
男子　４×１００ｍＲ

7月11日 10:05 予選  
日本　記録 (NR)         38.03     日本 (塚原・末續・高平・朝原)                               2007    7月11日 17:05 決勝  
三重県記録 (KR)         39.66     三重県 (岡部・渡辺・水谷・大野)                             1997        
大会　記録 (GR)         40.09     日本体育大学 (樋口・田島・釜谷・上田)                       2002(第65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 41.70 1 5-644 寺本 宗平 (3) ﾃﾗﾓﾄｿｳﾍｲ 皇學館大

2 5-662 原 　一貴 (2) ﾊﾗｶｽﾞﾀｶ 皇學館大
3 5-658 寺田 　壮 (2) ﾃﾗﾀﾞ ｿｳ 皇學館大
4 5-659 中西 　学 (2) ﾅｶﾆｼﾏﾅﾌﾞ 皇學館大

2 4 宇治山田商高 41.85 1 803 加藤 義之 (3) ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 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
3 810 日置 雄斗 (3) ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 宇治山田商高
4 808 濱口 隆翔 (3) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ 宇治山田商高

3 6 ＩｓｅＴＣ－Ｂ 42.34 1 4108 奥井 久登 ｵｸｲ ﾋｻﾄ IseTC
2 4119 出口 義人 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾄ IseTC
3 4111 笠木 辰也 ｶｻｷﾞ ﾀﾂﾔ IseTC
4 4125 林 　教介 ﾊﾔｼ ｷｮｳｽｹ IseTC

4 8 桑名工高－Ａ 42.55 1 1128 稲垣 夏生 (1) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工高
2 1130 松尾慎太郎 (1) ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 桑名工高
3 1121 佐藤 弘明 (2) ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 桑名工高
4 1129 加藤 慎也 (1) ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 桑名工高

5 5 鈴鹿高専－Ａ 43.31 1 4292 堀田 凌平 (3) ﾎｯﾀ ﾘｮｳﾍｲ 鈴鹿高専
2 4287 岡山元志郎 (3) ｵｶﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾛｳ 鈴鹿高専
3 4291 奥野 浩佑 (3) ｵｸﾉ ｺｳｽｹ 鈴鹿高専
4 4294 湯田 功稀 (3) ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 鈴鹿高専

6 2 ＩｓｅＴＣ－Ａ 43.54 1 4128 前田 淳司 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ IseTC
2 4134 森見 貞治 ﾓﾘﾐ ｻﾀﾞﾊﾙ IseTC
3 4110 押田 友厚 ｵｽﾀﾞ ﾄﾓｱﾂ IseTC
4 4113 北岡 慶昭 ｷﾀｵｶ ﾖｼｱｷ IseTC

7 3 尾鷲高－Ａ 44.17 1 777 内山 翔太 (3) ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 尾鷲高
2 763 中野 京志 (3) ﾅｶﾉ ｷｮｳｼ 尾鷲高
3 764 中野 綱大 (3) ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 尾鷲高
4 761 藤田 宗平 (3) ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 尾鷲高
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審 判 長：小池　弘文
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7月11日 10:05 予選  
日本　記録 (NR)         38.03     日本 (塚原・末續・高平・朝原)                               2007    7月11日 17:05 決勝  
三重県記録 (KR)         39.66     三重県 (岡部・渡辺・水谷・大野)                             1997        
大会　記録 (GR)         40.09     日本体育大学 (樋口・田島・釜谷・上田)                       2002(第65回)

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

予選  7組1着+1

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 尾鷲高－Ａ 44.41 Q 1 777 内山　翔太 (3) ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 尾鷲高
2 763 中野　京志 (3) ﾅｶﾉ ｷｮｳｼ 尾鷲高
3 764 中野　綱大 (3) ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 尾鷲高
4 761 藤田　宗平 (3) ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 尾鷲高

2 9 桑名工高－Ｃ 44.81 1 1132 山室　勇太 (1) ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾀ 桑名工高
2 1122 千種　紹弘 (2) ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 桑名工高
3 1125 安田　祐基 (2) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 桑名工高
4 1123 中村　文哉 (2) ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 桑名工高

3 5 桑名高 44.91 1 254 桑山幸之介 (2) ｸﾜﾔﾏ ｺｳﾉｽｹ 桑名高
2 255 藤沢　昇平 (2) ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 桑名高
3 257 平田　将也 (2) ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾔ 桑名高
4 275 中川　将成 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 桑名高

4 3 四日市高－Ｂ 45.54 1 946 荒川　雄斗 (1) ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 四日市高
2 938 大岩　俊介 (1) ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ 四日市高
3 944 杉山　雄紀 (1) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 四日市高
4 940 宇畑　雄哉 (1) ｳﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 四日市高

5 2 津高 45.63 1 609 栗田　真悟 (2) ｸﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 津高
2 605 佐藤　優斗 (2) ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 津高
3 606 堀田　知義 (2) ﾎｯﾀ ﾄﾓﾖｼ 津高
4 613 中邑信一朗 (2) ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 津高

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 5 皇學館大 42.06 Q 1 5-644 寺本　宗平 (3) ﾃﾗﾓﾄｿｳﾍｲ 皇學館大

2 5-662 原　　一貴 (2) ﾊﾗｶｽﾞﾀｶ 皇學館大

3 5 658 寺田 壮 (2) ﾃﾗﾀﾞ ｿｳ 皇學館大3 5-658 寺田 　壮 (2) ﾃﾗﾀﾞ ｿｳ 皇學館大
4 5-659 中西　　学 (2) ﾅｶﾆｼﾏﾅﾌﾞ 皇學館大

2 7 ASSA-TC 42.95 1 4601 山邉　謙一 ﾔﾏﾍﾞ ｹﾝｲﾁ ASSA-TC
2 4603 大河内玄樹 ｵｵｺｳﾁ ｹﾞﾝｷ ASSA-TC
3 4599 森　　陽平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ ASSA-TC
4 4588 伊藤　優司 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ ASSA-TC

3 4 三重大 43.04 1 5-1006 武藤　俊平 (1) ﾑﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 三重大
2 5-676 宮本　真輝 (4) ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 三重大
3 5-689 北村　茂也 (2) ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾔ 三重大
4 5-669 浦川　依久 (4) ｳﾗｶﾜ ﾖﾘﾋｻ 三重大

4 6 尾鷲高－Ｂ 44.67 1 767 家城　尭輝 (2) ｲｴｷ ﾀｶｷ 尾鷲高
2 780 皆口 健斗 (1) ﾐﾅｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 尾鷲高
3 786 世古 航大 (1) ｾｺ ｺｳﾀﾞｲ 尾鷲高
4 770 岡 那瑠人 (2) ｵｶ ﾅﾙﾄ 尾鷲高

5 8 伊勢高－Ｂ 45.04 1 196 吉崎 将大 (3) ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 伊勢高
2 192 世古 優太 (3) ｾｺ ﾕｳﾀ 伊勢高
3 204 高木 申一 (2) ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ 伊勢高
4 205 辻 　宏介 (2) ﾂｼﾞ ｺｳｽｹ 伊勢高

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 4 宇治山田商高 41.66 Q 1 803 加藤 義之 (3) ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 宇治山田商高
2 804 楠川 祥生 (3) ｸｽｶﾜ ﾖｼｵ 宇治山田商高
3 810 日置 雄斗 (3) ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 宇治山田商高
4 808 濱口 隆翔 (3) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ 宇治山田商高

2 7 伊勢高－Ａ 43.12 1 209 山口　　優 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 伊勢高

2 189 笠井 信一 (3) ｶｻｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 伊勢高
3 208 山口 元輝 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊勢高
4 219 中村宗一郎 (1) ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊勢高

3 5 高田高－Ａ 43.63 1 1258 伊藤 祐人 (1) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 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 1235 前田 裕透 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 高田高

4 6 米鈴ＡＣ 43.98 1 4084 竹内 正人 ﾀｹｳﾁﾏｻﾄ 米鈴AC
2 4083 高橋 利侑 ﾀｶﾊｼﾄｼﾕｷ 米鈴AC
3 4090 林田 周平 ﾊﾔｼﾀﾞｼｭｳﾍｲ 米鈴AC
4 4082 高梨 　誠 ﾀｶﾅｼﾏｺﾄ 米鈴AC

5 3 四日市西高 44.76 1 500 伊藤 崇希 (2) ｲﾄｳ ﾀｶｷ 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
4 499 中嶋 良輔 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 四日市西高

凡例    DNS：欠場



男子　４×１００ｍＲ

7月11日 10:05 予選  
日本　記録 (NR)         38.03     日本 (塚原・末續・高平・朝原)                               2007    7月11日 17:05 決勝  
三重県記録 (KR)         39.66     三重県 (岡部・渡辺・水谷・大野)                             1997        
大会　記録 (GR)         40.09     日本体育大学 (樋口・田島・釜谷・上田)                       2002(第65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 4 日本体育大 42.44 Q 1 3-1721 山本 健太 (3) ﾔﾏﾓﾄｹﾝﾀ 日本体育大
2 3-1760 中津 好雅 (2) ﾅｶﾂﾖｼﾏｻ 日本体育大
3 3-1767 松本 一毅 (2) ﾏﾂﾓﾄｶｽﾞｷ 日本体育大
4 3-1711 福島 裕之 (3) ﾌｸｼﾏﾋﾛﾕｷ 日本体育大

2 5 皇學館高－Ａ 43.06 1 1795 羽山　知希 (1) ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ 皇學館高

2 42 磯田 成秀 (3) ｲｿﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾃﾞ 皇學館高
3 43 小阪 智彦 (3) ｺｻｶ ﾄﾓﾋｺ 皇學館高
4 45 田前 佑斗 (3) ﾀﾏｴ ﾕｳﾄ 皇學館高

3 6 津西高 44.34 1 1169 天野 航平 (2) ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ 津西高
2 1170 國府 俊介 (2) ｺｸﾌﾞ ｼｭﾝｽｹ 津西高
3 1168 森 　朝音 (2) ﾓﾘ ｱｻﾄ 津西高
4 1171 阪井 健人 (2) ｻｶｲ ｹﾝﾄ 津西高

4 7 名張西高 44.39 1 1213 福井 悠也 (2) ﾌｸｲ ﾕｳﾔ 名張西高
2 1197 岡本 裕貴 (3) ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 名張西高
3 1209 川合 拓実 (2) ｶﾜｲ ﾀｸﾐ 名張西高
4 1215 森脇 悠平 (2) ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾍｲ 名張西高

5 2 近大高専－Ａ 44.77 1 4147 天野 　翼 (2) ｱﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ 近大高専
2 4146 洞 　誠二 (3) ﾎﾗ ｾｲｼﾞ 近大高専
3 4166 岩田 和希 (1) ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 近大高専
4 4145 髙橋 正己 (3) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐ 近大高専

5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 桑名工高－Ａ 42.39 Q 1 1128 稲垣 夏生 (1) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工高
2 1130 松尾慎太郎 (1) ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 桑名工高
3 1121 佐藤 弘明 (2) ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 桑名工高
4 1129 加藤 慎也 (1) ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 桑名工高

2 5 四日市工高－Ａ 42.46 1 140 嶋野 　圭 (3) ｼﾏﾉ ｹｲ 四日市工高
2 149 古澤 一馬 (3) ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞﾏ 四日市工高
3 132 伊藤拓一郎 (3) ｲﾄｳ ﾀｸｲﾁﾛｳ 四日市工高3 132 伊藤拓 郎 (3) ｲﾄｳ ﾀｸｲﾁﾛｳ 四日市工高
4 159 黒田 祐基 (2) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 四日市工高

3 7 桑名西高 44.18 1 1306 外山 諒也 (2) ﾄﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 桑名西高
2 1303 下釜 健吾 (2) ｼﾓｶﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 桑名西高
3 1307 加藤 雅也 (2) ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 桑名西高
4 1302 伊藤 博幸 (2) ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 桑名西高

4 4 伊勢工高－Ｂ 44.25 1 352 藤本 展志 (1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ 伊勢工高
2 340 玉村 恵佑 (2) ﾀﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ 伊勢工高
3 347 堀 　敏之 (2) ﾎﾘ ﾄｼﾕｷ 伊勢工高
4 341 出口 荒樹 (2) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾗｷ 伊勢工高

6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 鈴鹿高専－Ａ 42.31 Q 1 4291 奥野 浩佑 (3) ｵｸﾉ ｺｳｽｹ 鈴鹿高専
2 4287 岡山元志郎 (3) ｵｶﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾛｳ 鈴鹿高専
3 4303 清水 開吏 (2) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 鈴鹿高専
4 4294 湯田 功稀 (3) ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 鈴鹿高専

2 7 ＩｓｅＴＣ－Ａ 42.35 q 1 4110 押田 友厚 ｵｽﾀﾞ ﾄﾓｱﾂ IseTC
2 4134 森見 貞治 ﾓﾘﾐ ｻﾀﾞﾊﾙ IseTC
3 4112 釜谷 剛史 ｶﾏﾀﾆ ﾀｶｼ IseTC
4 4113 北岡 慶昭 ｷﾀｵｶ ﾖｼｱｷ IseTC

3 5 桑名工高－Ｂ 43.96 1 1113 宮崎 瑞輝 (3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 桑名工高
2 1108 菅井 　将 (3) ｽｶﾞｲ ｼｮｳ 桑名工高
3 1106 伊藤 真史 (3) ｲﾄｳ ﾏｻｼ 桑名工高
4 1110 中村 剛人 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ 桑名工高

4 8 皇學館高－Ｂ 44.40 1 1786 竹内 直人 (1) ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 皇學館高
2 1785 奥村 公智 (1) ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ 皇學館高
3 58 中川 翔太 (2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 皇學館高
4 59 中村 宇宙 (2) ﾅｶﾑﾗ ｺｽﾓ 皇學館高

5 4 稲生高 44.44 1 403 柚木 正人 (2) ﾕﾉｷ ﾏｻﾄ 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
4 376 藤川 一輝 (3) ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞｷ 稲生高

凡例    DNS：欠場
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日本　記録 (NR)         38.03     日本 (塚原・末續・高平・朝原)                               2007    7月11日 17:05 決勝  
三重県記録 (KR)         39.66     三重県 (岡部・渡辺・水谷・大野)                             1997        
大会　記録 (GR)         40.09     日本体育大学 (樋口・田島・釜谷・上田)                       2002(第65回)

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

7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 5 ＩｓｅＴＣ－Ｂ 42.37 Q 1 4108 奥井 久登 ｵｸｲ ﾋｻﾄ IseTC
2 4125 林 　教介 ﾊﾔｼ ｷｮｳｽｹ IseTC
3 4111 笠木 辰也 ｶｻｷﾞ ﾀﾂﾔ IseTC
4 4119 出口 義人 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾄ IseTC

2 7 伊勢工高－Ａ 42.38 1 350 東 　魁輝 (1) ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 伊勢工高
2 330 池村 　涼 (2) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工高
3 348 森中 祐樹 (2) ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｷ 伊勢工高
4 339 瀬戸上 智 (2) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工高

3 4 四日市工高－Ｂ 44.27 1 141 角田 洋介 (3) ｽﾐﾀﾞ ﾖｳｽｹ 四日市工高
2 142 瀬古 幸広 (3) ｾｺ ﾕｷﾋﾛ 四日市工高
3 166 諸岡 利樹 (2) ﾓﾛｵｶ ﾄｼｷ 四日市工高
4 133 井上 恵太 (3) ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 四日市工高

4 9 鈴鹿高専－Ｂ 45.24 1 4300 毛利 文律 (2) ﾓｳﾘ ﾖｼﾉﾘ 鈴鹿高専
2 4299 前川 貴哉 (2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾀｶﾔ 鈴鹿高専
3 4302 伊藤 慎吾 (2) ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 鈴鹿高専
4 4297 田中 大輝 (2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鈴鹿高専

5 6 鈴鹿高 45.66 1 1539 古市 健人 (2) ﾌﾙｲﾁ ｹﾝﾄ 鈴鹿高
2 1533 安部 将史 (2) ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ 鈴鹿高
3 1557 船戸 雄太 (1) ﾌﾅﾄ ﾕｳﾀ 鈴鹿高
4 1542 早瀬 和馬 (1) ﾊﾔｾ ｶｽﾞﾏ 鈴鹿高
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