
期　 　　　日 2014年6月08日（日）

陸　 協 　名 (一財)三重陸上競技協会 コード24 大 会 名 平成２６年度三重県高等学校陸上競技１年生記録会 コード 14241301 和田　　靖
山本　浩武

主催団体名 三重県高等学校体育連盟・(一財)三重陸上競技協会 競技場名 東員町スポーツ公園陸上競技場 コード 243090 山本　勇人

男子の部
日付 種目

近藤光一郎(1) 10.91(+1.2) 阪倉　慶一(1) 11.01(+1.2) 愛敬虎之介(1) 11.23(+2.5) 吉川　翔貴(1) 11.28(+1.2) 川端　魁人(1) 11.31(+2.5) 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(1) 11.33(+2.5) 阿部　圭吾(1) 11.35(+2.5)

四日市工高 四日市工高 高田高 四日市工高 宇治山田商高 宇治山田商高 宇治山田商高

角谷　啓輔(1) 11.23(+1.2)

四日市工高

出島　典斗(1) 9:24.21 佐脇　雄大(1) 9:28.86 山内　　優(1) 9:29.16 桑山　楓矢(1) 9:32.29 前芝　佑哉(1) 9:50.60 木下　航弥(1) 9:52.88 宮原颯志朗(1) 9:54.43 石井　大智(1) 9:57.19

桑名高 いなべ総合高 高田高 いなべ総合高 宇治山田商高 宇治山田高 高田高 宇治山田高

西川　悠真(1) 15.42(+2.5) 原　　佑治(1) 15.93(+2.5) 藤村　祥太(1) 15.94(+0.9) 小林　拓真(1) 16.58(+0.9) 山本　太一(1) 17.09(+0.9) 小松　隼士(1) 17.55(+2.5) 大崎　修汰(1) 20.83(+0.9) 伊藤　祐輝(1) 21.58(+0.9)

宇治山田商高 稲生高 宇治山田商高 松阪高 桑名工高 菰野高 津西高 桑名工高

西川　悠真(1) 1m80 瓜生　祥大(1) 1m75 植村五輪人(1) 1m70 藤川　昂琉(1) 1m70 生川　晃平(1) 1m70 岸本　裕斗(1) 1m70

宇治山田商高 稲生高 宇治山田商高 宇治山田商高 四日市工高 尾鷲高

榊原　　俊(1) 1m70 奥本　浩平(1) 1m70

稲生高 松阪高

西川　悠真(1) 6m74(+1.2) 植村五輪人(1) 6m38(+1.6) 岡部　昌倖(1) 6m26(+2.0) 杉谷　紘基(1) 6m26(+2.1) 世古　智也(1) 6m15(+2.7) 仲村　快太(1) 6m00(+1.9) 中上　　光(1) 5m95(+2.9) 吉川　翔貴(1) 5m88(+1.2)

宇治山田商高 宇治山田商高 桑名工高 四日市工高 公認記録なし 尾鷲高 公認記録なし 高田高 伊賀白鳳高 公認記録なし 四日市工高

中村　京平(1) 13m35 佐波　拓哉(1) 12m22 草野　澪也(1) 10m77 村治　竜登(1) 10m51 小川　亮太(1) 9m99 佐野　和志(1) 9m43 伊藤　慶紀(1) 9m02 葛原　悠介(1) 7m99

宇治山田商高 宇治山田商高 宇治山田商高 稲生高 桑名工高 名張高 桑名高 伊賀白鳳高

女子の部
日付 種目

柴原有里加(1) 12.38(+2.1) 鈴木　塔子(1) 12.54(+2.1) 上野　菜稚(1) 12.57(+2.1) 江平　春花(1) 12.65(+2.1) 水谷　麻希(1) 12.77(+2.1) 松井　あみ(1) 13.04(+2.1) 橋本　采芽(1) 13.06(+1.9) 森本　美南(1) 13.15(+2.1)

四日市商高 四日市商高 四日市商高 四日市商高 いなべ総合高 宇治山田商高 名張高 宇治山田商高

加藤　綾華(1) 4:49.07 伊藤　麻有(1) 4:57.83 平山　璃奈(1) 5:00.76 矢田　菜月(1) 5:02.94 扇谷　結愛(1) 5:15.43 岩下　真由(1) 5:20.25 西口　侑希(1) 5:25.90 栄喜　有未(1) 5:28.89

津商高 いなべ総合高 津商高 桑名高 四日市商高 津商高 宇治山田高 菰野高

桜本　怜奈(1) 15.15(+1.4) 大西　史織(1) 16.01(+1.4) 水谷　彩夏(1) 16.11(+2.7) 関　　彩花(1) 16.89(+2.7) 森本　美南(1) 17.17(+2.7) 石川芽里衣(1) 17.82(+1.4) 澤田　莉乃(1) 18.47(+1.4) 景井　采音(1) 19.83(+2.7)

宇治山田商高 宇治山田商高 いなべ総合高 宇治山田商高 宇治山田商高 いなべ総合高 津商高 高田高

出口　瑞歩(1) 3m20 藤田　祐加(1) 2m30

宇治山田商高 宇治山田商高

関　　彩花(1) 5m17(+2.2) 石川芽里衣(1) 4m98(+1.5) 中﨑　仁絵(1) 4m86(+2.0) 牛丸日花里(1) 4m77(+2.4) 松井　あみ(1) 4m67(+2.9) 松尾　有栞(1) 4m55(+1.4) 出口　瑞歩(1) 4m46(+0.3) 舘　さくら(1) 4m40(+2.5)

宇治山田商高 公認記録なし いなべ総合高 津商高 津商高 *F2 宇治山田商高 公認記録なし いなべ総合高 宇治山田商高 相可高 公認記録なし

公認4m48(+2.0)

西川　凜音(1) 9m55 舘　穂乃佳(1) 7m82 木村　花鈴(1) 7m42 堀内　美里(1) 7m35 福井　志帆(1) 7m34 八重嶋朋佳(1) 7m30 坂　　朋香(1) 6m43

宇治山田高 菰野高 宇治山田商高 宇治山田商高 四日市商高 稲生高 四日市商高

安田　陽香(1) 32m92 堀内　美里(1) 31m46 伊藤　綾美(1) 30m25 舘　穂乃佳(1) 27m00 八重嶋朋佳(1) 26m54 藤田　祐加(1) 20m59 木村　花鈴(1) 19m29

四日市四郷高 宇治山田商高 四日市四郷高 菰野高 稲生高 宇治山田商高 宇治山田商高

凡例   *F2:2回目が公認最高

コンディション
日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

6月8日 11:00 晴 28.5 58.0 南南西 1.2 競技場

6月8日 12:00 晴 30.0 58.0 南東 3.5 競技場

6月8日 13:00 晴 29.0 58.0 南東 3.5 競技場

6月8日 14:00 晴 28.5 54.0 南東 3.9 競技場

トラック競技審判長
ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技審判長
記　　録　　主　　任

5位 6位 7位 8位

8位

6月8日 1年男子走幅跳

6月8日
1年男子砲丸投

(5.000kg)

決勝記録一覧表

1位 2位 3位 4位

6月8日

6月8日 1年女子やり投(600g)

6月8日
1年女子砲丸投

(4.000kg)

6月8日 1年女子棒高跳

6月8日 1年女子走幅跳

6月8日 1年女子1500m

6月8日
1年女子100mYH
(76.2㎝/8.5m)

3位 4位

6月8日 1年女子100m

6月8日
1年男子110mJH
(99.1㎝/9.14m)

1年男子走高跳

5位 6位

6月8日 1年男子3000m

7位

6月8日 1年男子100m

1位 2位


