
男子　４×４００ｍＲ

7月12日 09:30 予選  
日本　記録 (NR)         3.00.76   日本 (苅部・伊東・小坂田・大森)                             1996    7月12日 17:45 決勝  
三重県記録 (KR)         3.13.32   四日市工高 (石井・山家・松永・岡部)                         2000        
大会　記録 (GR)         3.15.50   IseTC (北岡・森見・村田・野田)                              2006(第69回)

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属
1 7 皇學館大 3.22.50 1 5-641 福永 貴大 (4) ﾌｸﾅｶﾞﾀｶﾋﾛ 皇學館大

2 5-637 堀川 秀徳 (M2) ﾎﾘｶﾜﾋﾃﾞﾉﾘ 皇學館大
3 5-648 飯田 大智 (2) ｲｲﾀﾞﾀﾞｲﾁ 皇學館大
4 5-666 山岡 卓弥 (2) ﾔﾏｵｶﾀｸﾔ 皇學館大

2 6 伊勢高－Ａ 3.22.56 1 189 笠井 信一 (3) ｶｻｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 伊勢高
2 196 吉崎 将大 (3) ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 伊勢高
3 208 山口 元輝 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊勢高
4 190 楠 　直也 (3) ｸｽﾉｷ ﾅｵﾔ 伊勢高

3 4 伊勢工高 3.24.60 1 350 東 　魁輝 (1) ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 伊勢工高
2 347 堀 　敏之 (2) ﾎﾘ ﾄｼﾕｷ 伊勢工高
3 339 瀬戸上 智 (2) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工高
4 330 池村 　涼 (2) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工高

4 9 三重大 3.24.72 1 5-692 西田健一郎 (2) ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 三重大
2 5-683 萬城 　遼 (3) ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳ 三重大
3 5-1001 長谷 　翼 (1) ﾊｾ ﾂﾊﾞｻ 三重大
4 5-676 宮本 真輝 (4) ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 三重大

5 8 桑名工高 3.24.83 1 1131 水谷 拓也 (1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 桑名工高
2 1110 中村 剛人 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ 桑名工高
3 1122 千種 紹弘 (2) ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 桑名工高
4 1108 菅井 　将 (3) ｽｶﾞｲ ｼｮｳ 桑名工高

6 3 高田高 3.25.42 1 1256 木村 健人 (2) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 高田高
2 1244 中村 慶太 (2) ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 高田高
3 1260 小塚 　優 (1) ｺﾂﾞｶ ﾕｳ 高田高
4 1257 前田 貴也 (2) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 高田高

7 5 四日市工高 3.26.75 1 132 伊藤拓一郎 (3) ｲﾄｳ ﾀｸｲﾁﾛｳ 四日市工高
2 159 黒田 祐基 (2) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 四日市工高
3 140 嶋野 　圭 (3) ｼﾏﾉ ｹｲ 四日市工高
4 141 角田 洋介 (3) ｽﾐﾀﾞ ﾖｳｽｹ 四日市工高

8 2 鈴鹿高専 3.30.37 1 4287 岡山元志郎 (3) ｵｶﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾛｳ 鈴鹿高専
2 4294 湯田 功稀 (3) ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 鈴鹿高専

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

2 4294 湯田 功稀 (3) ﾕﾀ  ｺｳｷ 鈴鹿高専
3 4289 松岡 篤史 (3) ﾏﾂｵｶ ｱﾂｼ 鈴鹿高専
4 4297 田中 大輝 (2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鈴鹿高専

凡例  



男子　４×４００ｍＲ

7月12日 09:30 予選  
日本　記録 (NR)         3.00.76   日本 (苅部・伊東・小坂田・大森)                             1996    7月12日 17:45 決勝  
三重県記録 (KR)         3.13.32   四日市工高 (石井・山家・松永・岡部)                         2000        
大会　記録 (GR)         3.15.50   IseTC (北岡・森見・村田・野田)                              2006(第69回)

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

予選  4組1着+4

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 伊勢工高 3.23.00 Q 1 350 東　　魁輝 (1) ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 伊勢工高
2 347 堀　　敏之 (2) ﾎﾘ ﾄｼﾕｷ 伊勢工高
3 339 瀬戸上　智 (2) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工高
4 330 池村　　涼 (2) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工高

2 5 宇治山田商高 3.25.07 1 828 西山　竜二 (2) ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 宇治山田商高
2 825 浦井　駿吾 (2) ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 宇治山田商高
3 827 納米　　良 (2) ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 宇治山田商高
4 826 坂本　博満 (2) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 宇治山田商高

3 7 米鈴ＡＣ 3.27.55 1 4078 河村　　卓 ｶﾜﾑﾗﾀｸ 米鈴AC
2 4074 上野　秀和 ｳｴﾉﾋﾃﾞｶｽﾞ 米鈴AC
3 4079 河村　　侑 ｶﾜﾑﾗﾕｳ 米鈴AC
4 4085 津田　晴慶 ﾂﾀﾞﾊﾙﾁｶ 米鈴AC

4 6 津東高 3.31.56 1 1084 古市　裕貴 (2) ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｷ 津東高
2 1074 向井　康晃 (2) ﾑｶｲ ﾔｽｱｷ 津東高
3 1076 池田　翔平 (2) ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 津東高
4 1079 岡安　嵩也 (2) ｵｶﾔｽ ﾀｶﾔ 津東高

5 3 伊勢高－Ｂ 3.31.69 1 204 高木　申一 (2) ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ 伊勢高
2 192 世古　優太 (3) ｾｺ ﾕｳﾀ 伊勢高
3 191 井上　慎弥 (3) ｲﾉｳｴ ｼﾝﾔ 伊勢高
4 195 山川　翔平 (3) ﾔﾏｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 伊勢高

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 4 皇學館大 3.22.51 Q 1 5-641 福永　貴大 (4) ﾌｸﾅｶﾞﾀｶﾋﾛ 皇學館大
2 5-666 山岡　卓弥 (2) ﾔﾏｵｶﾀｸﾔ 皇學館大

3 5-648 飯田 大智 (2) ｲｲﾀﾞﾀﾞｲﾁ 皇學館大3 5-648 飯田 大智 (2) ｲｲﾀ ﾀ ｲﾁ 皇學館大

4 5-637 堀川　秀徳 (M2) ﾎﾘｶﾜﾋﾃﾞﾉﾘ 皇學館大
2 7 三重大 3.23.15 q 1 5-692 西田健一郎 (2) ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 三重大

2 5-683 萬城　　遼 (3) ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳ 三重大
3 5-1001 長谷　　翼 (1) ﾊｾ ﾂﾊﾞｻ 三重大
4 5-676 宮本　真輝 (4) ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 三重大

3 5 津西高 3.31.48 1 1168 森　　朝音 (2) ﾓﾘ ｱｻﾄ 津西高
2 1140 東山　博哉 (3) ﾄｳﾔﾏ ﾋﾛﾔ 津西高
3 1169 天野　航平 (2) ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ 津西高
4 1170 國府　俊介 (2) ｺｸﾌﾞ ｼｭﾝｽｹ 津西高

4 2 稲生高 3.33.36 1 376 藤川　一輝 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞｷ 稲生高
2 375 林　　雅生 (3) ﾊﾔｼ ﾏｻﾅﾘ 稲生高
3 430 山田 卓弥 (1) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 稲生高
4 391 下向 範明 (2) ｼﾓﾑｷ ﾉﾘｱｷ 稲生高

5 9 亀山高 3.48.84 1 1456 末松 勇人 (2) ｽｴﾏﾂ ﾕｳﾄ 亀山高
2 1459 尾﨑 直道 (2) ｵｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 亀山高
3 1458 服部 誠也 (2) ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾔ 亀山高
4 1454 橋本 和磨 (2) ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 亀山高

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 四日市工高 3.25.73 Q 1 141 角田 洋介 (3) ｽﾐﾀﾞ ﾖｳｽｹ 四日市工高
2 140 嶋野 　圭 (3) ｼﾏﾉ ｹｲ 四日市工高
3 166 諸岡 利樹 (2) ﾓﾛｵｶ ﾄｼｷ 四日市工高
4 159 黒田 祐基 (2) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 四日市工高

2 4 宇治山田高 3.25.85 1 641 出口 貴大 (3) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 宇治山田高
2 642 井上 　宗 (3) ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 宇治山田高
3 635 井坂 翔紀 (3) ｲｻｶ ｼｮｳｷ 宇治山田高
4 644 花井 健吉 (3) ﾊﾅｲ ｹﾝｷﾁ 宇治山田高

3 5 三重高 3.29.51 1 999 奥見　彰太 (3) ｵｸﾐ ｼｮｳﾀ 三重高
2 1007 西井 聡志 (3) ﾆｼｲ ｻﾄｼ 三重高
3 1004 筒井 彬百 (3) ﾂﾂｲ ｱﾔﾄ 三重高
4 1010 松本 涼也 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 三重高

4 3 四日市西高－Ｂ 3.36.65 1 519 吉田 純平 (1) ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 四日市西高
2 506 稲垣 光浩 (2) ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 四日市西高
3 508 鏡谷 朋希 (2) ｶｶﾞﾐﾀﾆ ﾄﾓｷ 四日市西高
4 497 山下 雄基 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 四日市西高

5 8 尾鷲高 3.38.24 1 771 木許 雄太 (2) ｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 尾鷲高
2 770 岡 那瑠人 (2) ｵｶ ﾅﾙﾄ 尾鷲高
3 780 皆口 健斗 (1) ﾐﾅｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 尾鷲高
4 779 東 　哲也 (1) ﾋｶﾞｼ ﾃﾂﾔ 尾鷲高

凡例  



男子　４×４００ｍＲ

7月12日 09:30 予選  
日本　記録 (NR)         3.00.76   日本 (苅部・伊東・小坂田・大森)                             1996    7月12日 17:45 決勝  
三重県記録 (KR)         3.13.32   四日市工高 (石井・山家・松永・岡部)                         2000        
大会　記録 (GR)         3.15.50   IseTC (北岡・森見・村田・野田)                              2006(第69回)

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ Q ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｶﾅ名 所属

1 6 伊勢高－Ａ 3.22.06 Q 1 189 笠井 信一 (3) ｶｻｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 伊勢高
2 196 吉崎 将大 (3) ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 伊勢高
3 208 山口 元輝 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊勢高
4 190 楠 　直也 (3) ｸｽﾉｷ ﾅｵﾔ 伊勢高

2 4 桑名工高 3.22.07 q 1 1131 水谷 拓也 (1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 桑名工高
2 1121 佐藤 弘明 (2) ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 桑名工高
3 1122 千種 紹弘 (2) ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 桑名工高
4 1108 菅井 　将 (3) ｽｶﾞｲ ｼｮｳ 桑名工高

3 7 高田高 3.23.32 q 1 1260 小塚 　優 (1) ｺﾂﾞｶ ﾕｳ 高田高
2 1244 中村 慶太 (2) ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 高田高
3 1256 木村 健人 (2) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 高田高
4 1257 前田 貴也 (2) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 高田高

4 8 鈴鹿高専 3.24.87 q 1 4287 岡山元志郎 (3) ｵｶﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾛｳ 鈴鹿高専
2 4294 湯田 功稀 (3) ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 鈴鹿高専
3 4289 松岡 篤史 (3) ﾏﾂｵｶ ｱﾂｼ 鈴鹿高専

4 4297 田中　大輝 (2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鈴鹿高専

5 2 四日市西高－Ａ 3.35.72 1 499 中嶋 良輔 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 四日市西高
2 503 田中 雄也 (2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 四日市西高
3 504 蛭波 翔太 (2) ﾋﾙﾅﾐ ｼｮｳﾀ 四日市西高
4 502 河内 孝太 (2) ｶﾜｳﾁ ｺｳﾀ 四日市西高

凡例  


