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10月26日 09:50 予選 

日本高校記録 (HN)       0.49.09   為末　　大 (皆　　　実・広島)                               1996        10月26日 14:00 決勝 

東海高校記録 (HT)       0.51.04   堀田　尚利 (中京大中京・愛知)                               1999        

　　大会記録 (GR)       0.52.49   大場　裕広 (豊　　　川・愛知)                               1998        

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

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 静岡 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 三重

1 7 342 増田　優太 (2) 東海大翔洋 0.55.65 Q 1 6 634 今井　雄司 (2) 津商 0.55.72 Q

ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞｷ 三重 ﾅｶﾞｴ ﾅｵﾄ 静岡

2 5 689 藤川　一輝 (2) 稲生 0.55.89 Q 2 4 286 長江　直人 (2) 浜松市立 0.56.33 Q

ｷﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ 愛知 ﾀﾏｲ ｼｭｳ 静岡

3 9 125 木全　広大 (1) 愛工大名電 0.56.32 q 3 7 209 玉井　　秀 (2) 沼津東 0.56.74

ｲｺﾞｳ ｱｷﾄｼ 静岡 ｲｼﾊﾀ ﾋｶﾙ 愛知

4 4 290 伊郷　明敏 (2) 伊豆中央 0.56.61 q 4 8 36 石畑　　光 (2) 半田 0.57.99

ﾎﾗ ｾｲｼﾞ 三重 ｱﾏﾉ ﾘｮｳﾀ 愛知

5 6 727 洞　　誠二 (2) 近大高専 0.57.95 5 5 136 天野  涼太 (1) 岡崎城西 0.58.30

ﾋﾗｵ ﾏｻﾄｼ 愛知 ｲｻｶ ｼｮｳｷ 三重

6 8 54 平尾　昌稔 (2) 時習館 0.58.39 6 2 647 井坂　翔紀 (2) 宇治山田 0.58.37

ｱﾗｲ ｱｷﾗ 岐阜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｻ 岐阜

7 3 454 荒居　　彬 (2) 大垣商 0.59.23 7 3 494 小林　峻久 (2) 益田清風 0.59.69

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 岐阜 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 三重

8 2 408 渡邉　健太 (1) 岐阜北 1.01.51 9 602 中村　一貴 (2) 四日市 DSQ,*T8

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾔ 静岡

1 7 267 東海林拓也 (2) 吉原商 0.55.98 Q

ﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知

2 4 1 和田　拓己 (2) 名大附属 0.56.31 Q

ｱｻｷ ﾋﾛｷ 静岡

3 6 294 浅木　広樹 (2) 浜松湖南 0.57.35

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 岐阜

4 2 480 小嶋　優輝 (2) 多治見 0.58.17

ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 三重

5 3 668 加藤　義之 (2) 宇治山田商 0.58.36

ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 岐阜

6 8 487 早川　正也 (1) 恵那 0.58.76

ｲｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 岐阜

7 9 504 池田　健吾 (2) 高山工 1.00.64

ｶﾒｳｼﾞ ﾖｳｽｹ 愛知

5 3 亀氏　陽介 (2) 明和 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾔ 静岡

1 5 267 東海林拓也 (2) 吉原商 0.53.82

ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 三重

2 4 634 今井　雄司 (2) 津商 0.54.07

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 静岡

3 6 342 増田　優太 (2) 東海大翔洋 0.54.42

ﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知

4 8 1 和田　拓己 (2) 名大附属 0.54.44

ｲｺﾞｳ ｱｷﾄｼ 静岡

5 2 290 伊郷　明敏 (2) 伊豆中央 0.55.79

ﾅｶﾞｴ ﾅｵﾄ 静岡

6 9 286 長江　直人 (2) 浜松市立 0.56.02

ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞｷ 三重

7 7 689 藤川　一輝 (2) 稲生 0.56.10

ｷﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ 愛知

8 3 125 木全　広大 (1) 愛工大名電 0.56.82

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

凡例    DSQ：失格  *T8：故意にハードルを倒した  DNS：欠場


