
小学生男子　４×１００ｍＲ

大会記録 (GR)           51.39     静岡・富士陸上クラブ (森・安武・神尾・山本)                 1998        

予選  2組3着+2

1組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 3ﾚｰﾝ Q
片葩AC 53.02 安城JAC 53.02 美杉陸上ク 53.30
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

ﾀｼﾛ ｺｳｷ 愛知 ﾋﾀﾞｶ ﾄﾓｷ 愛知 ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ 三重
1 1181 田代　紘基 (6) 片葩ＡＣ 1 1169 日高　丈貴 (6) 安城ＪＡＣ 1 1223 樫谷　　大 (5) 美杉陸上ク

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知 ﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 三重
2 1182 平林　卓磨 (6) 片葩ＡＣ 2 1168 外山　達也 (6) 安城ＪＡＣ 2 1226 山本　友揮 (6) 美杉陸上ク

ﾐﾖｼ ｺｳﾍｲ 愛知 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知 ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ 三重
3 1183 三好　航平 (6) 片葩ＡＣ 3 1167 後藤　拓海 (6) 安城ＪＡＣ 3 1227 川岸　侑紀 (6) 美杉陸上ク

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 愛知 ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ 愛知 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 三重
4 1184 齊藤　健太 (6) 片葩ＡＣ 4 1166 神谷　祐杜 (6) 安城ＪＡＣ 4 1224 田中　翔真 (6) 美杉陸上ク

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 7ﾚｰﾝ q 6着 5ﾚｰﾝ
富士陸上教室 54.45 美南ガ丘AC 54.81 員弁RC 54.85
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

ｶﾂﾛ　ﾚｲ 静岡 ﾐｻﾞｻﾜ　ﾌﾐﾔ 長野 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 三重
1 1041 勝呂　怜生 (6) 富士陸上教室 1 1131 水澤　郁弥 (6) 美南ガ丘AC 1 1264 小川　朗弘 (6) 員弁ＲＣ

ﾃｼﾞﾏ　ﾚｲｼｮｳ 静岡 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｷﾄ 長野 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳｷ 三重
2 1042 手島　嶺翔 (6) 富士陸上教室 2 1132 小林真耀人 (6) 美南ガ丘AC 2 1259 中川　想基 (5) 員弁ＲＣ

ﾁｭｳﾏ　ｹﾝﾄ 静岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲﾁ 長野 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀ 三重
3 1043 中馬　健人 (6) 富士陸上教室 3 1134 渡辺　大地 (6) 美南ガ丘AC 3 1261 石橋　昂大 (6) 員弁ＲＣ

ﾜﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ 静岡 ﾀｶﾊｼ　ｼﾉﾌﾞ 長野 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 三重
4 1040 和田　享大 (6) 富士陸上教室 4 1133 高橋　偲靖 (6) 美南ガ丘AC 4 1260 東川　佳弘 (6) 員弁ＲＣ

7着 8ﾚｰﾝ 8着 9ﾚｰﾝ
南箕輪AC 56.07 美濃加茂Jr 57.04
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

ｻﾄｳ　ﾀｶﾋﾛ 長野 ﾌｸｲ ｺｳﾍｲ 岐阜
1 1141 佐藤　崇弘 (6) 南箕輪ＡＣ 1 1071 福井　康平 (5) 美濃加茂Jr

ｵｶﾑﾗ　ﾔｽｼ 長野 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 岐阜
2 1142 岡村也寸志 (6) 南箕輪ＡＣ 2 1070 長谷部弘明 (5) 美濃加茂Jr

ﾅｶｼﾞﾏ　ﾘｮｳ 長野 ﾎﾘｴ ﾕｳｷ 岐阜
3 1143 中島　　諒 (6) 南箕輪ＡＣ 3 1072 堀江　勇輝 (5) 美濃加茂Jr

ﾋﾗｻﾜ　ﾘｮｳ 長野 ﾆﾜ ﾊﾔﾄ 岐阜
4 1144 平澤　　諒 (6) 南箕輪ＡＣ 4 1069 丹羽　勇斗 (5) 美濃加茂Jr

2組
1着 6ﾚｰﾝ Q 2着 2ﾚｰﾝ Q 3着 4ﾚｰﾝ Q
浜北AC 51.50 豊橋陸上ク 53.47 藤枝葉梨AC 53.48
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

ﾄﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 静岡 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｻﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ 静岡
1 1019 戸田　康平 (6) 浜北ＡＣ 1 1202 内藤　祐輝 (6) 豊橋陸上ク 1 1036 佐藤　亮輔 (6) 藤枝葉梨AC

ｱﾀﾞﾁ　ｺｳﾀﾞｲ 静岡 ｵｵﾉ ﾐﾁﾀｶ 愛知 ｳｴﾀﾞ　ﾘｮｳﾀ 静岡
2 1022 足立　幸大 (6) 浜北ＡＣ 2 1199 大野　倫尭 (6) 豊橋陸上ク 2 1037 上田　涼太 (6) 藤枝葉梨AC

ﾅｶﾔ　ｹﾝﾀ 静岡 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾔ 愛知 ｸﾏｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 静岡
3 1023 中谷　建太 (6) 浜北ＡＣ 3 1201 木下　昇也 (6) 豊橋陸上ク 3 1038 熊沢　直紀 (6) 藤枝葉梨AC

ﾅｶﾈ　ﾂﾖｼ 静岡 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 愛知 ｺﾞﾄｳ　ﾕｷﾔ 静岡
4 1020 中根　剛志 (6) 浜北ＡＣ 4 1200 村松　隆世 (6) 豊橋陸上ク 4 1039 後藤　幸弥 (6) 藤枝葉梨AC

4着 5ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
南勢陸上ク 55.31 たかとみSC 55.54 中津川Jr 55.74
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

ｲﾜｻ ｶｲｼ 三重 ﾑﾗｾ ﾖｳｼﾞ 岐阜 ﾅｶﾞｾ ﾕｳｷ 岐阜
1 1236 岩佐　海詩 (6) 南勢陸上ク 1 1062 村瀬　耀司 (6) たかとみSC 1 1056 長瀬　裕希 (6) 中津川Jr

ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ 三重 ﾓﾘ ｹﾝﾄ 岐阜 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 岐阜
2 1238 西村　直己 (6) 南勢陸上ク 2 1063 森　　謙斗 (6) たかとみSC 2 1060 和田優次郎 (5) 中津川Jr

ﾊﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 三重 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 岐阜 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 岐阜
3 1240 濱崎　康平 (6) 南勢陸上ク 3 1064 杉山　陽一 (6) たかとみSC 3 1057 林　　祥大 (6) 中津川Jr

ｲﾇ ｲﾊﾔﾄ 三重 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 岐阜 ﾐﾔｹ ﾏｻﾖｼ 岐阜
4 1237 乾　　颯人 (5) 南勢陸上ク 4 1065 横山　智之 (6) たかとみSC 4 1059 三宅　將督 (5) 中津川Jr

7着 8ﾚｰﾝ
辰野西陸上クラブ 56.17
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾗｶﾐ　ｶﾝﾀ 長野
1 1121 白上　勘太 (6) 辰野西陸上

ｱｵｷ　ｼｭﾝﾀﾛｳ 長野
2 1122 青木俊太郎 (6) 辰野西陸上

ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ 長野
3 1123 中村　亮太 (6) 辰野西陸上

ﾈﾊﾞｼ　ﾀｶｱｷ 長野
4 1124 根橋　孝明 (6) 辰野西陸上

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  2組3着+2

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

決勝

1着 7ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 8ﾚｰﾝ
浜北AC 51.57 安城JAC 52.20 美杉陸上ク 52.83
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

ﾄﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 静岡 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知 ｶｼﾀﾆ ﾋﾛｼ 三重
1 1019 戸田　康平 (6) 浜北ＡＣ 1 1165 大久保直哉 (6) 安城ＪＡＣ 1 1223 樫谷　　大 (5) 美杉陸上ク

ｱﾀﾞﾁ　ｺｳﾀﾞｲ 静岡 ﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ 愛知 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 三重
2 1022 足立　幸大 (6) 浜北ＡＣ 2 1168 外山　達也 (6) 安城ＪＡＣ 2 1226 山本　友揮 (6) 美杉陸上ク

ﾅｶﾔ　ｹﾝﾀ 静岡 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知 ｶﾜｷﾞｼ ﾕｳｷ 三重
3 1023 中谷　建太 (6) 浜北ＡＣ 3 1167 後藤　拓海 (6) 安城ＪＡＣ 3 1227 川岸　侑紀 (6) 美杉陸上ク

ﾅｶﾈ　ﾂﾖｼ 静岡 ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ 愛知 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 三重
4 1020 中根　剛志 (6) 浜北ＡＣ 4 1166 神谷　祐杜 (6) 安城ＪＡＣ 4 1224 田中　翔真 (6) 美杉陸上ク

4着 5ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
片葩AC 53.08 豊橋陸上ク 53.31 藤枝葉梨AC 53.40
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

ﾀｼﾛ ｺｳｷ 愛知 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛知 ｻﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ 静岡
1 1181 田代　紘基 (6) 片葩ＡＣ 1 1202 内藤　祐輝 (6) 豊橋陸上ク 1 1036 佐藤　亮輔 (6) 藤枝葉梨AC

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 愛知 ｵｵﾉ ﾐﾁﾀｶ 愛知 ｳｴﾀﾞ　ﾘｮｳﾀ 静岡
2 1182 平林　卓磨 (6) 片葩ＡＣ 2 1199 大野　倫尭 (6) 豊橋陸上ク 2 1037 上田　涼太 (6) 藤枝葉梨AC

ﾐﾖｼ ｺｳﾍｲ 愛知 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾔ 愛知 ｸﾏｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 静岡
3 1183 三好　航平 (6) 片葩ＡＣ 3 1201 木下　昇也 (6) 豊橋陸上ク 3 1038 熊沢　直紀 (6) 藤枝葉梨AC

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 愛知 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 愛知 ｺﾞﾄｳ　ﾕｷﾔ 静岡
4 1184 齊藤　健太 (6) 片葩ＡＣ 4 1200 村松　隆世 (6) 豊橋陸上ク 4 1039 後藤　幸弥 (6) 藤枝葉梨AC

7着 3ﾚｰﾝ DNS 9ﾚｰﾝ
富士陸上教室 54.43 美南ガ丘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

ｶﾂﾛ　ﾚｲ 静岡
1 1041 勝呂　怜生 (6) 富士陸上教室

ﾃｼﾞﾏ　ﾚｲｼｮｳ 静岡
2 1042 手島　嶺翔 (6) 富士陸上教室

ﾁｭｳﾏ　ｹﾝﾄ 静岡
3 1043 中馬　健人 (6) 富士陸上教室

ﾜﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ 静岡
4 1040 和田　享大 (6) 富士陸上教室

凡例  2007/9/9 19:40


