
一般高校男子4×100mR
審 判 長：松田　伸彦
記録主任：藪北　則行

県記録(KR)                   39.06     梨本・諏訪・九鬼・東(ＮＴＮ)          2017 7月25日 09:00 予　選
大会記録(GR)                 42.07     宇治山田商高(西口・木下・小池・上田)  2011(第6回) 7月25日 18:20 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2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 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 6 皇學館高A 331 中西　一冴(3) ﾅｶﾆｼ ｲｯｻ 41.01 GR 1 7 皇學館高B 357 竹内　洸貴(2) ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 42.76
324 家田　惇基(3) ｲｴﾀﾞ ﾄｼｷ q 352 藤森　大輝(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｷ q
313 山田　真大(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 388 山際　匠(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｸﾐ
395 大川　祥太(3) ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀ 340 打田　快生(2) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ

2 4 皇學館高C 367 宮田　光一郎(2) ﾐﾔﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 43.26 2 4 三重高 1858 池野　海翔(3) ｲｹﾉ ｶｲﾄ 44.11
342 水井　晴隆(2) ﾐｽﾞｲ ﾊﾙﾀｶ q 1869 上山　竜輝(2) ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｷ q
349 古川　柊依(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｲ 1861 山邉　悠斗(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾄ
348 河北　柊真(2) ｶﾜｷﾀ ﾄｳﾏ 1863 松本　充(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳ

3 2 高田高A 528 小渕　拓真(2) ｺﾌﾞﾁ ﾀｸﾏ 44.06 3 5 津東高A 1441 林　拓夢(2) ﾊﾔｼ ﾀｸﾑ 44.13
504 野内　日出(2) ﾉｳﾁ ﾋﾃﾞ q 1438 林　海翔(2) ﾊﾔｼ ｶｲﾄ q
507 水谷　玲仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲｼﾞ 1431 若林　颯真(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ
535 今井　琳太郎(2) ｲﾏｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 1440 竹内　謙真(2) ﾀｹｳﾁ ｹﾝｼﾝ

4 3 松阪高A 1532 金谷　空(2) ｶﾅﾔ ｿﾗ 45.31 4 2 高田高B 521 永井　滉大(1) ﾅｶﾞｲ ｺｳﾀ 45.28
1539 田邉　俊博(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ q 515 木村　颯翔(2) ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ q
1534 南　結人(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲﾄ 518 伴　優英(1) ﾊﾞﾝ ﾕｳｴｲ
1528 川邊　羽琉(2) ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙ 533 林　亮汰(1) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

5 7 津東高B 1443 伊藤　奏都(1) ｲﾄｳ ｿｳﾄ 47.09 5 6 松阪高B 1526 井上　朔乃介(2) ｲﾉｳｴ ｻｸﾉｽｹ 45.84
1442 籔内　彰人(2) ﾔﾌﾞｳﾁ ｱｷﾄ 1540 岩本　悠佑(2) ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ
1456 舟橋　希海(2) ﾌﾅﾊｼ ﾉｱ 1537 藤原　廉平(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝﾍﾟｲ
1445 前田　大幸(1) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 1535 森山　颯太(2) ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ

5 松阪高C 1545 福西　知哉(1) ﾌｸﾆｼ ﾄﾓﾔ DQ,R2 6 3 宇治山田高 983 小野　颯也(2) ｵﾉ ｿｳﾔ 46.02
1542 三宅　風徹(1) ﾐﾔｹ ｶｾﾞｱｷ 1000 西村　亘葵(2) ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ
1931 森本　雄登(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾄ 992 山本　幸輝(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ
1930 中村　　魁人(1) ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 985 中川　椋翔(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾄ

決　勝　

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 3 皇學館高B 357 竹内　洸貴(2) ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 42.76
352 藤森　大輝(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｷ
388 山際　匠(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｸﾐ
340 打田　快生(2) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ

2 6 皇學館高C 338 福田　昂太(2) ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ 42.88
342 水井　晴隆(2) ﾐｽﾞｲ ﾊﾙﾀｶ
349 古川　柊依(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｲ
348 河北　柊真(2) ｶﾜｷﾀ ﾄｳﾏ

3 5 高田高A 528 小渕　拓真(2) ｺﾌﾞﾁ ﾀｸﾏ 43.76
504 野内　日出(2) ﾉｳﾁ ﾋﾃﾞ
507 水谷　玲仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲｼﾞ
535 今井　琳太郎(2) ｲﾏｲ ﾘﾝﾀﾛｳ

4 7 三重高 1858 池野　海翔(3) ｲｹﾉ ｶｲﾄ 44.47
1869 上山　竜輝(2) ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｷ
1861 山邉　悠斗(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾄ
1863 松本　充(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳ

5 2 高田高B 521 永井　滉大(1) ﾅｶﾞｲ ｺｳﾀ 50.36
515 木村　颯翔(2) ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ
518 伴　優英(1) ﾊﾞﾝ ﾕｳｴｲ
533 林　亮汰(1) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

1 松阪高A DNS

4 皇學館高A DNS

8 津東高A DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ内でバトンパスが完了しなかった2→3


