
一般高校男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.9) 2組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶｸﾗ ｹｲｲﾁ

1 6 5920 前田　裕太 TRIBE 11.71 1 5 5752 阪倉　慶一(0) T.G.K 10.87
ﾐｽﾞﾀﾉ ﾄｲ ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ

2 8 1188 水谷　杜泉(1) 桑名高 11.87 2 3 914 石原　愛翔(1) いなべ総合高 11.62
ｶﾝﾉ ｾﾞﾝﾀ

3 5 1208 菅野　善太(2) 桑名高 12.19 3 2 5918 山崎　碧人 TRIBE 12.13
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ

4 4 897 伊藤　悠汰(2) いなべ総合高 12.79 4 6 916 冨谷　勇太(1) いなべ総合高 12.14
ｵｸﾞﾗ ﾊﾙﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

5 7 911 小倉　晴斗(1) いなべ総合高 13.45 5 8 906 近藤　巧望(1) いなべ総合高 12.21
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ ｶﾄｳ ｹｲｽｹ

3 6356 渡邉　慎二 三重陸協 DNS 6 7 1204 加藤　圭将(2) 桑名高 12.70
ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾜ

4 1174 杉本　治環(2) 桑名高 DNS

3組 (風:+0.6) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ｻｶｸﾗ ｹｲｲﾁ

1 3 1205 芝田　遼介(2) 桑名高 11.59 1 5752 阪倉　慶一(0) T.G.K 10.87 +0.7
ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ

2 5 1180 矢野恭太郎(2) 桑名高 11.66 2 1205 芝田　遼介(2) 桑名高 11.59 +0.6
ｼﾐｽﾞ ｹﾞﾝｷ ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ

3 6 5588 清水　元基(0) T.G.K 11.72 3 914 石原　愛翔(1) いなべ総合高 11.62 +0.7
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ

4 4 901 濱口　愛翔(2) いなべ総合高 12.12 4 1180 矢野恭太郎(2) 桑名高 11.66 +0.6
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾏ

5 8 895 三浦　翔雅(2) いなべ総合高 12.59 5 5920 前田　裕太 TRIBE 11.71 +0.9
ｱｶﾂｶ ｹｲ ｼﾐｽﾞ ｹﾞﾝｷ

6 7 1182 赤塚　　馨(2) 桑名高 12.89 6 5588 清水　元基(0) T.G.K 11.72 +0.6
ﾐｽﾞﾀﾉ ﾄｲ

7 1188 水谷　杜泉(1) 桑名高 11.87 +0.9
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ

8 901 濱口　愛翔(2) いなべ総合高 12.12 +0.6

凡例  DNS:欠場



一般高校男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ

1 3 5593 辻　　佑太(0) T.G.K 22.65 1 7 920 吉川　颯人(3) いなべ総合高 23.22
ﾐｽﾞﾀﾉ ﾄｲ ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ

2 5 1188 水谷　杜泉(1) 桑名高 24.31 2 6 1205 芝田　遼介(2) 桑名高 23.40
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ

3 8 901 濱口　愛翔(2) いなべ総合高 25.09 3 4 1180 矢野恭太郎(2) 桑名高 23.72
ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ

4 4 916 冨谷　勇太(1) いなべ総合高 25.13 4 5 914 石原　愛翔(1) いなべ総合高 23.86
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ ｶﾄｳ ｹｲｽｹ

5 2 906 近藤　巧望(1) いなべ総合高 25.36 5 8 1204 加藤　圭将(2) 桑名高 26.22
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾐ

6 6 897 伊藤　悠汰(2) いなべ総合高 26.84 6 3 898 水谷　　匠(2) いなべ総合高 26.97
ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾜ

7 1174 杉本　治環(2) 桑名高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ

1 5593 辻　　佑太(0) T.G.K 22.65 -0.6
ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ

2 920 吉川　颯人(3) いなべ総合高 23.22 -0.6
ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ

3 1205 芝田　遼介(2) 桑名高 23.40 -0.6
ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ

4 1180 矢野恭太郎(2) 桑名高 23.72 -0.6
ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ

5 914 石原　愛翔(1) いなべ総合高 23.86 -0.6
ﾐｽﾞﾀﾉ ﾄｲ

6 1188 水谷　杜泉(1) 桑名高 24.31 -0.6
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ

7 901 濱口　愛翔(2) いなべ総合高 25.09 -0.6
ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ

8 916 冨谷　勇太(1) いなべ総合高 25.13 -0.6

凡例  DNS:欠場



一般高校男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ

1 4 6356 渡邉　慎二 三重陸協 53.85
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾐ

2 6 898 水谷　　匠(2) いなべ総合高 58.71
ｱｶﾂｶ ｹｲ

3 5 1182 赤塚　　馨(2) 桑名高 59.55
ｶﾝﾉ ｾﾞﾝﾀ

4 7 1208 菅野　善太(2) 桑名高 1:00.38



一般高校男子5000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｳ ｶﾝﾀ

1 4 1193 伊藤　寛太(1) 桑名高 17:12.41
ｱｵｷ ｼｭﾝﾀ

2 2 1190 青木　俊太(1) 桑名高 17:28.76
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ

3 7 1211 小林　　晴(1) 桑名高 17:48.40
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ

4 3 1191 山本　唯人(1) 桑名高 18:17.92
ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ

5 1 1196 服部　海音(1) 桑名高 18:54.05
ｱｶｷﾞ ｺｼﾞﾛｳ

6 6 1175 赤木小次郎(2) 桑名高 20:03.12
ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ

5 1209 川村　虹太(1) 桑名高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校男子4X100mR

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 桑名高 1208 菅野　善太(2) ｶﾝﾉ ｾﾞﾝﾀ 44.86
1205 芝田　遼介(2) ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ
1188 水谷　杜泉(1) ﾐｽﾞﾀﾉ ﾄｲ
1180 矢野恭太郎(2) ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ



一般高校男子棒高跳

決　勝　

ﾐｳﾗ ｼｮｳﾏ × × ×

1 895 三浦　翔雅(2) いなべ総合高 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
4m10

凡例  NM:記録なし



一般高校男子走幅跳

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｯﾀ ｹﾝｼﾝ 5m39 × × 5m39
1 1 1184 堀田　健心(1) 桑名高 0.0 0.0

ｵｸﾞﾗ ﾊﾙﾄ

2 911 小倉　晴斗(1) いなべ総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校男子三段跳

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｯﾀ ｹﾝｼﾝ × × ×
1 1184 堀田　健心(1) 桑名高 NM

凡例  NM:記録なし



一般男子砲丸投(7.260kg)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺｲ ﾀｶｵﾐ

1 9055 横井　貴臣 TRIBE DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校男子やり投(800g)

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｵｶ ｹｲﾄ

1 1 913 松岡　佳和(1) いなべ総合高 × × 33m04 33m04 33m04



一般高校女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆｻﾞｷ ﾋﾄﾐ

1 5 5255 谷﨑　仁美(0) OMG 12.76
ｻｲﾄｳ ｾﾘﾅ

2 4 904 齋藤瀬莉奈(1) いなべ総合高 13.36
ﾔﾏｼﾀ ｺｺﾛ

3 7 915 山下　愛心(1) いなべ総合高 13.84
ﾔﾏﾅｶ ﾓﾓｶ

4 2 900 山中萌百花(2) いなべ総合高 14.28
ｲｻﾞﾜ ｱｲﾘ

5 3 917 伊澤　愛莉(1) いなべ総合高 14.30
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ

6 903 前田　凜香(2) いなべ総合高 DNS
ｲﾄｳ ｻｸﾗ

8 909 伊藤さくら(1) いなべ総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆｻﾞｷ ﾋﾄﾐ

1 5 5255 谷﨑　仁美(0) OMG 25.84
ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ

2 4 896 丹村　和咲(2) いなべ総合高 26.83



一般高校女子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｽｶﾜ ﾕｱ

1 4 1192 安川　侑杏(1) 桑名高 1:05.96
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾅ

5 928 近藤　結捺(2) いなべ総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般高校女子3000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾀﾞ ｼﾕ

1 2 1195 内田　心結(1) 桑名高 11:00.07
ｲﾄｳ ﾐｵ

2 4 1183 伊藤　実桜(1) 桑名高 11:22.12
ﾔﾏｳﾁ ﾕｲ

3 3 1173 山内　柚依(2) 桑名高 11:28.50
ﾋﾗﾉ ﾘｶ

4 1 1194 平野　利佳(1) 桑名高 12:23.77



一般高校女子4X100mR

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 いなべ総合高 893 山際　乃愛(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ 51.14
904 齋藤瀬莉奈(1) ｻｲﾄｳ ｾﾘﾅ
896 丹村　和咲(2) ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｻ
903 前田　凜香(2) ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ



一般高校女子走高跳

決　勝　

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｶ － － － － － ○ × ○ × × ×

1 2 1176 若林　姫伽(2) 桑名高 1m45
ｵｶﾞﾀ ﾕｲ ○ ○ r

2 1 894 緒方　ゆい(2) いなべ総合高 1m20

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15 1m50

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45



一般高校女子棒高跳

決　勝　

ｲｻﾞﾜ ｱｲﾘ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

1 1 917 伊澤　愛莉(1) いなべ総合高 2m10
ｲﾄｳ ｻｸﾗ ○ × × ○ × × ○ × × ×

2 2 909 伊藤さくら(1) いなべ総合高 1m80
ﾔﾏﾅｶ ﾓﾓｶ × × ○ × × ×

3 3 900 山中萌百花(2) いなべ総合高 1m60

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60



一般高校女子走幅跳

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉｱ × 5m02 × 5m02
1 3 893 山際　乃愛(2) いなべ総合高 0.0 0.0

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾅﾐ 3m88 3m80 × 3m88
2 2 1186 水谷　南実(1) 桑名高 0.0 0.0 0.0

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ

1 903 前田　凜香(2) いなべ総合高 DNS

凡例  DNS:欠場


