
男子　４×１００ｍＲ

日本記録 (NR)           38.03     日本 (塚原・末績・高平・朝原)                               2007        
東海記録 (TR)           39.66     三重 (岡部・渡辺・水谷・大野)                               1997        
大会記録 (GR)           40.15     三重・日本体育大 (上田・田島・釜谷・樋口)                   2002        

予選  4組1着+4

1組
1着 3ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
中京大中京高 42.04 岐阜経済大-A 42.71 県岐阜商高 43.08
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

ﾅﾙｾ ｼﾝﾔ 愛知 ﾏｴﾃﾞ ﾀｸﾔ 三重 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｽｸﾞﾙ 岐阜
1 696 成瀬　慎也 (1) 中京大中京高 1 965 前出　卓也 (2) 岐阜経済大 1 340 勅使河原卓 (2) 県岐阜商高

ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ 三重 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜
2 692 屋貝　博文 (2) 中京大中京高 2 956 木本　祥仁 (1) 岐阜経済大 2 339 鈴木　大介 (2) 県岐阜商高

ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 愛知 ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾍｲ 三重 ﾋｺﾞ ﾀｶｷ 岐阜
3 701 山崎　翔太 (1) 中京大中京高 3 966 松本　和平 (2) 岐阜経済大 3 338 肥後　岳樹 (2) 県岐阜商高

ﾐﾜ ﾏｻﾕｷ 愛知 ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾄ 三重 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 岐阜
4 699 三輪　将之 (1) 中京大中京高 4 962 橋本　訓人 (1) 岐阜経済大 4 285 水野　宣典 (3) 県岐阜商高

4着 6ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
岡崎城西高 43.45 三重大 43.95 長良高 44.03
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

ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 愛知 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 三重 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 岐阜
1 651 藤田　敏幸 (1) 岡崎城西高 1 914 宮本　真輝 (2) 三重大 1 223 杉山　宏輔 (3) 長良高

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 愛知 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ 三重 ﾓﾘ ｼｮｳ 岐阜
2 650 中村　建仁 (2) 岡崎城西高 2 908 加藤　倫英 (4) 三重大 2 224 森　　　昇 (3) 長良高

ｾｷ ﾕｳｽｹ 愛知 ｳﾗｶﾜ ﾖﾘﾋｻ 三重 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜
3 649 関　　雄介 (1) 岡崎城西高 3 904 浦川　依久 (2) 三重大 3 228 森　　一浩 (3) 長良高

ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 愛知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ 三重 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｶﾖｼ 岐阜
4 648 鈴木　康仁 (2) 岡崎城西高 4 909 近藤　智之 (4) 三重大 4 225 奉城　考克 (3) 長良高

7着 5ﾚｰﾝ
松本県ヶ丘 44.64
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾊﾙｷ 長野
1 460 柳沢　春樹 (2) 松本県ヶ丘

ﾀｶｷﾞ　ﾕｳｷ 長野
2 459 高木　佑希 (2) 松本県ヶ丘

ｲｲﾇﾏ　ﾋﾛﾕｷ 長野
3 456 飯沼　寛之 (2) 松本県ヶ丘

ｺｳｻｶ　ﾖｼｵ 長野
4 458 高坂　宣雄 (2) 松本県ヶ丘

2組
1着 7ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ q
ＩseＴＣ 41.36 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 41.61 中京大 41.77
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 ﾐﾂﾉﾌﾞ 三重 ﾄｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 岐阜 ｺｶﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知
1 936 林　　光信 ＩseＴＣ 1 220 戸川　健司 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 1 683 古賀　裕志 (2) 中京大

ﾓﾘﾐ ｻﾀﾞﾊﾙ 三重 ｽｽﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 岐阜 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 愛知
2 940 森見　貞治 ＩseＴＣ 2 221 鈴村　卓哉 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 2 687 山田　昌邦 (2) 中京大

ｶﾏﾀﾆ ﾀｶｼ 三重 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 愛知
3 930 釜谷　剛史 ＩseＴＣ 3 203 中田　和寿 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 3 686 森　　勇人 中京大

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三重 ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 岐阜 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 愛知
4 939 村田　智広 ＩseＴＣ 4 202 太田　三暁 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 4 685 鈴木　悠基 中京大

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 4ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 42.10 岐阜大 44.03 岐阜経済大-B DSQ,*R3
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

ﾀﾞｲｸ ﾀﾂﾔ 愛知 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 岐阜 ﾊﾗﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 三重
1 729 大工　達也 トヨタ自動車 1 272 柴田　雅俊 (2) 岐阜大 1 963 原林　　零 (1) 岐阜経済大

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾙ 岐阜 ﾋﾗﾓﾄ ｱｽｶ 三重
2 727 田中　星次 トヨタ自動車 2 275 鈴木　　達 (1) 岐阜大 2 964 平本　飛鳥 (1) 岐阜経済大

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ 岐阜 ﾃﾝﾊﾟｸ ﾕｳﾔ 三重
3 730 中村　洋文 トヨタ自動車 3 271 宮﨑　　豊 (1) 岐阜大 3 959 天白　雄也 (2) 岐阜経済大

ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 岐阜 ﾂｶﾊﾗ ﾔｽﾄﾓ 三重
4 724 原　　勇太 トヨタ自動車 4 274 市川　裕之 (M1) 岐阜大 4 958 塚原　康友 (2) 岐阜経済大

DNS 8ﾚｰﾝ
岐阜経済大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

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

凡例    DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  DNS：欠　　　場  DNF：途中棄権 2007/9/9 7:55
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日本記録 (NR)           38.03     日本 (塚原・末績・高平・朝原)                               2007        
東海記録 (TR)           39.66     三重 (岡部・渡辺・水谷・大野)                               1997        
大会記録 (GR)           40.15     三重・日本体育大 (上田・田島・釜谷・樋口)                   2002        

予選  4組1着+4

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 4ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ
愛知学院大 41.51 名古屋高 41.91 中津商高 42.32
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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ 愛知 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾀｶ 愛知 ﾊﾀﾉ ｼｹﾞﾕｷ 岐阜
1 618 山口　峰昌 (3) 愛知学院大 1 746 村田　成隆 (3) 名古屋高 1 287 波多野慈之 (3) 中津商高

ｶﾈｺ ﾀｸﾔ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 愛知 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 岐阜
2 613 金子　卓哉 (4) 愛知学院大 2 741 市川　真央 (3) 名古屋高 2 290 小幡　　亮 (3) 中津商高

ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛知 ﾏﾂｽｴ ﾜﾀﾙ 愛知 ﾜﾄﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜
3 610 伊藤　健志 (3) 愛知学院大 3 744 松末　　渉 (3) 名古屋高 3 300 和戸　達哉 (2) 中津商高

ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知 ﾋﾗﾓﾄ ﾀｸﾔ 愛知 ﾄﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜
4 612 岡田　健太 (3) 愛知学院大 4 743 平本　拓也 (2) 名古屋高 4 286 土井　友裕 (2) 中津商高

4着 7ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
宇治山田商高-B 42.73 イサシTC 42.96 静岡大 43.42
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 ﾀｷｸﾞﾁ　ﾄｼｶｽﾞ 静岡 ﾌﾙｶﾜ　ﾀﾂﾛｳ 静岡
1 854 林　　風汰 (1) 宇治山田商高 1 21 瀧口　俊一 イサシＴＣ 1 34 古川　達郎 静岡大

ｸｽｶﾜ ﾖｼｵ 三重 ｴﾉﾓﾄ　ﾖｼﾀｶ 静岡 ﾈｷﾞｼ　ﾀﾞｲｽｹ 静岡
2 846 楠川　祥生 (1) 宇治山田商高 2 19 榎本　好孝 イサシＴＣ 2 32 根岸　大輔 静岡大

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 三重 ﾌｼﾞﾓﾘ　ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡 ｷﾀﾊﾗ　ﾀｶｼ 静岡
3 858 柳原　一也 (2) 宇治山田商高 3 17 富士盛伸重 イサシＴＣ 3 36 北原　　崇 静岡大

ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 三重 ｲｻｼ　ﾀﾞｲｽｹ 静岡 ｱｲｶﾜ　ﾏｻﾄ 静岡
4 855 日置　雄斗 (1) 宇治山田商高 4 18 井指　大介 イサシＴＣ 4 33 相川　政人 静岡大

7着 5ﾚｰﾝ 8着 9ﾚｰﾝ
愛知学院大 44.17 松本大 45.72
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

ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 岐阜 ｲﾄｳ　ﾏｻｷ 長野
1 278 武田　康平 (1) 愛知学院大 1 461 伊藤　将希 (1) 松本大

ﾐﾔﾀ ﾕﾀｶ 岐阜 ﾏﾙﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野
2 243 宮田　　豊 (4) 愛知学院大 2 469 丸山　純一 (2) 松本大

ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 岐阜 ﾋﾗｻﾜ　ﾕｳｽｹ 長野
3 277 加藤　慶大 (1) 愛知学院大 3 467 平澤　優介 (1) 松本大

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 岐阜 ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾀｸﾔ 長野
4 276 野村　一貴 (1) 愛知学院大 4 468 松澤　卓哉 (1) 松本大

4組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 3ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
さかえｸﾘﾆｯｸTC 41.96 藤枝明誠高 42.29 清翔高 43.13
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

ｼﾏｶﾜ ﾌｸﾀﾛｳ 愛知 ｶﾄｳ　ﾏｻﾔ 静岡 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 岐阜
1 670 嶋川福太郎 さかえｸﾘﾆｯｸTC 1 95 加藤　雅也 藤枝明誠高 1 334 大塚　高史 (1) 清翔高

ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ｱﾏﾉ　ﾕｳﾀ 静岡 ｵﾊﾗ ｱﾘﾁｶ 岐阜
2 669 久田　尚弥 さかえｸﾘﾆｯｸTC 2 94 天野　裕太 藤枝明誠高 2 331 小原　光力 (2) 清翔高

ｱｻｵｶ ﾏｻﾕｷ 愛知 ｳﾙﾁﾀﾞ　ﾀﾂﾉｽｹ 静岡 ｾｺ ｹｲｺﾞ 岐阜
3 672 浅岡　聖志 さかえｸﾘﾆｯｸTC 3 96 粳田竜之助 藤枝明誠高 3 332 瀨古　圭吾 (2) 清翔高

ｵﾊﾞﾗ  ﾋｻｼ 愛知 ｲｲﾂﾞｶ　ｼｮｳﾀ 静岡 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳ 岐阜
4 673 小原　　尚 さかえｸﾘﾆｯｸTC 4 93 飯塚　翔太 藤枝明誠高 4 333 足立　　翔 (1) 清翔高

4着 2ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
日本体育大 43.41 日本体育大 43.76 宇治山田商高-A DNF
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

ｻﾉ　ﾘｭｳｽｹ 静岡 ｶﾜｺﾞｼ ﾘｮｳﾀ 三重 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 三重
1 49 佐野　龍翼 日本体育大 1 882 河越　亮太 (1) 日本体育大 1 852 長谷川　悠 (2) 宇治山田商高

ｵｵｲｼ　ﾀｶｼ 静岡 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 三重 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 三重
2 48 大石　貴士 日本体育大 2 886 山本　健太 (1) 日本体育大 2 848 中井　一磨 (2) 宇治山田商高

ﾏｽﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ 静岡 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾕｷ 三重 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 三重
3 51 増田　将太 日本体育大 3 885 柳　　政幸 (3) 日本体育大 3 857 松本　一毅 (3) 宇治山田商高

ﾄﾞｳﾁ　ﾃｯﾍﾟｲ 静岡 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 三重 ﾅｶﾂ ﾖｼﾏｻ 三重
4 50 堂地　鉄平 日本体育大 4 884 藤本　拓也 (4) 日本体育大 4 850 中津　好雅 (3) 宇治山田商高

DNS 4ﾚｰﾝ DNS 8ﾚｰﾝ
ひでそんズ DNS 信州大AC 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

凡例    DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  DNS：欠　　　場  DNF：途中棄権 2007/9/9 7:55
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予選  4組1着+4

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)
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決勝

1着 6ﾚｰﾝ 2着 3ﾚｰﾝ 3着 2ﾚｰﾝ
愛知学院大 41.54 中京大 41.83 岐阜ｱｽﾘｰﾄ 42.11
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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ 愛知 ｺｶﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知 ﾄｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 岐阜
1 618 山口　峰昌 (3) 愛知学院大 1 683 古賀　裕志 (2) 中京大 1 220 戸川　健司 岐阜ｱｽﾘｰﾄ

ｶﾈｺ ﾀｸﾔ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 愛知 ｽｽﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 岐阜
2 613 金子　卓哉 (4) 愛知学院大 2 687 山田　昌邦 (2) 中京大 2 221 鈴村　卓哉 岐阜ｱｽﾘｰﾄ

ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛知 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 愛知 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜
3 610 伊藤　健志 (3) 愛知学院大 3 686 森　　勇人 中京大 3 203 中田　和寿 岐阜ｱｽﾘｰﾄ

ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 愛知 ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 岐阜
4 612 岡田　健太 (3) 愛知学院大 4 685 鈴木　悠基 中京大 4 202 太田　三暁 岐阜ｱｽﾘｰﾄ

4着 7ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
中京大中京高 42.28 さかえｸﾘﾆｯｸTC 43.16 ＩseＴＣ DSQ,*R1
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

ﾅﾙｾ ｼﾝﾔ 愛知 ｵﾊﾞﾗ  ﾋｻｼ 愛知 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾉﾌﾞ 三重
1 696 成瀬　慎也 (1) 中京大中京高 1 673 小原　　尚 さかえｸﾘﾆｯｸTC 1 936 林　　光信 ＩseＴＣ

ﾔｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ﾓﾘﾐ ｻﾀﾞﾊﾙ 三重
2 692 屋貝　博文 (2) 中京大中京高 2 669 久田　尚弥 さかえｸﾘﾆｯｸTC 2 940 森見　貞治 ＩseＴＣ

ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 愛知 ｱｻｵｶ ﾏｻﾕｷ 愛知 ｶﾏﾀﾆ ﾀｶｼ 三重
3 701 山崎　翔太 (1) 中京大中京高 3 672 浅岡　聖志 さかえｸﾘﾆｯｸTC 3 930 釜谷　剛史 ＩseＴＣ

ﾐﾜ ﾏｻﾕｷ 愛知 ｼﾏｶﾜ ﾌｸﾀﾛｳ 愛知 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 三重
4 699 三輪　将之 (1) 中京大中京高 4 670 嶋川福太郎 さかえｸﾘﾆｯｸTC 4 939 村田　智広 ＩseＴＣ

8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
トヨタ自動車 DSQ,*R1 名古屋高 DSQ,*R3
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

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾀｶ 愛知
1 730 中村　洋文 トヨタ自動車 1 746 村田　成隆 (3) 名古屋高

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知 ｲﾁｶﾜ ﾏｵ 愛知
2 727 田中　星次 トヨタ自動車 2 741 市川　真央 (3) 名古屋高

ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知 ﾏﾂｽｴ ﾜﾀﾙ 愛知
3 726 原　　伸次 トヨタ自動車 3 744 松末　　渉 (3) 名古屋高

ﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ﾐｳﾗ ﾄﾖﾅﾘ 愛知
4 724 原　　勇太 トヨタ自動車 4 745 三浦　豊成 (1) 名古屋高

凡例    DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４  DNS：欠　　　場  DNF：途中棄権 2007/9/9 7:55


