
男子　４×４００ｍＲ

日本記録 (NR)           3.00.76   日本 (苅部・伊東・小坂田・大森)                             1996        
東海記録 (TR)           3.07.03   岐阜・西濃運輸 (松宮・渡辺・谷田・向井)                     2003        
大会記録 (GR)           3.12.56   岐阜・岐阜大Ａ (山田・村瀬・都竹・中垣)                     1997        

予選  5組1着+3

1組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 8ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 3.20.96 名古屋高 3.22.76 大垣商高 3.29.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｳ ﾄﾓ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ﾑﾆ 愛知 ﾆｼﾜｷ ｷﾐﾀｶ 岐阜
1 728 伊藤　　智 トヨタ自動車 1 738 水野　無二 (3) 名古屋高 1 351 西脇　公孝 (3) 大垣商高

ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 愛知 ｺﾞﾄｳ ｷｽﾞｸ 岐阜
2 724 原　　勇太 トヨタ自動車 2 741 市川　真央 (3) 名古屋高 2 353 後藤　　築 (2) 大垣商高

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾏﾂｽｴ ﾜﾀﾙ 愛知 ｷﾀｽﾞﾐ ｵｻﾑ 岐阜
3 730 中村　洋文 トヨタ自動車 3 744 松末　　渉 (3) 名古屋高 3 354 北角　　治 (2) 大垣商高

ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾀｶ 愛知 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖﾉﾘ 岐阜
4 726 原　　伸次 トヨタ自動車 4 746 村田　成隆 (3) 名古屋高 4 352 遠藤　聖尭 (2) 大垣商高

4着 5ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
三重大 3.29.18 四日市工高 3.32.74 松本大 3.34.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 三重 ｲﾄｳ ﾀｸｲﾁﾛｳ 三重 ﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野
1 914 宮本　真輝 (2) 三重大 1 808 伊藤拓一郎 (1) 四日市工高 1 469 丸山　純一 (2) 松本大

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 三重 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 三重 ﾀｶﾀﾞ　ﾀﾞｲｷ 長野
2 910 鈴木　　遼 (1) 三重大 2 812 出口　友也 (2) 四日市工高 2 464 高田　大輝 (1) 松本大

ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ 三重 ｲﾜｵ ﾏｻﾕｷ 三重 ｲﾄｳ　ﾏｻｷ 長野
3 908 加藤　倫英 (4) 三重大 3 809 岩尾　昴幸 (2) 四日市工高 3 461 伊藤　将希 (1) 松本大

ﾏｷﾀ ｶｽﾞﾔ 三重 ｼﾏﾉ ｹｲ 三重 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳｷ 長野
4 913 蒔田　和弥 (1) 三重大 4 811 嶋野　　圭 (1) 四日市工高 4 466 中村　祐紀 (4) 松本大

DNS 6ﾚｰﾝ
中京大中京高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2組
1着 4ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
愛知大 3.24.23 岐阜経済大 3.24.39 鈴鹿高専 3.26.89
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾁｭｳﾏ ｷｮｳﾍｲ 愛知 ｲﾁﾊﾞﾔ ｼﾞｭﾝ 岐阜 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｼ 三重
1 631 中馬　恭平 愛知大 1 282 市場谷　潤 (1) 岐阜経済大 1 868 岡田　和士 (3) 鈴鹿高専

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 愛知 ｼｵﾐﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岐阜 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 三重
2 629 川端　卓也 愛知大 2 281 塩満純一朗 (2) 岐阜経済大 2 873 森元　裕司 (4) 鈴鹿高専

ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ 愛知 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾉﾌﾞﾄ 岐阜 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 三重
3 630 斉藤　真志 愛知大 3 279 宇都宮信人 (3) 岐阜経済大 3 871 馬場　雄太 (5) 鈴鹿高専

ﾖｺｲ ﾕｳﾔ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 岐阜 ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 三重
4 632 横井　佑哉 (2) 愛知大 4 280 吉田　雅人 (2) 岐阜経済大 4 872 細井　翔太 (4) 鈴鹿高専

4着 2ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
伊勢工高 3.27.01 日大三島高 3.30.23 沼津工高 3.35.27
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾑﾗ ﾕﾀｶ 三重 ﾏｷﾉ　ｺｳﾀ 静岡 ｲﾄｳ　ﾀｶｱｷ 静岡
1 836 井村　　豊 (2) 伊勢工高 1 76 牧野　光汰 日大三島高 1 88 伊藤　貴明 沼津工高

ﾅｶﾞﾉ ﾖｳﾍｲ 三重 ｳｴﾏﾂ　ﾋｻﾔ 静岡 ｶﾄｳ　ﾀｸﾔ 静岡
2 841 永野　洋平 (2) 伊勢工高 2 77 植松　久弥 日大三島高 2 86 加藤　卓也 沼津工高

ｵｶﾉ ﾏｻｼ 三重 ｲﾜｷ　ﾀﾞｲﾁ 静岡 ﾆｼﾑﾗ　ﾅｵﾔ 静岡
3 838 岡野　将司 (2) 伊勢工高 3 75 岩城　大地 日大三島高 3 91 西村　尚也 沼津工高

ｵｸﾉ ｼｮｳﾍｲ 三重 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｸﾏ 静岡 ﾊｷﾞﾜﾗ　ﾀｹｼ 静岡
4 839 奥野　翔平 (2) 伊勢工高 4 74 渡邉　拓馬 日大三島高 4 89 萩原　　健 沼津工高

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

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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予選  5組1着+3

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

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

3組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 7ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
愛知学院大 3.17.49 浜松商高 3.23.62 県岐阜商高 3.24.16
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ 愛知 ﾊｷﾞﾏ　ｼｭｳｻｸ 静岡 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜
1 614 北岡　正寛 (3) 愛知学院大 1 123 萩間　秀作 浜松商高 1 339 鈴木　大介 (2) 県岐阜商高

ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ 静岡 ﾋｺﾞ ﾀｶｷ 岐阜
2 615 日下部智久 愛知学院大 2 122 山本　博紀 浜松商高 2 338 肥後　岳樹 (2) 県岐阜商高

ｽｽﾞﾑﾗ ﾅｵﾔ 愛知 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾐﾁｱｷ 静岡 ｻｶｲﾀﾞ ｲﾀﾙ 岐阜
3 616 鈴村　直也 愛知学院大 3 125 谷口　道明 浜松商高 3 343 坂井田　到 (1) 県岐阜商高

ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 愛知 ｶﾜｲ　ﾄｼｷ 静岡 ﾋﾋﾞﾉ ｼｮｳﾀ 岐阜
4 617 田口　　明 (1) 愛知学院大 4 124 河合　利紀 浜松商高 4 342 日比野彰太 (3) 県岐阜商高

4着 8ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ DNS 4ﾚｰﾝ
宇治山田商高 3.24.62 長良高 3.27.53 海星高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 三重 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 岐阜
1 854 林　　風汰 (1) 宇治山田商高 1 223 杉山　宏輔 (3) 長良高

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 三重 ﾓﾘ ｼｮｳ 岐阜
2 858 柳原　一也 (2) 宇治山田商高 2 224 森　　　昇 (3) 長良高

ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 三重 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｶﾖｼ 岐阜
3 845 加藤　義之 (1) 宇治山田商高 3 225 奉城　考克 (3) 長良高

ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 三重 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜
4 855 日置　雄斗 (1) 宇治山田商高 4 228 森　　一浩 (3) 長良高

DNS 2ﾚｰﾝ
中津商高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ
中京大 3.18.91 静岡大 3.20.56 日本体育大 3.24.47
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 愛知 ｱｲｶﾜ　ﾏｻﾄ 静岡 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 三重
1 687 山田　昌邦 (2) 中京大 1 33 相川　政人 静岡大 1 884 藤本　拓也 (4) 日本体育大

ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 愛知 ﾅｷﾞﾞｼ　ﾀﾞｲｽｹ 静岡 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重
2 686 森　　勇人 中京大 2 32 根岸　大輔 静岡大 2 886 山本　健太 (1) 日本体育大

ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾜｸ　ｼｭﾍｲ 静岡 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾕｷ 三重
3 680 池田　達也 (2) 中京大 3 37 和久　周平 静岡大 3 885 柳　　政幸 (3) 日本体育大

ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ 愛知 ｺｳﾉ　ﾋﾄｼ 静岡 ｶﾀｵｶ ﾕｷﾉﾘ 三重
4 682 川崎　豪己 (2) 中京大 4 38 河野　　仁 静岡大 4 881 片岡由希教 (1) 日本体育大

4着 8ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ DNS 5ﾚｰﾝ
一宮西高 3.24.51 皇學館大 3.26.75 信州大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔｷﾞ ﾋﾛﾔｽ 愛知 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 三重
1 641 八木　博靖 (2) 一宮西高 1 902 福永　貴大 (2) 皇學館大

ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ｵｵｺｳﾁ ｺｳｽｹ 三重
2 639 鈴木　　翼 (2) 一宮西高 2 899 大河内孝輔 (1) 皇學館大

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾄｼｶｽﾞ 愛知 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 三重
3 637 大林　稔和 (2) 一宮西高 3 903 堀川　秀徳 (4) 皇學館大

ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾔ 愛知 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｷ 三重
4 640 平野　達也 (2) 一宮西高 4 897 池田　太樹 (2) 皇學館大

DNS 2ﾚｰﾝ
関商工高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
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予選  5組1着+3

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

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

5組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ
藤枝明誠高 3.21.97 岐阜大 3.23.16 岐阜経済大 3.23.28
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾉﾘﾂﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 静岡 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ 岐阜 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｻｸ 愛知
1 99 法月　秀平 藤枝明誠高 1 271 宮﨑　　豊 (1) 岐阜大 1 663 竹内　雄作 (2) 岐阜経済大

ｳﾙﾁﾀﾞ ﾀﾂﾉｽｹ 静岡 ﾖｼｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾏｻ 岐阜 ｵｵｶﾜ ﾋｶﾙ 愛知
2 96 粳田竜之助 藤枝明誠高 2 284 吉崎　靖昌 (4) 岐阜大 2 658 大川　　光 (2) 岐阜経済大

ﾊﾗｸﾞﾁ ｲｻﾐ 静岡 ｵｸﾀﾞ ﾕｳ 岐阜 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 愛知
3 100 原口　勲巳 藤枝明誠高 3 283 奥田　　悠 (2) 岐阜大 3 660 伊藤　航二 (3) 岐阜経済大

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 岐阜 ｻｸﾏ ｼｭﾝ 愛知
4 98 山田　康生 藤枝明誠高 4 273 竹内　健太 (2) 岐阜大 4 662 佐久間　瞬 (3) 岐阜経済大

4着 6ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
清翔高 3.25.74 東海大翔洋高 3.26.74 袋井高 3.34.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵﾊﾗ ｱﾘﾁｶ 岐阜 ﾓﾘ　ｺｳｷ 静岡 ｲﾔﾏ　ｺｳｼﾞ 静岡
1 331 小原　光力 (2) 清翔高 1 109 森　　香樹 東海大翔洋高 1 138 居山　浩士 袋井高

ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岐阜 ﾓﾁﾂﾞｷ　ｺｳﾖｳ 静岡 ﾅｶｵ　ﾏｻｼ 静岡
2 345 石田　俊介 (3) 清翔高 2 111 望月　宏洋 東海大翔洋高 2 136 中尾　将士 袋井高

ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 岐阜 ｵｵﾀ　ｱｷﾊﾙ 静岡 ｲﾅｶﾞｷ　ｼｮｳｺﾞ 静岡
3 333 足立　　翔 (1) 清翔高 3 110 太田　明治 東海大翔洋高 3 139 稲垣　昇吾 袋井高

ｶﾆ ｹﾝﾀ 岐阜 ﾅﾍﾞﾀ　ｺｳｷ 静岡 ﾎﾘｳﾁ　ﾋﾛｷ 静岡
4 330 可児　健太 (2) 清翔高 4 108 鍋田　光希 東海大翔洋高 4 140 堀内　裕輝 袋井高

決勝

1着 4ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
愛知学院大 3.16.61 トヨタ自動車 3.17.34 中京大 3.19.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 愛知
1 614 北岡　正寛 (3) 愛知学院大 1 730 中村　洋文 トヨタ自動車 1 687 山田　昌邦 (2) 中京大

ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 愛知 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛知
2 615 日下部智久 愛知学院大 2 724 原　　勇太 トヨタ自動車 2 680 池田　達也 (2) 中京大

ｽｽﾞﾑﾗ ﾅｵﾔ 愛知 ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 愛知
3 616 鈴村　直也 愛知学院大 3 726 原　　伸次 トヨタ自動車 3 686 森　　勇人 中京大

ｱｽﾞﾏ ﾃﾂﾋｻ 愛知 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ 愛知
4 606 東　　哲久 (4) 愛知学院大 4 727 田中　星次 トヨタ自動車 4 682 川崎　豪己 (2) 中京大

4着 7ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
藤枝明誠高 3.20.23 静岡大 3.21.70 愛知大 3.23.69
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾉﾘﾂﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 静岡 ｱｲｶﾜ　ﾏｻﾄ 静岡 ﾁｭｳﾏ ｷｮｳﾍｲ 愛知
1 99 法月　秀平 藤枝明誠高 1 33 相川　政人 静岡大 1 631 中馬　恭平 愛知大

ｲｲﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 静岡 ﾅｷﾞﾞｼ　ﾀﾞｲｽｹ 静岡 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 愛知
2 93 飯塚　翔太 藤枝明誠高 2 32 根岸　大輔 静岡大 2 629 川端　卓也 愛知大

ｳﾙﾁﾀﾞ ﾀﾂﾉｽｹ 静岡 ﾜｸ　ｼｭﾍｲ 静岡 ﾖｺｲ ﾕｳﾔ 愛知
3 96 粳田竜之助 藤枝明誠高 3 37 和久　周平 静岡大 3 632 横井　佑哉 (2) 愛知大

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 ｺｳﾉ　ﾋﾄｼ 静岡 ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ 愛知
4 98 山田　康生 藤枝明誠高 4 38 河野　　仁 静岡大 4 630 斉藤　真志 愛知大

7着 8ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
岐阜大 3.26.65 名古屋高 3.34.69
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ 岐阜 ﾐｽﾞﾉ ﾑﾆ 愛知
1 271 宮﨑　　豊 (1) 岐阜大 1 738 水野　無二 (3) 名古屋高

ﾖｼｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾏｻ 岐阜 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 愛知
2 284 吉崎　靖昌 (4) 岐阜大 2 741 市川　真央 (3) 名古屋高

ｵｸﾀﾞ ﾕｳ 岐阜 ﾏﾂｽｴ ﾜﾀﾙ 愛知
3 283 奥田　　悠 (2) 岐阜大 3 744 松末　　渉 (3) 名古屋高

ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 岐阜 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾀｶ 愛知
4 273 竹内　健太 (2) 岐阜大 4 746 村田　成隆 (3) 名古屋高

凡例    DNS：欠　　　場 2007/9/9 19:14


