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審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

日本記録(NR)            38.03     日本(塚原・末續・高平・朝原)          2007

県記録(KR)              39.66     三重県(岡部・渡辺・水谷・大野)        1997 7月10日 10:05 予選

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) 7月10日 17:15 決勝

予選 7組1着＋1

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 6 四日市工高-A 42.36 Q 1 106 櫛田　昇良 (3) ｸｼﾀﾞ ｼｮｳｽｹ 四日市工高

2 107 黒田　祐基 (3) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 四日市工高

3 105 櫛田　享佑 (3) ｸｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 四日市工高

4 149 諏訪　達郎 (1) ｽﾜ ﾀﾂﾛｳ 四日市工高

2 5 宇治山田商高-C 42.46 1 863 西口　航平 (1) ﾆｼｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 宇治山田商高

2 856 木下　来星 (1) ｷﾉｼﾀ ﾗｲｾｲ 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

4 854 岡咲　和歩 (1) ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾎ 宇治山田商高

3 1 上野高 44.38 1 752 奥　　稔宜 (2) ｵｸ ﾄｼﾀｶ 上野高

2 748 大谷　大介 (2) ｵｵﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 上野高

3 756 中矢　梨葵 (2) ﾅｶﾔ ﾘｷ 上野高

4 800 柴地　主貴 (1) ｼﾊﾞﾁﾞ ｶｽﾞｷ 上野高

4 3 四日市西高 44.79 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 1364 須貝　佳輔 (1) ｽｶﾞｲ ｹｲｽｹ 四日市西高

4 1356 伊藤　　聖 (2) ｲﾄｳ ﾀｶｼ 四日市西高

5 4 鈴鹿高 44.82 1 1663 船戸　雄太 (2) ﾌﾅﾄ ﾕｳﾀ 鈴鹿高

2 1657 古市　健人 (3) ﾌﾙｲﾁ ｹﾝﾄ 鈴鹿高

3 1673 古川　祐基 (1) ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 鈴鹿高

4 1660 田中　敬章 (2) ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 鈴鹿高

6 9 相可高 45.99 1 1710 荒河　雄太 (2) ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾀ 相可高

2 1708 出口　飛鳥 (2) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｽｶ 相可高

3 1709 山田　隆平 (2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 相可高

4 1711 杉井　勇輝 (2) ｽｷﾞｲ ﾕｳｷ 相可高

7 7 四日市高-C 46.35 1 927 杉山　雄紀 (2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 四日市高

2 933 荒木　　駿 (2) ｱﾗｷ ｼｭﾝ 四日市高

3 930 岩阪　拓馬 (2) ｲﾜｻｶ ﾀｸﾏ 四日市高

4 921 山中　統吾 (2) ﾔﾏﾅｶ ﾄｳｺﾞ 四日市高

8 8 尾鷲-A 46.89 1 712 長井　佑太 (2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 尾鷲高

2 716 世古　航大 (2) ｾｺ ｺｳﾀﾞｲ 尾鷲高

3 710 皆口　健斗 (2) ﾐﾅｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 尾鷲高

4 715 丹羽　弘貴 (2) ﾆﾜ ﾋﾛﾀｶ 尾鷲高
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1 4 岐阜経済大 43.15 Q 1 5-636 青木　　準 (2) ｱｵｷ ﾋﾄｼ 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 5-639 奥野　翔平 (2) ｵｸﾉ ｼｮｳﾍｲ 岐阜経済大

4 5-573 木本　祥仁 (4) ｷﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 岐阜経済大

2 6 伊勢高-A 43.47 1 1157 山口　　優 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 伊勢高

2 1172 西村　駿哉 (2) ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 伊勢高

3 1156 山口　元輝 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 伊勢高

4 1165 高井　　謙 (2) ﾀｶｲ ｹﾝ 伊勢高

3 7 宇治山田商高-D 43.84 1 851 岩田　大輝 (1) ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 宇治山田商高

2 855 北村　椋汰 (1) ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 宇治山田商高

3 852 上田　晃平 (1) ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 宇治山田商高

4 859 田中　凌平 (1) ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 宇治山田商高

4 5 鈴鹿高専-B 45.17 1 4015 菅　　大彰 (2) ｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ 鈴鹿高専

2 4008 伊藤　慎吾 (3) ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 鈴鹿高専

3 4734 鬼頭　卓士 (1) ｷﾄｳ ﾀｸｼ 鈴鹿高専

4 4731 豊田　隆葵 (1) ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｷ 鈴鹿高専

5 9 志摩高 46.66 1 1435 東　　伊織 (1) ﾋｶﾞｼ ｲｵﾘ 志摩高

2 1428 松井　　龍 (2) ﾏﾂｲ ﾘｮｳ 志摩高

3 1429 小堀　嘉久 (2) ｺﾎﾘ ﾖｼﾋｻ 志摩高

4 1430 齋藤　正直 (2) ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ 志摩高

2 海星高 DSQ,R1 1 495 南條　洸也 (2) ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾔ 海星高

2 488 伊藤　航汰 (3) ｲﾄｳ ｺｳﾀ 海星高

3 487 辻原礼慧士 (3) ﾂｼﾞﾊﾗ ﾚｴｼﾞ 海星高

4 489 蒔田　大幸 (3) ﾏｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 海星高

3 三重大医学部 DNF 1 4718 伊藤　拓也 (3) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 三重大医学部

2 4260 小林　達宏 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 三重大医学部

3 4719 伊藤　芳彰 (1) ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 三重大医学部

4 4255 植田　裕司 (6) ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三重大医学部

8 四日市高-B DSQ,R3 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
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1 5 伊勢工高-A 42.06 Q 1 48 森中　祐樹 (3) ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｷ 伊勢工高

2 50 東　　魁輝 (2) ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 伊勢工高

3 31 池村　　涼 (3) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工高

4 40 瀬戸上　智 (3) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工高

2 7 稲生高 43.58 1 433 鹿毛　翔太 (2) ｶｹﾞ ｼｮｳﾀ 稲生高

2 402 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

3 417 水谷　昌希 (3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｷ 稲生高

4 438 原田　玲次 (2) ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 稲生高

3 3 桑名高 43.86 1 534 川瀬　孝則 (1) ｶﾜｾ ﾀｶﾉﾘ 桑名高

2 527 愛敬彰太郎 (1) ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 桑名高

3 533 大野　紘平 (1) ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ 桑名高

4 535 清水　元基 (1) ｼﾐｽﾞ ｹﾞﾝｷ 桑名高

4 9 亀山高 44.06 1 1501 末松　勇人 (3) ｽｴﾏﾂ ﾕｳﾄ 亀山高

2 1500 松本　崇宏 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 亀山高

3 1513 橋本　尚磨 (1) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ 亀山高

4 1505 佐方　智弘 (2) ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ 亀山高

5 2 伊勢高-B 44.62 1 1151 大西　健也 (3) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾔ 伊勢高

2 1153 辻　　宏介 (3) ﾂｼﾞ ｺｳｽｹ 伊勢高

3 1152 高木　申一 (3) ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ 伊勢高

4 1174 宮村　捷也 (2) ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ 伊勢高

6 8 宇治山田高 44.77 1 361 石田　崇斗 (2) ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ 宇治山田高

2 370 野村　卓矢 (2) ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ 宇治山田高

3 1768 遍々古和輝 (1) ﾍﾞﾍﾞｺ ｶｽﾞｷ 宇治山田高

4 369 松井　俊樹 (2) ﾏﾂｲ ﾄｼｷ 宇治山田高

7 6 津西高 44.95 1 1574 伊藤　章人 (1) ｲﾄｳ ｱｷﾄ 津西高

2 1539 阪井　啓太 (2) ｻｶｲ ｹｲﾀ 津西高

3 1566 藤木　智巳 (1) ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ 津西高

4 1565 小宮圭一朗 (1) ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ 津西高

8 1 尾鷲-B 45.13 1 705 木許　雄太 (3) ｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 尾鷲高

2 701 福本　尭輝 (3) ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｷ 尾鷲高

3 717 太田　健人 (2) ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 尾鷲高

4 723 谷　侑希峻 (1) ﾀﾆ ﾕｷﾄｼ 尾鷲高

9 4 四日市工高-B 45.61 1 112 森本　直也 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵﾔ 四日市工高

2 142 渡辺　一樹 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 四日市工高

3 139 左座　裕彰 (2) ｿﾞｳｻﾞ ﾋﾛｱｷ 四日市工高

4 127 松島　諒弥 (2) ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾔ 四日市工高

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 R1:オーバーゾーン １→２ R3:オーバーゾーン ３→４



男子4×100mＲ
審 判 長：小池　弘文

記録主任：山本　勇人

日本記録(NR)            38.03     日本(塚原・末續・高平・朝原)          2007

県記録(KR)              39.66     三重県(岡部・渡辺・水谷・大野)        1997 7月10日 10:05 予選

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) 7月10日 17:15 決勝

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 3 皇學館大-A 41.93 Q 1 5-755 原　　一貴 (3) ﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 皇學館大

2 5-740 寺本　宗平 (4) ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾍｲ 皇學館大

3 5-748 神田　　壮 (3) ｶﾝﾀﾞ ｿｳ 皇學館大

4 5-753 中西　　学 (3) ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾌﾞ 皇學館大

2 6 三重大 42.57 1 5-267 村田　信英 (2) ﾑﾗﾀ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 三重大

2 5-255 岩田　賢治 (2) ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞ 三重大

3 5-266 武藤　俊平 (2) ﾑﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 三重大

4 5-236 浦川　依久 ｳﾗｶﾜ ﾖﾘﾋｻ 三重大

3 5 宇治山田商高-B 43.28 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

3 826 池山　将悟 (2) ｲｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 宇治山田商高

4 836 西澤　　団 (2) ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ 宇治山田商高

4 2 皇學館高 43.88 1 577 奥村　公智 (2) ｵｸﾑﾗ ｷﾐｱｷ 皇學館高

2 586 羽山　知希 (2) ﾊﾔﾏ ﾄﾓｷ 皇學館高

3 584 橋本　　渉 (2) ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 皇學館高

4 578 竹内　直人 (2) ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 皇學館高

5 9 伊賀白鳳高 44.78 1 347 細矢　鷹雅 (1) ﾎｿﾔ ﾖｳｶﾞ 伊賀白鳳高

2 344 西川　公夫 (1) ﾆｼｶﾜ ｷﾐｵ 伊賀白鳳高

3 339 宇佐美　大 (2) ｳｻﾐ ﾀﾞｲ 伊賀白鳳高

4 338 新　　憲幸 (2) ｱﾀﾗｼ ﾉﾘﾕｷ 伊賀白鳳高

6 4 神戸高 45.09 1 1133 小下　元路 (1) ｺｼﾀ ｱｻﾐﾁ 神戸高

2 1113 久冨　佑樹 (2) ﾋｻﾄﾐ ﾕｳｷ 神戸高

3 1139 大川　貴也 (1) ｵｵｶﾜ ﾀｶﾔ 神戸高

4 1110 小林　和樹 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 神戸高

7 8 高田-B 45.45 1 1622 山下　拓眞 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ 高田高

2 1645 増井　秀平 (1) ﾏｽｲ ｼｭｳﾍｲ 高田高

3 1930 櫻井　駿太 (1) ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀ 高田高

4 1641 谷本　祐基 (1) ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ 高田高
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1 4 ASSA-TC 41.93 Q 1 4700 大河内玄樹 ｵｵｺｳﾁ ｹﾞﾝｷ ASSA-TC

2 4685 伊藤　優司 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ ASSA-TC

3 4707 前出　卓也 ﾏｴﾃﾞ ﾀｸﾔ ASSA-TC

4 4705 吉村　純平 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ASSA-TC

2 7 宇治山田商高-A 42.21 q 1 803 坂本　博満 (3) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 宇治山田商高

2 805 西山　竜二 (3) ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 宇治山田商高

3 802 浦井　駿吾 (3) ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 宇治山田商高

4 804 納米　　良 (3) ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 宇治山田商高

3 6 皇學館大-B 43.42 1 5-743 飯田　大智 (3) ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 皇學館大

2 5-749 小池　亮輔 (3) ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ 皇學館大

3 5-752 辻　　誠一 (3) ﾂｼﾞ ｾｲｲﾁ 皇學館大

4 5-756 平井　智博 (3) ﾋﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ 皇學館大

4 3 桑名工高-C 45.44 1 225 岩田　晋輔 (1) ｲﾜﾀ ｼﾝｽｹ 桑名工高

2 227 多儀　臣生 (1) ﾀｷﾞ ｼｹﾞｷ 桑名工高

3 231 水野　大輝 (1) ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｷ 桑名工高

4 230 水谷　颯汰 (1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ 桑名工高

5 8 川越高 46.29 1 982 馬瀬　義陽 (1) ﾏｾ ﾖｼｱｷ 川越高

2 971 須藤　永吉 (2) ｽﾄﾞｳ ｴｲｷﾁ 川越高

3 969 伊藤　勇人 (2) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 川越高

4 972 浜野　　舜 (2) ﾊﾏﾉ ｼｭﾝ 川越高

6 9 四中工高 46.55 1 1494 加藤　　亘 (1) ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 四中工高

2 1495 加藤　雅人 (1) ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 四中工高

3 1492 大古瀬圭介 (2) ｵｵｺｾ ｹｲｽｹ 四中工高

4 1487 坂本　将太 (3) ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 四中工高

5 津高 DNF 1 1398 本谷　一隼 (2) ﾎﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 津高

2 1401 和田　将志 (2) ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 津高

3 1399 松下　和弘 (2) ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 津高

4 1415 丹羽　貴士 (1) ﾆﾜ ﾀｶｼ 津高
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6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 3 鈴鹿高専-A 42.28 Q 1 5-880 奥野　浩佑 (4) ｵｸﾉ ｺｳｽｹ 鈴鹿高専

2 5-877 岡山元志郎 (4) ｵｶﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾛｳ 鈴鹿高専

3 4009 清水　開吏 (3) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 鈴鹿高専

4 5-882 湯田　功稀 (4) ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 鈴鹿高専

2 4 桑名工高-A 42.50 1 209 安田　祐基 (3) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 桑名工高

2 205 佐藤　弘明 (3) ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 桑名工高

3 207 中村　文哉 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 桑名工高

4 206 千種　紹弘 (3) ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 桑名工高

3 9 皇學館大-C 43.05 1 5-776 坂本　明俊 (1) ｻｶﾓﾄ ｱｷﾄｼ 皇學館大

2 5-770 内山　翔太 (1) ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 皇學館大

3 5-775 田畑　徳大 (1) ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 皇學館大

4 5-777 西村　夢路 (1) ﾆｼﾑﾗ ﾕﾒｼﾞ 皇學館大

4 5 四日市工高-C 43.20 1 148 前田　裕太 (1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 四日市工高

2 130 宇佐美翔平 (2) ｳｻﾐ ｼｮｳﾍｲ 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

4 102 今津　　祥 (3) ｲﾏﾂﾞ ｼｮｳ 四日市工高

5 6 米鈴ＡＣ 43.97 1 4200 林田　周平 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 米鈴ＡＣ

2 4195 高橋　利侑 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 米鈴ＡＣ

3 4194 高梨　　誠 ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 米鈴ＡＣ

4 4204 水谷　圭吾 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹｲｺﾞ 米鈴ＡＣ

6 1 四日市高-A 44.08 1 924 宇畑　雄哉 (2) ｳﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 四日市高

2 925 伊藤　宏毅 (2) ｲﾄｳ ｺｳｷ 四日市高

3 929 荒川　雄斗 (2) ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 四日市高

4 923 北原　弘大 (2) ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 四日市高

7 7 津東高 44.73 1 1242 前川　　耀 (2) ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷﾗ 津東高

2 1250 池村　優介 (1) ｲｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ 津東高

3 1251 浦野　陽平 (1) ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ 津東高

4 1245 谷川　秀弥 (2) ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭｳﾔ 津東高

8 8 近大高専-B 44.80 1 4047 斎藤　秀樹 (2) ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 近大高専

2 4051 竹内　大晴 (1) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾊﾙ 近大高専

3 4049 牛田　匡哉 (1) ｳｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 近大高専

4 4042 清水　剛士 (2) ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 近大高専
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7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 3 桑名工高-B 42.02 Q 1 215 水谷　拓也 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 桑名工高

2 214 松尾慎太郎 (2) ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 桑名工高

3 212 稲垣　夏生 (2) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工高

4 213 加藤　慎也 (2) ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 桑名工高

2 4 高田-A 42.62 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 1630 木村　健人 (3) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 高田高

4 1639 大道　卓也 (1) ｵｵﾐﾁ ﾀｸﾔ 高田高

3 5 伊勢工高-B 43.44 1 58 浦口　誉斗 (2) ｳﾗｸﾞﾁ ﾀｶﾄ 伊勢工高

2 41 玉村　恵佑 (3) ﾀﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ 伊勢工高

3 52 藤本　展志 (2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｼ 伊勢工高

4 35 岡本　　淳 (3) ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 伊勢工高

4 9 四日市工高-D 44.00 1 140 大河原　進 (2) ｵｵｶﾞﾜﾗ ｼﾝ 四日市工高

2 150 増田圭一郎 (1) ﾏｽﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 四日市工高

3 147 河合　将志 (1) ｶﾜｲ ﾏｻｼ 四日市工高

4 129 谷　　純輝 (2) ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｷ 四日市工高

5 6 近大高専-A 44.95 1 4027 金児　有人 (3) ｶﾈｺ ｱﾘﾄ 近大高専

2 4026 天野　　翼 (3) ｱﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ 近大高専

3 4033 柳原　竜也 (3) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 近大高専

4 737 洞　　誠二 (4) ﾎﾗ ｾｲｼﾞ 近大高専

6 1 伊勢高-C 45.06 1 1180 森　　拓也 (1) ﾓﾘ ﾀｸﾔ 伊勢高

2 1177 宮崎　寛隆 (1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 伊勢高

3 1178 岡田　智文 (1) ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 伊勢高

4 1860 高岡新之介 (1) ﾀｶｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 伊勢高

7 2 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 45.15 1 4401 森本　和紀 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ

2 4402 冨田　拓哉 ﾄﾐﾀﾞ ﾀｸﾔ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ

3 4392 丸本　浩史 ﾏﾙﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ

4 4394 奥野　史典 ｵｸﾉ ﾌﾐﾉﾘ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ

8 8 ULiTIMATE 45.57 1 4415 岡田　和士 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｼ ULTIMATE

2 4411 浜野　伶爾 ﾊﾏﾉ ﾘｮｳｼﾞ ULTIMATE

3 4403 石本　幹也 ｲｼﾓﾄ ﾐｷﾔ ULTIMATE

4 4409 長嶋　　翔 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳ ULTIMATE
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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 6 皇學館大-A 41.76 1 5-755 原　　一貴 (3) ﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 皇學館大

2 5-740 寺本　宗平 (4) ﾃﾗﾓﾄ ｿｳﾍｲ 皇學館大

3 5-748 神田　　壮 (3) ｶﾝﾀﾞ ｿｳ 皇學館大

4 5-753 中西　　学 (3) ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾌﾞ 皇學館大

2 9 鈴鹿高専-A 42.13 1 5-880 奥野　浩佑 (4) ｵｸﾉ ｺｳｽｹ 鈴鹿高専

2 5-877 岡山元志郎 (4) ｵｶﾔﾏ ｹﾞﾝｼﾛｳ 鈴鹿高専

3 4009 清水　開吏 (3) ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ 鈴鹿高専

4 5-882 湯田　功稀 (4) ﾕﾀﾞ ｺｳｷ 鈴鹿高専

3 7 桑名工高-B 42.15 1 215 水谷　拓也 (2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 桑名工高

2 214 松尾慎太郎 (2) ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 桑名工高

3 212 稲垣　夏生 (2) ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｵ 桑名工高

4 213 加藤　慎也 (2) ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 桑名工高

4 4 伊勢工高-A 42.21 1 48 森中　祐樹 (3) ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｷ 伊勢工高

2 50 東　　魁輝 (2) ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ 伊勢工高

3 31 池村　　涼 (3) ｲｹﾑﾗ ﾘｮｳ 伊勢工高

4 40 瀬戸上　智 (3) ｾﾄｳｴ ﾄﾓ 伊勢工高

5 3 宇治山田商高-A 42.22 1 803 坂本　博満 (3) ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 宇治山田商高

2 805 西山　竜二 (3) ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 宇治山田商高

3 802 浦井　駿吾 (3) ｳﾗｲ ｼｭﾝｺﾞ 宇治山田商高

4 804 納米　　良 (3) ﾅｼﾞﾒ ﾘｮｳ 宇治山田商高

6 5 ASSA-TC 42.35 1 4700 大河内玄樹 ｵｵｺｳﾁ ｹﾞﾝｷ ASSA-TC

2 4685 伊藤　優司 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ ASSA-TC

3 4707 前出　卓也 ﾏｴﾃﾞ ﾀｸﾔ ASSA-TC

4 4705 吉村　純平 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ASSA-TC

7 2 岐阜経済大 43.06 1 5-636 青木　　準 (2) ｱｵｷ ﾋﾄｼ 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 5-639 奥野　翔平 (2) ｵｸﾉ ｼｮｳﾍｲ 岐阜経済大

4 5-573 木本　祥仁 (4) ｷﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 岐阜経済大

8 8 四日市工高-A 43.13 1 100 磯田　翔平 (3) ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 四日市工高

2 107 黒田　祐基 (3) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ 四日市工高

3 105 櫛田　享佑 (3) ｸｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 四日市工高

4 106 櫛田　昇良 (3) ｸｼﾀﾞ ｼｮｳｽｹ 四日市工高
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