
男子　１５００ｍ

日本高校記録 (HN)       3.38.49   佐藤　清冶 (佐久長聖　・長野)                               1999        

東海高校記録 (HT)       3.46.53   深谷　　弘 (中　　京　・愛知)                               1987        

　　大会記録 (GR)       3.56.96   鈴木　紀嘉 (藤枝明誠　・静岡)                               2002        

予選  2組5着+2

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔｽｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 三重 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲｷ 静岡

1 10 682 安上　貴弘 (2) 上野工 4.06.82 Q 1 8 204 川口　大毅 (1) 韮山 4.09.53 Q

ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 岐阜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 静岡

2 8 401 小森　大輝 (2) 岐阜高専 4.06.86 Q 2 6 270 望月　敏生 (2) 清水商 4.09.75 Q

ｼﾗｲ ｾｲｼﾞ 愛知 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 三重

3 7 61 白井　成司 (2) 豊橋南 4.07.42 Q 3 10 619 中村　拓斗 (2) 四日市工 4.09.88 Q

ﾈﾊｼ ﾄｵﾙ 静岡 ﾋｺｻｶ ﾕｳｷ 愛知

4 6 203 根橋　　徹 (1) 韮山 4.08.38 Q 4 5 132 彦阪　友貴 (2) 岡崎城西 4.09.89 Q

ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 愛知 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋｺ 愛知

5 2 9 大島　貴弘 (2) 瑞陵 4.08.39 Q 5 7 30 阿部　安彦 (2) 起工 4.10.08 Q

ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 三重 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾉﾘ 愛知

6 12 613 濱本　　学 (2) 四日市工 4.08.39 q 6 11 22 水野　眞敬 (2) 春日井 4.10.58

ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 愛知 ｵｶｻﾞｷ ﾀｲｷ 岐阜

7 1 40 石川　卓弥 (2) 刈谷 4.09.48 q 7 9 446 岡崎　太樹 (2) 岐阜工 4.11.01

ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 静岡 ﾏｴｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 三重

8 4 226 山本　景大 (2) 榛原 4.10.28 8 12 632 前川　俊祐 (2) 津西 4.11.41

ﾅｶﾞｴ ﾀｸﾔ 三重 ｳﾝﾉ ﾕｳｽｹ 静岡

9 11 695 長江　拓哉 (2) 川越 4.10.55 9 1 276 海野　雄介 (2) 静岡市商 4.11.51

ｲｼﾓﾄ ｿｳﾏ 岐阜 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜

10 3 434 石元　聡真 (1) 県岐阜商 4.14.34 10 4 520 宮崎　純一 (2) 各務原西 4.24.72

ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲﾄ 静岡 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 三重

11 9 335 杉山　慧斗 (1) 藤枝明誠 4.14.71 3 686 中川　　瞭 (1) 上野工 DNS

ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭﾝﾀｲ 岐阜 ﾊﾀﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 岐阜

5 435 長島　俊泰 (1) 県岐阜商 DNS 2 427 波多野純矢 (2) 県岐阜商 DNS

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 岐阜

1 2 401 小森　大輝 (2) 岐阜高専 4.03.90

ｼﾗｲ ｾｲｼﾞ 愛知

2 5 61 白井　成司 (2) 豊橋南 4.04.80

ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 愛知

3 7 9 大島　貴弘 (2) 瑞陵 4.05.06

ｱﾍﾞ ﾔｽﾋｺ 愛知

4 12 30 阿部　安彦 (2) 起工 4.06.13

ﾔｽｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 三重

5 10 682 安上　貴弘 (2) 上野工 4.06.30

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲｷ 静岡

6 8 204 川口　大毅 (1) 韮山 4.08.29

ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 三重

7 4 613 濱本　　学 (2) 四日市工 4.09.58

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 静岡

8 3 270 望月　敏生 (2) 清水商 4.10.41

ﾈﾊｼ ﾄｵﾙ 静岡

9 9 203 根橋　　徹 (1) 韮山 4.14.23

ﾋｺｻｶ ﾕｳｷ 愛知

10 11 132 彦阪　友貴 (2) 岡崎城西 4.15.40

ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 愛知

11 1 40 石川　卓弥 (2) 刈谷 4.16.08

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 三重

12 6 619 中村　拓斗 (2) 四日市工 4.16.32

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

凡例    DNS：欠場 2008/10/25 17:54


