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日本記録 (NR)           44.78     高野　　進 (東海大クラブ)                                   1991        
東海記録 (TR)           45.00     高野　　進 (静岡・東海大大学院)                             1986        
大会記録 (GR)           46.87     太田　和憲 (岐阜・東海大)                                   2003        
大会記録 (GR)           46.87     渡辺　孝光 (岐阜・西濃運輸)                                 2003        

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

ﾑｶｲ ﾕｷﾋﾛ 岐阜 ｵｵｶﾜ ﾋｶﾙ 愛知
1 6 357 向井裕紀弘 岐阜ES事業 48.01 Q 1 2 658 大川　　光 (2) 岐阜経済大 48.48 Q

ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知 ﾑﾗｶﾐ　ﾌﾐｱｷ 静岡
2 4 667 嶋屋　昌芳 小島プレス 48.21 q 2 6 23 村上　史明 新日本ﾎｲｰﾙ 48.80 q

ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳｼﾞ 静岡 ﾆﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 愛知
3 2 45 山本　裕慈 東洋大 48.82 q 3 4 710 丹羽将一朗 東洋大 48.95 q

ﾖｺﾔﾏ　ﾅｵﾀｶ 静岡 ﾅｶﾔ ｱﾂｵ 三重
4 3 71 横山　尚隆 日大三島高 50.22 4 3 893 中屋　敦夫 (1) 中京大 49.31

ｺｲｹ ﾕｳﾔ 岐阜 ﾃﾗｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 三重
5 5 292 小池　裕也 (2) 益田清風高 50.79 5 5 826 寺下　貴大 (3) 津東高 50.90

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 三重 ｷﾀｵｶ ﾄﾓﾉﾘ 三重
6 7 810 小林　良輔 (3) 四日市工高 51.34 7 931 北岡　智識 ＩseＴＣ DNS

ｱｽﾞﾏ ﾃﾂﾋｻ 愛知
8 606 東　　哲久 (4) 愛知学院大 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

ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾋﾛ 愛知 ﾋｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 岐阜
1 5 767 勝俣　章博 法政大 49.35 Q 1 7 233 菱田　直弥 (2) 京都産業大 48.76 Q

ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾑ 岐阜 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ　ｱﾂｼ 長野
2 6 291 古川　拓夢 (2) 武義高 50.68 2 6 411 小金沢　篤 (3) 小諸高 49.83

ﾂﾀﾞ ﾊﾙﾁｶ 三重 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 岐阜
3 7 953 津田　晴慶 米鈴ＡＣ 51.39 3 2 290 小幡　　亮 (3) 中津商高 50.34

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 三重 ｷﾀｵｶ ﾖｼｱｷ 三重
4 925 山本　敦史 (4) 関西学院大 DNS 4 932 北岡　慶昭 ＩseＴＣ DNS

ﾏｽｵｶ ﾋﾛｱｷ 愛知 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ 三重
2 709 増岡　広昭 東洋大 DNS 5 970 河西　　章 (2) 関西外大 DNS

ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜 ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知
3 203 中田　和寿 岐阜ｱｽﾘｰﾄ DNS 3 726 原　　伸次 トヨタ自動車 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑｶｲ ﾕｷﾋﾛ 岐阜

1 4 357 向井裕紀弘 岐阜ES事業 48.04
ｼﾏﾔ ﾏｻﾖｼ 愛知

2 9 667 嶋屋　昌芳 小島プレス 48.36
ｵｵｶﾜ ﾋｶﾙ 愛知

3 6 658 大川　　光 (2) 岐阜経済大 48.77
ﾑﾗｶﾐ　ﾌﾐｱｷ 静岡

4 2 23 村上　史明 新日本ﾎｲｰﾙ 49.17
ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳｼﾞ 静岡

5 3 45 山本　裕慈 東洋大 49.35
ﾋｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 岐阜

6 7 233 菱田　直弥 (2) 京都産業大 49.78
ﾆﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 愛知

7 8 710 丹羽将一朗 東洋大 49.80
ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾋﾛ 愛知

5 767 勝俣　章博 法政大 DNS

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司
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