
男子　８００ｍ

10月26日 11:00 予選 

日本高校記録 (HN)       1.48.50   佐藤　清冶 (佐久長聖　・長野)                               1999        10月26日 13:35 決勝 

東海高校記録 (HT)       1.49.32   小野　友誠 (浜　松　商・静岡)                               1991        

　　大会記録 (GR)       1.54.43   粟津　良介 (愛工大名電・愛知)                               2006        

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

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲｷ 静岡 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 愛知

1 6 204 川口　大毅 (1) 韮山 1.56.74 Q 1 5 130 山本　　龍 (2) 岡崎城西 1.57.65 Q

ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 静岡 ｵｶﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 三重

2 5 312 木村　文哉 (2) 静岡学園 1.57.06 Q 2 2 699 岡部　航大 (2) 海星 1.57.96 Q

ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾊﾙ 静岡 ﾅｶｼﾏ ｱｾｲ 岐阜

3 7 315 細川　由晴 (2) 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 1.58.06 q 3 4 495 中島　亜星 (2) 益田清風 1.58.17 q

ﾓﾘ ﾘｮｳ 三重 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 静岡

4 3 601 森　　　涼 (2) 桑名工 1.58.38 4 7 270 望月　敏生 (2) 清水商 1.58.52

ｸｽﾉｷ ﾅｵﾔ 三重 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾉﾘ 愛知

5 8 650 楠　　直也 (2) 伊勢 1.59.77 5 6 22 水野　眞敬 (2) 春日井 1.58.69

ｶﾀ ﾋﾛｱｷ 愛知 ｼﾗｲ ｾｲｼﾞ 愛知

6 4 10 加太　宏明 (2) 瑞陵 1.59.79 6 8 61 白井　成司 (2) 豊橋南 1.59.18

ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾋﾛ 三重

7 9 520 宮崎　純一 (2) 各務原西 2.06.08 7 3 694 山中　章裕 (2) 久居 1.59.42

ｲﾁﾉ ﾀｲﾁ 三重 ﾂﾙ ﾕｳｷ 岐阜

8 2 637 市野　泰地 (1) 津商 2.09.85 8 9 537 水流　勇樹 (2) 関商工定 2.04.80

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 岐阜

1 6 401 小森　大輝 (2) 岐阜高専 1.57.72 Q

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 静岡

2 7 227 横山　高広 (2) 掛川西 1.58.75 Q

ﾉｼﾞﾘ ｹｲｽｹ 愛知

3 5 15 野尻　恵輔 (2) 松蔭 1.58.79

ｸｻｶﾍﾞ ﾏｺﾄ 愛知

4 8 131 日下部　慎 (2) 岡崎城西 1.59.33

ｸﾗﾏｽ ｹﾝﾀ 静岡

5 4 291 倉増　謙太 (2) 伊豆中央 2.01.44

ﾔﾏｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 三重

6 2 652 山川　翔平 (2) 伊勢 2.01.78

ｲｼﾓﾄ ｿｳﾏ 岐阜

7 3 434 石元　聡真 (1) 県岐阜商 2.04.84

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ 愛知

1 5 130 山本　　龍 (2) 岡崎城西 1.56.61

ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 岐阜

2 6 401 小森　大輝 (2) 岐阜高専 1.56.63

ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 静岡

3 4 312 木村　文哉 (2) 静岡学園 1.57.03

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲｷ 静岡

4 7 204 川口　大毅 (1) 韮山 1.57.20

ﾅｶｼﾏ ｱｾｲ 岐阜

5 3 495 中島　亜星 (2) 益田清風 1.58.92

ｵｶﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 三重

6 8 699 岡部　航大 (2) 海星 1.59.69

ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾊﾙ 静岡

7 2 315 細川　由晴 (2) 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 2.01.02

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 静岡

8 9 227 横山　高広 (2) 掛川西 2.06.26

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

凡例  


