
男子4×400mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

日本記録(NR)            3:00.76   日本(苅部・伊東・小坂田・大森)        1996
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予選 4組1着＋4

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

1 7 桑名工高-A 3:20.64 Q 1 216 山室　勇太 (2) ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾀ 桑名工高

2 215 水谷　拓也 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 桑名工高

3 206 千種　紹弘 (3) ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 桑名工高

4 212 稲垣　夏生 (2) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工高

2 5 鈴鹿高専 3:22.30 q 1 5-877 岡山元志郎 (4) ｵｶﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾛｳ 鈴鹿高専

2 4009 清水　開吏 (3) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 鈴鹿高専

3 4003 田中　大輝 (3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鈴鹿高専

4 5-882 湯田　功稀 (4) ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 鈴鹿高専

3 6 宇治山田商高-A 3:22.93 1 829 北村　直也 (2) ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ 宇治山田商高

2 831 坂野　航平 (2) ｻｶﾉ ｺｳﾍｲ 宇治山田商高

3 856 木下　来星 (1) ｷﾉｼﾀ ﾗｲｾｲ 宇治山田商高

4 854 岡咲　和歩 (1) ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾎ 宇治山田商高

4 8 四日市高-A 3:30.51 1 929 荒川　雄斗 (2) ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 四日市高

2 923 北原　弘大 (2) ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 四日市高

3 925 伊藤　宏毅 (2) ｲﾄｳ ｺｳｷ 四日市高

4 944 東條　晃己 (1) ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳｷ 四日市高

5 4 四日市西高 3:31.79 1 1336 中嶋　良輔 (3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 四日市西高

2 1359 飯田　峻也 (2) ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 四日市西高

3 1355 吉田　純平 (2) ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 四日市西高

4 1364 須貝　佳輔 (1) ｽｶﾞｲ ｹｲｽｹ 四日市西高

6 9 亀山高 3:33.44 1 1501 末松　勇人 (3) ｽｴﾏﾂ ﾕｳﾄ 亀山高

2 1499 尾﨑　直道 (3) ｵｻﾞｷ ﾅｵﾐﾁ 亀山高

3 1505 佐方　智弘 (2) ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ 亀山高

4 1513 橋本　尚磨 (1) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ 亀山高

7 3 皇學館高 3:36.93 1 578 竹内　直人 (2) ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 皇學館高

2 582 橋本　光平 (2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 皇學館高

3 586 羽山　知希 (2) ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ 皇學館高

4 584 橋本　　渉 (2) ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 皇學館高
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2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 4 四日市工高-A 3:21.62 Q 1 148 前田　裕太 (1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 四日市工高

2 102 今津　　祥 (3) ｲﾏﾂﾞ ｼｮｳ 四日市工高

3 128 山崎　碧人 (2) ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖﾄ 四日市工高

4 130 宇佐美翔平 (2) ｳｻﾐ ｼｮｳﾍｲ 四日市工高

2 7 宇治山田商高-C 3:21.99 q 1 808 森田　悟司 (3) ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 宇治山田商高

2 802 浦井　駿吾 (3) ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 宇治山田商高

3 804 納米　　良 (3) ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 宇治山田商高

4 803 坂本　博満 (3) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 宇治山田商高

3 3 ULiTIMATE 3:35.22 1 4417 森元　裕司 ﾓﾘﾄﾓ ﾕｳｼﾞ ULTIMATE

2 4412 馬場　雄太 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ ULTIMATE

3 4413 細井　翔太 ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ ULTIMATE

4 4415 岡田　和士 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｼ ULTIMATE

4 6 津西高 3:41.77 1 1539 阪井　啓太 (2) ｻｶｲ ｹｲﾀ 津西高

2 1536 加藤　豪人 (2) ｶﾄｳ ﾀｹﾄ 津西高

3 1566 藤木　智巳 (1) ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ 津西高

4 1537 見取　輝之 (2) ﾐﾄﾞﾘ ﾃﾙﾕｷ 津西高

5 8 桑名高 3:44.22 1 530 岩井　聡史 (1) ｲﾜｲ ｻﾄｼ 桑名高

2 537 瀧川　捷理 (1) ﾀｷｶﾜ ｼｮｳﾘ 桑名高

3 533 大野　紘平 (1) ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ 桑名高

4 538 永井　宏樹 (1) ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 桑名高

6 9 四日市高-B 4:01.22 1 937 淺田　真敬 (1) ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 四日市高

2 939 山本　恭司 (1) ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｼﾞ 四日市高

3 941 網元　裕一 (1) ｱﾐﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 四日市高

4 1800 瀬上　裕斗 (1) ｾｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 四日市高

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

1 5 伊勢工高 3:21.05 Q 1 47 堀　　敏之 (3) ﾎﾘ ﾄｼﾕｷ 伊勢工高

2 40 瀬戸上　智 (3) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工高

3 50 東　　魁輝 (2) ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 伊勢工高

4 31 池村　　涼 (3) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工高

2 7 三重大 3:22.72 1 5-1086 川上　嘉晃 (1) ｶﾜｶﾐ ﾖｼｱｷ 三重大

2 5-263 長谷　　翼 (2) ﾊｾ ﾂﾊﾞｻ 三重大

3 5-253 西田健一郎 (3) ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 三重大

4 5-262 中濵　和大 (2) ﾅｶﾊﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 三重大

3 6 宇治山田商高-B 3:27.42 1 855 北村　椋汰 (1) ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 宇治山田商高

2 863 西口　航平 (1) ﾆｼｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 宇治山田商高

3 857 小池　龍緯 (1) ｺｲｹ ﾘｭｳｲ 宇治山田商高

4 852 上田　晃平 (1) ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 宇治山田商高

4 9 米鈴ＡＣ 3:31.49 1 4200 林田　周平 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 米鈴ＡＣ

2 4187 上野　秀和 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 米鈴ＡＣ

3 4189 河村　　卓 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸ 米鈴ＡＣ

4 4197 津田　晴慶 ﾂﾀﾞ ﾊﾙﾁｶ 米鈴ＡＣ

5 4 四日市工高-B 3:39.31 1 112 森本　直也 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵﾔ 四日市工高

2 103 岡山　純也 (3) ｵｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 四日市工高

3 113 諸岡　利樹 (3) ﾓﾛｵｶ ﾄｼｷ 四日市工高

4 115 山中　誠人 (3) ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾄ 四日市工高

6 8 津東高 3:41.42 1 1251 浦野　陽平 (1) ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ 津東高

2 1242 前川　　耀 (2) ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷﾗ 津東高

3 1240 別所　大輔 (2) ﾍﾞｯｼｮ ﾀﾞｲｽｹ 津東高

4 1259 前川　侑輝 (1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 津東高
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4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属

1 4 岐阜経済大 3:19.66 Q 1 5-668 今井　雄司 (1) ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 岐阜経済大

2 5-585 平本　飛鳥 (4) ﾋﾗﾓﾄ ｱｽｶ 岐阜経済大

3 5-595 小熊　翔一 (3) ｵｸﾞﾏ ｼｮｳｲﾁ 岐阜経済大

4 5-961 楠　　直也 (1) ｸｽﾉｷ ﾅｵﾔ 岐阜経済大

2 7 高田 3:19.79 q 1 1634 小塚　　優 (2) ｺﾂﾞｶ ﾕｳ 高田高

2 1631 前田　貴也 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 高田高

3 1632 伊藤　祐人 (2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 高田高

4 1630 木村　健人 (3) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 高田高

3 6 皇學館大 3:20.25 q 1 5-773 倉田　　圭 (1) ｸﾗﾀ ｹｲ 皇學館大

2 5-777 西村　夢路 (1) ﾆｼﾑﾗ ﾕﾒｼﾞ 皇學館大

3 5-743 飯田　大智 (3) ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 皇學館大

4 5-759 山岡　卓弥 (3) ﾔﾏｵｶ ﾀｸﾔ 皇學館大

4 8 稲生高 3:26.09 1 429 伊原　尚宏 (2) ｲﾊﾗ ﾅｵﾋﾛ 稲生高

2 462 中山　郁哉 (1) ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾔ 稲生高

3 407 下向　範明 (3) ｼﾓﾑｷ ﾉﾘｱｷ 稲生高

4 402 ｴｸﾞｴｽﾞ ﾁｭﾀ (3) ｴｸﾞｴｽﾞ ﾁｭﾀ ｶﾞﾘ ﾙｲｽ 稲生高

5 3 伊勢高 3:31.98 1 1153 辻　　宏介 (3) ﾂｼﾞ ｺｳｽｹ 伊勢高

2 1174 宮村　捷也 (2) ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ 伊勢高

3 1155 南端　謙吾 (3) ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 伊勢高

4 1152 高木　申一 (3) ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ 伊勢高

6 5 松阪高 3:38.50 1 611 末富　孝輔 (2) ｽｴﾄﾐ ｺｳｽｹ 松阪高

2 618 田端　朔也 (1) ﾀﾊﾞﾀ ｻｸﾔ 松阪高

3 616 吉澤　隼人 (2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 松阪高

4 615 無藤　慎吾 (2) ﾑﾄｳ ｼﾝｺﾞ 松阪高
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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(学年) カナ名 所属

1 2 宇治山田商高-C 3:22.34 1 808 森田　悟司 (3) ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 宇治山田商高

2 802 浦井　駿吾 (3) ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 宇治山田商高

3 804 納米　　良 (3) ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 宇治山田商高

4 803 坂本　博満 (3) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 宇治山田商高

2 5 桑名工高-A 3:22.34 1 216 山室　勇太 (2) ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾀ 桑名工高

2 215 水谷　拓也 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 桑名工高

3 206 千種　紹弘 (3) ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 桑名工高

4 212 稲垣　夏生 (2) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工高

3 4 岐阜経済大 3:22.61 1 5-668 今井　雄司 (1) ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 岐阜経済大

2 5-585 平本　飛鳥 (4) ﾋﾗﾓﾄ ｱｽｶ 岐阜経済大

3 5-595 小熊　翔一 (3) ｵｸﾞﾏ ｼｮｳｲﾁ 岐阜経済大

4 5-961 楠　　直也 (1) ｸｽﾉｷ ﾅｵﾔ 岐阜経済大

4 7 伊勢工高 3:24.45 1 82 金森　弘樹 (1) ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛｷ 伊勢工高

2 50 東　　魁輝 (2) ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 伊勢工高

3 40 瀬戸上　智 (3) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工高

4 31 池村　　涼 (3) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工高

5 8 高田 3:24.73 1 1634 小塚　　優 (2) ｺﾂﾞｶ ﾕｳ 高田高

2 1631 前田　貴也 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 高田高

3 1632 伊藤　祐人 (2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 高田高

4 1630 木村　健人 (3) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 高田高

6 6 四日市工高-A 3:24.75 1 148 前田　裕太 (1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 四日市工高

2 102 今津　　祥 (3) ｲﾏﾂﾞ ｼｮｳ 四日市工高

3 128 山崎　碧人 (2) ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖﾄ 四日市工高

4 130 宇佐美翔平 (2) ｳｻﾐ ｼｮｳﾍｲ 四日市工高

7 9 皇學館大 3:27.19 1 5-743 飯田　大智 (3) ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 皇學館大

2 5-777 西村　夢路 (1) ﾆｼﾑﾗ ﾕﾒｼﾞ 皇學館大

3 5-759 山岡　卓弥 (3) ﾔﾏｵｶ ﾀｸﾔ 皇學館大

4 5-749 小池　亮輔 (3) ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ 皇學館大

8 3 鈴鹿高専 3:28.44 1 5-877 岡山元志郎 (4) ｵｶﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾛｳ 鈴鹿高専

2 5-882 湯田　功稀 (4) ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 鈴鹿高専

3 4009 清水　開吏 (3) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 鈴鹿高専

4 4003 田中　大輝 (3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鈴鹿高専
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