 13.73 Q

ﾅｶﾆｼ ｱｶﾈ ｵｶﾀﾆ ｼｽﾞｶ

5 2 178 中西あかね (3) 豊　浜 14.31 5 4 914 岡谷　静佳 (2) 皇學館 14.40

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾅ ｻﾉｲ ﾕｷ

6 6 573 北村　真菜 (3) 御　薗 14.40 6 8 948 佐之井優希 (1) 北　浜 14.48

ﾆｼｵｶ ｱﾔ ｶﾜｻｷ ﾏｷ

7 3 912 西岡　　彩 (2) 皇學館 14.52 7 9 71 川崎　真希 (3) 玉　城 14.53

ｻｲﾄｳ ｼｲﾅ ﾃﾞｸﾞﾁ ｺﾄﾅ

8 9 123 齋藤枝衣稲 (3) 城　田 16.02 8 3 725 出口　琴菜 (3) 南　島 15.79

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

風:  +1.9 風:  +2.3

風:  +0.9 風:  +2.3

風:  +1.7 風:  +0.7

第61回三重県中学校陸上競技選手権伊勢度会地区予選大会(08243507)
主催：伊勢市中学校体育連盟・度会郡中学校体育連盟
　　：伊勢市教育委員会・度会郡各町村教育委員会
　　：伊勢度会陸上競技協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例  
2008/9/27 16:08

1/2



準決  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ

1 6 572 橋爪　咲奈 (3) 御　薗 13.10 Q 1 4 720 山本　綺美 (2) 度　会 13.16 Q

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

2 5 719 森本　真由 (2) 度　会 13.18 Q 2 7 637 西田　裕美 (3) 小　俣 13.24 Q

ﾀﾑﾗ ｶｽﾐ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾂﾐ

3 7 536 田村　佳澄 (1) 五十鈴 13.63 3 9 531 柴原奈津美 (2) 五十鈴 13.45

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ ｶﾒｲ ｴﾘｶ

4 4 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 13.64 4 6 357 亀井　衿香 (2) 伊勢港 13.51

ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ ｵｶﾑﾗ ﾐｵ

5 8 230 角前　温子 (3) 厚　生 13.71 5 5 492 岡村　海於 (3) 伊勢宮川 13.66

ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ

6 2 477 奥野　春菜 (1) 伊勢宮川 13.85 6 8 859 大谷奈都希 (3) 南　勢 13.89

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ

7 9 410 北村　真悠 (3) 二　見 14.10 7 2 409 藪木　彩乃 (3) 二　見 13.89

ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ

8 3 153 角谷　風歌 (1) 城　田 14.26 8 3 933 上原加奈子 (2) 北　浜 14.00

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾜｲ ﾁｶ

1 7 19 岩井　智香 (3) 倉田山 12.72 Q

ﾊﾈ ｼｮｳｺ

2 5 482 羽根　翔子 (2) 伊勢宮川 13.03 Q

ﾀﾞｲ ｶﾅｴ

3 4 423 臺　　華苗 (2) 二　見 13.12 q

ｺﾔﾏ ﾅﾐ

4 6 810 小山　夏未 (3) 南島西 13.36 q

ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ

5 8 934 角谷　侑香 (2) 北　浜 13.50

ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ

6 2 717 林　　采奈 (3) 度　会 13.89

ｲﾑﾗ ﾁｴ

7 3 233 井村　智映 (3) 厚　生 14.27

ｻｲﾄｳ ｼﾉ

9 526 齋藤　紫乃 (2) 五十鈴 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ ﾁｶ

1 6 19 岩井　智香 (3) 倉田山 12.73

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ

2 9 719 森本　真由 (2) 度　会 12.74

ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ

3 5 572 橋爪　咲奈 (3) 御　薗 12.91

ﾊﾈ ｼｮｳｺ

4 4 482 羽根　翔子 (2) 伊勢宮川 13.18

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ

5 7 720 山本　綺美 (2) 度　会 13.18

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

6 8 637 西田　裕美 (3) 小　俣 13.34

ﾀﾞｲ ｶﾅｴ

7 3 423 臺　　華苗 (2) 二　見 13.60

ｺﾔﾏ ﾅﾐ

8 2 810 小山　夏未 (3) 南島西 16.02

風:  +1.1 風:  +0.4

風:  +2.3

風:  +1.5

凡例  
2008/9/27 16:08

2/2



女子　２００ｍ

三重県中学記録 (KJ)     25.15     愛敬　麻矢 (成　徳・桑名)                                   2006        

大　会　記　録 (GR)     25.74     中村　奈央 (厚　生・伊勢)                                   2005        

予選  6組4着+0

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 伊勢市 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ 度会郡

1 6 490 寺田　菜美 伊勢宮川 26.93 Q 1 6 720 山本　綺美 度　会 27.83 Q

ｶﾒｲ ｴﾘｶ 伊勢市 ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ 伊勢市

2 5 357 亀井　衿香 伊勢港 28.09 Q 2 4 349 藤井　　梓 伊勢港 29.66 Q

ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾎ 伊勢市 ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾖ 伊勢市

3 4 931 宮本　美保 北　浜 28.38 Q 3 5 21 奥田　幸世 倉田山 30.17 Q

ﾅｶﾆｼ ｱｶﾈ 伊勢市 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｴｶ 伊勢市

4 7 178 中西あかね 豊　浜 29.46 Q 4 3 528 小林多恵華 五十鈴 30.35 Q

ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｺ 伊勢市 ﾕｷｵｶ ﾘﾖ 伊勢市

5 3 234 中川　晴子 厚　生 31.02 5 7 571 雪岡　莉代 御　薗 30.36

ｵｸﾉ ﾕｶｺ 伊勢市 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ 伊勢市

6 8 431 奥野裕香子 二　見 32.04 6 2 649 山本　真矢 小　俣 30.93

ｸﾎﾞ ﾕｲ 度会郡 ﾄﾐｵｶ ﾏﾘﾅ 伊勢市

7 2 864 久保　　結 南　勢 33.08 7 8 432 富岡真梨菜 二　見 33.09

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾜｲ ﾁｶ 伊勢市 ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ 伊勢市

1 6 19 岩井　智香 倉田山 26.63 Q 1 5 934 角谷　侑香 北　浜 27.96 Q

ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 度会郡 ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ 度会郡

2 5 859 大谷奈都希 南　勢 28.72 Q 2 2 717 林　　采奈 度　会 29.77 Q

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾂﾐ 伊勢市 ﾎﾘﾓﾄ ｱﾔﾉ 伊勢市

3 7 531 柴原奈津美 五十鈴 29.40 Q 3 4 579 堀本　彩乃 御　薗 29.82 Q

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾏｵ 度会郡 ｺﾔﾏ ﾅﾐ 度会郡

4 3 92 東山　真緒 玉　城 31.08 Q 4 6 810 小山　夏未 南島西 29.97 Q

ｸﾛｾ ｱﾘｻ 伊勢市 ﾉﾅｶ ｱｶﾈ 伊勢市

5 8 254 黒精亜莉紗 厚　生 31.23 5 7 179 野中　　茜 豊　浜 30.97

ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 伊勢市 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 伊勢市

6 2 648 山本　栄里 小　俣 31.40 6 3 262 奥村　彩加 厚　生 31.12

ｾﾞｯｺ ﾘｶｺ 伊勢市 ｻﾜ ｱｶﾘ 度会郡

7 4 122 舌古梨佳子 城　田 31.54 7 8 4453 澤　あかり 柏　崎 36.22

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ 伊勢市 ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ 伊勢市

1 7 521 下村真有子 五十鈴 27.59 Q 1 7 572 橋爪　咲奈 御　薗 26.59 Q

ﾊﾈ ｼｮｳｺ 伊勢市 ﾄｳｶｲ ﾘｶ 度会郡

2 5 482 羽根　翔子 伊勢宮川 27.59 Q 2 5 868 東海　里香 南　勢 27.80 Q

ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ 伊勢市 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 伊勢市

3 4 933 上原加奈子 北　浜 29.32 Q 3 4 483 坂本　莉菜 伊勢宮川 28.76 Q

ｶﾜｻｷ ﾏｷ 度会郡 ﾅｶﾆｼ ﾕﾐｶ 伊勢市

4 6 71 川崎　真希 玉　城 30.19 Q 4 6 25 中西裕美香 倉田山 29.85 Q

ﾔｶﾞﾀ ｱｽｶ 伊勢市 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 伊勢市

5 8 187 矢形あすか 豊　浜 30.57 5 8 434 松本　梨那 二　見 29.93

ｸﾗﾉ ﾕﾐ 伊勢市 ﾊﾏｼﾞ ｽｽﾞﾈ 度会郡

6 2 634 倉野　佑実 小　俣 31.49 6 2 808 濵地　涼音 南島西 32.56

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳ 伊勢市 ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾕﾘｶ 度会郡

7 3 350 寺田　諭芙 伊勢港 32.41 7 3 97 中東佑里香 玉　城 32.58

ﾅｶﾆｼ ｱﾐ 伊勢市

8 9 3738 中西　亜実 皇學館 33.08

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

風:  0.0 風:  0.0

風:  0.0 風:  0.0

風:  0.0 風:  0.0

凡例  



準決  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾜｲ ﾁｶ ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ

1 6 19 岩井　智香 (3) 倉田山 25.96 Q 1 6 490 寺田　菜美 (3) 伊勢宮川 26.73 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ

2 7 720 山本　綺美 (2) 度　会 27.12 Q 2 4 521 下村真有子 (3) 五十鈴 27.39 Q

ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾎ ｶﾒｲ ｴﾘｶ

3 8 931 宮本　美保 (3) 北　浜 27.82 q 3 5 357 亀井　衿香 (2) 伊勢港 28.10

ﾄｳｶｲ ﾘｶ ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ

4 5 868 東海　里香 (2) 南　勢 27.94 4 7 859 大谷奈都希 (3) 南　勢 28.61

ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ

5 9 483 坂本　莉菜 (2) 伊勢宮川 28.52 5 9 933 上原加奈子 (2) 北　浜 29.04

ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ ﾅｶﾆｼ ｱｶﾈ

6 4 349 藤井　　梓 (3) 伊勢港 29.38 6 8 178 中西あかね (3) 豊　浜 29.49

ﾎﾘﾓﾄ ｱﾔﾉ ﾅｶﾆｼ ﾕﾐｶ

7 2 579 堀本　彩乃 (2) 御　薗 29.82 7 2 25 中西裕美香 (2) 倉田山 29.90

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｴｶ ｶﾜｻｷ ﾏｷ

8 3 528 小林多恵華 (2) 五十鈴 29.92 8 3 71 川崎　真希 (3) 玉　城 29.93

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ

1 7 572 橋爪　咲奈 (3) 御　薗 26.09 Q

ﾊﾈ ｼｮｳｺ

2 5 482 羽根　翔子 (2) 伊勢宮川 27.13 Q

ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ

3 6 934 角谷　侑香 (2) 北　浜 27.75 q

ｺﾔﾏ ﾅﾐ

4 3 810 小山　夏未 (3) 南島西 28.53

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾂﾐ

5 8 531 柴原奈津美 (2) 五十鈴 28.81

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾏｵ

6 2 92 東山　真緒 (1) 玉　城 31.16

ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾖ

9 21 奥田　幸世 (3) 倉田山 DNS

ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ

4 717 林　　采奈 (3) 度　会 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ ﾁｶ

1 7 19 岩井　智香 (3) 倉田山 25.63 GR

ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ

2 5 572 橋爪　咲奈 (3) 御　薗 26.04

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ

3 6 720 山本　綺美 (2) 度　会 26.35

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ

4 4 490 寺田　菜美 (3) 伊勢宮川 26.49

ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ

5 8 521 下村真有子 (3) 五十鈴 26.88

ﾊﾈ ｼｮｳｺ

6 9 482 羽根　翔子 (2) 伊勢宮川 27.07

ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾎ

7 2 931 宮本　美保 (3) 北　浜 27.42

ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ

8 3 934 角谷　侑香 (2) 北　浜 27.54

風:  +0.6 風:  +0.1

風:  +0.8

風:  +2.0

凡例  



女子　８００ｍ

三重県中学記録 (KJ)     2.15.5    山崎　朱美 (笹　川・四日市)                                 1986        

大　会　記　録 (GR)     2.21.29   森田菜津紀 (倉田山・伊勢)                                   2006        

予選  3組3着+1

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ 伊勢市 ﾊﾏｼﾞ ﾒｲ 度会郡

1 3 124 中川　朱理 城　田 2.33.98 Q 1 5 816 濵地　明衣 南島西 2.28.73 Q

ｳﾗﾀ ﾏﾘﾝ 伊勢市 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾔ 伊勢市

2 4 491 浦田　真鈴 伊勢宮川 2.34.07 Q 2 4 145 坂口　　茅 城　田 2.34.06 Q

ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ 伊勢市 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ 伊勢市

3 5 635 竹内　杏奈 小　俣 2.34.36 Q 3 2 681 山下　奈央 小　俣 2.36.54 Q

ﾔｽｲ ｼｲﾅ 伊勢市 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 伊勢市

4 12 195 安井　稚菜 御　薗 2.34.42 4 6 484 中村　汐李 伊勢宮川 2.38.84

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ 度会郡 ﾊﾏｼﾞ ﾅｷﾞｺ 伊勢市

5 6 818 山本　実奈 南島西 2.38.17 5 3 30 濱地　凪子 倉田山 2.41.61

ﾊﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 伊勢市 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅｺ 伊勢市

6 11 237 濵田　侑奈 厚　生 2.42.85 6 1 348 水谷加奈子 伊勢港 2.41.69

ｶｸ ｱﾔﾉ 度会郡 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ 伊勢市

7 8 88 角　　綾乃 玉　城 2.43.80 7 14 936 竹本　美穂 北　浜 2.46.85

ﾓﾘｼﾀ ｱｷｺ 伊勢市 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ 度会郡

8 7 530 森下　彰子 五十鈴 2.44.54 8 9 860 谷口　友麻 南　勢 2.47.26

ﾐｳﾗ ｶﾅｺ 伊勢市 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｶ 度会郡

9 2 385 三浦　奏子 伊勢港 2.44.71 9 13 726 中村いつか 南　島 2.48.02

ｻﾄｳ ｷﾎ 伊勢市 ｷﾀﾑﾗ ﾁﾅﾐ 伊勢市

10 10 58 佐藤　希帆 二　見 2.47.55 10 8 183 北村　千波 豊　浜 2.49.97

ｽｶﾞﾉ ﾏｲｺ 伊勢市 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 伊勢市

11 1 949 菅野真以子 北　浜 2.47.62 11 15 235 中村　知華 厚　生 2.50.71

ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ 度会郡 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉ 度会郡

12 13 867 西岡　由貴 南　勢 2.50.73 12 12 91 大谷　愛乃 玉　城 2.54.51

ｶﾄﾞﾔ ﾋﾄﾐ 伊勢市 ｵｵﾆｼ ｱﾔﾈ 伊勢市

13 9 177 角屋　　瞳 豊　浜 2.54.57 13 11 581 大西　綾音 御　薗 2.55.93

ﾆｼﾑﾗ ｱﾔｶ 伊勢市 ｺﾂｼﾞ ﾓｴﾉ 伊勢市

14 14 911 西村　綾華 皇學館 3.01.52 14 10 549 小辻　萌乃 五十鈴 3.03.59

ﾉﾀﾞ ｼｭﾝ 度会郡 ﾌﾙｶﾜ ﾏﾔ 伊勢市

4 4532 野田　　俊 南島西 DNS 15 7 59 古川　真椰 二　見 3.17.96

決勝
3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 伊勢市 ﾊﾏｼﾞ ﾒｲ

1 5 20 出口和佳奈 倉田山 2.29.50 Q 1 3 816 濵地　明衣 (3) 南島西 2.24.02

ｸﾎﾞｸﾗ ﾐｻﾄ 伊勢市 ｸﾎﾞｸﾗ ﾐｻﾄ

2 6 473 久保倉実里 伊勢宮川 2.30.99 Q 2 5 473 久保倉実里 (1) 伊勢宮川 2.24.99

ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘｶ 伊勢市 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

3 4 376 山下友理香 伊勢港 2.33.50 Q 3 6 20 出口和佳奈 (3) 倉田山 2.25.84

ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ 伊勢市 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾔ

4 3 256 中村　幸菜 厚　生 2.33.86 q 4 7 145 坂口　　茅 (1) 城　田 2.30.12

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ 度会郡 ｳﾗﾀ ﾏﾘﾝ

5 11 90 中村　葉月 玉　城 2.39.09 5 1 491 浦田　真鈴 (3) 伊勢宮川 2.31.38

ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 伊勢市 ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ

6 9 158 前田安友美 城　田 2.42.31 6 8 635 竹内　杏奈 (3) 小　俣 2.31.71

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 伊勢市 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ

7 14 678 中村　美穂 小　俣 2.43.72 7 4 124 中川　朱理 (3) 城　田 2.32.06

ﾀﾅﾍﾞ  ﾋｶﾘ 伊勢市 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘｶ

8 7 532 田邉　洸莉 五十鈴 2.44.09 8 2 376 山下友理香 (1) 伊勢港 2.33.99

ﾃﾞｸﾞﾁ ｺﾄﾅ 度会郡 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ

9 8 725 出口　琴菜 南　島 2.52.41 9 10 256 中村　幸菜 (2) 厚　生 2.36.50

ﾅｶﾞｲ ﾕﾒﾎ 度会郡 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ

10 1 817 長井　夢帆 南島西 2.53.04 10 9 681 山下　奈央 (1) 小　俣 2.38.25

ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｺ 伊勢市

11 2 428 中村美紗子 二　見 2.55.21

ｵｶ ｱｻｺ 度会郡

12 10 3382 岡　　朝子 南　勢 2.57.28

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 伊勢市

13 12 574 藤原　　悠 御　薗 2.57.32

ﾏｴﾀﾞ ﾕｶ 伊勢市

14 13 180 前田　結花 豊　浜 3.04.67

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    DNS：欠場



女子　２０００ｍ

9月27日 13:50 決勝  

三重県中学記録 (KJ)     6.19.98   柴田　沙織 (白　鳥・鈴鹿)                                   2003        

大　会　記　録 (GR)     6.38.80   岡野　奈月 (倉田山・伊勢)                                   1998        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾏｼﾞ ﾒｲ ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉ

1 10 816 濵地　明衣 (3) 南島西 6.49.19 32 24 91 大谷　愛乃 (1) 玉　城 8.18.28

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ｷﾀﾃﾞ ﾘﾎ

2 11 20 出口和佳奈 (3) 倉田山 7.06.11 33 27 4383 北出　利歩 (3) 小　俣 8.18.62

ｸﾎﾞｸﾗ ﾐｻﾄ ｷﾀ ｻﾔｶ

3 14 473 久保倉実里 (1) 伊勢宮川 7.08.25 34 4 861 喜多沙也香 (3) 南　勢 8.19.06

ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ ﾆｼﾑﾗ ｱﾔｶ

4 15 635 竹内　杏奈 (3) 小　俣 7.10.20 35 20 911 西村　綾華 (2) 皇學館 8.23.18

ｻｶｸﾞﾁ ｶﾔ ｶﾄﾞﾔ ﾋﾄﾐ

5 3 145 坂口　　茅 (1) 城　田 7.13.92 36 22 177 角屋　　瞳 (3) 豊　浜 8.29.94

ﾂﾀﾞ ﾀﾏｷ ｻﾜ ｱｶﾘ

6 16 493 津田　　環 (3) 伊勢宮川 7.15.92 37 23 4453 澤　あかり (2) 柏　崎 10.06.45

ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘｶ ｾｺ ﾘﾎ

7 7 376 山下友理香 (1) 伊勢港 7.18.87 1 870 世古　里歩 (2) 南　勢 DNS

ｳﾗﾀ ﾏﾘﾝ ﾉﾀﾞ ｼｭﾝ

8 18 491 浦田　真鈴 (3) 伊勢宮川 7.18.92 30 4532 野田　　俊 (3) 南島西 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ

9 12 818 山本　実奈 (3) 南島西 7.24.73

ﾔｽｲ ｼｲﾅ

10 37 195 安井　稚菜 (1) 御　薗 7.26.33

ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ

11 5 124 中川　朱理 (3) 城　田 7.27.98

ﾊﾏｼﾞ ﾅｷﾞｺ

12 8 30 濱地　凪子 (2) 倉田山 7.28.56

ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾅ

13 9 256 中村　幸菜 (2) 厚　生 7.40.57

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ

14 2 90 中村　葉月 (1) 玉　城 7.41.35

ﾓﾘｼﾀ ｱｷｺ

15 13 530 森下　彰子 (2) 五十鈴 7.43.73

ｸﾗｲ ｱﾕﾐ

16 19 133 倉井　　歩 (2) 城　田 7.43.98

ｶｸ ｱﾔﾉ

17 32 88 角　　綾乃 (1) 玉　城 7.44.64

ﾀﾅﾍﾞ  ﾋｶﾘ

18 36 532 田邉　洸莉 (2) 五十鈴 7.46.38

ｵｵﾆｼ ｻｷﾅ

19 25 196 大西小希菜 (1) 御　薗 7.47.26

ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｶ

20 35 726 中村いつか (3) 南　島 7.48.45

ｽｶﾞｳﾗ ﾕﾅ

21 38 264 須賀浦結菜 (2) 厚　生 7.49.31

ｵｸﾉ ｼﾞｭﾅ

22 29 632 奥野　珠奈 (3) 小　俣 7.50.86

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ

23 6 860 谷口　友麻 (3) 南　勢 7.55.12

ｵｶﾞｲ ﾐﾎ

24 17 261 小粥　美穂 (2) 厚　生 7.58.20

ﾐｳﾗ ｶﾅｺ

25 33 385 三浦　奏子 (1) 伊勢港 8.01.45

ﾉﾎﾞﾘ ｼｽﾞｶ

26 31 381 登　　静加 (1) 伊勢港 8.02.38

ﾊﾏｼﾞ ｽｽﾞﾈ

27 34 808 濵地　涼音 (3) 南島西 8.05.47

ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ

28 28 936 竹本　美穂 (2) 北　浜 8.10.04

ｽｶﾞﾉ ﾏｲｺ

29 26 949 菅野真以子 (1) 北　浜 8.10.18

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ

30 30 574 藤原　　悠 (3) 御　薗 8.13.11

ｷﾀﾑﾗ ﾁﾅﾐ

31 21 183 北村　千波 (2) 豊　浜 8.15.49

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    DNS：欠場



女子　１００ｍＨ(0.762m)

三重県中学記録 (KJ)     14.10     黒木　陽子 (白　子・鈴鹿)                                   1983        

大　会　記　録 (GR)     14.81     中川　綾菜 (伊勢港・伊勢)                                   2006        

予選  5組3着+1

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 度会郡 ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ 伊勢市

1 7 70 石原　瑞穂 玉　城 16.63 Q 1 7 481 辻　保奈美 伊勢宮川 15.43 Q

ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ 伊勢市 ﾉﾛ ﾏﾘﾅ 伊勢市

2 6 477 奥野　春菜 伊勢宮川 16.97 Q 2 5 645 野呂真里菜 小　俣 17.31 Q

ﾐﾔﾏ ｻｱﾔ 伊勢市 ｱｻﾘ ﾏｷ 伊勢市

3 5 352 宮間　沙絢 伊勢港 17.41 Q 3 4 524 浅利　麻貴 五十鈴 17.44 Q

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 度会郡 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ 度会郡

4 2 718 中村　亜矢 度　会 19.94 4 6 724 嶋田　真奈 南　島 19.26

ﾋｶﾞｼ ﾐｶ 伊勢市 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ 伊勢市

5 4 231 東　　美佳 厚　生 20.71 5 2 27 山本　真綺 倉田山 19.40

ｱﾐﾉ ﾐｽﾞｷ 伊勢市 ｱｻﾉ ﾕﾐ 伊勢市

6 8 130 網野　水紀 城　田 21.32 6 3 575 浅野　由美 御　薗 20.61

ﾅｶﾉ ｱｽｶ 伊勢市 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾅ 度会郡

7 3 583 中野明日香 御　薗 28.72 7 8 3384 栗原　見奈 南　勢 28.41

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ 伊勢市 ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ 度会郡

1 5 633 片山　聖菜 小　俣 16.29 Q 1 6 863 髙松　麻妃 南　勢 15.59 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 伊勢市 ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ 伊勢市

2 4 533 山本　佳奈 五十鈴 17.41 Q 2 5 111 立野　文香 城　田 17.21 Q

ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ 伊勢市 ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ 伊勢市

3 7 29 角谷　　悠 倉田山 18.11 Q 3 4 230 角前　温子 厚　生 18.11 Q

ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 伊勢市 ﾅｶﾑﾗ  ｶﾎ 伊勢市

4 3 494 田口　晴佳 伊勢宮川 19.49 4 7 519 中村　佳帆 五十鈴 18.29 q

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 伊勢市 ﾅｵｴ ﾐｷ 伊勢市

5 8 358 仲林　美咲 伊勢港 19.62 5 3 26 直江　美樹 倉田山 20.54

ﾀｹﾓﾄ ﾏﾐ 伊勢市 ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 度会郡

6 6 930 竹本　真望 北　浜 19.69 6 8 73 森田　紅李 玉　城 20.72

ﾑｶｲ ﾉｿﾞﾐ 伊勢市 ｵｶﾀﾆ ｼｽﾞｶ 伊勢市

7 2 132 向井　　望 城　田 21.88 7 2 914 岡谷　静佳 皇學館 22.03

5組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 伊勢市

1 5 637 西田　裕美 小　俣 16.14 Q

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 伊勢市

2 4 255 中村　恵理 厚　生 17.57 Q

ｻﾊﾞ ﾁﾊﾅ 度会郡

3 6 68 佐波　知花 玉　城 18.20 Q

ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾕ 度会郡

4 7 3383 奥村　悠由 南　勢 19.25

ﾊﾔｼ ﾅｵ 伊勢市

5 2 935 林　　直音 北　浜 20.58

ｾｺｸﾞﾁ ｶﾝﾅ 伊勢市

6 8 578 世古口栞奈 御　薗 21.84

ｲﾄｳ ﾅﾐ 伊勢市

3 377 伊藤　奈実 伊勢港 DNS

風:  +0.2 風:  0.0

風:  0.0

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

風:  0.0 風:  0.0

凡例    DNS：欠場



準決  2組3着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ

1 5 863 髙松　麻妃 (3) 南　勢 15.32 Q 1 4 481 辻　保奈美 (2) 伊勢宮川 15.31 Q

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ

2 4 637 西田　裕美 (3) 小　俣 15.79 Q 2 6 70 石原　瑞穂 (3) 玉　城 15.84 Q

ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ

3 6 477 奥野　春菜 (1) 伊勢宮川 16.62 Q 3 5 633 片山　聖菜 (3) 小　俣 16.14 Q

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ

4 7 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 16.74 q 4 9 533 山本　佳奈 (2) 五十鈴 16.23 q

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ

5 8 255 中村　恵理 (2) 厚　生 17.44 5 7 111 立野　文香 (3) 城　田 16.96

ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ ｱｻﾘ ﾏｷ

6 3 29 角谷　　悠 (2) 倉田山 17.60 6 8 524 浅利　麻貴 (2) 五十鈴 17.43

ﾐﾔﾏ ｻｱﾔ ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ

7 9 352 宮間　沙絢 (2) 伊勢港 17.98 7 3 230 角前　温子 (3) 厚　生 17.52

ﾅｶﾑﾗ  ｶﾎ ｻﾊﾞ ﾁﾊﾅ

8 2 519 中村　佳帆 (3) 五十鈴 18.08 8 2 68 佐波　知花 (3) 玉　城 18.57

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ

1 7 481 辻　保奈美 (2) 伊勢宮川 15.03

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ

2 5 863 髙松　麻妃 (3) 南　勢 15.14

ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ

3 4 70 石原　瑞穂 (3) 玉　城 15.26

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

4 6 637 西田　裕美 (3) 小　俣 15.74

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ

5 2 533 山本　佳奈 (2) 五十鈴 15.91

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ

6 9 633 片山　聖菜 (3) 小　俣 16.15

ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ

7 8 477 奥野　春菜 (1) 伊勢宮川 16.48

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ

8 3 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 17.14

風:  0.0 風:  0.0

風:  +1.2

凡例    DNS：欠場



女子低学年　４×１００ｍＲ

三重県中学記録 (KJ)     51.28     陽　和・桑名 (日比野･水谷･佐藤･原口)                        1988        
大　会　記　録 (GR)     51.81     度　会･度会 (・)                                            2003        

予選  2組3着+2

1組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 5ﾚｰﾝ Q
伊勢港 54.31 五十鈴 54.96 倉田山 56.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔﾏ ｻｱﾔ ﾐﾅﾄﾔ ﾅﾂﾐ ﾔﾉｳ ｱﾕﾐ
1 352 宮間　沙絢 (2) 伊勢港 1 529 湊谷南つみ (2) 五十鈴 1 28 矢納　　歩 (2) 倉田山

ｲﾄｳ ﾅﾐ ｼﾐｽﾞ ﾊﾂｷ ﾆｼｵｶ ﾐﾆｲ
2 377 伊藤　奈実 (1) 伊勢港 2 535 清水　葉月 (1) 五十鈴 2 33 西岡みにい (1) 倉田山

ﾌｼﾞｲ ﾏｺ ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｴ ｲｿﾜ ｶﾅ
3 384 藤井　真子 (1) 伊勢港 3 546 野口　幸恵 (1) 五十鈴 3 36 磯和　加奈 (1) 倉田山

ｶﾒｲ ｴﾘｶ ｻｲﾄｳ ｼﾉ ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ
4 357 亀井　衿香 (2) 伊勢港 4 526 齋藤　紫乃 (2) 五十鈴 4 29 角谷　　悠 (2) 倉田山

4着 3ﾚｰﾝ q 5着 4ﾚｰﾝ DNS 2ﾚｰﾝ
小俣 56.72 城田 60.93 皇學館 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾑｶｲ ｻﾖ ﾅｶｵ ﾕｶﾘ
1 647 向井　さよ (2) 小　俣 1 134 中尾由佳里 (2) 城　田

ｳｴﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ﾌｼﾞｲ ｶｲ
2 673 上村　凪沙 (1) 小　俣 2 151 藤井　華衣 (1) 城　田

ｳｴﾑﾗ ｸﾙﾐ ｲｼｲ ｺﾊﾙ
3 672 植村　胡桃 (1) 小　俣 3 144 石井　小春 (1) 城　田

ｵｶﾞﾜ ﾀﾏﾐ ﾌｸｲ ｻｷ
4 639 小川　珠実 (2) 小　俣 4 135 福井　彩貴 (2) 城　田

2組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ Q
伊勢宮川 53.23 厚生 56.02 南勢 57.01
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ
1 483 坂本　莉菜 (2) 伊勢宮川 1 255 中村　恵理 (2) 厚　生 1 867 西岡　由貴 (2) 南　勢

ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ ｲｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ｵｶ ｱｻｺ
2 477 奥野　春菜 (1) 伊勢宮川 2 287 井澤　侑里 (1) 厚　生 2 3382 岡　　朝子 (1) 南　勢

ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾕ ﾔﾏｼﾞ ﾅﾂｷ
3 474 坂本　真佑 (1) 伊勢宮川 3 286 出口　真由 (1) 厚　生 3 3387 山路　夏希 (1) 南　勢

ﾊﾈ ｼｮｳｺ ｸﾛｾ ｱﾘｻ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
4 482 羽根　翔子 (2) 伊勢宮川 4 254 黒精亜莉紗 (2) 厚　生 4 866 田中　里奈 (2) 南　勢

4着 2ﾚｰﾝ q 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
二見 57.20 御薗 57.52 北浜 58.08
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾘﾓﾄ ｱﾐ ｶﾜｲ ﾘｵﾅ ﾊﾔｼ ﾅｵ
1 425 森本　亜美 (2) 二　見 1 582 川井梨織菜 (2) 御　薗 1 935 林　　直音 (2) 北　浜

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔ ｾｺｸﾞﾁ ﾏｲ ｻﾉｲ ﾕｷ
2 433 前田　亜耶 (1) 二　見 2 198 世古口真依 (1) 御　薗 2 948 佐之井優希 (1) 北　浜

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ ｻﾄｳ ﾒｲ ﾊｼﾂﾒ ｶﾝﾅ
3 434 松本　梨那 (1) 二　見 3 599 佐藤　芽依 (1) 御　薗 3 950 橋爪かんな (1) 北　浜

ｴｶﾞﾜ ﾏﾘﾝ ﾎﾘﾓﾄ ｱﾔﾉ ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ
4 424 江川　真林 (2) 二　見 4 579 堀本　彩乃 (2) 御　薗 4 936 竹本　美穂 (2) 北　浜

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    DNS：欠場



決勝

1着 5ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
伊勢宮川 53.30 伊勢港 54.32 五十鈴 54.83
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ ﾐﾔﾏ ｻｱﾔ ﾐﾅﾄﾔ ﾅﾂﾐ
1 483 坂本　莉菜 (2) 伊勢宮川 1 352 宮間　沙絢 (2) 伊勢港 1 529 湊谷南つみ (2) 五十鈴

ｵｸﾉ ﾊﾙﾅ ｲﾄｳ ﾅﾐ ｼﾐｽﾞ ﾊﾂｷ
2 477 奥野　春菜 (1) 伊勢宮川 2 377 伊藤　奈実 (1) 伊勢港 2 535 清水　葉月 (1) 五十鈴

ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ ﾌｼﾞｲ ﾏｺ ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｴ
3 474 坂本　真佑 (1) 伊勢宮川 3 384 藤井　真子 (1) 伊勢港 3 546 野口　幸恵 (1) 五十鈴

ﾊﾈ ｼｮｳｺ ｶﾒｲ ｴﾘｶ ｻｲﾄｳ ｼﾉ
4 482 羽根　翔子 (2) 伊勢宮川 4 357 亀井　衿香 (2) 伊勢港 4 526 齋藤　紫乃 (2) 五十鈴

4着 7ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
厚生 55.72 小俣 56.51 南勢 57.14
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ ﾑｶｲ ｻﾖ ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ
1 255 中村　恵理 (2) 厚　生 1 647 向井　さよ (2) 小　俣 1 867 西岡　由貴 (2) 南　勢

ｲｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ｳｴﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ｵｶ ｱｻｺ
2 287 井澤　侑里 (1) 厚　生 2 673 上村　凪沙 (1) 小　俣 2 3382 岡　　朝子 (1) 南　勢

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾕ ｳｴﾑﾗ ｸﾙﾐ ﾔﾏｼﾞ ﾅﾂｷ
3 286 出口　真由 (1) 厚　生 3 672 植村　胡桃 (1) 小　俣 3 3387 山路　夏希 (1) 南　勢

ｸﾛｾ ｱﾘｻ ｵｶﾞﾜ ﾀﾏﾐ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
4 254 黒精亜莉紗 (2) 厚　生 4 639 小川　珠実 (2) 小　俣 4 866 田中　里奈 (2) 南　勢

7着 2ﾚｰﾝ 8着 8ﾚｰﾝ
二見 57.81 倉田山 58.40
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾓﾘﾓﾄ ｱﾐ ﾔﾉｳ ｱﾕﾐ
1 425 森本　亜美 (2) 二　見 1 28 矢納　　歩 (2) 倉田山

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔ ｲｿﾜ ｶﾅ
2 433 前田　亜耶 (1) 二　見 2 36 磯和　加奈 (1) 倉田山

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ ﾊﾔｼ ｱｵｲ
3 434 松本　梨那 (1) 二　見 3 37 林　　　葵 (1) 倉田山

ｴｶﾞﾜ ﾏﾘﾝ ｶﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ
4 424 江川　真林 (2) 二　見 4 29 角谷　　悠 (2) 倉田山

凡例    DNS：欠場



女子　４×１００ｍＲ

三重県中学記録 (KJ)     49.02     成　徳・桑名 (西田亜・愛敬・西田佳・加藤)                   2006        
大　会　記　録 (GR)     50.62     伊勢港・伊勢 (・)                                           2003        
大　会　記　録 (GR)     50.62     小　俣 (山添・濱田・木下・山際)                             2007        

予選  2組3着+2

1組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ Q 3着 6ﾚｰﾝ Q
伊勢宮川 52.10 五十鈴 52.51 倉田山 52.88
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｻｶ ﾐｷ 伊勢市 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 伊勢市 ｽｷﾞｻｶ ﾕｳﾅ 伊勢市
1 489 井坂　美来 伊勢宮川 1 533 山本　佳奈 五十鈴 1 24 杉坂　柚那 倉田山

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 伊勢市 ﾀﾑﾗ ｶｽﾐ 伊勢市 ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 伊勢市
2 490 寺田　菜美 伊勢宮川 2 536 田村　佳澄 五十鈴 2 22 田村はるか 倉田山

ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ 伊勢市 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾂﾐ 伊勢市 ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾖ 伊勢市
3 481 辻　保奈美 伊勢宮川 3 531 柴原奈津美 五十鈴 3 21 奥田　幸世 倉田山

ｵｶﾑﾗ ﾐｵ 伊勢市 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ 伊勢市 ｲﾜｲ ﾁｶ 伊勢市
4 492 岡村　海於 伊勢宮川 4 521 下村真有子 五十鈴 4 19 岩井　智香 倉田山

4着 5ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
二見 54.16 玉城 54.62 厚生 54.65
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔﾀ ﾏﾘﾅ 伊勢市 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ 度会郡 ｲﾑﾗ ﾁｴ 伊勢市
1 411 宮田真理名 二　見 1 69 中山　愛理 玉　城 1 233 井村　智映 厚　生

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ 伊勢市 ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 度会郡 ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂｺ 伊勢市
2 410 北村　真悠 二　見 2 70 石原　瑞穂 玉　城 2 230 角前　温子 厚　生

ﾀﾞｲ ｶﾅｴ 伊勢市 ｻﾊﾞ ﾁﾊﾅ 度会郡 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 伊勢市
3 423 臺　　華苗 二　見 3 68 佐波　知花 玉　城 3 236 中村　美穂 厚　生

ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ 伊勢市 ｲｹﾓﾘ ｼﾎ 度会郡 ﾋｶﾞｼ ﾐｶ 伊勢市
4 409 藪木　彩乃 二　見 4 72 池森　史保 玉　城 4 231 東　　美佳 厚　生

7着 3ﾚｰﾝ
伊勢港 55.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾋﾞ ｱﾔｶ 伊勢市
1 383 日比　彩夏 伊勢港

ｾｺ ｱﾔﾈ 伊勢市
2 379 世古　綾音 伊勢港

ﾉﾑﾗ ｱﾔﾅ 伊勢市
3 382 野村　彩奈 伊勢港

ﾌｼﾞｲ ｱｽﾞｻ 伊勢市
4 349 藤井　　梓 伊勢港

2組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 7ﾚｰﾝ Q
南勢 51.94 度会 52.28 小俣 52.47
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾗﾀ ｺﾄﾈ 度会郡 ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ 度会郡 ｵｵﾆｼ ﾐｵ 伊勢市
1 869 平田　琴音 南　勢 1 717 林　　采奈 度　会 1 638 大西　　澪 小　俣

ﾄｳｶｲ ﾘｶ 度会郡 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ 度会郡 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 伊勢市
2 868 東海　里香 南　勢 2 720 山本　綺美 度　会 2 637 西田　裕美 小　俣

ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 度会郡 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ 度会郡 ﾉﾛ ﾏﾘﾅ 伊勢市
3 859 大谷奈都希 南　勢 3 719 森本　真由 度　会 3 645 野呂真里菜 小　俣

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ 度会郡 ﾔﾉ ｺｺﾛ 度会郡 ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ 伊勢市
4 863 髙松　麻妃 南　勢 4 721 矢野こころ 度　会 4 633 片山　聖菜 小　俣

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 3ﾚｰﾝ q 6着 2ﾚｰﾝ
北浜 53.03 御薗 53.95 城田 55.74
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾕｷﾋﾛ ｻｷ 伊勢市 ｷﾀﾑﾗ ﾏﾅ 伊勢市 ｾﾞｯｺ ﾘｶｺ 伊勢市
1 932 行廣　彩希 北　浜 1 573 北村　真菜 御　薗 1 122 舌古梨佳子 城　田

ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ 伊勢市 ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ 伊勢市 ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ 伊勢市
2 934 角谷　侑香 北　浜 2 572 橋爪　咲奈 御　薗 2 111 立野　文香 城　田

ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾎ 伊勢市 ﾕｷｵｶ ﾘﾖ 伊勢市 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 伊勢市
3 931 宮本　美保 北　浜 3 571 雪岡　莉代 御　薗 3 131 清水　彩加 城　田

ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ 伊勢市 ﾅｶﾆｼ ｶﾅ 伊勢市 ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ 伊勢市
4 933 上原加奈子 北　浜 4 570 中西　加奈 御　薗 4 153 角谷　風歌 城　田

7着 8ﾚｰﾝ
豊浜 56.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾉﾅｶ ｱｶﾈ 伊勢市
1 179 野中　　茜 豊　浜

ﾅｶﾆｼ ｱｶﾈ 伊勢市
2 178 中西あかね 豊　浜

ﾅｶｾﾞｺ ﾏﾔ 伊勢市
3 185 中世古真耶 豊　浜

ﾔｶﾞﾀ ｱｽｶ 伊勢市
4 187 矢形あすか 豊　浜

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例  



決勝

1着 5ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
南勢 52.35 伊勢宮川 52.81 五十鈴 53.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾗﾀ ｺﾄﾈ ｳﾗﾀ ﾏﾘﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ
1 869 平田　琴音 (2) 南　勢 1 491 浦田　真鈴 (3) 伊勢宮川 1 533 山本　佳奈 (2) 五十鈴

ﾄｳｶｲ ﾘｶ ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ ﾀﾑﾗ ｶｽﾐ
2 868 東海　里香 (2) 南　勢 2 490 寺田　菜美 (3) 伊勢宮川 2 536 田村　佳澄 (1) 五十鈴

ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅﾂﾐ
3 859 大谷奈都希 (3) 南　勢 3 481 辻　保奈美 (2) 伊勢宮川 3 531 柴原奈津美 (2) 五十鈴

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ ｵｶﾑﾗ ﾐｵ ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ
4 863 髙松　麻妃 (3) 南　勢 4 492 岡村　海於 (3) 伊勢宮川 4 521 下村真有子 (3) 五十鈴

4着 8ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
小俣 53.23 度会 53.34 北浜 54.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｵﾆｼ ﾐｵ ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ
1 638 大西　　澪 (2) 小　俣 1 717 林　　采奈 (3) 度　会 1 933 上原加奈子 (2) 北　浜

ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐ ｶﾄﾞﾔ ﾕｶ
2 637 西田　裕美 (3) 小　俣 2 720 山本　綺美 (2) 度　会 2 934 角谷　侑香 (2) 北　浜

ﾉﾛ ﾏﾘﾅ ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾎ
3 645 野呂真里菜 (2) 小　俣 3 719 森本　真由 (2) 度　会 3 931 宮本　美保 (3) 北　浜

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾅ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ ﾀｹﾓﾄ ﾏﾐ
4 633 片山　聖菜 (3) 小　俣 4 718 中村　亜矢 (2) 度　会 4 930 竹本　真望 (3) 北　浜

7着 9ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
倉田山 54.57 御薗 54.63
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｷﾞｻｶ ﾕｳﾅ ｷﾀﾑﾗ ﾏﾅ
1 24 杉坂　柚那 (2) 倉田山 1 573 北村　真菜 (3) 御　薗

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾊｼｽﾞﾒ ｻｷﾅ
2 22 田村はるか (3) 倉田山 2 572 橋爪　咲奈 (3) 御　薗

ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾖ ﾕｷｵｶ ﾘﾖ
3 21 奥田　幸世 (3) 倉田山 3 571 雪岡　莉代 (3) 御　薗

ｲﾜｲ ﾁｶ ﾅｶﾆｼ ｶﾅ
4 19 岩井　智香 (3) 倉田山 4 570 中西　加奈 (3) 御　薗

凡例  



女子　走高跳
審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

三重県中学記録 (KJ)     1m66      小川　誓子 (波　切・志摩)                                   1982        

三重県中学記録 (KJ)     1m66      山中いづみ (中　部・松阪)                                   1988        

大　会　記　録 (GR)     1m63      向井麻衣子 (倉田山・伊勢)                                   1987        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ ﾒｲ － － ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 20 472 山根　芽衣 (1) 伊勢宮川 1m50

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ － － ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × ×

2 26 22 田村はるか (3) 倉田山 1m47

ﾋｶﾞｼ ﾐｶ － － － － ○ × ○ × × ○ × × ×

3 24 231 東　　美佳 (3) 厚　生 1m47

ﾄｳｶｲ ﾘｶ － ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × ×

4 23 868 東海　里香 (2) 南　勢 1m44

ﾀﾁﾉ ｱﾔｶ － ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ×

5 25 111 立野　文香 (3) 城　田 1m44

ﾔﾉ ｺｺﾛ － － － ○ ／

6 21 721 矢野こころ (2) 度　会 1m38

ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｺ － × ○ ○ × ○ × × ×

7 22 258 髙田　智子 (2) 厚　生 1m38

ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾙｶ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

7 19 576 大東はるか (2) 御　薗 1m38

ｻｸﾉ ｻﾖｺ ○ ○ × × ○ × × ×

9 13 478 作野沙世湖 (1) 伊勢宮川 1m35

ｵｻﾞﾜ ﾏﾎ ○ ○ × × ○ × × ×

9 17 527 小澤　真歩 (2) 五十鈴 1m35

ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ ○ × ○ × × ×

11 14 69 中山　愛理 (3) 玉　城 1m30

ﾌｸｲ ｻｷ ○ × ○ × × ×

11 1 135 福井　彩貴 (2) 城　田 1m30

ｶﾜﾑﾗ ﾏﾐ ○ × × ○ × × ×

13 16 257 河村　真実 (2) 厚　生 1m30

ｽｷﾞｻｶ ﾕｳﾅ ○ × × ○ × × ×

13 18 24 杉坂　柚那 (2) 倉田山 1m30

ｱｻﾘ ﾏｷ ○ × × ×

15 15 524 浅利　麻貴 (2) 五十鈴 1m25

ﾀｶﾏﾂ ﾕﾘｱ ○ × × ×

15 11 865 高松ゆりあ (2) 南　勢 1m25

ｽｽﾞｷ ｻﾔ × × ○ × × ×

17 5 641 鈴木　沙弥 (2) 小　俣 1m25

ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ × × ○ × × ×

17 8 724 嶋田　真奈 (3) 南　島 1m25

ﾌｸﾑﾗ ｱｽﾞｻ × × ×

10 496 福村亜津紗 (3) 伊勢宮川 NM

ｲﾜﾅｶ ｱﾔｶ × × ×

12 4234 岩中　彩佳 (2) 沼　木 NM

ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾕ × × ×

6 3383 奥村　悠由 (1) 南　勢 NM

ｷﾀ ｻﾄﾘ × × ×

7 674 喜多　　慧 (1) 小　俣 NM

ﾅｶｷﾀ ｱﾔﾅ × × ×

3 677 中北　采那 (1) 小　俣 NM

ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ × × ×

9 73 森田　紅李 (3) 玉　城 NM

ﾕｷｵｶ ﾘﾖ × × ×

2 571 雪岡　莉代 (3) 御　薗 NM

ｼﾐｽﾞ ﾊﾂｷ

4 535 清水　葉月 (1) 五十鈴 DNS

1m41 1m44 1m47 1m501m25 1m30 1m35 1m38 1m53

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場 2008/9/27 16:24



女子　走幅跳

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾏﾂ ｱｻﾋ 5m08 5m39 5m05 5m39 8 5m11 3m91 5m16 5m39

1 33 863 髙松　麻妃 (3) 南　勢 +3.1 +2.9 +3.6 +2.9 +3.9 +2.8 +2.0 +2.9 *F6

ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾐ 5m33 5m08 5m27 5m33 7 5m12 5m26 5m38 5m38

2 37 490 寺田　菜美 (3) 伊勢宮川 +2.1 +2.6 +2.5 +2.1 +2.0 +1.8 +2.6 +2.6 *F5

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ 5m25 × 5m01 5m25 6 5m04 5m22 5m00 5m25

3 40 719 森本　真由 (2) 度　会 +3.3 +2.4 +3.3 +2.1 +2.4 +3.2 +3.3

ｲｼﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ × 5m16 5m14 5m16 5 4m87 5m20 5m15 5m20

4 45 70 石原　瑞穂 (3) 玉　城 +0.9 +2.8 +0.9 +1.3 +1.7 +1.2 +1.7

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 4m78 5m13 × 5m13 4 4m69 4m80 4m76 5m13

5 32 236 中村　美穂 (3) 厚　生 +1.8 +1.2 +1.2 +2.0 +2.1 +3.2 +1.2

ﾔﾌﾞｷ ｱﾔﾉ 4m93 5m09 5m10 5m10 3 4m79 4m69 × 5m10

6 36 409 藪木　彩乃 (3) 二　見 +1.7 +1.9 +1.8 +1.8 +2.6 +1.7 +1.8

ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕｺ 4m94 4m71 4m67 4m94 2 4m88 4m88 × 4m94

7 35 521 下村真有子 (3) 五十鈴 +3.5 +2.3 +1.7 +3.5 +3.9 +2.6 +3.5 *F3

ﾆｼｵｶ ﾐﾆｲ 4m90 4m86 4m91 4m91 1 4m85 4m73 × 4m91

8 44 33 西岡みにい (1) 倉田山 +3.0 +1.1 +2.4 +2.4 +4.1 +3.5 +2.4 *F2

ﾔﾏﾈ ﾒｲ 4m88 × × 4m88 4m88

9 25 472 山根　芽衣 (1) 伊勢宮川 +2.1 +2.1 +2.1

ﾂｼﾞ ﾎﾅﾐ 4m69 4m65 4m72 4m72 4m72

10 28 481 辻　保奈美 (2) 伊勢宮川 +1.9 +2.9 +1.6 +1.6 +1.6

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 4m71 × × 4m71 4m71

11 38 533 山本　佳奈 (2) 五十鈴 +2.3 +2.3 +2.3

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕ × 4m69 4m67 4m69 4m69

12 29 410 北村　真悠 (3) 二　見 +2.5 +2.1 +2.5 +2.5

ﾀﾑﾗ ｶｽﾐ 4m47 × 4m57 4m57 4m57

13 42 536 田村　佳澄 (1) 五十鈴 +1.4 +1.4 +1.4 +1.4

ﾅｶﾆｼ ﾘﾅ 4m43 4m55 × 4m55 4m55

14 12 636 中西　里奈 (3) 小　俣 +1.8 +2.9 +2.9 +2.9 *F1

ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾎ × 4m39 4m53 4m53 4m53

15 26 931 宮本　美保 (3) 北　浜 +3.3 +1.4 +1.4 +1.4

ﾀｶﾏﾂ ﾕﾘｱ 4m33 4m43 4m31 4m43 4m43

16 13 865 高松ゆりあ (2) 南　勢 +2.0 +2.7 +1.6 +2.7 +2.7 *F3

ﾋﾗﾀ ｺﾄﾈ × 4m43 × 4m43 4m43

17 41 869 平田　琴音 (2) 南　勢 +1.8 +1.8 +1.8

ｲﾑﾗ ﾁｴ × 4m39 × 4m39 4m39

18 39 233 井村　智映 (3) 厚　生 +1.8 +1.8 +1.8

ｶﾄﾞﾔ ﾌｳｶ 4m27 4m37 4m25 4m37 4m37

19 19 153 角谷　風歌 (1) 城　田 +2.8 +2.1 +3.6 +2.1 +2.1

ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｺ 4m25 4m28 × 4m28 4m28

20 34 234 中川　晴子 (3) 厚　生 +2.5 +3.3 +3.3 +3.3

ﾏｴﾀﾞ ｱﾔ 4m22 × 4m15 4m22 4m22

21 22 433 前田　亜耶 (1) 二　見 +2.7 +2.7 +2.7 +2.7

ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ 4m21 4m20 × 4m21 4m21

22 7 69 中山　愛理 (3) 玉　城 +2.4 +1.7 +2.4 +2.4 *F2

ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ × 4m08 × 4m08 4m08

23 43 131 清水　彩加 (2) 城　田 +1.4 +1.4 +1.4

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

第61回三重県中学校陸上競技選手権伊勢度会地区予選大会(08243507)
主催：伊勢市中学校体育連盟・度会郡中学校体育連盟
　　：伊勢市教育委員会・度会郡各町村教育委員会
　　：伊勢度会陸上競技協会
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)

凡例    *F6：６回目が公認最高  *F5：５回目が公認最高  *F3：３回目が公認最高  *F2：２回目が公認最高  *F1：１回目が公認最高  NM：記録なし  DNS：欠場2008/9/27 16:23



女子　砲丸投(2.721kg)

三重県中学記録 (KJ)     15m40     中野江里子 (久　居・久居)                                   2003        9月27日 12:30 決勝  

大　会　記　録 (GR)     13m60     久保　雅世 (伊勢宮川・伊勢)                                 2001        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ｶﾅｴ

1 33 716 清水香苗江 (3) 度　会 11m71 × 11m85 11m85 7 × 12m10 12m18 12m18

ｵｸﾑﾗ ﾂｶｻ

2 34 128 奥村つかさ (3) 城　田 11m40 11m72 12m03 12m03 8 × × × 12m03

ｲｹﾓﾘ ｼﾎ

3 32 72 池森　史保 (3) 玉　城 11m47 × 11m56 11m56 6 × × 11m56 11m56

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ

4 31 23 西岡　名月 (3) 倉田山 10m10 11m04 × 11m04 5 × × × 11m04

ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾉ

5 30 232 中河　琴乃 (3) 厚　生 10m14 × × 10m14 3 × 10m47 × 10m47

ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ

6 28 253 中川　知春 (2) 厚　生 10m39 × × 10m39 4 × 10m40 × 10m40

ｺﾔﾏ ｱｲﾘ

7 23 280 小山　愛理 (1) 厚　生 × 10m00 × 10m00 1 × 10m35 × 10m35

ｲﾖ ｱﾘｻ

8 27 35 井豫亜莉沙 (1) 倉田山 × 9m25 10m08 10m08 2 10m25 × × 10m25

ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ

9 25 494 田口　晴佳 (3) 伊勢宮川 9m80 × × 9m80 9m80

ﾀｵｶ ﾅｵ

10 22 3385 田岡　那央 (1) 南　勢 9m37 × × 9m37 9m37

ﾔﾏﾈ ﾓｴ

11 21 485 山根　　萌 (2) 伊勢宮川 9m24 × × 9m24 9m24

ｲｻｶ ﾐｷ

12 29 489 井坂　美来 (3) 伊勢宮川 × 9m02 × 9m02 9m02

ﾐﾔﾀ ﾏﾘﾅ

16 411 宮田真理名 (3) 二　見 × × × NM

ﾓﾘﾓﾄ ｱﾐ

26 425 森本　亜美 (2) 二　見 × × × NM

ﾓﾘﾀ ﾘﾅ

17 380 森田　里菜 (1) 伊勢港 × × × NM

ﾀｹﾓﾄ ﾏﾐ

18 930 竹本　真望 (3) 北　浜 × × × NM

ﾊﾔｼ ﾅｵ

15 935 林　　直音 (2) 北　浜 × × × NM

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾖ

12 4233 森本　真代 (3) 沼　木 × × × NM

ｲﾜﾅｶﾞ ﾊﾂﾈ

13 34 岩永　初音 (1) 倉田山 × × × NM

ｸﾎﾞ ﾅﾎ

20 862 久保　奈穂 (3) 南　勢 × × × NM

ﾔﾏｼﾞ ﾅﾂｷ

11 3387 山路　夏希 (1) 南　勢 × × × NM

ﾀﾆﾐｽﾞ ｻﾔｶ

19 643 谷水沙耶香 (2) 小　俣 × × × NM

ｷﾀ ｻﾄﾘ

7 674 喜多　　慧 (1) 小　俣 × × × NM

ﾖｼﾑﾗ ﾏﾘﾝ

9 682 吉村　茉琳 (1) 小　俣 × × × NM

ｵｻﾞｷ ｶﾅ

14 722 尾嵜　香奈 (1) 度　会 × × × NM

ｵｵﾊｼ ﾚﾅ

5 594 大橋　礼奈 (1) 御　薗 × × × NM

ｼﾓﾑﾗ ｴﾘ

1 596 下村　絵梨 (1) 御　薗 × × × NM

ｾｺｸﾞﾁ ﾏｲ

3 198 世古口真依 (1) 御　薗 × × × NM

ｵｸﾀﾞ ｴﾐｺ

4 127 奥田絵美子 (3) 城　田 × × × NM

ｶﾄﾞﾔ ﾏｲﾐ

24 129 角谷　舞美 (3) 城　田 × × × NM

ｳｴﾑﾗ ｱｵｲ

8 734 植村　　葵 (1) 南　島 × × × NM

ﾔﾉ ｱｶﾘ

10 3698 矢野　朱里 (1) 南　島 × × × NM

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場
2008/9/27 16:22
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女子　円盤投(1.000Kg)

三重県中学記録 (KJ)     38m96     中野江里子 (久　居・久居)                                   2003        9月26日 10:30 決勝  

大　会　記　録 (GR)     34m52     井坂恵里那 (倉田山・伊勢)                                   2001        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾑﾗ ﾂｶｻ 伊勢市

1 28 128 奥村つかさ 城　田 × 32m11 × 32m11 8 × × 33m43 33m43

ｲｹﾓﾘ ｼﾎ 度会郡

2 26 72 池森　史保 玉　城 27m55 × × 27m55 6 × 29m24 × 29m24

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ 伊勢市

3 24 23 西岡　名月 倉田山 × 27m63 × 27m63 7 28m36 × × 28m36

ｲｻｶ ﾐｷ 伊勢市

4 27 489 井坂　美来 伊勢宮川 × 26m89 × 26m89 5 × × × 26m89

ｼﾐｽﾞ ｶﾅｴ 度会郡

5 25 716 清水香苗江 度　会 × × 25m79 25m79 4 26m12 × × 26m12

ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ 伊勢市

6 23 253 中川　知春 厚　生 24m54 × × 24m54 3 × × × 24m54

ﾔﾏﾈ ﾓｴ 伊勢市

7 22 485 山根　　萌 伊勢宮川 21m92 × × 21m92 2 × × × 21m92

ﾀｵｶ ﾅｵ 度会郡

8 14 3385 田岡　那央 南　勢 × × 21m38 21m38 1 × × × 21m38

ﾐﾔﾀ ﾏﾘﾅ 伊勢市

9 17 411 宮田真理名 二　見 × 21m05 × 21m05 21m05

ｲﾖ ｱﾘｻ 伊勢市

10 20 35 井豫亜莉沙 倉田山 19m69 × × 19m69 19m69

ﾓﾘﾓﾄ ｱﾐ 伊勢市

19 425 森本　亜美 二　見 × × × NM

ﾓﾘﾀ ﾘﾅ 伊勢市

15 380 森田　里菜 伊勢港 × × × NM

ﾅｶﾑﾗ ﾁｻｷ 伊勢市

13 475 中村　千咲 伊勢宮川 × × × NM

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾖ 伊勢市

11 4233 森本　真代 沼　木 × × × NM

ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾉ 伊勢市

21 232 中河　琴乃 厚　生 × × × NM

ｶﾄﾞﾏｴ ｻﾄｺ 伊勢市

7 284 角前　智子 厚　生 × × × NM

ｲﾜﾅｶﾞ ﾊﾂﾈ 伊勢市

8 34 岩永　初音 倉田山 × × × NM

ﾀﾅｶ ﾘﾅ 度会郡

12 866 田中　里奈 南　勢 × × × NM

ｻｻｷ ｱｶﾘ 伊勢市

6 640 佐々木明梨 小　俣 × × × NM

ﾀﾆﾐｽﾞ ｻﾔｶ 伊勢市

10 643 谷水沙耶香 小　俣 × × × NM

ﾅｶｷﾀ ｱﾔﾅ 伊勢市

4 677 中北　采那 小　俣 × × × NM

ｵｻﾞｷ ｶﾅ 度会郡

9 722 尾嵜　香奈 度　会 × × × NM

ｵｸﾀﾞ ｴﾐｺ 伊勢市

2 127 奥田絵美子 城　田 × × × NM

ｶﾄﾞﾔ ﾏｲﾐ 伊勢市

18 129 角谷　舞美 城　田 × × × NM

ﾔﾉ ｱｶﾘ 度会郡

3 3698 矢野　朱里 南　島 × × × NM

ﾅｶﾆｼ ﾓｴﾘ 伊勢市

1 186 中西　萌理 豊　浜 DNS

ｸﾎﾞ ﾅﾎ 度会郡

16 862 久保　奈穂 南　勢 DNS

ｷﾄﾞ ｾﾘﾅ 度会郡

5 735 木戸　芹奈 南　島 DNS

審 判 長：小西　孝明

記録主任：岡田　和久

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場


