
平成１７年度　国体一次選考競技会 ２００５．４．１６～１７ 三重県営総合競技上競技場陸上競技場

決勝一覧（男子）

日付 種目

奥野　裕嗣 (4) 10.74 吉村　純平 (3) 10.96 釜谷　剛史 10.97 長谷川　健 (3) 10.98 渡部　浩史 10.99 林　　光信 11.07

三重：法政大 +0.6 三重：宇治山田商高 +2.1 三重：IseTC +2.3 三重：名張桔梗丘高 +1.9 三重：県教員ｸﾗﾌﾞ +1.8 三重：皇學館大 +1.9

村田　智広 10.97 石川　裕司 11.07

三重：IseTC +1.2 三重：IseTC +3.0

奥野　裕嗣 (4) 21.48 長谷川　健 (3) 21.94 林　　光信 22.09 岩井　浩紀 (1) 22.14 竹林　正人 (2) 22.32 森見　貞治 22.47 宗　　英佑 (2) 22.50

三重：法政大 :+1.8 三重：名張桔梗丘高 :+3.1 三重：皇學館大 :+1.2 三重：関西学院大 :0.0 三重：皇學館大 :0.0 三重：IseTC :+1.2 三重：名張桔梗丘高 :+1.1

吉村　純平 (3) 22.09 河西　　章 (3) 22.50

三重：宇治山田商高 :+1.9 三重：宇治山田高 :+2.6

北岡　慶昭 47.62 竹林　正人 (2) 49.37 二宮　幸治 (M2) 50.41 山本　敦史 (2) 50.55 平本　飛鳥 (2) 50.85 河合　哲也 (3) 51.01 上田　裕貴 (3) 51.16 来田　知親 (2) 51.18

三重：ワァークスジャパン 三重：皇學館大 三重：三重大 三重：関西学院大 三重：宇治山田商高 三重：天理大 三重：皇學館大 三重：伊勢高

上野　秀和 1.57.67 津田　晴慶 1.59.34 和田　好弘 1.59.39 弘中　　嶺 (3) 1.59.81 松原　正樹 1.59.87 加藤　智也 (2) 1.59.95 大森　弘之 2.00.33 山田　忠央 2.01.76

三重：米鈴AC 三重：米鈴AC 三重：三重県庁AC 三重：名張西高 三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 三重：四日市工高 三重：米鈴AC 三重：IseTC

高林　祐介 (3) 3.57.42 水越　智哉 (3) 3.59.95 山本　庸平 (3) 4.03.14 竹岡　久也 (3) 4.03.16 一尾　恭兵 (2) 4.04.00 世古　浩基 (3) 4.04.01 東本　裕斗 (3) 4.04.37 福島　慎也 (2) 4.06.41

三重：上野工高 三重：四日市工高 三重：上野工高 三重：上野工高 三重：四日市工高 三重：相可高 三重：上野工高 三重：稲生高

森　　悠太 (1) 9.08.42 田中　貴章 (1) 9.13.17 西野　光介 (1) 9.13.99 近藤　健司 (3) 9.14.67 河内　将成 (3) 9.16.25 山中　　武 (3) 9.18.70 宮田　　往 (1) 9.21.07 山下　宗高 (2) 9.22.85

三重：上野工高 三重：稲生高 三重：宇治山田商高 三重：松阪高 三重：四日市高 三重：近大高専 三重：四日市工高 三重：鳥羽商船

高林　祐介 (3) 14.42.22 川頭健一郎 14.47.88 山根　雄一 14.54.93 山本　庸平 (3) 14.55.89 佐藤　慎吾 14.56.62 竹岡　久也 (3) 14.59.45 宮崎　展仁 15.09.18 石本　幸一 15.20.88

三重：上野工高 三重：ＮＴＮ 三重：柳河精機 三重：上野工高 三重：柳河精機 三重：上野工高 三重：ＮＴＮ 三重：ＮＴＮ

玉村　圭吾 (3) 31.53.59 久保田亮二 (3) 34.20.97 山口　英郎 38.40.22

三重：四日市大 三重：四日市大 三重：三重県庁AC

小瀧　和紀 (3) 15.08 山本　健太 (2) 15.71 岩崎　辰哉 (2) 15.79 天白　雄也 (3) 16.00 高川　　真 (3) 16.08 鈴木　勇也 (3) 16.09 中瀬　了介 (3) 16.28 谷奥　　匠 (3) 16.45

三重：伊勢工高 +1.7 三重：宇治山田商高 +1.8 三重：桑名高 +1.8 三重：宇治山田商高 +1.8 三重：宇治山田商高 +1.4 三重：宇治山田高 +1.8 三重：津西高 +1.4 三重：伊勢工高 +1.8

河合　哲也 (3) 55.67 平本　飛鳥 (2) 55.80 加藤　祐規 (3) 56.50 太田　　謙 (3) 58.87 小瀧　和紀 (3) 59.80 西村　　司 (3) 60.20 瀬川　剛史 (2) 60.57 林　　宏行 (3) 61.08

三重：天理大 三重：宇治山田商高 三重：四日市工高 三重：桑名工高 三重：伊勢工高 三重：稲生高 三重：高田高 三重：津東高

清水　充人 (3) 9.28.50 福島　慎也 (2) 9.33.14 今村　浩史 9.36.66 中西　将人 (3) 9.50.78 玉野　正幸 (3) 9.52.85 平生 　 奨 (3) 10.00.09 伊藤　智貴 (2) 10.08.16 山地　伸哉 (3) 10.13.68

三重：四日市大 三重：稲生高 三重：N.T.R.C 三重：宇治山田商高 三重：稲生高 三重：上野工高 三重：四日市工高 三重：上野工高

新村　太健 23.50.46 橋本　英幸 24.41.55 出口　裕樹 (3) 24.58.16 鬼頭　寛次 (2) 27.37.82 平野　友樹 (2) 27.38.73 田中　智也 (3) 29.08.99 大脇　祐也 (3) 30.48.86

三重：三重陸協 三重：ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞMAX 三重：四日市南高 三重：津西高 三重：尾鷲高 三重：稲生高 三重：稲生高

三重：IseTC 3.18.94 三重：皇學館大 3.23.38 三重：宇治山田商高Ａ 3.23.52 三重：名張桔梗丘高 3.24.90 三重：　伊勢工高 3.27.27 三重：川越高 3.27.59

　石川　裕司   上田　裕貴 (2)   山本　健太 (2)   宗　　英佑 (2)  　中屋　敦夫 (2)   大久保博貴 (3)

  釜谷　剛史 　林　　光信 (3)   辻井　勇太 (3)   長谷川　健 (3)  　辻　　昌平 (3)   西村　直也 (3)

  村田　智広   堀川　秀徳 (2)   天白　雄也 (3)   岡野　　渡 (2)    中西　章太 (3)   日沖　雄一 (2)

  森見　貞治   竹林　正人 (2)   吉村　純平 (3)   樋口　彰吾 (2)  　中西　　渉 (3)   服部　達哉 (3)

東　　宏明 1m95 古川　　遼 (2) 1m90 波多野大我 (3) 1m80 二ノ宮慧介 (3) 1m75 水野　敦司 (3) 1m75 池田　慎二 (3) 1m75 友利　保治 (2) 1m75

三重：三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重：宇治山田商高 三重：四日市四郷高 三重：宇治山田商高 三重：豊田工大 三重：桑名工高 三重：稲生高

大井　絢平 (3) 1m75

三重：上野工高

安田　　覚 5m20 高川　　真 (3) 4m40 岡田　公志 (2) 4m30 黒岩　宏光 (3) 4m20 岩村　　聡 (2) 4m00 横井　　洋 (3) 4m00 島田　　歩 (3) 3m80 村山　聡志 (3) 3m80

三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 三重：宇治山田商高 三重：伊勢工高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：伊勢工高

嶋田　祐也 (3) 3m80

三重：稲生高

4/16

4/16

4/16

4/16

4/17

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

１００ｍ4/16

4/16

4/17

4/17 ２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

少年３０００ｍ

３０００ｍSC

５０００ｍW

５０００ｍ

１００００ｍ

１１０ｍＨ

４００ｍH

４×４００ｍR

4/16 棒高跳

4/17

4/17

4/17

4/17

4/17

走高跳



出口　義人 7m44 奥井　久登 7m17 前田　淳司 7m04 八尾　晃二 (4) 6m95 前出　卓也 (3) 6m90 柳谷　英伸 (3) 6m72 鈴木　俊介 (4) 6m69 東　　泰輝 (2) 6m66 

三重：IseTC +1.4 三重：IseTC +1.8 三重：県教員ｸﾗﾌﾞ +1.6 三重：中京大 +1.6 三重：四日市工高 +0.9 三重：中京大 +0.7 三重：日本体育大 +1.5 三重：伊勢工高 +0.8

中谷　健一 14m79 山本　　格 (2) 14m57 東川　貴俊 (3) 13m59 河越　亮太 (2) 13m46 前川　友哉 (2) 13m26 竹林　寛敬 13m22 池田　慎二 (3) 12m92 

三重：IseTC +1.0 三重：宇治山田商高 +1.7 三重：三重大医 +1.5 三重：上野工高 +0.2 三重：津西高 +0.1 三重：IseTC +2.3 三重：桑名工高 0.0

仲　　徹也 11m75 西田　貴一 (2) 10m51

三重：大阪産業大 三重：皇學館大

南　　幸裕 (3) 17m38 大山　祐史 (2) 14m32 山本　雄紀 (2) 14m02 加藤　弘将 (2) 13m90 大野　佑太 (3) 13m85 三浦　　康 (1) 13m61 北川　大雄 (2) 12m95 南端　慎也 (3) 12m87

三重：宇治山田商高 NKH 三重：伊勢工高 三重：伊勢工高 三重：宇治山田商高 三重：稲生高 三重：伊勢工高 三重：四日市工高 三重：伊勢工高

藤原　　潤 48m16 西田　貴一 (2) 31m84

三重：八千代工業 三重：皇學館大

南　　幸裕 (3) 51m49 大山　祐史 (2) 48m37 片山　瞬太 (3) 46m52 加藤　弘将 (2) 44m77 倉田　友貴 (2) 42m55 小野　真弘 (1) 40m98 大野　佑太 (3) 40m00 岡　　寮磨 (2) 38m86

三重：宇治山田商高 三重：伊勢工高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：伊勢工高 三重：津高 三重：稲生高 三重：稲生高

久保　幸弘 (3) 59m89 角野　圭吾 (1) 38m57

三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 三重：三重中京大

鈴木　孝昭 (3) 52m39 森本　執斗 (2) 48m35 中井　伸悟 (3) 47m29 入山　晃輝 (3) 44m43 中堀　太史 (2) 42m36 馬〆　寛輝 (3) 41m20 中野　亮平 (3) 40m99 斉藤ルイス (2) 40m28

三重：名張桔梗丘高 三重：上野商高 三重：南伊勢高 三重：伊勢工高 三重：名張桔梗丘高 三重：桑名工高 三重：上野工高 三重：菰野高

荒木　崇裕 (2) 56m05 片山　瞬太 (3) 54m80 伊藤　優司 (3) 52m88 奥田　洋平 (3) 52m68 北川　貴之 (3) 52m46 南端　慎也 (3) 52m01 後藤　敏晴 49m52 浦口　隼人 (2) 48m96

三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：桑名高 三重：海星高 三重：稲生高 三重：伊勢工高 三重：ムゲン 三重：菰野高

凡例　　　ＮＫＨ：県高校新記録
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平成１７年度　国体一次選考競技会 ２００５．４．１６～１７ 三重県営総合競技上競技場陸上競技場

決勝一覧（女子）

日付 種目

筒井　美帆 (3) 12.17 森田由利恵 (3) 12.22 伊藤佳奈恵 12.50 水谷　友紀 (3) 12.57 遠藤　桃子 (2) 12.61 山室雅紀子 (3) 12.73 佐藤　悦子 (3) 12.75

三重：皇學館高 +2.0 三重：津商高 +3.5 三重：県教員ｸﾗﾌﾞ -1.3 三重：桑名高 +2.7 三重：桑名高 +1.5 三重：稲生高 +2.1 三重：皇學館大 +2.7

玉水　里沙 (3) 12.57

三重：桑名高 +4.1

筒井　美帆 (3) 25.35 水谷　友紀 (3) 26.29 森田由利恵 (3) 26.32 山室雅紀子 (3) 26.37 森田ちとせ (3) 26.61 佐藤　悦子 (3) 26.68 松井麻奈未 (2) 26.72

三重：皇學館高 :+0.8 三重：桑名高 :+2.3 三重：津商高 :+0.1 三重：稲生高 :+1.1 三重：宇治山田商高 :+1.5 三重：皇學館大 :+1.1 三重：宇治山田商高 :+0.8

中田　好美 (3) 26.61 前田　雅美 (3) 26.72

三重：皇學館高 :+1.5 三重：川越高 :+0.6

高橋香央里 (3) 60.06 伊東　知美 (2) 60.35 西井千加子 (3) 60.86 入谷由香里 (3) 60.93 一尾　彩加 (2) 61.57 牛場　麻菜 (3) 61.64 中村　舞子 (3) 62.13 野村　知佐 (2) 62.63

三重：津商高 三重：宇治山田商高 三重：皇學館大 三重：いなべ総高 三重：津商高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：伊勢高

小坂　奈央 (2) 2.18.78 西井千加子 (3) 2.21.63 酒野　史美 (2) 2.22.26 内田はづき (3) 2.26.80 岡田　幸穂 (2) 2.30.06 田渕ひとみ (1) 2.30.29 水谷　友紀 (3) 2.31.24 長谷川　愛 (3) 2.31.64

三重：津商高 三重：皇學館大 三重：神戸高 三重：桑名衛看 三重：神戸高 三重：津商高 三重：四日市高 三重：津西高

酒野　史美 (2) 4.48.07 畑　沙也加 (1) 4.48.92 岡村英莉奈 (3) 4.49.00 小坂　奈央 (2) 4.52.33 杉本　千明 (2) 4.55.56 加藤　晴香 (2) 4.59.82 森岡　　章 (3) 5.07.27 岡田　幸穂 (2) 5.07.67

三重：神戸高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：津商高 三重：神戸高 三重：四日市商高 三重：津西高 三重：神戸高

畑　沙也加 (1) 10.09.87 岡村英莉奈 (3) 10.13.70 杉本　千明 (2) 10.39.92 加藤　晴香 (2) 10.41.34 沖見　英里 (1) 10.44.95 舘　　佳織 (2) 10.51.91 間崎　有紀 (3) 10.53.10 伊藤　茉莉 (3) 11.00.70

三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：神戸高 三重：四日市商高 三重：宇治山田商高 三重：津商高 三重：神戸高 三重：川越高

櫻井　祐佳 (4) 27.01.45 前川　　愛 (3) 29.10.26 清水　彩菜 (3) 30.41.62 谷崎　仁美 (2) 31.10.46 内山あかり (2) 34.24.65

三重：三重大 三重：津西高 三重：津西高 三重：川越高 三重：神戸高

森本香奈子 (3) 15.40 米田早也香 (2) 15.69 齋藤実可子 (2) 15.87 山本　亜紀 (3) 16.45 小林　彩乃 (3) 16.48 吉田真奈美 (2) 16.85 山本　知美 (3) 17.58 伊藤　美穂 (3) 18.40

三重：名張桔梗丘高 +2.7 三重：宇治山田商高 +1.5 三重：四日市西高 +1.5 三重：津高 +2.7 三重：松阪高 +2.7 三重：宇治山田商高 +2.7 三重：名張西高 +1.5 三重：川越高 +1.5

山口　　薫 (3) 15.40 太田　　穂 (3) 16.16

度会郡：小俣中 +2.3 四日市：保々中 +1.5

高橋香央里 (3) 66.06 入谷由香里 (3) 67.30 中村　芽美 (2) 68.83 山本　亜紀 (3) 72.25 服部江里加 (2) 72.60 伊藤　美穂 (3) 73.18 河村　知香 (2) 73.24 寺西　沙織 (3) 75.52

三重：津商高 三重：いなべ総高 三重：宇治山田商高 三重：津高 三重：津商高 三重：川越高 三重：松阪商高 三重：松阪高

三重：宇治山田商高Ａ 4.05.91 三重：四日市西高 4.12.99 三重：宇治山田商高Ｂ 4.21.54 三重：伊勢高 4.24.94 三重：神戸高 4.28.02 三重：ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 4.31.79

  中村　芽美 (2)   高木　希実 (3)   中村　佳奈 (2)   大西　　綾 (2)   岡田　裕華 (3)   籔谷　侑美 (3)

  伊東　知美 (2)   吉田和香奈 (3)   大辺　未来 (2)   野村　知佐 (2)   酒野　史美 (2)   吉村　知世 (3)

  松井麻奈未 (2)   齋藤実可子 (2)   米田早也香 (2)   野呂伊都子 (2)   杉本　瑞穂 (2)   中村　理子 (3)

  牛場　麻菜 (3)   豊田　彩加 (3)   森見　優子 (2)   真伏　美和 (2)   二宮　志織 (2)   近藤　　優 (3)

貞廣　千波 1m78 伊藤　美歩 (3) 1m50 前田　沙織 (3) 1m50 山本　幸恵 (2) 1m50 藪根　ゆい (2) 1m50 小林　彩乃 (3) 1m50 田中　涼子 (4) 1m45 山口　友実 (1) 1m45

三重：三重陸協 三重：皇學館高 三重：宇治山田高 三重：神戸高 三重：近大高専 三重：松阪高 三重：三重大 三重：尾鷲高

平　　紘子 (3) 3m10 岩崎　晶子 (4) 2m50 野呂伊都子 (2) 2m50 泉　　恵子 2m50 西川　裕子 (3) 2m40 岡田　恵実 (3) 2m10 牧野　美耶 (3) 2m00

三重：四日市高 三重：天理大 三重：伊勢高 三重：三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重：伊勢高 三重：桑名高 三重：桑名高

寺田　祐子 (3) 5m81 森本　詞織 (3) 5m57 遠藤　桃子 (2) 5m55 米田早也香 (2) 5m37 太田　愛実 (3) 5m30 中野　彰子 (3) 5m22 伊藤　志帆 (3) 5m21 山本ひかる (3) 5m08 

三重：宇治山田商高 +1.9 度会郡：度会中 +2.0 三重：桑名高 +2.1 三重：宇治山田商高 +2.4 三重：神戸高 +1.2 三重：天理大 +0.8 三重：津商高 +1.7 度会郡：度会中 +1.9

伊藤佳奈恵 11m58 +2.4 田口　　葵 (3) 10m94 +1.0 森本　恵那 (3) 10m75 +0.5 川島　千裕 (M1)10m74 +0.6 藪根　ゆい (2) 10m74 +0.3 牧野沙与子 (3) 10m66 +0.1 田中　涼子 (4) 10m58 +0.4 柏木　美紀 (1) 10m42 +2.0

三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 三重：松阪商高 三重：宇治山田商高 三重：三重大 三重：近大高専 三重：皇學館大 三重：三重大 三重：津商高

茂山　千尋 (1) 12m30 水野　莉奈 (2) 11m84 長田　智栄 (1) 11m40 倉田　実奈 (3) 10m82 下村　亜弓 (2) 10m66 森本　恵那 (3) 10m34 大田　祐子 (1) 10m22 伊川　綾子 (1) 9m95

三重：宇治山田商高 三重：津商高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：稲生高

堀　裕加里 (3) 41m60 永尾　真衣 (2) 39m43 青木　沙織 (2) 34m11 福井のぞみ (1) 31m41 番　　翔子 (3) 30m05 大田　祐子 (1) 29m83 笠置　　唯 (3) 29m55 中村　文香 (2) 29m54

三重：中京大 三重：中京女大 三重：中京女大 三重：上野商高 三重：高田高 三重：宇治山田商高 三重：近大高専 三重：稲生高

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
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宮下　香織 (3) 34m57 青木　沙織 (2) 34m21 北出　真巳 (4) 34m00 清橋　理恵 (2) 28m80

三重：久居高 三重：中京女大 三重：中京女大 三重：伊勢女子高

倉田　実奈 (3) 41m80 棚瀬　由貴 (2) 38m49 佐野　琴菜 (3) 37m81 山端　悠里 (2) 36m39 山川ちひろ (3) 36m28 御村　英里 (3) 36m15 山下　圭子 (2) 34m38 奥野　智美 (3) 34m28

三重：宇治山田商高 三重：四日市四郷高 三重：津商高 三重：津西高 三重：津西高 三重：南伊勢高 三重：伊勢女子高 三重：宇治山田高
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