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日本高校記録 (HN)       45.47   金丸　祐三 (大　　　阪・大阪)                               2005        

東海高校記録 (HT)       46.35   藤森　　亮 (浜　松　西・静岡)                               1996        

　　大会記録 (GR)       47.95   岩井　浩紀 (名張桔梗丘・三重)                               2003        

予選  3組2着+2

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

ﾉﾘﾂﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 静岡 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 愛知

1 4 320 法月　秀平 (2) 藤枝明誠 49.54 Q 1 9 27 林　　雅人 (1) 一宮 49.88 Q

ﾐｽﾞﾉ ｼﾝﾔ 岐阜 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 静岡

2 6 468 水野　慎也 (2) 大垣工 49.83 Q 2 5 261 伊藤　　卓 (1) 浜名 49.99 Q

ｶﾒｳｼﾞ ﾖｳｽｹ 愛知 ﾊﾗｲｶﾜ ﾀｸﾐ 愛知

3 7 3 亀氏　陽介 (2) 明和 49.84 q 3 6 55 原井川　巧 (2) 豊橋東 50.12

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋｮｳ 静岡 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾔ 静岡

4 5 275 松永　　彪 (2) 静岡市立 50.16 4 7 267 東海林拓也 (2) 吉原商 50.62

ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 三重 ﾀｶｾ ﾅｵﾄ 愛知

5 8 634 今井　雄司 (2) 津商 50.32 5 4 67 髙瀬　直人 (2) 成章 50.86

ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 三重 ｵｶﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 三重

6 9 660 池村　　涼 (1) 伊勢工 50.46 6 3 699 岡部　航大 (2) 海星 51.49

ｻｶｲﾀﾞ ｲﾀﾙ 岐阜 ﾅﾏｲ ﾕｳｷ 三重

7 2 432 坂井田　到 (2) 県岐阜商 51.88 7 8 627 生井　裕樹 (2) 神戸 51.71

ﾀﾏｵｷ ﾃﾂｵ 岐阜 ｶﾜﾉ ﾕｳ 岐阜

8 3 402 玉置　哲大 (2) 岐阜 53.26 8 2 479 川野　　優 (2) 多治見 53.70

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾍﾞﾔ ﾄﾓﾕｷ 愛知

1 7 47 壁谷　智之 (1) 岡崎 49.27 Q

ｵｵｲｼ ﾏｻﾉﾘ 静岡

2 5 280 大石　真功 (1) 浜松市立 49.49 Q

ｺｲｹ ｹｲﾀ 愛知

3 4 114 古池　勁太 (2) 名古屋 49.75 q

ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 三重

4 8 674 日置　雄斗 (2) 宇治山田商 49.91

ｵｸﾞﾘ ﾘｮｳﾀ 静岡

5 6 260 小栗　良太 (1) 浜名 49.91

ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 三重

6 9 653 吉崎　将大 (2) 伊勢 51.30

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ 岐阜

7 2 403 安藤　貴史 (2) 岐阜北 52.19

ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ 岐阜

8 3 449 亀山　侑季 (2) 大垣北 53.43

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾘﾂﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 静岡

1 4 320 法月　秀平 (2) 藤枝明誠 49.04

ｶﾍﾞﾔ ﾄﾓﾕｷ 愛知

2 5 47 壁谷　智之 (1) 岡崎 49.06

ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 静岡

3 8 261 伊藤　　卓 (1) 浜名 49.36

ｶﾒｳｼﾞ ﾖｳｽｹ 愛知

4 3 3 亀氏　陽介 (2) 明和 49.67

ﾐｽﾞﾉ ｼﾝﾔ 岐阜

5 9 468 水野　慎也 (2) 大垣工 49.71

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 愛知

6 6 27 林　　雅人 (1) 一宮 49.77

ｺｲｹ ｹｲﾀ 愛知

7 2 114 古池　勁太 (2) 名古屋 49.86

ｵｵｲｼ ﾏｻﾉﾘ 静岡

7 280 大石　真功 (1) 浜松市立 DNS

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第11回東海高等学校新人陸上競技選手権大会(08501607)
期日：平成20年10月25日～10月26日
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：東海陸上競技協会・東海高等学校体育連盟
後援：愛知・静岡・岐阜・三重各県教育委員会
主管：三重陸上競技協会
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