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日本記録 (NR)           20.03     末續　慎吾 (ミズノ)                                         2003        
東海記録 (TR)           20.35     塚原　直貴 (長野・東海大)                                   2006        
大会記録 (GR)           20.63     渡辺　辰彦 (静岡・スズキ)                                   1999        

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

ﾊﾈ ｾｲﾔ 静岡 ｲｲﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 静岡
1 5 92 羽根　聖也 藤枝明誠高 21.82 Q 1 4 93 飯塚　翔太 藤枝明誠高 21.64 Q

ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ｽｽﾞｷ　ｺｳﾀﾛｳ 静岡
2 3 692 屋貝　博文 (2) 中京大中京高 22.07 2 5 62 鈴木香太郎 大阪体育大 21.93 q

ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜 ﾏﾂﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 静岡
3 6 286 土井　友裕 (2) 中津商高 22.22 3 2 1 松本　　卓 スズキ 21.97 q

ﾏﾂｳﾗ ﾅｵｷ 岐阜 ﾓﾘ ｼｮｳ 岐阜
4 4 288 松浦　直樹 (3) 吉城高 22.83 4 8 289 森　　　昇 (3) 長良高 22.48

ｷﾀｵｶ ﾖｼｱｷ 三重 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 岐阜
8 932 北岡　慶昭 ＩseＴＣ DNS 5 6 290 小幡　　亮 (3) 中津商高 22.62

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 愛知 ｲﾄｳ　ｶﾞｸ 長野
7 679 服部　辰也 中京大 DNS 6 3 423 伊藤　　岳 (4) 信州大 23.66

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 三重
2 727 田中　星次 トヨタ自動車 DNS 7 857 松本　一毅 (3) 宇治山田商高 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

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 愛知 ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知
1 8 736 鈴木　大介 (2) 名古屋大谷高 21.64 Q 1 3 667 嶋屋　昌芳 小島プレス 21.54 Q

ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重 ﾅｶﾂ ﾖｼﾏｻ 三重
2 7 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高 21.72 q 2 8 850 中津　好雅 (3) 宇治山田商高 21.62 q

ﾖｺﾔﾏ　ﾅｵﾀｶ 静岡 ﾓﾘﾐ ｻﾀﾞﾊﾙ 三重
3 6 71 横山　尚隆 日大三島高 22.38 3 5 940 森見　貞治 ＩseＴＣ 22.16

ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 岐阜 ｷﾔﾌﾞ　ﾅｵﾄ 静岡
4 2 285 水野　宣典 (3) 県岐阜商高 22.41 4 4 3 木薮　直人 静岡陸協 22.69

ｱｻｸﾗ　ﾀｸﾐ 長野 ﾀｶｾ　ｹｲ 静岡
5 4 455 朝倉　卓巳 (3) 松本蟻ヶ崎 22.87 6 61 高瀬　　慧 順天堂大 DNS

ｱﾝﾏ  ｼｮｳ 静岡 ﾄｽﾞｶ　ﾕｳｽｹ 静岡
6 3 135 安間　　奨 袋井高 23.09 7 63 戸塚　悠介 静岡産業大 DNS

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ 岐阜
5 751 吉田　達矢 日本大 DNS 2 232 山下　貴之 (2) 岐阜経済大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知

1 7 667 嶋屋　昌芳 小島プレス 21.88
ｲｲﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 静岡

2 6 93 飯塚　翔太 藤枝明誠高 21.98
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 愛知

3 5 736 鈴木　大介 (2) 名古屋大谷高 22.08
ﾅｶﾂ ﾖｼﾏｻ 三重

4 2 850 中津　好雅 (3) 宇治山田商高 22.19
ｽｽﾞｷ　ｺｳﾀﾛｳ 静岡

5 3 62 鈴木香太郎 大阪体育大 22.21
ﾊﾈ ｾｲﾔ 静岡

6 4 92 羽根　聖也 藤枝明誠高 22.26
ﾏﾂﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 静岡

7 9 1 松本　　卓 スズキ 22.44
ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重

8 8 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高 22.82

風:  -1.3

風:  +2.1 風:  +0.1

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.9 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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