
男子　４×１００ｍＲ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク・伊勢市(林･笠井･熊野･森下) 2004 9月3日 12:00 予　選
大会記録(GR)            51.32     南勢陸上ク・伊勢市(野村･曽根･中西･大仲)2005(第10回) 9月3日 16:20 決　勝

予　選　5組1着＋3

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 4 ゆめが丘RC 2191 髙島　　響(5) ﾀｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 53.82 1 5 宮川Jr陸上 1147 廣垣凜太郎(6) ﾋﾛｶﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 54.12
2193 前川　直誉(6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾅｵﾀｶ Q 1146 西村　虎琉(6) ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾙ Q
2153 中林　星也(6) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 1142 加島　伶隆(6) ｶｼﾏ ﾚｵ
2154 松岡　大夢(6) ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ 1144 立花　　陽(6) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅﾀ

2 6 ＵＲＣ 1784 上山　竜輝(6) ｳｴﾔﾏ ﾘﾕｳｷ 57.74 2 7 名張クラブ 1636 瀧瀬　　岬(6) ﾀｷｾ ﾐｻｷ 55.89
1783 井上朔乃介(6) ｲﾉｳｴ ｻｸﾉｽｹ 4098 藤森　章弘(5) ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷﾋﾛ q
1785 大森　滉土(6) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾄ 4100 薮本　楓雅(5) ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾌｳｶﾞ
1820 森山　颯太(6) ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ 1655 永安　正弥(5) ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｻﾔ

3 8 南勢ＡＣ 1331 磯崎　　宙(6) ｲｿｻﾞｷ ｿﾗ 1:00.00 3 3 志摩陸上ク 1467 堂岡　南斗(6) ﾄﾞｳｵｶ ﾐﾅﾄ 57.66
1335 溝口　彪斗(6) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋｮｳﾄ 1465 磯和　優音(6) ｲｿﾜ ﾕｳﾄ
1336 山本　海廉(6) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾚﾝ 1471 矢野　詩紋(6) ﾔﾉ ｼﾓﾝ
1333 中村　康太(6) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 1470 宮本　方理(6) ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾉﾘ

4 7 津陸上ク 829 伊藤　隆成(6) ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 1:00.23 4 6 ClubEggs 1564 奥野　隼佑(6) ｵｸﾉ ｼｭﾝｽｹ 57.82
835 林　　海翔(6) ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 1563 家田　海昇(6) ｲｴﾀﾞ ｱｻﾋ
809 和田宗一郎(6) ﾜﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 1566 倉谷　祈純(6) ｸﾗﾔ ｷｽﾞﾅ
807 中村　快翔(6) ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 1567 小林周太郎(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ

5 3 イムラＡＡ 1901 古川　　直(6) ﾌﾙｶﾜﾅｵ 1:00.72 5 2 SMAC陸上ク 2362 中島　迅帝(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ 59.67
1897 飯田　思遠(5) ｲｲﾀﾞｼｴﾝ 2359 堤　　拓斗(6) ﾂﾂﾐ ﾀｸﾄ
1874 鈴木　逢生(5) ｽｽﾞｷｵｳｾｲ 2360 中垣　表庫(6) ﾅｶｶﾞｷ ﾋｮｳｺﾞ
1873 伊藤　奏都(5) ｲﾄｳｿｳﾄ 2361 濱口　壱風(6) ﾊﾏｸﾞﾁ ｲﾁｶｾﾞ

6 5 ＪＡＣ亀山 665 近藤　叶吏(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｳﾘ 1:01.17 6 8 一ノ宮 1853 小林　洋音(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 1:01.30

661 香月　空良(6) ｶﾂﾞｷ ｿﾗ 1852 大泉　友雅(6) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾕｳｶﾞ
660 安土　冬偉(6) ｱﾂﾞﾁ ﾄｳｲ 1854 竹尾　　晟(6) ﾀｹｵ ｾｲ
664 森田　創大(6) ﾓﾘﾀ ｿｳﾀﾞｲ 1855 西野　涼太(6) ﾆｼﾉ ﾘｮｳﾀ

2 石薬師ＲＣ 547 石井　光稀(5) ｲｼｲ ﾐﾂｷ DQ,R2 7 4 藤原陸上ク 145 桟敷　晴斗(6) ｻﾝｼﾞｷ ﾊﾙﾄ 1:03.91

548 市川　拳暉(5) ｲﾁｶﾜ ｹﾞﾝｷ 146 藤田　圭太(6) ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀ
549 伊藤　伶真(5) ｲﾄｳ ﾚｲﾏ 151 清水　皇誠(5) ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ
550 岡田　和樹(5) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 147 若井　佑樹(6) ﾜｶｲ ﾕｳｷ

3組 4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 6 ASSA-TC 599 伊藤　悠真(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 54.54 1 4 一志Beast 788 海住　航守(6) ｶｲｼﾞｭｳ ｺｳﾏ 54.45
601 渡辺　悠斗(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ Q 719 竹内　洸貴(6) ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ Q
597 鈴木　亜成(6) ｽｽﾞｷ ｱｾｲ 722 中村　太智(6) ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ
593 秋田　琉希(6) ｱｷﾀ ﾘｭｳｷ 721 中垣内稜央(6) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ

2 3 厚生ＡＣ 1068 小津詠太朗(6) ｵﾂﾞ ｴｲﾀﾛｳ 55.88 2 6 内城田ＳＣ 1281 飯田　　廉(5) ｲｲﾀﾞ ﾚﾝ 56.88
1075 下村　修司(5) ｼﾓﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ q 1283 岡　　駿希(5) ｵｶ ﾄｼｷ
1071 宮田光一郎(6) ﾐﾔﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 1277 川口　真弘(6) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
1070 古川　柊依(6) ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｲ 1278 金田京示朗(6) ｶﾈﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ

3 5 北浜陸上ク 1003 中川　陽司(6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｼ 57.76 3 5 大山田ＡＣ 50 山本　寛大(6) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 57.56
1001 川邊　羽琉(6) ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙ 53 川村　虹太(5) ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ
1018 西場　秀伍(5) ﾆｼﾊﾞ ｼｭｳｺﾞ 45 浅野　航也(6) ｱｻﾉ ｺｳﾔ
1014 北川　楽人(5) ｷﾀｶﾞﾜ ﾗｸﾄ 89 木佐　優大(6) ｷｻ ﾕｳﾀﾞｲ

4 4 国府ＡＴ 1545 柴原　由輝(5) ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 59.63 4 7 北勢ＲＣ 200 小林　久真(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｸｳﾏ 59.97
1539 礒井　亮輔(6) ｲｿｲ ﾘｮｳｽｹ 202 千草　陽暉(6) ﾁｸﾞｻ ﾊﾙｷ
1538 荒木　前汰(6) ｱﾗｷ ｾﾞﾝﾀ 201 片山　陽斗(6) ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾄ
1540 三浦　大和(6) ﾐｳﾗ ﾔﾏﾄ 206 東田　　連(6) ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾚﾝ

5 8 Ｊ＆Ｅ久居 1913 中尾　祐翔(6) ﾅｶｵ ﾕｳﾄ 1:00.64 5 8 多気ＲＣ 875 池上　　遥(6) ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙ 1:00.32

1912 北西　琉暉(6) ｷﾀﾆｼ ﾘｭｳｷ 879 松田　爽大(6) ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾄ
1915 吉尾　康一(6) ﾖｼｵ ｺｳｲﾁ 878 坂井　太陽(6) ｻｶｲ ﾀｲﾖｳ
1914 西田　裕翔(6) ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 882 小筆　　薫(6) ｺﾌﾃﾞ ｶｵﾙ

2 尾鷲陸上少 1752 真砂　　仁(5) ﾏｻｺﾞ ｼﾞﾝ DQ,R2 3 楠陸上Jｒ 390 谷川　宙大(5) ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾄ DQ,R2

1748 中井祥太郎(6) ﾅｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 381 粟野　耀太(5) ｱﾜﾉ ﾖｳﾀ
1750 太田　梨瑛(5) ｵｵﾀ ﾘｱｷ 382 石田　大翔(5) ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ
1746 太田　彩暁(6) ｵｵﾀ ｻｱｷ 384 来馬　光希(5) ｸﾙﾏ ｺｳｷ

7 玉城陸上ク 1383 西村　侑記(6) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ DQ,R3

1392 松田　里貴(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｷ
1389 竹郷　壱咲(5) ﾀｹｺﾞｳ ｲｯｻ
1388 肥和承太朗(5) ﾋﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

凡例  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



男子　４×１００ｍＲ
審 判 長：小池　弘文
記録主任：岡田　和久

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク・伊勢市(林･笠井･熊野･森下) 2004 9月3日 12:00 予　選
大会記録(GR)            51.32     南勢陸上ク・伊勢市(野村･曽根･中西･大仲)2005(第10回) 9月3日 16:20 決　勝

予　選　5組1着＋3

5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

1 6 南勢陸上ク 913 河北　柊真(6) ｶﾜｷﾀ ﾄｳﾏ 54.69
910 井島　響生(6) ｲｼﾏ ﾋﾋﾞｷ Q
911 岩本　嵩己(6) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ
914 菊永　拓夢(6) ｷｸﾅｶﾞ ﾀｸﾑ

2 5 ﾁｰﾑG松陸 2225 松本　泰周(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾘ 56.45
2221 江上　知輝(6) ｴｶﾞﾐ ﾄﾓｷ q
2224 萩野　零次(6) ﾊｷﾞﾉ ﾚｲｼ
2220 浦﨑　倖碧(6) ｳﾗｻｷ ｺｳﾍｷ

3 7 橋南スポク 851 橋本　大輝(6) ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 59.01
848 垣内　綾人(6) ｶｷｳﾁ ｱﾔﾄ
850 中山　大地(6) ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ
870 大野　煌星(6) ｵｵﾉ ｺｳｾｲ

4 4 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 1265 中山　竣介(5) ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 1:00.13

1266 荒田　成臣(6) ｱﾗﾀ ﾅﾘｵﾐ
1268 新谷　真央(6) ｼﾝﾔ ﾏｵ
1267 池山　紘哉(6) ｲｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ

5 3 三浜陸上 2093 城戸　晴喜(6) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ 1:01.12

2092 奥山　奏佑(6) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ
2091 青木　春馬(6) ｱｵｷ ﾊﾙﾏ
2094 森　　一真(6) ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ

6 8 SunTFC 1216 谷崎　　光(6) ﾀﾆｻﾞｷ ﾋｶﾙ 1:01.18

1221 西　佑紀人(5) ﾆｼ ﾕｷﾄ
1218 大西　勇輝(5) ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ
1217 廣　　隼斗(6) ﾋﾛ ﾊﾔﾄ

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 ゆめが丘RC 2191 髙島　　響(5) ﾀｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 52.71
2193 前川　直誉(6) ﾏｴｶﾞﾜ ﾅｵﾀｶ
2153 中林　星也(6) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ
2154 松岡　大夢(6) ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ

2 6 ASSA-TC 593 秋田　琉希(6) ｱｷﾀ ﾘｭｳｷ 53.61
601 渡辺　悠斗(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ
597 鈴木　亜成(6) ｽｽﾞｷ ｱｾｲ
599 伊藤　悠真(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

3 4 宮川Jr陸上 1147 廣垣凜太郎(6) ﾋﾛｶﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 53.91
1146 西村　虎琉(6) ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾙ
1142 加島　伶隆(6) ｶｼﾏ ﾚｵ
1144 立花　　陽(6) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅﾀ

4 7 南勢陸上ク 913 河北　柊真(6) ｶﾜｷﾀ ﾄｳﾏ 54.49
910 井島　響生(6) ｲｼﾏ ﾋﾋﾞｷ
911 岩本　嵩己(6) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ
914 菊永　拓夢(6) ｷｸﾅｶﾞ ﾀｸﾑ

5 3 一志Beast 788 海住　航守(6) ｶｲｼﾞｭｳ ｺｳﾏ 54.60
719 竹内　洸貴(6) ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ
722 中村　太智(6) ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ
721 中垣内稜央(6) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ

6 8 厚生ＡＣ 1068 小津詠太朗(6) ｵﾂﾞ ｴｲﾀﾛｳ 55.88
1075 下村　修司(5) ｼﾓﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ
1071 宮田光一郎(6) ﾐﾔﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ
1070 古川　柊依(6) ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｲ

7 2 名張クラブ 1636 瀧瀬　　岬(6) ﾀｷｾ ﾐｻｷ 56.44
4098 藤森　章弘(5) ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷﾋﾛ
4100 薮本　楓雅(5) ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾌｳｶﾞ
1655 永安　正弥(5) ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｻﾔ

8 1 ﾁｰﾑG松陸 2225 松本　泰周(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾘ 56.73
2221 江上　知輝(6) ｴｶﾞﾐ ﾄﾓｷ
2224 萩野　零次(6) ﾊｷﾞﾉ ﾚｲｼ
2220 浦﨑　倖碧(6) ｳﾗｻｷ ｺｳﾍｷ

凡例  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


