
     秩父宮賜杯第59回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会　兼第59回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会　兼第56回三重県高等学校総合体育大会陸上競技の部　兼第60回国民体育大会選考競技会（男子の部）

日付　2006/5/26～28 場所　三重県営総合競技場・陸上競技場
日付 種目

100m 福島　裕之 (3) 10.83 高橋　克己 (3) 10.99 松原　剛士 (3) 11.00 山邉　謙一 (3) 11.02 濵田　　純 (3) 11.09 木本　祥仁 (3) 11.16 中上登志克 (3) 11.34

風:+1.6 稲　生 宇治山田商 宇治山田商 四日市工 南伊勢 南伊勢 伊勢工

200m 山邉　謙一 (3) 21.88 福島　裕之 (3) 21.92 山本　健太 (3) 22.16 中井　一磨 (1) 22.30 中屋　敦夫 (3) 22.38 高橋　克己 (3) 22.39 石倉　　馨 (3) 22.57 樋口　卓也 (3) 22.93

風:-0.5 四日市工 稲　生 宇治山田商 宇治山田商 伊勢工 宇治山田商 四日市西 鈴　鹿

宗　　英佑 (3) 48.92 中屋　敦夫 (3) 48.95 清水　翔大 (3) 49.62 坂　　　圭 (3) 50.56 坪井　和輝 (3) 50.94 生盛　智也 (2) 51.05 中西　賢之 (3) 51.18 丸本　浩史 (3) 51.39

名張桔梗丘 伊勢工 四日市工 四日市四郷 　津　 四日市工 皇学館 三　重

加藤　智也 (3) 2.01.31 水谷　和茂 (2) 2.01.90 平田　一真 (3) 2.02.33 細井　翔太 (3) 2.02.33 服部　佳大 (2) 2.02.36 舘　　祐樹 (2) 2.02.38 服部　峰祥 (1) 2.02.54 山岡　卓弥 (2) 2.05.08

四日市工 久　居 四日市工 鈴鹿高専 四日市 四日市工 三　重 鳥羽商船

一尾　恭兵 (3) 4.01.07 加藤　智也 (3) 4.01.37 田中　貴章 (2) 4.03.65 井上　翔太 (2) 4.05.18 中田　剛司 (3) 4.05.55 田中　皆人 (2) 4.05.75 稲垣　翔太 (3) 4.08.36 相田　達也 (3) 4.10.98

四日市工 四日市工 稲　生 上野工 三　重 稲　生 四日市 稲　生

井上　翔太 (2) 15.03.49 中田　剛司 (3) 15.11.23 田中　貴章 (2) 15.15.95 福島　慎也 (3) 15.18.54 森　　悠太 (2) 15.23.74 田中　紀行 (3) 15.34.99 南部　智哉 (3) 15.42.15 渡邉　賢史 (3) 15.57.47

上野工 三　重 稲　生 稲　生 上野工 稲　生 四日市工 四日市工

110mH 山本　健太 (3) 15.16 岩崎　辰哉 (3) 15.26 山本　誠太 (3) 15.31 荒木　崇裕 (3) 15.54 竹中　　航 (2) 15.56 永井　伸哉 (1) 15.78 石川　提樹 (2) 15.92 笠谷　　啓 (2) 16.30

風:-0.4 宇治山田商 桑　名 尾　鷲 宇治山田商 四日市 宇治山田商 桑　名 皇学館

山本　健太 (3) 53.79 平本　飛鳥 (3) 56.66 森田　晃弘 (3) 57.00 阿部　洋樹 (3) 57.45 柳本　拓也 (2) 57.66 流下　拓也 (3) 58.77 小川大次郎 (2) 59.39 瀬川　剛史 (3) 59.54

宇治山田商 宇治山田商 名張西 尾　鷲 三　重 四日市四郷 　津　 高　田

福島　慎也 (3) 9.12.92 一尾　恭兵 (3) 9.15.36 坂倉　孝俊 (3) 9.37.37 池田　啓輔 (3) 9.43.46 稲垣　翔太 (3) 9.43.90 西野　光介 (2) 9.50.22 青　　優太 (3) 9.50.28 栃木　一成 (2) 10.01.91

稲　生 四日市工 四日市工 四日市南 四日市 宇治山田商 上野工 三　重

谷村　大樹 (3) 23.09.30 加藤龍一郎 (3) 23.15.21 後藤　健宏 (2) 24.15.32 伊藤　和晃 (2) 24.31.68 荒牧　大史 (2) 27.01.73 位田　武嗣 (2) 27.07.99 鬼頭　寛次 (3) 27.25.91 村田　悠介 (2) 28.26.38

津　西 　津　 津　西 稲　生 稲　生 四日市 津　西 四日市

宇治山田商 42.25 四日市工 43.13 名張桔梗丘 43.70 尾　鷲 43.84 伊　勢 43.89 四日市 43.90 桑名工 45.28

  松原　剛士 (3)   前田　裕人 (3)   岡野　　渡 (3)   阿部　洋樹 (3)   松岡　　翼 (2)   太田　尚吾 (2)   森下　龍馬 (2)

  中井　一磨 (1)   山邉　謙一 (3)   樋口　彰吾 (3)   小倉　大義 (2)   北村　　健 (3)   中西　千尋 (2)   釜平　健太 (2)

  高橋　克己 (3)   内田　　努 (3)   廣谷　修一 (3)   奥田　穂高 (1)   立野　剛志 (1)   秋元　一志 (2)   小林　雄樹 (2)

  山本　健太 (3)   清水　翔大 (3)   宗　　英佑 (3)   山本　誠太 (3)   勢力　　薫 (3)   岩田　賢治 (2)   有川　恭平 (3)

宇治山田商 3.21.42 三　重 3.22.38 四日市工 3.22.55 伊勢工 3.23.68 海　星 3.27.50 　津 3.28.05 上　野 3.28.24 伊　勢 3.33.44

  小池　亮輔 (2)   丸本　浩史 (3)   前田　裕人 (3)   藤村　和史 (2)   堂嵜隆太郎 (2)   小川大次郎 (2)   出口　卓哉 (3)   立野　剛志 (1)

  平本　飛鳥 (3)   冨山　貴史 (3)   清水　翔大 (3)   中山　慎哉 (2)   石井　大介 (2)   坪井　和輝 (3)   稲森　穂高 (3)   北村　　健 (3)

  駒田　鷹利 (3)   清水　淳平 (1)   山邉　謙一 (3)   岡田　公志 (3)   服部　達喬 (3)   前川　和樹 (3)   浦家　敦史 (3)   勢力　　薫 (3)

  山本　健太 (3)   柳本　拓也 (2)   加藤　智也 (3)   中屋　敦夫 (3)   高重　貴嗣 (2)   平澤　真也 (2)   池田　真司 (3)   来田　知親 (3)

古川　　遼 (3) 1m83 永墓　俊介 (1) 1m80 友利　保治 (3) 1m75 山本　皓亮 (2) 1m75 藤本　優也 (3) 1m75 船尾　浩貴 (3) 1m70

宇治山田商 四日市工 稲　生 伊勢工 上野工 　津　

牛江　伸介 (2) 1m80 衛藤　　昂 (1) 1m75 岸本　真和 (2) 1m70

伊勢工 鈴鹿高専 上　野

上田　卓史 (2) 1m70

近大高専

海野　寛幸 (2) 1m70

近大高専

岡田　公志 (3) 4m40 岩村　　聡 (3) 4m20 中西　千尋 (2) 4m00 秋元　一志 (2) 3m70 水谷　純也 (2) 3m50 坂野　竜平 (2) 3m50 小牧　尚寛 (2) 3m50

伊勢工 宇治山田商 四日市 四日市 四日市 宇治山田商 東海大会出場 宇治山田商

中村　祐介 (1) 3m50

宇治山田

東　　泰輝 (3) 7m01 +0.5 立野　剛志 (1) 6m92 +0.4 山邉　謙一 (3) 6m88 0.0 松本　　龍 (3) 6m85 +0.8 石倉　　馨 (3) 6m83 +0.8 木本　祥仁 (3) 6m81 +0.4 北村　　健 (3) 6m73 +0.3 中西　　学 (2) 6m61 +1.2

伊勢工 伊　勢 四日市工 桑　名 四日市西 南伊勢 伊　勢 津　商

河越　亮太 (3) 15m15 +2.3 山本　　格 (3) 15m05 +2.0 勢力　　薫 (3) 14m76 +1.8 松本　　龍 (3) 14m41 +1.2 前川　友哉 (3) 14m30 +1.1 田畑　有祐 (2) 14m02 +1.0 出口　政孝 (2) 13m55 +1.2 小谷　宗大 (3) 13m36 +1.8

上野工 宇治山田商 伊　勢 桑　名 津　西 宇治山田商 伊　勢 松阪工

砲丸投 山本　雄紀 (3) 15m56 谷　健太朗 (3) 15m20 大山　祐史 (3) 14m51 鳥羽瀬貴仁 (2) 14m32 加藤　弘将 (3) 14m10 三浦　　康 (2) 13m79 北川　大雄 (3) 13m43 岡　　寮磨 (3) 12m66

6.0kg 伊勢工 宇治山田商 伊勢工 四日市工 宇治山田商 伊勢工 四日市工 稲　生

円盤投 加藤　弘将 (3) 49m57 倉田　友貴 (3) 49m04 大山　祐史 (3) 48m76 小野　真弘 (2) 48m13 伊藤　寿逸 (2) 42m73 岡　　寮磨 (3) 41m98 吉田健太郎 (2) 41m64 河北　昭功 (2) 40m73

1.5kg 宇治山田商 伊勢工 伊勢工 　津　 稲　生 稲　生 宇治山田商 伊勢工

ハンマー投 中堀　太史 (3) 51m05 斉藤ルイス (3) 48m93 高田　典尚 (3) 47m56 中林　謙太 (3) 47m35 長谷川哲也 (3) 46m79 堀川　翔希 (3) 45m11 加藤　弘将 (3) 41m48 小田　　誠 (2) 41m14

6.0kg 名張桔梗丘 菰　野 上野工 名張桔梗丘 上野商 南伊勢 宇治山田商 三　重

山口　桃太 (2) 58m31 荒木　崇裕 (3) 54m86 木村　雄一 (2) 53m66 小野　真弘 (2) 53m32 中島　　健 (3) 53m13 浦口　隼人 (3) 52m41 田中　宏昂 (2) 50m37 藤田　広大 (2) 50m25

伊勢工 宇治山田商 川　越 　津　 四日市南 菰　野 宇治山田商 上　野

5月27日 荒木　崇裕 (3) 4802 中津　好雅 (2) 4593 長谷川　悠 (1) 4502 中森　琢真 (3) 4076 藤田　広大 (2) 3777 内田　直孝 (3) 3557 中村　圭太 (2) 3237 山下　喜弘 (2) 3214

～28日 宇治山田商 宇治山田商 宇治山田商 上　野 上　野 　津　 桑　名 久　居

総合得点 101.5点 65.5点 53.5点 40.5点 21点 19点 17点 15点

トラックの部 54点 51点 35点 14点 11点 10点 10点

フィールドの部 43.5点 35.5点 11.5点 10点 9点 9点 9点 6点
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     秩父宮賜杯第59回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会　兼第59回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会　兼第56回三重県高等学校総合体育大会陸上競技の部　兼第60回国民体育大会選考競技会（女子の部）

日付　2006/5/26～28 場所　三重県営総合競技場・陸上競技場
日付 種目

100m 遠藤　桃子 (3) 12.35 堤　　真千 (2) 12.53 中村　佳奈 (3) 12.55 入山　怜紗 (2) 12.58 中尾美乃梨 (1) 12.60 山本ひかる (1) 12.66 森見　優子 (3) 12.66 中村　奈央 (1) 12.78

風:+0.1 桑　名 宇治山田商 宇治山田商 皇学館 津　商 皇学館 宇治山田商 皇学館

200m 堤　　真千 (2) 26.07 中村　奈央 (1) 26.24 遠藤　桃子 (3) 26.27 中尾美乃梨 (1) 26.32 森見　優子 (3) 26.49 大辺　未来 (3) 26.58 一尾　彩加 (3) 26.72 南　ももこ (3) 27.13

風:-2.8 宇治山田商 皇学館 桑　名 津　商 宇治山田商 宇治山田商 津　商 尾　鷲

愛敬　世菜 (1) 57.75 伊藤亜佐美 (2) 59.17 辻　　弘美 (2) 59.35 中村　芽美 (3) 59.60 一尾　彩加 (3) 60.27 一村　玲伽 (1) 60.32 南　ももこ (3) 61.23 大西　　綾 (3) 61.51

桑　名 　津　 宇治山田 宇治山田商 津　商 稲　生 尾　鷲 伊　勢

小坂　奈央 (3) 2.15.92 山内　晴賀 (1) 2.25.19 渡邊江里佳 (3) 2.26.00 西嶋　未来 (2) 2.27.94 森岡　　章 (3) 2.27.99 中村　章子 (3) 2.28.19 川北ほなみ (1) 2.28.50 野田　貴恵 (1) 2.37.93

津　商 津　商 上　野 松　阪 津　西 川　越 津　商 宇治山田商

小坂　奈央 (3) 4.32.05 田渕ひとみ (2) 4.35.29 畑　沙也加 (2) 4.41.26 山下亜津沙 (2) 4.48.24 沖見　英里 (2) 4.51.00 森岡　　章 (3) 4.51.84 柴田　沙織 (3) 4.54.77 西嶋　未来 (2) 4.58.08

津　商 津　商 宇治山田商 津　商 宇治山田商 津　西 神　戸 松　阪

畑　沙也加 (2) 9.43.02 小坂　奈央 (3) 9.53.94 田渕ひとみ (2) 10.17.39 山下亜津沙 (2) 10.22.92 沖見　英里 (2) 10.25.96 諸岡　里菜 (2) 10.29.50 森岡　　章 (3) 10.49.23 太田　朱音 (2) 10.54.65

宇治山田商 津　商 津　商 津　商 宇治山田商 四日市商 津　西 三　重

100mH 齋藤実可子 (3) 15.07 山口　　薫 (1) 15.07 米田早也香 (3) 15.39 森本　詞織 (1) 15.79 伊東　知美 (3) 15.89 吉田真奈美 (3) 16.08 柏木　美紀 (2) 16.42 岡田　奈緒 (2) 16.61

風:0.0 四日市西 伊　勢 宇治山田商 皇学館 宇治山田商 宇治山田商 津　商 桑　名

齋藤実可子 (3) 65.22 中村　芽美 (3) 66.23 伊東　知美 (3) 66.91 服部江里加 (3) 68.90 南　ももこ (3) 69.29 木嶋ありす (2) 69.77 西山　泰可 (3) 70.04 河村　知香 (3) 70.36

四日市西 宇治山田商 宇治山田商 津　商 尾　鷲 宇治山田商 尾　鷲 松阪商

長谷川　睦 (3) 15.20.05 谷中　志帆 (2) 16.00.76 中尾　優希 (3) 16.19.54 北口和佳菜 (3) 17.03.76 池村　理佐 (1) 17.22.32 水谷　彩乃 (2) 17.22.42 東川　麗子 (3) 17.59.13 内山あかり (3) 18.19.90

津　西 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ 津　商 津　商 高　田 津　西 津　商 神　戸

宇治山田商 48.61 皇學館 49.32 津　商 49.51 桑　名 49.88 宇治山田 50.61 伊　勢 50.91 稲　生 51.53 四日市西 52.54

  大辺　未来 (3)   入山　怜紗 (2)   坂本　美希 (2)   松岡ちなみ (2)   小田　千誉 (2)   加藤　未来 (2)   佐藤　　希 (2)   田中　優里 (2)

  中村　佳奈 (3)   中村　奈央 (1)   中尾美乃梨 (1)   遠藤　桃子 (3)   中西　里奈 (3)   野村　知佐 (3)   笹野　麗奈 (1)   齋藤実可子 (3)

  堤　　真千 (2)   森本　詞織 (1)   一尾　彩加 (3)   愛敬　世菜 (1)   辻　　弘美 (2)   大西　　綾 (3)   北川　英理 (2)   久留美聡子 (2)

  森見　優子 (3)   山本ひかる (1)   横山あかね (2)   森　万里那 (3)   角屋　静香 (3)   山口　　薫 (1)   一村　玲伽 (1)   黒宮亜也佳 (2)

宇治山田商 3.59.39 桑　名 4.02.43 四日市西 4.08.41 伊　勢 4.08.45 津　商 4.09.79 　津 4.14.22 上　野 4.15.67 皇學館 4.21.22

  大辺　未来 (3)   岡田　奈緒 (2)   黒宮亜也佳 (2)   山口　　薫 (1)   中尾美乃梨 (1)   伊藤亜佐美 (2)   春田みどり (3)   東岡　美月 (3)

  中村　芽美 (3)   愛敬　世菜 (1)   齋藤実可子 (3)   野村　知佐 (3)   原田　千恵 (2)   西本　奈央 (3)   渡邊江里佳 (3)   松﨑　桂子 (2)

  伊東　知美 (3)   松岡ちなみ (2)   久留美聡子 (2)   新谷美久帆 (2)   黒田　有香 (2)   渡辺　知紗 (1)   中埜　友望 (3)   入山　怜紗 (2)

  松井麻奈未 (3)   森　万里那 (3)   田中　優里 (2)   大西　　綾 (3)   服部江里加 (3)   眞田　詩穂 (1)   北崎　　良 (3)   花井理映子 (3)

藪根　ゆい (3) 1m72 藤本亜希子 (1) 1m65 一色　理沙 (2) 1m53 山口　友実 (3) 1m53 松井麻奈未 (3) 1m50 山本麻友美 (3) 1m50 山本　幸恵 (3) 1m50 矢形あづみ (1) 1m45

近大高専 名張桔梗丘 皇学館 尾　鷲 宇治山田商 　暁　 神　戸 宇治山田商

遠藤　桃子 (3) 5m82 +1.0 米田早也香 (3) 5m60 +1.2 逵中　元香 (3) 5m34 +0.6 吉田真奈美 (3) 5m18 0.0 森本　詞織 (1) 5m14 +0.7 新谷美久帆 (2) 5m13 +1.1 冨田　真美 (3) 5m11 0.0 二宮　志織 (3) 5m01 +0.2

桑　名 宇治山田商 宇治山田商 宇治山田商 皇学館 伊　勢 名張桔梗丘 神　戸

砲丸投 茂山　千尋 (2) 13m15 下村　亜弓 (3) 11m98 水野　莉奈 (3) 11m85 長田　智栄 (2) 11m52 伊川　綾子 (2) 11m19 和田絵里香 (2) 10m73 天野　悠理 (2) 10m30 前山　朋香 (2) 10m28

4.0ｋｇ 宇治山田商 宇治山田商 津　商 宇治山田商 稲　生 津　商 松阪商 津　商

円盤投 前山　朋香 (2) 33m69 中村　文香 (3) 33m37 長田　智栄 (2) 32m22 福井のぞみ (3) 31m52 茂山　千尋 (2) 30m99 森　　美喜 (1) 30m31 辻村　梨恵 (2) 30m11 伊川　綾子 (2) 29m06

1.0kg 津　商 稲　生 宇治山田商 上野商 宇治山田商 三　重 宇治山田商 稲　生

山端　悠里 (3) 42m20 牧　　玲佳 (2) 40m28 大野　美華 (1) 39m91 棚瀬　由貴 (3) 39m43 坂　　　瞳 (2) 39m14 小倉麻瑠実 (3) 38m64 天野　悠理 (2) 37m92 山下　圭子 (3) 36m61

津　西 伊　勢 稲　生 四日市四郷 稲　生 皇学館 松阪商 伊勢女子

5月26日 吉田真奈美 (3) 3649点 松井麻奈未 (3) 3618点 小山菜都子 (2) 3318点 周東　静香 (3) 3227点 寺田　遥香 (2) 3095点 藤原　優乃 (2) 2989点 山本　知豊 (2) 2662点 小山　恵依 (2) 2616点

～27日 宇治山田商 宇治山田商 津　商 桑名西 松　阪 津　西 宇治山田商 松　阪

総合得点 109点 75点 30点 24点 17点 16点 15点 14点

トラックの部 64点 60点 24点 17点 16点 10点 9点 6点

フィールドの部 34点 13点 11点 7点 6点 6点

四日市西

稲生

津

伊勢

伊勢

皇學館

皇學館

伊勢皇學館 桑名・津西・近大高専

津西

四日市西津西
学校
対校

宇治山田商 稲生 津商

宇治山田商

宇治山田商

桑名

桑名

津商

津商

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

400m

5月28日

5月27日

5月28日 3000m

1500m5月26日

5月26日

5月27日 800m

5月26日

5月28日

走高跳

5月27日

5月26日

5月28日

5月28日

5月27日

5月28日

七種競技

4×400mR

走幅跳

やり投

5月26日

400mH

4×100mR5月27日

3000mＷ




