
男子　１１０ｍＨ(1.067m)

日本記録 (NR)           13.39     谷川　　聡 (ミズノ)                                         2004        
東海記録 (TR)           13.43     内藤　真人 (愛知・ミズノ)                                   2007        
大会記録 (GR)           13.94     吉岡　康典 (愛知・さかえｸﾘﾆｯｸTC)                            2005        

予選  4組1着+4

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

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重 ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜
1 9 886 山本　健太 (1) 日本体育大 15.16 Q 1 6 300 和戸　達哉 (2) 中津商高 14.99 Q

ｱﾏﾉ　ﾕｳﾀ 静岡 ﾌｼﾞｼﾛ ﾕﾀｶ 愛知
2 4 94 天野　裕太 藤枝明誠高 15.30 q 2 8 604 藤城　　豊 愛知ｱｽﾘｰﾄ 15.19 q

ｶﾉｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知 ｱﾗﾀﾆ ﾅｵｷ 岐阜
3 7 691 加納浩一郎 (3) 中京大中京高 15.34 3 5 239 荒谷　直輝 (2) 岐阜経済大 15.61

ｱｲｽﾞ　ｼｭｳﾏ 長野 ﾀﾏｴ ﾕｳﾄ 三重
4 3 445 会津　秀馬 (2) 長野吉田高 15.89 4 2 861 田前　佑斗 (1) 皇學館高 15.64

ﾏｽｻﾞﾜ　ﾂｸﾞﾅﾘ 長野 ﾋﾗﾓﾄ ｱｽｶ 三重
5 2 408 増澤　資盛 (3) 岡谷工高 17.32 7 964 平本　飛鳥 (1) 岐阜経済大 DNS

ﾈﾓﾄ　ﾕｳｷ 静岡 ﾀﾅｶ　ｷﾖﾀｶ 静岡
6 26 根本　祐樹 LoversT,C DNS 3 6 田中　清貴 静岡陸協 DNS

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｹｼ 長野 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾋﾛ 岐阜
8 413 山口　竹志 (3) 小諸高 DNS 4 238 中島　章宏 (1) 中京大 DNS

ｺﾔﾌﾞ ﾋﾛｼ 岐阜
5 237 小藪　博史 (2) 岐阜大 DNS

3組 4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

ｱｲｶﾜ　ﾓﾄﾔｽ 静岡 ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知
1 2 24 相川　宗靖 清水ＡＣ 15.20 Q 1 8 669 久田　尚弥 さかえｸﾘﾆｯｸ 14.42 Q

ｱｶﾊﾞﾈ　ｼｮｳﾀ 静岡 ﾊﾀﾉ ﾘｮｳﾍｲ 愛知
2 6 66 赤羽　祥太 浜松医科大 15.56 2 4 716 波多野良平 (2) 豊川高 15.03 q

ﾊｲﾊﾞ　ｷﾞﾝﾍﾟｲ 静岡 ﾀｹﾅｶ ﾜﾀﾙ 三重
3 3 73 榛葉　銀平 日大三島高 15.80 3 2 806 竹中　　航 (3) 四日市高 15.04 q

ｸﾛｻﾜ　ﾘｮｳｽｹ 長野 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾔ 三重
4 5 401 黒澤　亮介 ＳＴＡＳ 17.18 4 5 849 永井　伸哉 (2) 宇治山田商高 15.67

ｺｳｻｶ　ﾖｼｵ 長野 ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 三重
5 7 458 高坂　宣雄 (2) 松本県ヶ丘 17.35 5 6 822 市川　恵亮 (3) 稲生高 16.36

ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞ 三重 ﾎｳﾗｲ ｼﾝｺﾞ 岐阜
8 802 岩田　賢治 (3) 四日市高 DNS 7 240 宝来　慎吾 (3) 岐阜経済大 DNF

ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾆｼ ｱﾂｼ 愛知
4 676 小久保翔太 (1) 成章高 DNS 3 619 西　　淳史 愛知教育大 DNS

ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 長野
9 446 早川　恭平 (1) 長野吉田高 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知

1 7 669 久田　尚弥 さかえｸﾘﾆｯｸ 14.27
ﾀｹﾅｶ ﾜﾀﾙ 三重

2 3 806 竹中　　航 (3) 四日市高 14.77
ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜

3 4 300 和戸　達哉 (2) 中津商高 14.78
ｱｲｶﾜ　ﾓﾄﾔｽ 静岡

4 5 24 相川　宗靖 清水ＡＣ 14.79
ﾊﾀﾉ ﾘｮｳﾍｲ 愛知

5 8 716 波多野良平 (2) 豊川高 14.83
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重

6 6 886 山本　健太 (1) 日本体育大 14.98
ﾌｼﾞｼﾛ ﾕﾀｶ 愛知

7 2 604 藤城　　豊 愛知ｱｽﾘｰﾄ 15.01
ｱﾏﾉ　ﾕｳﾀ 静岡

8 9 94 天野　裕太 藤枝明誠高 15.19

風:  0.0

風:  -0.7 風:  -1.0

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  -0.4 風:  -1.1

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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