
平成19年度国体第一次選考競技会
総合成績一覧表（男子） 日付　2007/4/14～15 場所　三重県営総合競技場・陸上競技場

日付 種目

竹林　正人 (4) 10.61 奥野　裕嗣 10.64 村田　智広 10.69 釜谷　剛史 10.75 岩間　大介 (2) 10.77 丸山　伸夫 (3) 10.84 吉村　純平 (2) 10.85

三重：皇學館大 +3.5 ふるさと：ミズノＴＣ +6.7 三重：IseTC +4.0 三重：IseTC +5.3 三重：伊勢工高 +6.0 三重：上野工高 +5.1 三重：岐阜経済大 +3.2

中井　一磨 (2) 10.77

三重：宇治山田商高 +3.1

岩井　浩紀 (3) 21.86 村田　智広 21.96 釜谷　剛史 22.00 山本　敦史 (4) 22.01 吉村　純平 (2) 22.16 岩間　大介 (2) 22.30 中津　好雅 (3) 22.38 松本　一毅 (3) 22.39

三重：関西学院大 +0.8 三重：IseTC +0.8 三重：IseTC +0.8 三重：関西学院大 +2.2 三重：岐阜経済大 +2.2 三重：伊勢工高 +2.1 三重：宇治山田商高 +0.8 三重：宇治山田商高 +1.6

北岡　慶昭 49.42 山本　敦史 (4) 49.77 柳本　拓也 (3) 49.85 河西　　章 (2) 50.23 生盛　智也 (3) 51.45 橋爪　勇人 (3) 51.83 小池　亮輔 (3) 51.95 石井　大介 (3) 52.02

三重：IseTC 三重：関西学院大 三重：三重高 三重：関西外語大 三重：四日市工高 三重：三重大 三重：宇治山田商高 三重：海星高

水谷　和茂 (3) 1.57.50 服部　峰祥 (2) 1.57.59 清水　保行 (3) 1.57.92 山岡　卓弥 (3) 1.57.97 前田　尚吾 (3) 1.58.05 上野　秀和 (3) 1.58.34 細井　翔太 (4) 1.58.80 津田　晴慶 1.58.84

三重：久居高 三重：三重高 三重：久居高 三重：鳥羽商船 三重：摂南大 三重：米鈴AC 三重：鈴鹿高専 三重：米鈴AC

坂　　直哉 3.59.66 田中　貴章 (3) 4.03.85 小﨑　　真 (3) 4.06.31 井上　翔太 (3) 4.08.64 金沢　裕幸 (3) 4.08.82 田中　皆人 (3) 4.10.46 舘　　祐樹 (3) 4.11.15 山下　裕史 (3) 4.11.44

三重：ＮＴＮ 三重：稲生高 三重：四日市工高 三重：上野工高 三重：上野工高 三重：稲生高 三重：四日市工高 三重：伊勢高

松本　賢太 (1) 9.00.31 吉川　雄登 (1) 9.17.63 川本　麻人 (1) 9.18.82 八重樫好成 (2) 9.19.39 榎本　恭平 (1) 9.20.55 濱田　晃弘 (3) 9.22.87 植田　健太 (3) 9.25.67 中村　拓斗 (1) 9.29.44

三重：上野工高 三重：上野工高 三重：上野工高 三重：四日市四郷高 三重：上野工高 三重：海星高 三重：四日市高 三重：四日市工高

虎澤　峰敏 14.22.02 原田　　拓 14.25.90 森　　和治 14.32.14 原　　洋平 14.32.28 井上　翔太 (3) 14.32.62 笹沼　悠司 14.34.33 森永　幸男 14.38.40 田中　貴章 (3) 14.41.10

三重：八千代工業 三重：八千代工業 三重：八千代工業 三重：八千代工業 三重：上野工高 三重：ＮＴＮ 三重：八千代工業 三重：稲生高

立花　寛之 31.36.01 中田　剛司 (1) 31.38.48 尾崎　大悟 (4) 32.15.25 野口　正人 (3) 32.30.30 中村　卓哉 32.38.85 菱田　雅紀 (4) 32.50.04 長谷川真一 (2) 32.54.54 飛渡　将仁 (3) 32.55.69

三重：NTRC 三重：三重中京大 三重：四日市大 三重：四日市大 三重：米鈴AC 三重：四日市大 三重：四日市大 三重：四日市大

110mH 永井　伸哉 (2) 15.24 馬場　雄太 (4) 15.68 石川　提樹 (3) 15.78 矢納　　要 (2) 15.89 齋田　真司 (3) 16.04 立野　剛志 (2) 16.14 笠谷　　啓 (3) 16.17 市川　恵亮 (3) 16.20

1.067m-9.14m 三重：宇治山田商高 +3.3 三重：鈴鹿高専 +3.3 三重：桑名高 +3.3 三重：伊勢高 +3.3 三重：伊勢工高 +3.3 三重：伊勢高 +3.3 三重：皇學館高 +3.3 三重：稲生高 +1.9

少年Ｂ110mJH 日置　雄斗 (1) 15.53 泉　　亮輔 (1) 18.27

0.914m-9.14m 三重：宇治山田商高 +3.5 三重：宇治山田商高 +3.5

柳本　拓也 (3) 54.26 橋爪　勇人 (3) 54.76 李　　天蛟 (3) 56.36 木村　勝太 (3) 57.08 大山　翔輝 (3) 57.34 井村　　豊 (2) 57.55 中西　佑輔 (2) 57.95 小川大次郎 (3) 57.99

三重：三重高 三重：三重大 三重：津商高 三重：名張桔梗丘高 三重：皇學館高 三重：伊勢工高 三重：鈴鹿高専 三重：津高

梅枝　裕吉 8.55.76 春田　真臣 9.02.02 飯尾　真走 (2) 9.46.95 小野　郁文 (3) 9.55.75 池田　文晃 (2) 9.57.17 田中　皆人 (3) 9.58.21 岩崎　孝紀 10.02.46 近藤　健司 (2) 10.04.09

三重：ＮＴＮ 三重：ＮＴＮ 三重：上野工高 三重：高田高 三重：津高 三重：稲生高 三重：三重ＴＦＣ 三重：三重大

井上　宗治 (2) 22.32.13 位田　武嗣 (3) 23.23.55 櫻井　勇貴 (2) 24.36.02

三重：名張西高 三重：四日市高 三重：三重大

丹羽　政裕 (4) 1m96 永墓　俊介 (2) 1m90 牛江　伸介 (3) 1m90 菅原　知紘 (2) 1m85 濱地　修平 (3) 1m85 海野　寛幸 (3) 1m80

三重：三重大 三重：四日市工高 三重：伊勢工高 三重：四日市高 三重：伊勢工高 三重：近大高専

衛藤　　昂 (2) 1m85 村井　伸行 (2) 1m80

三重：鈴鹿高専 三重：伊勢高

大井　崇弘 (3) 1m85

三重：四日市工高

中西　千尋 (3) 4m60 秋元　一志 (3) 4m30 水谷　純也 (3) 4m00 中村　祐介 (2) 3m80 坂野　竜平 (3) 3m80 田中　　僚 (1) 3m80

三重：四日市高 三重：四日市高 三重：四日市高 三重：宇治山田高 三重：宇治山田商高 三重：皇學館高

小西　智也 (2) 3m80 森　　祐斗 (2) 3m80

三重：宇治山田商高 三重：皇學館高

出口　義人 7m38 +1.5 竹内　一真 (4) 7m36 +1.7 伊藤　優司 7m00 +1.9 奥井　久登 6m98 +2.0 中西　　学 (3) 6m81 +1.1 梅本　祐希 (4) 6m77 +1.4 立野　剛志 (2) 6m72 +1.4 林　　風汰 (1) 6m67 +2.0

三重：IseTC 三重：関西学院大 三重：ASSA-TC 三重：IseTC 三重：津商高 三重：浜松大 三重：伊勢高 三重：宇治山田商高

二ノ宮慶介 (2) 14m64 +2.4 梅本　祐希 (4) 14m56 +3.4 皆見　翔太 (2) 14m03 +3.2 出口　政孝 (3) 13m98 +3.4 松本　泰地 (3) 13m83 +3.9 山本　岳志 13m65 +2.3 中西　千尋 (3) 13m49 +2.5 濱地　修平 (3) 13m48 +3.6

三重：岐阜経済大 三重：浜松大 三重：上野高 三重：伊勢高 三重：宇治山田商高 三重：米鈴AC 三重：四日市高 三重：伊勢工高

砲丸投 仲　　徹也 12m84 中村　友昭 11m99 斉藤　　輝 (2) 11m92 南　　干城 11m36

7.260kg 三重：BEAST 三重：三重県庁AC 三重：三重大 三重：BEAST

少年砲丸投 鳥羽瀬貴仁 (3) 15m03 三浦　　康 (3) 14m10 濱口　誘希 (2) 13m93 竹下矢真登 (2) 13m26 稲垣　太一 (1) 13m13 三村　幸輝 (1) 12m96 山本　大紀 (1) 12m75 伊藤　寿逸 (3) 12m75

6.0kg 三重：四日市工高 三重：伊勢工高 三重：宇治山田商高 三重：南伊勢高 三重：宇治山田商高 三重：稲生高 三重：南伊勢高 三重：稲生高

円盤投 藤原　　潤 52m21 岡　　寮磨 (1) 40m24 倉田　友貴 (1) 35m65 中村　友昭 35m08 山崎　智己 (2) 34m97 西田　貴一 (4) 32m02 斉藤　　輝 (2) 31m65 田中　重希 (5) 26m11

2.0kg 三重：八千代工業 三重：岐阜経済大 三重：三重中京大 三重：三重県庁AC 三重：三重大 三重：皇學館大 三重：三重大 三重：鈴鹿高専

少年円盤投 小野　真弘 (3) 53m20 濱口　誘希 (2) 48m63 吉田健太郎 (3) 47m86 松下　凌汰 (2) 46m51 稲垣　太一 (1) 45m63 田中　宏昂 (3) 41m72 南　　星人 (1) 40m63 中山　　凪 (1) 38m97

1.5kg 三重：津高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：三重高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：南伊勢高 三重：南伊勢高

ハンマー投 久保　幸弘 57m14 角野　圭吾 (3) 42m50 松井　孝徳 38m99 福井　万真 (1) 36m88

7.260kg 三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 三重：三重中京大 三重：IseTC 三重：皇學館大

少年ハンマー投 三浦　　康 (3) 52m34 中林　浩基 (3) 48m03 竹田　良平 (3) 44m00 米川　裕貴 (3) 43m28 山根　勇人 (2) 42m43 関口　春彦 (3) 41m98 乾　　将功 (2) 41m39 村井　真宏 (3) 40m83

6.0kg 三重：伊勢工高 三重：三重高 三重：久居高 三重：久居高 三重：南伊勢高 三重：稲生高 三重：伊勢工高 三重：上野商高

恵濃　一繁 66m73 山口　桃太 (3) 63m12 藤原　康喬 59m86 奥村　洋介 (4) 53m95 小野　真弘 (3) 52m98 藤田　広大 (3) 52m10 奥田　洋平 51m60 岡鼻遼太郎 (4) 50m50

三重：日本陸送 三重：伊勢工高 三重：IseTC 三重：三重大 三重：津高 三重：上野高 三重：ASSA-TC 三重：近大高専
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平成19年度国体第一次選考競技会
総合成績一覧表（女子） 日付　2007/4/14～15 場所　三重県営総合競技場・陸上競技場

日付 種目

堤　　真千 (3) 12.11 入山　怜紗 (3) 12.27 伊藤佳奈恵 12.28 中村　佳奈 (1) 12.33 加藤　里奈 (1) 12.38 世古　　和 (1) 12.39 辻　　弘美 (3) 12.56 竹内　芽衣 (3) 12.61

三重：宇治山田商高 +4.9 三重：皇學館高 +4.9 三重：県教員ｸﾗﾌﾞ +4.9 三重：三重中京大 +3.7 三重：稲生高 +4.9 三重：宇治山田商高 +4.9 三重：宇治山田高 +4.9 三重：宇治山田商高 +5.1

中村　花子 25.14 愛敬　世菜 (2) 25.88 世古　　和 (1) 26.03 伊藤亜佐美 (3) 26.21 中尾美乃梨 (2) 26.23 加藤　里奈 (1) 26.55 古田　桃子 (2) 26.66 岩尾真貴子 (3) 26.76

三重：ASSA-TC +0.6 三重：桑名高 +0.6 三重：宇治山田商高 +0.6 三重：津高 +0.6 三重：津商高 +1.5 三重：稲生高 +2.2 三重：津商高 +1.7 三重：宇治山田商高 +2.2

愛敬　世菜 (2) 57.77 伊藤亜佐美 (3) 58.81 入谷由香里 (2) 60.55 河村　紗希 (3) 61.81 濱口　真帆 (2) 62.16 山元　美穂 (2) 62.58 原田　千恵 (3) 63.06 眞田　誌穂 (2) 63.47

三重：桑名高 三重：津高 三重：皇學館大 三重：宇治山田商高 三重：津商高 三重：桑名衛看高 三重：津商高 三重：津高

小坂　奈央 (1) 2.17.35 野田　貴恵 (2) 2.24.48 森田菜津紀 (1) 2.24.60 三好　麻里 (1) 2.24.67 勝又あずさ (3) 2.26.24 栗本　実季 (1) 2.28.63 榊　　美咲 (2) 2.30.08 三谷　琴美 (2) 2.30.26

三重：高田短大 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高 三重：津商高 三重：三重高 三重：四日市商高 三重：四日市高 三重：鈴鹿高専

畑　沙也加 (3) 4.46.43 田渕ひとみ (3) 4.51.99 伊藤　ふき (2) 4.53.98 院南有里子 (3) 5.03.98 有松　　冴 (1) 5.06.20 三谷　琴美 (2) 5.06.77 野田　貴恵 (2) 5.08.20 沖見　英里 (3) 5.08.74

三重：宇治山田商高 三重：津商高 三重：津商高 三重：四日市商高 三重：宇治山田商高 三重：鈴鹿高専 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高

畑　沙也加 (3) 9.44.97 伊藤　ふき (2) 10.25.48 院南有里子 (3) 10.26.79 沖見　英里 (3) 10.29.75 谷川　紗英 (2) 10.32.70 有松　　冴 (1) 10.35.18 岡村弥那美 (2) 10.39.37 稲垣　友理 (3) 10.50.35

三重：宇治山田商高 三重：津商高 三重：四日市商高 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：四日市商高

小川　記代 (2) 17.37.38 山下亜津沙 (3) 18.02.15 平山　紗希 (3) 18.14.80

三重：津商高 三重：津商高 三重：津商高

山口　　薫 (2) 14.75 竹内　芽衣 (3) 15.47 岡田　奈緒 (3) 15.63 小林沙季子 (4) 15.85 加納多佳子 (3) 16.32 柏木　美紀 (3) 16.60 中世古真依 (3) 16.72

100mH 三重：伊勢高 +4.7 三重：宇治山田商高 +4.7 三重：桑名高 +4.7 三重：鈴鹿高専 +4.7 三重：高田高 +4.7 三重：津商高 +1.7 三重：宇治山田商高 +4.7

0.840m-8.5m 山本　友未 (2) 16.60

三重：津東高 +1.9

少年Ｂ１００ｍＹＨ 神成　理世 (1) 16.86 野呂知菜美 (1) 17.27 金澤　　茜 (1) 17.92

0.762m-8.5m 三重：津商高 三重：宇治山田商高 三重：津商高

風:+2.8

入谷由香里 (2) 64.60 辻　　弘美 (3) 65.71 木嶋ありす (3) 66.33 加納多佳子 (3) 66.90 山口　　薫 (2) 67.33 田中　優里 (3) 69.32 東　　翔子 (2) 69.77 岡田　奈緒 (3) 70.06

三重：皇學館大 三重：宇治山田高 三重：宇治山田商高 三重：高田高 三重：伊勢高 三重：四日市西高 三重：皇學館大 三重：桑名高

谷中美有紀 (3) 23.31.46 上野　侑香 (3) 25.07.95 下村　知里 (3) 27.59.06 谷中　志帆 (3) 28.41.47 笹内明貴恵 (3) 30.53.68 森田　麻里 (3) 32.52.73

三重：びわこ成蹊大 三重：皇學館大 三重：皇學館大 三重：ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 三重：津商高 三重：津商高

藤本亜希子 (2) 1m50 山本　裕子 (3) 1m45 平子　良枝 (1) 1m45 久保田詩織 (3) 1m45 一木沙也佳 (2) 1m40

三重：名張桔梗丘高 三重：川越高 三重：稲生高 三重：津東高 三重：名張高

矢形あづみ (2) 1m45 小林沙季子 (4) 1m40

三重：宇治山田商高 三重：鈴鹿高専

中川奈津美 (3) 1m40

三重：津商高

竹内　彩帆 (2) 2m50 西田　亜貴 (1) 2m40 西田　佳世 (1) 2m30 山田あやか (2) 2m30 中村　由貴 (2) 2m00

三重：四日市高 三重：桑名工高 三重：桑名工高 三重：四日市高 三重：尾鷲高

森本　詞織 (2) 5m41 +2.0 新谷美久帆 (3) 5m17 +2.6 竹内　彩帆 (2) 5m04 +2.6 冨田　真美 (1) 5m03 +1.8 鈴木乃里香 (3) 5m00 +2.4 中村　志穂 (1) 4m96 +2.4 小田　千誉 (3) 4m91 +2.5 寺田　遥香 (3) 4m77 +1.8

三重：皇學館高 三重：伊勢高 三重：四日市高 三重：関西外語大 三重：ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 三重：皇學館高 三重：宇治山田高 三重：松阪高

伊藤佳奈恵 11m53 +1.1 新谷美久帆 (3) 11m00 +0.3 水谷　綾香 (2) 10m95 +0.9 森本　詞織 (2) 10m86 +0.4 堤　　真千 (3) 10m63 0.0

三重：県教員ｸﾗﾌﾞ 三重：伊勢高 三重：関西大 三重：皇學館高 三重：宇治山田商高

砲丸投 茂山　千尋 (3) 13m27 伊川　綾子 (3) 12m01 天野　悠理 (3) 11m67 和田絵里香 (3) 11m63 長田　智栄 (3) 11m41 西井　春菜 (2) 10m82 山﨑　美香 (1) 10m56 稲垣　千絵 (3) 10m35

4.0kg 三重：宇治山田商高 三重：稲生高 三重：松阪商高 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

円盤投 成瀬美代子 46m37 長田　智栄 (3) 35m66 松村　奈美 (3) 35m31 前山　朋香 (3) 35m24 辻村　梨恵 (3) 35m06 坂　　　瞳 (3) 34m30 小林　美緒 (3) 33m77 粉川　由梨 (2) 32m86

1.0kg 三重：三重高教 三重：宇治山田商高 三重：津西高 三重：津商高 三重：宇治山田商高 三重：稲生高 三重：四日市南高 三重：宇治山田商高

ハンマー投 宮下　香織 (2) 39m97 加藤　晴香 (2) 38m09 仲里　　梓 (3) 36m68 豊田　彩那 (1) 34m73 阪井　美香 (2) 31m97 伊川　綾子 (3) 31m05 西井　春菜 (2) 30m80 辻村　梨恵 (3) 27m61

4.0kg 三重：岐阜経済大 三重：久居高 三重：上野商高 三重：岐阜経済大 三重：久居農林高 三重：稲生高 三重：宇治山田商高 三重：宇治山田商高

坂　　　瞳 (3) 43m95 天野　悠理 (3) 40m09 中井　　瞳 (3) 39m45 大西　珠希 (3) 38m89 小山菜都子 (3) 37m89 稲垣　千絵 (3) 37m79 黒宮　梢子 (3) 36m16 山本　知豊 (3) 35m51

三重：稲生高 三重：松阪商高 三重：南伊勢高 三重：伊勢女子高 三重：津商高 三重：宇治山田商高 三重：川越高 三重：宇治山田商高

4月15日
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