
一般高校男子4×100mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

県高校記録(KH)          40.41     宇治山田商高(浦井・木下・小池・岡咲)  2012 9月11日 12:30 予　選
大会記録(GR)            41.76     宇治山田商高(野村・浦井・新谷・北村)  2013 9月11日 14:55 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 5194 熊野　卓弥 ｸﾏﾉ ﾀｸﾔ 43.67 1 4 宇治山田商高 841 前川拳太郎(2) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 41.56 GR
5200 北村　明彦 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋｺ q 830 上山　紘輝(2) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ q
5205 前田　峰尚 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾈﾀｶ 836 下司玲央奈(2) ｹﾞｼ ﾚｵﾅ
5199 西塚　脩真 ﾆｼﾂﾞｶ ｼｭｳﾏ 834 久保倉佳吾(2) ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ

2 6 尾鷲高 714 大谷　拓実(2) ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾐ 44.12 2 3 愛知学大 6131 伊藤　亮河(3) ｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 43.10
729 庄司　吉輝(2) ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ q 6132 永森　拓真(3) ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｸﾏ q
728 新谷　颯太(2) ｼﾝﾀﾆ ｿｳﾀ 6133 野口　皓平(3) ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ
727 西　航太郎(2) ﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ 6134 若林　正文(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ

3 7 津西高 1450 鈴木　涼太(1) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 44.31 3 6 伊勢高 1273 南　　諒弥(2) ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾔ 43.66
1453 平松　友紀(1) ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ q 1277 神谷　純輝(2) ｶﾐﾔ ｱﾂｷ q
1447 伊藤　和磨(1) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 1308 長澤　拓輝(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸｷ
1451 寺島聡志朗(1) ﾃﾗｼﾏ ｿｳｼﾛｳ 1281 浜口　颯大(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

4 2 神戸高 1911 山田　将大(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 45.01 4 7 伊勢工高 388 中西　哉太(2) ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾀ 43.67
1912 野原　一朗(2) ﾉﾊﾗ ｲﾁﾛｳ 412 杉田　龍矢(1) ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳﾔ q
1906 山際　大雅(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 408 山本　壱成(1) ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ
1914 守藤　健斗(2) ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾄ 426 加藤　　烈(1) ｶﾄｳ ﾚﾂ

5 5 相可高 261 中瀬　雄太(3) ﾅｶｾ ﾕｳﾀ 45.31 5 2 亀山高 1054 村山　　城(2) ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｮｳ 44.09
269 高法田竜司(2) ﾀｶﾎﾀ ﾘｭｳｼﾞ 1052 橋本　将吾(2) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ q

2062 阿部　　進(1) ｱﾍﾞ ｽｽﾑ 1051 住田　　光(2) ｽﾐﾀ ﾋｶﾙ
270 中瀬　翔大(2) ﾅｶｾ ｼｮｳﾀ 1053 福島　汰知(2) ﾌｸｼﾏ ﾀｲﾁ

4 桑名西高 645 岩田　千畝(2) ｲﾜﾀ ﾁｳﾈ DQ,R3 5 いなべ総合高 DNS
661 井上　涼太(1) ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ
646 岩田　公威(2) ｲﾜﾀ ｷﾐﾀｹ
666 清田　尚弥(1) ｷﾖﾀ ﾅｵﾔ

3 鳥羽商船 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 宇治山田商高 841 前川拳太郎(2) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 41.49 GR
830 上山　紘輝(2) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ
836 下司玲央奈(2) ｹﾞｼ ﾚｵﾅ
834 久保倉佳吾(2) ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ

2 3 愛知学大 6131 伊藤　亮河(3) ｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 43.17
6132 永森　拓真(3) ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｸﾏ
6133 野口　皓平(3) ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ
6134 若林　正文(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ

3 7 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 5194 熊野　卓弥 ｸﾏﾉ ﾀｸﾔ 43.28
5200 北村　明彦 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋｺ
5205 前田　峰尚 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾈﾀｶ
5198 永井　伸哉 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾔ

4 6 伊勢工高 388 中西　哉太(2) ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾀ 43.37
412 杉田　龍矢(1) ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳﾔ
408 山本　壱成(1) ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ
426 加藤　　烈(1) ｶﾄｳ ﾚﾂ

5 4 伊勢高 1273 南　　諒弥(2) ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾔ 43.63
1277 神谷　純輝(2) ｶﾐﾔ ｱﾂｷ
1308 長澤　拓輝(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸｷ
1281 浜口　颯大(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

6 8 亀山高 1054 村山　　城(2) ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｮｳ 44.05
1052 橋本　将吾(2) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
1051 住田　　光(2) ｽﾐﾀ ﾋｶﾙ
1053 福島　汰知(2) ﾌｸｼﾏ ﾀｲﾁ

7 2 尾鷲高 714 大谷　拓実(2) ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾐ 44.43
729 庄司　吉輝(2) ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ
728 新谷　颯太(2) ｼﾝﾀﾆ ｿｳﾀ
727 西　航太郎(2) ﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ

1 津西高 1450 鈴木　涼太(1) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ DQ,R2

1453 平松　友紀(1) ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ
1455 村田　航輝(1) ﾑﾗﾀ ｺｳｷ
1451 寺島聡志朗(1) ﾃﾗｼﾏ ｿｳｼﾛｳ

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 3→4


