
男子　４×１００ｍＲ
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

9月17日 09:45 予　選
県高校記録(KH)          40.32     四日市工(角谷・阪倉・川村・伊藤)      2015 9月17日 14:35 準決勝
大会記録(GR)            41.09     四日市工(河合・田中・川喜田・諏訪)    2011(第50回) 9月17日 17:45 決　勝

予　選　6組4着

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 宇治山田商高 841 前川拳太郎(2) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 41.77 1 4 伊勢工高 388 中西　哉太(2) ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾀ 43.35
830 上山　紘輝(2) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ Q 392 濱千代啓斗(2) ﾊﾏﾁﾖ ｹｲﾄ Q
836 下司玲央奈(2) ｹﾞｼ ﾚｵﾅ 408 山本　壱成(1) ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ
834 久保倉佳吾(2) ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ 426 加藤　　烈(1) ｶﾄｳ ﾚﾂ

2 5 桑名高 760 谷本　類都(1) ﾀﾆﾓﾄ ﾙｲﾄ 44.16 2 5 稲生高 2022 信藤　来也(1) ﾉﾌﾞﾄｳ ﾗｲﾔ 43.91
755 野田　悠輔(2) ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ Q 2005 猪原　拓史(2) ｲﾉﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ Q
763 宇佐美雄章(1) ｳｻﾐ ﾀｹｱｷ 2008 堀　　拓斗(2) ﾎﾘ ﾀｸﾄ
749 上原　優太(2) ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 2025 土屋　拓摩(1) ﾂﾁﾔ ﾀｸﾏ

3 6 桑名西高 645 岩田　千畝(2) ｲﾜﾀ ﾁｳﾈ 44.17 3 6 四日市西高 966 伊藤　麻世(2) ｲﾄｳ ﾏﾖ 43.99
661 井上　涼太(1) ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ Q 964 伊崎　侑真(2) ｲｻﾞｷ ﾕｳﾏ Q
646 岩田　公威(2) ｲﾜﾀ ｷﾐﾀｹ 975 山口　泰河(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ
666 清田　尚弥(1) ｷﾖﾀ ﾅｵﾔ 970 竹田　星哉(2) ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾔ

4 3 神戸高 1911 山田　将大(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 44.35 4 7 宇治山田高 522 松本　和樹(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 44.72
1914 守藤　健斗(2) ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾄ Q 520 坪井　裕稀(2) ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ Q
1906 山際　大雅(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 533 杉田　智哉(1) ｽｷﾞﾀ ﾄﾓﾔ
1912 野原　一朗(2) ﾉﾊﾗ ｲﾁﾛｳ 536 藤本　　翔(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳ

5 7 川越高 1976 大泉竣太郎(1) ｵｵｲｽﾞﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ 44.90 5 3 松阪高 1665 井田　　昴(2) ｲﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 45.79
1974 加藤　和馬(1) ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ 1669 浅井　貴之(2) ｱｻｲ ﾀｶﾕｷ
1963 平山　暁斗(2) ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾄ 1670 中山　滉貴(2) ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
1957 小林　大騎(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 1671 鳥尾　宏樹(2) ﾄﾘｵ ﾋﾛｷ

6 2 名張西高 1552 杉田　稜真(1) ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳﾏ 46.11 6 8 四日市農芸高 167 淺井　広誠(2) ｱｻｲ ﾋﾛｱｷ 48.43
1560 松田史実哉(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾔ 2188 岡田　道人(1) ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾄ
1546 梅﨑　　悠(2) ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾙｶ 899 谷﨑憲太朗(1) ﾀﾆｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
1559 南野　亮太(1) ﾐﾅﾐﾉ ﾘｮｳﾀ 2189 竹野　生彗(1) ﾀｹﾉ ﾐｻﾞﾄ

7 8 鈴鹿高 1408 笠井　　響(1) ｶｻｲ ｷｮｳ 47.56 2 久居農林高 DNS
1410 澤野　　龍(1) ｻﾜﾉ ﾘｭｳ
1398 飯田　裕貴(2) ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ
1405 稲垣　　光(1) ｲﾅｶﾞｷ ﾋｶﾙ

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 4 いなべ総合高 924 岡本　碧海(1) ｵｶﾓﾄ ｱｵｲ 43.24 1 4 近大高専 488 芝田　豊和(1) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾜ 42.49
928 水谷　和真(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ Q 472 大谷　颯汰(2) ｵｵﾀﾆ ｿｳﾀ Q
918 森岡　大地(2) ﾓﾘｵｶ ﾀﾞｲﾁ 478 山田　恭平(2) ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
915 坂中　勇希(2) ｻｶﾅｶ ﾕｳｷ 477 森井　健太(2) ﾓﾘｲ ｹﾝﾀ

2 5 亀山高 1054 村山　　城(2) ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｮｳ 43.83 2 5 皇學館高 2130 中西　孝太(1) ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ 43.83
1052 橋本　将吾(2) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ Q 254 山本　大地(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ Q
1051 住田　　光(2) ｽﾐﾀ ﾋｶﾙ 247 村井　駿太(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾀ
1053 福島　汰知(2) ﾌｸｼﾏ ﾀｲﾁ 2133 松月　柊来(1) ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳｷ

3 8 白子高 799 中林　知希(2) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 45.52 3 6 三重高 1693 笠原　真綾(2) ｶｻﾊﾗ ﾏｱﾔ 43.89
794 山北　智也(2) ﾔﾏｷﾀ ﾄﾓﾔ Q 1694 角谷　昌真(2) ｶﾄﾞﾔ ｼｮｳﾏ Q

1074 栗田　千聖(1) ｸﾘﾀ ﾁｻﾄ 1699 森田　　秀(2) ﾓﾘﾀ ｼｭｳ
798 米川　将斗(2) ﾖﾈｶﾜ ﾏｻﾄ 1690 磯田　拓海(2) ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾐ

4 6 四中工高 1360 中世古　豊(2) ﾅｶｾｺ ﾕﾀｶ 45.71 4 3 高田高 1112 中島　稜太(1) ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 44.22
1370 佐々木澪音(1) ｻｻｷ ﾚﾝ Q 1113 松葉　　光(1) ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾙ Q
1372 奈良　圭将(1) ﾅﾗ ｹｲｽｹ 1101 伊藤　彰真(2) ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ
1357 川下　雄也(2) ｶﾜｼﾀ ﾕｳﾔ 1116 那須　柾斗(1) ﾅｽ ﾏｻﾄ

5 2 津工高 2058 小林　風雅(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 46.16 5 7 四日市四郷高 1875 井口　翔愛(2) ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 46.24
1589 北川　永遠(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾜ 1885 樋口　真尋(1) ﾋｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
1588 池田　智也(2) ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔ 1876 川崎　　聖(2) ｶﾜｻｷ ｺｳｷ
1591 平尾　風馬(2) ﾋﾗｵ ﾌｳﾏ 1883 坂本　和輝(1) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ

6 1 津田学園高 1821 臼井　優斗(2) ｳｽｲ ﾕｳﾄ 47.46 6 2 紀南高 1226 奥地　隼斗(1) ｵｸｼﾞ ﾊﾔﾄ 46.86
2100 間道洸太郎(1) ﾏﾐﾁ ｺｳﾀﾛｳ 1224 上中　　亮(1) ｳｴﾅｶ ﾘｮｳ
2097 高見澤武志(1) ﾀｶﾐｻﾜ ﾀｹｼ 1225 松本　倫平(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾍﾟｲ
1824 香西　　優(2) ｺｳｻﾞｲ ﾕｳ 2194 貝塚　悠太(1) ｶｲﾂﾞｶ ﾕｳﾀ

3 津西高 1455 村田　航輝(1) ﾑﾗﾀ ｺｳｷ DQ,R3 8 松阪工高 2106 稲垣　壮紀(1) ｲﾅｶﾞｷ ｿｳｷ DQ,R1

1453 平松　友紀(1) ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 1539 青木　龍太(1) ｱｵｷ ﾘｭｳﾀ
1447 伊藤　和磨(1) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 1536 濱﨑　　颯(2) ﾊﾏｻﾞｷ ｿｳ
1451 寺島聡志朗(1) ﾃﾗｼﾏ ｿｳｼﾛｳ 1531 德田　陸人(2) ﾄｸﾀﾞ ﾘｸﾄ

7 石薬師高 1170 宗宮　渓太(2) ｿｳﾐﾔ ｹｲﾀ DQ,R2 1 大橋学園高 DNS
1171 田辺　斗麻(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾄｳﾏ
2146 中西　悠人(1) ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾄ
1172 宗宮　直紀(2) ｿｳﾐﾔ ﾅｵｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 1→2 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
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審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

9月17日 09:45 予　選
県高校記録(KH)          40.32     四日市工(角谷・阪倉・川村・伊藤)      2015 9月17日 14:35 準決勝
大会記録(GR)            41.09     四日市工(河合・田中・川喜田・諏訪)    2011(第50回) 9月17日 17:45 決　勝

予　選　6組4着

5組 6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 四日市工高 310 長谷川直央(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 42.51 1 4 伊勢高 1273 南　　諒弥(2) ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾔ 43.45
338 山路康太郎(1) ﾔﾏｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ Q 1277 神谷　純輝(2) ｶﾐﾔ ｱﾂｷ Q
324 高橋　隆晟(1) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 1308 長澤　拓輝(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸｷ
305 須﨑　雅也(2) ｽｻﾞｷ ﾏｻﾔ 1281 浜口　颯大(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

2 5 尾鷲高 714 大谷　拓実(2) ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾐ 44.07 2 3 伊勢学園高 1182 石原　颯騎(2) ｲｼﾊﾗ ｻﾂｷ 43.61
729 庄司　吉輝(2) ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ Q 1186 東　　勇介(2) ﾋｶﾞｼ ﾕｳｽｹ Q
728 新谷　颯太(2) ｼﾝﾀﾆ ｿｳﾀ 1185 世古　哲也(2) ｾｺ ﾃﾂﾔ
727 西　航太郎(2) ﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ 1190 山本　啓太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

3 1 伊賀白鳳高 82 平山　稜也(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 44.38 3 6 上野高 1513 井ノ本夏輝(1) ｲﾉﾓﾄ ﾅﾂｷ 44.42
111 松本　考立(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ Q 1488 松岡　智也(2) ﾏﾂｵｶ ﾄﾓﾔ Q
79 佐尾山昇征(2) ｻｵﾔﾏ ｼｮｳｾｲ 1486 後藤　俊皓(2) ｺﾞﾄｳ ﾄｼｱｷ
78 北道　優介(2) ｷﾀﾐﾁ ﾕｳｽｹ 1487 平井　政真(2) ﾋﾗｲ ｾｲﾏ

4 3 鈴鹿高専 144 小河　優玖(1) ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 44.51 4 5 津東高 556 倉田　章博(2) ｸﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 44.66
145 安井　　弦(1) ﾔｽｲ ｹﾞﾝ Q 561 濱口　祐希(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ Q
133 広瀬　直人(2) ﾋﾛｾ ﾅｵﾄ 555 右近　優成(2) ｳｺﾝ ﾕｳｾｲ
146 岡崎　稜汰(1) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 558 永井　佑季(2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ

5 6 四日市高 2040 川瀬　　翔(1) ｶﾜｾ ｼｮｳ 44.92 5 7 相可高 2064 大阪　脩斗(1) ｵｵｻｶ ｼｭｳﾄ 46.24
702 中川　　健(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 269 高法田竜司(2) ﾀｶﾎﾀ ﾘｭｳｼﾞ
701 長橋　歩夢(2) ﾅｶﾞﾊｼ ｱﾕﾑ 2062 阿部　　進(1) ｱﾍﾞ ｽｽﾑ
704 宮木　稜太(2) ﾐﾔｷ ﾘｮｳﾀ 267 高瀬　翔匠(2) ﾀｶｾ ｶﾅﾙ

6 8 津高 453 齋藤　寛人(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 46.10 6 8 四日市南高 1025 大倉　優輝(1) ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 46.96
452 太田　涼也(1) ｵｵﾀ ﾘｮｳﾔ 1012 小﨑　啓太(2) ｺｻﾞｷ ｹｲﾀ
457 渡邊　　黎(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 1021 中久木雅哉(2) ﾅｶｸｷ ﾏｻﾔ
454 仲　　陽輝(1) ﾅｶ ﾊﾙｷ 1013 伊藤　彰悟(2) ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

7 7 久居高 1150 岡田　匠平(1) ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 46.23 1 志摩高 DNS
1145 元井　光星(2) ﾓﾄｲ ｺｳｾｲ
1148 稲垣　勇人(1) ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ
1156 角谷　　一(1) ｽﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ

8 2 桑名工高 1845 福盛　達海(2) ﾌｸﾓﾘ ﾀﾂﾐ 46.58 2 暁高 DNS
1849 黒田　竜人(1) ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳﾄ
1852 鈴木　涼平(1) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ
1850 佐藤　圭音(1) ｻﾄｳ ｹｲﾝ

準決勝　3組2着＋2

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 宇治山田商高 841 前川拳太郎(2) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 41.50 1 6 近大高専 488 芝田　豊和(1) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾜ 42.22
830 上山　紘輝(2) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ Q 472 大谷　颯汰(2) ｵｵﾀﾆ ｿｳﾀ Q
836 下司玲央奈(2) ｹﾞｼ ﾚｵﾅ 478 山田　恭平(2) ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
834 久保倉佳吾(2) ｸﾎﾞｸﾗ ｹｲｺﾞ 477 森井　健太(2) ﾓﾘｲ ｹﾝﾀ

2 6 伊勢高 1273 南　　諒弥(2) ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾔ 43.16 2 4 伊勢工高 388 中西　哉太(2) ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾀ 42.41
1277 神谷　純輝(2) ｶﾐﾔ ｱﾂｷ Q 392 濱千代啓斗(2) ﾊﾏﾁﾖ ｹｲﾄ Q
1308 長澤　拓輝(1) ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸｷ 408 山本　壱成(1) ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ
1281 浜口　颯大(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 426 加藤　　烈(1) ｶﾄｳ ﾚﾂ

3 5 伊勢学園高 1184 黒瀬　斗我(2) ｸﾛｾ ﾄﾜ 43.26 3 5 亀山高 1054 村山　　城(2) ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｮｳ 43.18
1186 東　　勇介(2) ﾋｶﾞｼ ﾕｳｽｹ q 1052 橋本　将吾(2) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ q
1185 世古　哲也(2) ｾｺ ﾃﾂﾔ 1051 住田　　光(2) ｽﾐﾀ ﾋｶﾙ
1190 山本　啓太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 1053 福島　汰知(2) ﾌｸｼﾏ ﾀｲﾁ

4 7 三重高 1693 笠原　真綾(2) ｶｻﾊﾗ ﾏｱﾔ 44.02 4 3 尾鷲高 714 大谷　拓実(2) ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾐ 43.64
1694 角谷　昌真(2) ｶﾄﾞﾔ ｼｮｳﾏ 729 庄司　吉輝(2) ｼｮｳｼﾞ ﾖｼｷ
1699 森田　　秀(2) ﾓﾘﾀ ｼｭｳ 728 新谷　颯太(2) ｼﾝﾀﾆ ｿｳﾀ
1690 磯田　拓海(2) ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾐ 727 西　航太郎(2) ﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ

5 3 桑名高 760 谷本　類都(1) ﾀﾆﾓﾄ ﾙｲﾄ 44.58 5 7 四日市西高 966 伊藤　麻世(2) ｲﾄｳ ﾏﾖ 43.65
755 野田　悠輔(2) ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 964 伊崎　侑真(2) ｲｻﾞｷ ﾕｳﾏ
763 宇佐美雄章(1) ｳｻﾐ ﾀｹｱｷ 975 山口　泰河(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ
749 上原　優太(2) ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 970 竹田　星哉(2) ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾔ

6 1 高田高 2084 浅尾倫太朗(1) ｱｻｵ ﾘﾝﾀﾛｳ 45.38 6 8 上野高 1514 堀井　夏輝(1) ﾎﾘｲ ﾅﾂｷ 43.80
1101 伊藤　彰真(2) ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 1493 髙橋　　颯(2) ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾃ
1112 中島　稜太(1) ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 1486 後藤　俊皓(2) ｺﾞﾄｳ ﾄｼｱｷ
1116 那須　柾斗(1) ﾅｽ ﾏｻﾄ 1487 平井　政真(2) ﾋﾗｲ ｾｲﾏ

7 8 白子高 799 中林　知希(2) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 45.57 7 1 神戸高 1911 山田　将大(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 44.34
794 山北　智也(2) ﾔﾏｷﾀ ﾄﾓﾔ 1914 守藤　健斗(2) ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾄ

1074 栗田　千聖(1) ｸﾘﾀ ﾁｻﾄ 1906 山際　大雅(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｲｶﾞ
798 米川　将斗(2) ﾖﾈｶﾜ ﾏｻﾄ 1912 野原　一朗(2) ﾉﾊﾗ ｲﾁﾛｳ

8 2 四中工高 1360 中世古　豊(2) ﾅｶｾｺ ﾕﾀｶ 45.58 8 2 宇治山田高 522 松本　和樹(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 44.58
1370 佐々木澪音(1) ｻｻｷ ﾚﾝ 520 坪井　裕稀(2) ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ
1372 奈良　圭将(1) ﾅﾗ ｹｲｽｹ 533 杉田　智哉(1) ｽｷﾞﾀ ﾄﾓﾔ
1357 川下　雄也(2) ｶﾜｼﾀ ﾕｳﾔ 536 藤本　　翔(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 1→2 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：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

9月17日 09:45 予　選
県高校記録(KH)          40.32     四日市工(角谷・阪倉・川村・伊藤)      2015 9月17日 14:35 準決勝
大会記録(GR)            41.09     四日市工(河合・田中・川喜田・諏訪)    2011(第50回) 9月17日 17:45 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3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 3 四日市工高 310 長谷川直央(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 42.35
338 山路康太郎(1) ﾔﾏｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ Q
324 高橋　隆晟(1) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ
305 須﨑　雅也(2) ｽｻﾞｷ ﾏｻﾔ

2 6 いなべ総合高 925 中道　悠太(1) ﾅｶﾐﾁ ﾕｳﾀ 42.91
928 水谷　和真(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ Q
918 森岡　大地(2) ﾓﾘｵｶ ﾀﾞｲﾁ
915 坂中　勇希(2) ｻｶﾅｶ ﾕｳｷ

3 4 稲生高 2022 信藤　来也(1) ﾉﾌﾞﾄｳ ﾗｲﾔ 43.55
2005 猪原　拓史(2) ｲﾉﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ
2008 堀　　拓斗(2) ﾎﾘ ﾀｸﾄ
2025 土屋　拓摩(1) ﾂﾁﾔ ﾀｸﾏ

4 2 津東高 556 倉田　章博(2) ｸﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 43.98
561 濱口　祐希(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ
555 右近　優成(2) ｳｺﾝ ﾕｳｾｲ
558 永井　佑季(2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ

5 5 皇學館高 2130 中西　孝太(1) ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ 44.00
254 山本　大地(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ
247 村井　駿太(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾀ

2133 松月　柊来(1) ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｭｳｷ
6 7 桑名西高 645 岩田　千畝(2) ｲﾜﾀ ﾁｳﾈ 44.13

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

7 8 伊賀白鳳高 82 平山　稜也(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 44.15
111 松本　考立(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ
79 佐尾山昇征(2) ｻｵﾔﾏ ｼｮｳｾｲ
78 北道　優介(2) ｷﾀﾐﾁ ﾕｳｽｹ

8 1 鈴鹿高専 144 小河　優玖(1) ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 44.83
145 安井　　弦(1) ﾔｽｲ ｹﾞﾝ
133 広瀬　直人(2) ﾋﾛｾ ﾅｵﾄ
146 岡崎　稜汰(1) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

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 3 宇治山田商高 841 前川拳太郎(2) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 41.77
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 6 近大高専 475 中西　海斗(2) ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ 42.09
472 大谷　颯汰(2) ｵｵﾀﾆ ｿｳﾀ
478 山田　恭平(2) ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
477 森井　健太(2) ﾓﾘｲ ｹﾝﾀ

3 5 四日市工高 328 増田　伊吹(1) ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 42.44
338 山路康太郎(1) ﾔﾏｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ
324 高橋　隆晟(1) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ
305 須﨑　雅也(2) ｽｻﾞｷ ﾏｻﾔ

4 4 伊勢工高 388 中西　哉太(2) ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾀ 42.55
392 濱千代啓斗(2) ﾊﾏﾁﾖ ｹｲﾄ
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 7 いなべ総合高 925 中道　悠太(1) ﾅｶﾐﾁ ﾕｳﾀ 42.58
928 水谷　和真(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ
918 森岡　大地(2) ﾓﾘｵｶ ﾀﾞｲﾁ
915 坂中　勇希(2) ｻｶﾅｶ ﾕｳｷ

6 8 伊勢高 1273 南　　諒弥(2) ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾔ 43.12
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

7 2 伊勢学園高 1184 黒瀬　斗我(2) ｸﾛｾ ﾄﾜ 43.42
1186 東　　勇介(2) ﾋｶﾞｼ ﾕｳｽｹ
1185 世古　哲也(2) ｾｺ ﾃﾂﾔ
1190 山本　啓太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

8 1 亀山高 1054 村山　　城(2) ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｮｳ 43.43
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

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 1→2 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


