
男子　８００ｍ

日本記録 (NR)           1.46.18   小野　友誠 (法政大)                                         1994        
東海記録 (TR)           1.46.18   小野　友誠 (静岡・法政大)                                   1994        
大会記録 (GR)           1.51.69   岩崎　万知 (愛知・中京大)                                   1997        

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

ｽｽﾞﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ 静岡
1 7 609 鈴村　俊介 愛知学院大 1.56.48 Q 1 5 122 山本　博紀 浜松商高 1.57.55 Q

ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 愛知 ｱﾜﾂﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知
2 4 664 樋口　　諒 慶應義塾大 1.56.78 q 2 6 601 粟津　良介 (3) 愛工大名電高1.58.33

ﾔﾏｵｶ　ﾀｸﾔ 三重 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜
3 2 875 山岡　卓弥 (3) 鳥羽商船 1.57.12 q 3 3 293 三浦健太郎 (3) 関商工高 2.05.51

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞｼｹﾞ 三重 ﾊﾗﾋﾛｷ 三重
4 5 829 水谷　和茂 (3) 久居高 1.57.46 2 878 原　　弘紀 (3) 筑波大 DNS

ﾂﾀﾞ ﾊﾙﾁｶ 三重 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 三重
5 8 953 津田　晴慶 米鈴ＡＣ 1.57.47 7 952 上野　秀和 米鈴ＡＣ DNS

ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ 愛知 ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ 愛知
6 9 756 杉浦　正和 (4) 浜松大 1.57.78 4 678 武田　　輝 (2) 中京大 DNS

ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 岐阜 ﾈﾊｼ　ﾀｹｼ 静岡
7 3 235 伊藤　友紀 (1) 岐阜経済大 1.59.04 8 84 根橋　　健 韮山高 DNS

ｽｷﾞﾔﾏ　ﾀｲﾁ 静岡
6 117 杉山　太一 浜松日体高 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

ｵｵｽｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 愛知
1 3 607 大須賀秀和 (3) 愛知学院大 1.56.92 Q 1 5 705 福澤  和久 ＴＴＲ 1.55.30 Q

ｻｲﾄｳ　ｺｳｽｹ 静岡 ｲﾁｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知
2 2 25 斎藤　皓亮 LoversT,C 1.57.03 q 2 3 635 市川宗一朗 (2) 岡崎高 1.55.39 q

ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 岐阜 ｶﾜﾊﾗ　ｶｽﾞﾏｻ 三重
3 6 204 小森　大輝 (1) 岐阜高専 1.58.38 3 8 874 河原　一正 (5) 鳥羽商船 1.57.19

ﾆｼﾏｷ ﾋｻﾉﾘ 長野 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ 三重
4 4 444 西牧　久典 (2) 長野吉田高 2.01.56 4 7 922 北田　友治 (4) 大阪国際大 1.57.75

ﾀｸﾞﾁ　ﾕｳｷ 静岡 ｺﾞｳ ｼﾝﾔ 岐阜
5 7 118 田口　祐貴 浜北西高 2.03.27 5 2 294 郷　　真也 (3) 岐南工高 2.00.18

ﾏｷﾉ　ｹｲｽｹ 静岡 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 三重
5 116 牧野　圭祐 浜松日体高 DNS 6 6 971 前田　尚吾 (3) 摂南大 2.03.17

ｶﾜｾ ﾅｵｼﾞ 岐阜 ﾂｶﾀﾞ　ﾕｳﾔ 長野
9 205 川瀬　真司 恵那体連 DNS 4 410 塚田　裕也 (4) 国際武道大 DNS

ﾓﾘｶﾜ ﾏｻｼ 岐阜
8 234 森川　雅士 (1) 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
ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 愛知

1 4 705 福澤  和久 ＴＴＲ 1.55.32
ｵｵｽｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知

2 5 607 大須賀秀和 (3) 愛知学院大 1.56.23
ｲﾁｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知

3 9 635 市川宗一朗 (2) 岡崎高 1.56.84
ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｷ 静岡

4 6 122 山本　博紀 浜松商高 1.57.34
ｽｽﾞﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛知

5 7 609 鈴村　俊介 愛知学院大 1.57.76
ﾔﾏｵｶ　ﾀｸﾔ 三重

6 8 875 山岡　卓弥 (3) 鳥羽商船 1.58.12
ｻｲﾄｳ　ｺｳｽｹ 静岡

7 3 25 斎藤　皓亮 LoversT,C 1.59.43
ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 愛知

8 2 664 樋口　　諒 慶應義塾大 2.02.49
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第24回東海小学生リレー競走大会(07501609)
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