
男子　１００ｍ

日本記録 (NR)           10.00     伊東　浩司 (富士通)                                         1998        
東海記録 (TR)           10.13     田島　宣弘 (三重・日本体育大)                               2002        
大会記録 (GR)           10.39     鈴木　　亮 (静岡・明治大)                                   1998        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 岐阜
1 2 727 田中　星次 トヨタ自動車 10.86 Q 1 2 231 伊藤　禎浩 (2) 岐阜大 10.95 Q

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三重 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重
2 7 939 村田　智広 ＩseＴＣ 11.09 Q 2 5 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高 11.05 Q

ﾊﾈ ｾｲﾔ 静岡 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 岐阜
3 8 92 羽根　聖也 藤枝明誠高 11.13 3 3 230 下條　裕紀 (2) 名城大 11.12 q

ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 岐阜 ﾊﾀﾉ ｼｹﾞﾕｷ 岐阜
4 9 285 水野　宣典 (3) 県岐阜商高 11.36 4 7 287 波多野慈之 (3) 中津商高 11.21

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 長野 ｱﾏﾉ　ﾋﾃﾞﾔ 静岡
5 6 459 高木　佑希 (2) 松本県ヶ丘 11.58 5 6 53 天野　秀哉 筑波大 11.23

ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 三重 ﾀﾃﾏﾂ ﾀﾃﾋﾛ 愛知
4 883 福島　裕之 (1) 日本体育大 DNS 6 8 668 立松  健宏 さかえｸﾘﾆｯｸ 14.69

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 愛知 ｶﾏﾀﾆ ﾀｶｼ 三重
5 679 服部　辰也 中京大 DNS 4 930 釜谷　剛史 ＩseＴＣ DNS

ﾏﾂｵｶ ｱﾂﾔ 岐阜
3 201 松岡　篤哉 T.S.A. DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾔﾏ　ﾘｮｳ 静岡
1 5 31 小山　　良 静岡大 10.87 Q

ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜
2 4 286 土井　友裕 (2) 中津商高 11.05 Q

ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 岐阜
3 3 202 太田　三暁 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 11.12 q

ﾅｶﾂ ﾖｼﾏｻ 三重
4 8 850 中津　好雅 (3) 宇治山田商高 11.29

ｱｷﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知
2 707 秋田　雅俊 同志社大 DNS

ｲﾏﾑﾗ　ｹﾝｲﾁ 静岡
6 47 今村　憲一 日本体育大 DNS

ﾔﾏｻﾞｷ　ﾄﾓﾔ 静岡
7 57 山崎　朋哉 国際武道大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知

1 6 727 田中　星次 トヨタ自動車 11.03
ｺﾔﾏ　ﾘｮｳ 静岡

2 7 31 小山　　良 静岡大 11.25
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 岐阜

3 9 230 下條　裕紀 (2) 名城大 11.27
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三重

4 3 939 村田　智広 ＩseＴＣ 11.29
ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜

5 2 286 土井　友裕 (2) 中津商高 11.31
ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 岐阜

6 4 231 伊藤　禎浩 (2) 岐阜大 11.35
ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重

7 5 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高 11.39
ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 岐阜

8 8 202 太田　三暁 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 11.56

風:  -1.4

風:  +0.3

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -2.3 風:  0.0

第50回東海陸上競技選手権大会兼第92回日本陸上競技選手権大会予選会(07501600)
第24回東海小学生リレー競走大会(07501609)

主催：東海陸上競技協会・中日新聞社
後援：三重県・三重県教育委員会・伊勢市・伊勢市教育委員会
主管：三重陸上競技協会
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