
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31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31日 17:35 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

5 三重高 1589 矢尾　幸樹(2) ﾔｵ ｺｳｷ 2 高田高 341 松野　隼士(2) ﾏﾂﾉ ﾊﾔﾄ
1598 堤　勇翔(2) ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ q 338 伴　優英(2) ﾊﾞﾝ ﾕｳｴｲ q
1585 杉本　慶士(3) ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｼ 1703 西村　隆之介(1) ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
1583 上山　竜輝(3) ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｷ 1707 長谷川　寛人(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ

6 津西高 1156 前川　真誉(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 3 久居農林高 1800 浅生　人愛(1) ｱｻｵ ﾋﾄｱ
1152 羽後　壮馬(2) ﾊﾉﾁ ｿｳﾏ q 1722 南林　龍騎(1) ﾐﾅﾐﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｷ q
1160 別所　樹(1) ﾍﾞｯｼｮ ﾀﾂｷ 1726 服部　大輔(1) ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ
1167 小川　碧斗(1) ｵｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 1728 高士　将来(1) ﾀｶｼ ｼｮｰ

7 松阪高 1309 森本　雄登(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾄ 4 いなべ総合高A 630 松岡　佳和(2) ﾏﾂｵｶ ｹｲﾄ
1305 地主　怜央(1) ｼﾞﾇｼ ﾚｵ q 623 近藤　巧望(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ q
1290 三宅　風徹(2) ﾐﾔｹ ｶｾﾞｱｷ 633 冨谷　勇太(2) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ
1294 中村　魁人(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 624 大倉　優斗(2) ｵｵｸﾗ ﾕｳﾄ

3 津東高B DNS 5 宇治山田高 709 出口　嵐丸(1) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾗﾝﾏﾙ
708 橋本　早右(1) ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ q
714 山﨑　理生(1) ﾔﾏｻｷ ﾘｵ
700 山本　幸輝(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

4 いなべ総合高B DNS 6 津東高A 1192 前田　大幸(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
1190 伊藤　奏都(2) ｲﾄｳ ｿｳﾄ q
1207 岩田　悠佑(1) ｲﾜﾀ ﾕｳｽｹ
1191 村田　侑斗(2) ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ

7 尾鷲高 DNS

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 4 三重高 1591 山本　健太郎(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 42.94
1593 長山　子龍(2) ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾘｭｳ
1585 杉本　慶士(3) ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｼ
1583 上山　竜輝(3) ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｷ

2 5 松阪高 1309 森本　雄登(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾄ 44.59
1305 地主　怜央(1) ｼﾞﾇｼ ﾚｵ
1290 三宅　風徹(2) ﾐﾔｹ ｶｾﾞｱｷ
1294 中村　魁人(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ

3 1 津西高 1156 前川　真誉(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 44.73
1152 羽後　壮馬(2) ﾊﾉﾁ ｿｳﾏ
1160 別所　樹(1) ﾍﾞｯｼｮ ﾀﾂｷ
1167 小川　碧斗(1) ｵｶﾞﾜ ﾘｸﾄ

4 8 いなべ総合高A 638 髙藻　颯太(1) ﾀｶﾓ ｿｳﾀ 46.02
623 近藤　巧望(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ
633 冨谷　勇太(2) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ
624 大倉　優斗(2) ｵｵｸﾗ ﾕｳﾄ

5 2 高田高 341 松野　隼士(2) ﾏﾂﾉ ﾊﾔﾄ 46.30
338 伴　優英(2) ﾊﾞﾝ ﾕｳｴｲ
1703 西村　隆之介(1) ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
1707 長谷川　寛人(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ

6 7 津東高A 1192 前田　大幸(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 46.31
1190 伊藤　奏都(2) ｲﾄｳ ｿｳﾄ
1207 岩田　悠佑(1) ｲﾜﾀ ﾕｳｽｹ
1191 村田　侑斗(2) ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ

7 6 久居農林高 1800 浅生　人愛(1) ｱｻｵ ﾋﾄｱ 49.33
1722 南林　龍騎(1) ﾐﾅﾐﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｷ
1726 服部　大輔(1) ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ
1728 高士　将来(1) ﾀｶｼ ｼｮｰ

3 宇治山田高 709 出口　嵐丸(1) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾗﾝﾏﾙ DQ,R3

708 橋本　早右(1) ﾊｼﾓﾄ ｿｳｽｹ
714 山﨑　理生(1) ﾔﾏｻｷ ﾘｵ
700 山本　幸輝(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R3: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3→4 q:記録による通過者


