
男子4×200mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

10月14日 12:50 予　選
県中学記録(KJ)          1:31.48   倉田山・伊勢(畑･北村･谷口･森見)       1997 10月15日 10:00 準決勝
大会記録(GR)            1:31.48   倉田山・伊勢(畑･北村･谷口･森見)       1997 10月15日 15:05 決　勝

予　選　7組3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 玉城 391 辻井　啓太(2) ﾂｼﾞｲ ｹｲﾀ 1:34.16 1 4 三雲 968 永森　大貴(3) ﾅｶﾞﾓﾘ ﾋﾛｷ 1:33.65

390 中西　一冴(2) ﾅｶﾆｼ ｲｯｻ Q 962 奥野　礼人(3) ｵｸﾉ ｱﾔﾄ Q
358 内藤　玲音(3) ﾅｲﾄｳ ﾚｵﾝ 973 大川　祥太(2) ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀ
355 北村　勝音(3) ｷﾀﾑﾗ ｶﾂﾄ 985 山田　真大(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

2 3 西郊 2048 山田　修大(3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾀ 1:37.51 2 3 久居 3249 西田　優和(3) ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾜ 1:35.71

2047 野田　侑作(3) ﾉﾀﾞ ﾕｳｻｸ Q 3252 渡邉　来伸(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲｼﾝ Q
2044 亀鷹　佑晟(3) ｶﾒﾀｶ ﾕｳｾｲ 3245 上村　壮汰(3) ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ
2046 中垣内太智(3) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾀｲﾁ 3250 橋本　京磨(3) ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳﾏ

3 5 楠 3071 伊藤　　圭(3) ｲﾄｳ ｹｲ 1:38.89 3 5 倉田山 5 矢形　勇人(3) ﾔｶﾞﾀ ﾕｳﾄ 1:36.64

3076 渡部　渚亜(3) ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｱ Q 9 西村幸太朗(3) ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ Q
3075 森下　陽斗(3) ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾄ 1 中山　大輝(3) ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｷ
3074 今村　俊章(3) ｲﾏﾑﾗ ﾄｼｱｷ 14 加藤　　悠(3) ｶﾄｳ ﾕｳ

4 7 大王 7553 野村　功佑(3) ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ 1:40.57 4 6 白鳥 1604 井上　純哉(3) ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝﾔ 1:37.41

7550 山際　洸大(3) ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀ 1617 中村　湧大(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ q
7552 田中　成希(3) ﾀﾅｶ ﾅﾙｷ 1612 酒井　　心(3) ｻｶｲ ｼﾝ
7551 寶門　玲哉(3) ﾎｳﾓﾝ ﾚｲﾔ 1620 藤田　　陸(3) ﾌｼﾞﾀ ﾘｸ

6 小俣 612 中井　優磨(3) ﾅｶｲ ﾕｳﾏ DQ,R1 5 2 文岡 7252 松井　悠人(3) ﾏﾂｲ ﾊﾙﾄ 1:38.31

4386 曽野　裕人(3) ｿﾉ ﾋﾛﾄ 38 西山航太郎(3) ﾆｼﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
602 榎本　侑哉(3) ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 7251 橋爪　智紀(3) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓｷ
617 山本　健斗(3) ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 7253 山本　瑛仁(3) ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾄ

8 内部 1356 水谷雄々我(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ｵｵｶﾞ DQ,T4 6 8 鈴峰 1807 宮﨑　風汰(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｳﾀ 1:39.82

1359 西　　功暉(2) ﾆｼ ｺｳｷ 1802 太田　圭紀(3) ｵｵﾀ ﾖｼｷ
1358 佐伯　拓海(2) ｻｴｷ ﾀｸﾐ 1801 青山　慎弥(3) ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾔ
1364 堀田　滉生(2) ﾎｯﾀ ｺｳｷ 1809 山本　莉生(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｳ

2 高田 DNS 7 7 八風 1472 清水　里久(3) ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 1:46.71

1478 森　　一真(3) ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ
1485 桂山　　剛(2) ｶﾂﾗﾔﾏ ﾂﾖｼ
1488 近澤　勇斗(2) ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

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 尾鷲 3459 泉屋　秀人(3) ｲｽﾞﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ 1:34.66 1 4 白子 908 猿渡　　駿(3) ｻﾙﾜﾀﾘ ｼｭﾝ 1:34.84

3464 三鬼　翔哉(3) ﾐｷ ｼｮｳﾔ Q 903 岡　　翔弥(3) ｵｶ ｼｮｳﾔ Q
3462 多田　悠人(3) ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 910 松浦　　稜(3) ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ
3461 大川　雷生(3) ｵｵｶﾜ ﾗｲｷ 906 草薙　勇斗(3) ｸｻﾅｷﾞ ﾊﾔﾄ

2 3 度会 665 中野　響真(3) ﾅｶﾉ ｷｮｳﾏ 1:36.17 2 3 五十鈴 509 泉　　佑弥(2) ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 1:35.09

664 竹内　清耶(3) ﾀｹｳﾁ ｾｲﾔ Q 500 加藤　雄也(3) ｶﾄｳ ﾕｳﾔ Q
663 竹内　健人(3) ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 502 齋藤　紫豊(3) ｻｲﾄｳ ｼﾎｳ
661 坂本　拓馬(3) ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 510 家田　惇基(2) ｲｴﾀﾞ ﾄｼｷ

3 6 橋南 1990 長瀬　慶次(3) ﾅｶﾞｾ ｹｲｼﾞ 1:37.38 3 5 千代崎 1754 山北　裕介(3) ﾔﾏｷﾀ ﾕｳｽｹ 1:36.44

1984 逢坂　龍輝(3) ｵｵｻｶ ﾘｭｳﾋ Q 1744 上野　正汰(3) ｳｴﾉ ｼｮｳﾀ Q
1993 西浦　　良(3) ﾆｼｳﾗ ﾘｮｳ 1756 若林　　亮(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
1998 寄尾　瑠雅(3) ﾖﾘｵ ﾘｭｳｶﾞ 1749 須崎雄二郎(3) ｽｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ

4 7 神戸 1665 菅　　晃基(3) ｽｶﾞ ｺｳｷ 1:38.67 4 6 常磐 2434 小林　拓翔(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 1:36.77

1664 清水　　翼(3) ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ 2442 川村　隆成(2) ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ q
1667 林　　竜雅(3) ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 2433 大島　隆星(3) ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
1668 吉田　明太(3) ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 2436 仲代　壮良(3) ﾅｶｼﾛ ｿﾗ

5 5 創徳 1872 辻　　裕太(3) ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ 1:38.97 5 8 朝日 1507 佐々木勇斗(3) ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 1:36.96

1868 鈴木　嵩生(3) ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 1503 金森　　康(3) ｶﾅﾓﾘ ｺｳ q
1874 松村　岳飛(3) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾞｸﾄ 1500 伊藤　優真(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ
1875 山口　遥己(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 1497 荒木　健吾(3) ｱﾗｷ ｹﾝｺﾞ

6 1 青山 1938 清水　大晟(3) ｼﾐｽﾞ ﾀｲｾｲ 1:39.39 6 1 一身田 2066 稲垣　匠弥(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾀｸﾔ 1:40.13

6808 飛田　祐輔(3) ﾄﾋﾞﾀ ﾕｳｽｹ 2070 平井　健太(3) ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ
6807 三瀬　作斗(3) ﾐｾ ｻｸﾄ 2069 小菅　瑛弘(3) ｺｽｹﾞ ｱｷﾋﾛ
6806 木村　偲生(3) ｷﾑﾗ ｼｭｲ 2076 若林　颯真(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ

7 8 西 2315 佐波　幸祐(2) ｻﾊﾞ ｺｳｽｹ 1:39.65 7 7 鳥羽東 7100 中村　滉平(2) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 1:41.84

2311 的場　渓太(3) ﾏﾄﾊﾞ ｹｲﾀ 7104 陣内　大裕(3) ｼﾞﾝﾅｲ ﾀｲﾕｳ
2307 小阪　悠生(3) ｺｻｶ ﾕｳｲ 7102 植木　鐘平(3) ｳｴｷ ｼｮｳﾍｲ
2314 北村　朱琉(2) ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾘ 7103 赤木　隆一(3) ｱｶｷﾞ　ﾀｶｲﾁ

8 2 殿町 2265 中西　洸貴(3) ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 1:43.50 8 2 明和 727 中川　　昂(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 1:42.17

2264 田中　翔馬(3) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 725 奥本　誠司(3) ｵｸﾓﾄ ｾｲｼﾞ
2262 小椋　蒼生(3) ｵｸﾞﾗ ｱｵｲ 728 服部　蓮生(3) ﾊｯﾄﾘ ﾚﾝｾｲ
2271 越川　陽向(2) ｺｼｶﾜ ﾋﾅﾀ 730 吉田　隆哉(3) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾔ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:ブレークライン手前で内側レーンに入った(R163-3) 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 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4×200mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

10月14日 12:50 予　選
県中学記録(KJ)          1:31.48   倉田山・伊勢(畑･北村･谷口･森見)       1997 10月15日 10:00 準決勝
大会記録(GR)            1:31.48   倉田山・伊勢(畑･北村･谷口･森見)       1997 10月15日 15:05 決　勝

予　選　7組3着＋3

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 3 山手 1289 川口　晃矢(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾔ 1:37.01 1 4 大木 1709 原田　遼愛(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 1:35.50

1303 下岡　隼也(2) ｼﾓｵｶ ｼｭﾝﾔ Q 1707 中西　洋太(3) ﾅｶﾆｼ ﾖｳﾀ Q
1295 松井　修平(3) ﾏﾂｲ ｼｭｳﾍｲ 1708 長谷川翔大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ
1286 臼杵　　希(3) ｳｽｷ ﾏﾚ 1703 家﨑　拓海(3) ｲｴｻｷ ﾀｸﾐ

2 4 菰野 1413 島林　奈生(3) ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 1:37.38 2 5 鼓ヶ浦 1825 永井　宏樹(3) ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 1:36.88

1402 赤木　柊介(3) ｱｶｷﾞ ｼｭｳｽｹ Q 1822 近藤　嶺行(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲ Q
1420 南川　大翔(3) ﾐﾅﾐｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾄ 1824 鈴木　滉生(3) ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ
1407 大竹　優哉(3) ｵｵﾀｹ ﾕｳﾔ 1828 渡辺　壮貴(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｷ

3 8 伊勢港 4121 山羽　　開(3) ﾔﾏﾊ ﾊﾙｷ 1:38.70 3 3 久保 2631 ﾗ　ｱﾃﾞｨﾃｨｱ(1) ﾗ ｱﾃﾞｨﾃｨｱ 1:37.24

102 藤森　陽紀(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ Q 2601 富山　要(3) ﾄﾐﾔﾏ ｶﾅﾒ Q
101 出口　航大(3) ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 2599 赤羽根寛大(3) ｱｶﾊﾞﾈ ﾋﾛｷ
112 中田七一斗(2) ﾅｶﾀ ﾅｲﾄ 2600 斎藤　海貴(3) ｻｲﾄｳ ｶｲｷ

4 2 潮南 579 服部　拓馬(3) ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾏ 1:39.14 4 6 北浜 305 天白　陸斗(3) ﾃﾝﾊﾟｸ ﾘｸﾄ 1:37.87

574 上海道鴻斗(3) ｶﾐｶｲﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 303 内山　直紀(3) ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ
576 玉本　大周(3) ﾀﾏﾓﾄ ﾀｲｼｭｳ 306 中村　航大(3) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
578 鍋倉　海斗(3) ﾅﾍﾞｸﾗ ｶｲﾄ 4181 森　　彪賀(3) ﾓﾘ ﾋｮｳｶﾞ

5 7 正和 1132 中屋敷拓海(3) ﾅｶﾔｼｷ ﾀｸﾐ 1:39.46 5 7 緑ヶ丘 6824 馬見塚　海(3) ﾏﾐｽﾞｶ ｶｲ 1:39.75

1130 下和田眞斗(3) ｼﾓﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 2367 吉川　昴成(3) ﾖｼｶﾜ ｺｳｾｲ
1137 横田　　響(3) ﾖｺﾀ ﾋﾋﾞｷ 2365 前田　章芳(3) ﾏｴﾀﾞ ｱｷｶ
1129 塩谷　陸人(3) ｼｵﾔ ﾘｸﾄ 2362 村主　晴紀(3) ｽｸﾞﾘ ﾊﾙｷ

6 5 多気 698 森川　航多(3) ﾓﾘｶﾜ ｺｳﾀ 1:39.55 6 8 一志 2209 古田　　光(3) ﾌﾙﾀ ｺｳ 1:40.89

704 橋爪　蒼葉(2) ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｵﾊﾞ 2204 上山　夏季(3) ｳｴﾔﾏ ﾅﾂｷ
692 太田　章文(3) ｵｵﾀ ｱｷﾌﾐ 2218 森川　堅心(2) ﾓﾘｶﾜ ｹﾝｼﾝ
690 井上　　駿(3) ｲﾉｳｴ ｼｭﾝ 2212 山田　　馨(3) ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖｳ

7 1 松阪中部 2286 竹谷　涼太(3) ﾀｹﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 1:40.22 7 1 矢渕 7052 藤田　颯馬(3) ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾏ 1:42.24

2284 髙橋　勇棋(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 7041 宇井　禎信(3) ｳｲ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ
2289 長谷川　颯(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾃ 7050 奥田悠生依(3) ｵｸﾀﾞ ﾕｳｲ
2285 髙山　　蓮(3) ﾀｶﾔﾏ ﾚﾝ 7039 伊藤　好誠(3) ｲﾄｳ ｺｳｾｲ

8 6 厚生 211 水谷　元哉(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾄﾔ 1:40.91 8 2 紀北 775 西村　章吾(3) ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 1:43.57

213 山口　拍雅(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｮｳｶﾞ 3888 垣内　淳宏(3) ｶｷｳﾁ ｱﾂﾋﾛ
218 西井　義豊(2) ﾆｼｲ ﾖｼﾋﾛ 776 堀内　啓太(3) ﾎﾘｳﾁ ｹｲﾀ
206 佐藤　一輝(3) ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 777 薮谷　梨玖(3) ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾘｸ

7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 5 陵成 2683 谷田部智貴(2) ﾔﾀﾍﾞ ﾄﾓｷ 1:34.80

2664 程川　陽斗(3) ﾎﾄﾞｶﾜ ﾊﾙﾄ Q
2668 石川　　陸(2) ｲｼｶﾜ ﾘｸ
2665 山路　空良(3) ﾔﾏｼﾞ ｿﾗ

2 6 東員第二 1245 木下　空音(3) ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ 1:36.25

1247 小森　新大(3) ｺﾓﾘ ｱﾗﾀ Q
1250 本多　　駿(3) ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝ
1253 村中　　航(3) ﾑﾗﾅｶ ｺｳ

3 7 明正 1017 寺本　竜徳(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 1:39.61

1022 加藤　怜我(2) ｶﾄｳ ﾚｲｶﾞ Q
1020 李　　寛寿(3) ﾘ ｶﾝｼﾞｭ
1014 水谷　太一(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ

4 8 名張北 6822 髙谷　　龍(3) ﾀｶﾀﾆ ﾘｭｳ 1:40.07

2802 倉石　樹音(3) ｸﾗｲｼ ｼﾞｭｵﾝ
6820 坪倉伶音那(3) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾚｵﾅ
6819 河田　真也(3) ｶﾜﾀ ﾏｻﾔ

5 4 富田 2567 伊藤　拓也(3) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 1:40.68

2569 冨山　瑛斗(3) ﾄﾐﾔﾏ ｴｲﾄ
2566 荒木　星光(3) ｱﾗｷ ﾎｼﾐﾂ
2583 浜田　愛生(1) ﾊﾏﾀﾞ ｱｲｷ

6 2 木本 3857 大江　一志(3) ｵｵｴ ｶｽﾞｼ 1:42.89

7030 平野　大樹(3) ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｷ
7023 川﨑　遥斗(3) ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ
7024 川畑　起心(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｼﾝ

1 有馬 7013 濵口　　航(3) ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳ DQ,R3

7012 中芝　滉希(3) ﾅｶｼﾊﾞ ｺｳｷ
7014 林　　樹杏(3) ﾊﾔｼ ｼﾞｭｱﾝ
7011 仲　　隼平(3) ﾅｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3 多度 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:ブレークライン手前で内側レーンに入った(R163-3) 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 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4×200mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

10月14日 12:50 予　選
県中学記録(KJ)          1:31.48   倉田山・伊勢(畑･北村･谷口･森見)       1997 10月15日 10:00 準決勝
大会記録(GR)            1:31.48   倉田山・伊勢(畑･北村･谷口･森見)       1997 10月15日 15:05 決　勝

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 三雲 968 永森　大貴(3) ﾅｶﾞﾓﾘ ﾋﾛｷ 1:34.56 1 5 陵成 2683 谷田部智貴(2) ﾔﾀﾍﾞ ﾄﾓｷ 1:34.67

972 渡邉虎太郎(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ Q 2664 程川　陽斗(3) ﾎﾄﾞｶﾜ ﾊﾙﾄ Q
973 大川　祥太(2) ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀ 2668 石川　　陸(2) ｲｼｶﾜ ﾘｸ
985 山田　真大(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 2665 山路　空良(3) ﾔﾏｼﾞ ｿﾗ

2 8 菰野 1413 島林　奈生(3) ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 1:34.89 2 4 尾鷲 3462 多田　悠人(3) ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 1:35.65

1402 赤木　柊介(3) ｱｶｷﾞ ｼｭｳｽｹ Q 3461 大川　雷生(3) ｵｵｶﾜ ﾗｲｷ Q
1404 伊藤　　渉(3) ｲﾄｳ ｼｮｳ 3459 泉屋　秀人(3) ｲｽﾞﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ
1407 大竹　優哉(3) ｵｵﾀｹ ﾕｳﾔ 3464 三鬼　翔哉(3) ﾐｷ ｼｮｳﾔ

3 6 大木 1709 原田　遼愛(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 1:35.15 3 6 度会 665 中野　響真(3) ﾅｶﾉ ｷｮｳﾏ 1:36.21

1707 中西　洋太(3) ﾅｶﾆｼ ﾖｳﾀ q 664 竹内　清耶(3) ﾀｹｳﾁ ｾｲﾔ
1708 長谷川翔大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 663 竹内　健人(3) ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ
1703 家﨑　拓海(3) ｲｴｻｷ ﾀｸﾐ 662 島田凜太朗(3) ｼﾏﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

4 5 山手 1289 川口　晃矢(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾔ 1:35.85 4 7 千代崎 1754 山北　裕介(3) ﾔﾏｷﾀ ﾕｳｽｹ 1:36.55

1303 下岡　隼也(2) ｼﾓｵｶ ｼｭﾝﾔ q 1744 上野　正汰(3) ｳｴﾉ ｼｮｳﾀ
1295 松井　修平(3) ﾏﾂｲ ｼｭｳﾍｲ 1756 若林　　亮(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
1286 臼杵　　希(3) ｳｽｷ ﾏﾚ 1749 須崎雄二郎(3) ｽｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ

5 3 鼓ヶ浦 1825 永井　宏樹(3) ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 1:36.57 5 8 倉田山 17 世古口留偉(3) ｾｺｸﾞﾁ ﾙｲ 1:37.46

1822 近藤　嶺行(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲ 9 西村幸太朗(3) ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
1824 鈴木　滉生(3) ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 1 中山　大輝(3) ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｷ
1828 渡辺　壮貴(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｷ 14 加藤　　悠(3) ｶﾄｳ ﾕｳ

6 7 橋南 1990 長瀬　慶次(3) ﾅｶﾞｾ ｹｲｼﾞ 1:36.63 6 3 久居 3249 西田　優和(3) ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾜ 1:37.64

1984 逢坂　龍輝(3) ｵｵｻｶ ﾘｭｳﾋ 3252 渡邉　来伸(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲｼﾝ
1993 西浦　　良(3) ﾆｼｳﾗ ﾘｮｳ 3245 上村　壮汰(3) ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ
1994 西村　朋樹(3) ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｷ 3250 橋本　京磨(3) ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳﾏ

7 2 白鳥 1604 井上　純哉(3) ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝﾔ 1:38.38 7 1 常磐 2434 小林　拓翔(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 1:37.73

1617 中村　湧大(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 2442 川村　隆成(2) ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
1605 扇谷　歩夢(3) ｵｵｷﾞﾀﾞﾆ ｱﾕﾑ 2433 大島　隆星(3) ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
1620 藤田　　陸(3) ﾌｼﾞﾀ ﾘｸ 2436 仲代　壮良(3) ﾅｶｼﾛ ｿﾗ

8 1 伊勢港 4121 山羽　　開(3) ﾔﾏﾊ ﾊﾙｷ 1:40.33 8 2 明正 1017 寺本　竜徳(3) ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 1:39.94

102 藤森　陽紀(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 1022 加藤　怜我(2) ｶﾄｳ ﾚｲｶﾞ
101 出口　航大(3) ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 1020 李　　寛寿(3) ﾘ ｶﾝｼﾞｭ
112 中田七一斗(2) ﾅｶﾀ ﾅｲﾄ 1014 水谷　太一(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｲﾁ

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 白子 908 猿渡　　駿(3) ｻﾙﾜﾀﾘ ｼｭﾝ 1:34.15

909 西山　桐矢(3) ﾆｼﾔﾏ ﾄｳﾔ Q
910 松浦　　稜(3) ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ
931 水本　琢斗(2) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｸﾄ

2 4 玉城 391 辻井　啓太(2) ﾂｼﾞｲ ｹｲﾀ 1:35.56

390 中西　一冴(2) ﾅｶﾆｼ ｲｯｻ Q
358 内藤　玲音(3) ﾅｲﾄｳ ﾚｵﾝ
355 北村　勝音(3) ｷﾀﾑﾗ ｶﾂﾄ

3 5 五十鈴 509 泉　　佑弥(2) ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 1:36.05

500 加藤　雄也(3) ｶﾄｳ ﾕｳﾔ
502 齋藤　紫豊(3) ｻｲﾄｳ ｼﾎｳ
510 家田　惇基(2) ｲｴﾀﾞ ﾄｼｷ

4 7 西郊 2048 山田　修大(3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾀ 1:37.11

2047 野田　侑作(3) ﾉﾀﾞ ﾕｳｻｸ
2044 亀鷹　佑晟(3) ｶﾒﾀｶ ﾕｳｾｲ
2046 中垣内太智(3) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾀｲﾁ

5 6 東員第二 1245 木下　空音(3) ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ 1:37.22

1247 小森　新大(3) ｺﾓﾘ ｱﾗﾀ
1250 本多　　駿(3) ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝ
1253 村中　　航(3) ﾑﾗﾅｶ ｺｳ

6 1 朝日 1507 佐々木勇斗(3) ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 1:38.17

1503 金森　　康(3) ｶﾅﾓﾘ ｺｳ
1500 伊藤　優真(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ
1497 荒木　健吾(3) ｱﾗｷ ｹﾝｺﾞ

7 8 久保 2606 池野　海翔(2) ｲｹﾉ ｶｲﾄ 1:38.18

2601 富山　要(3) ﾄﾐﾔﾏ ｶﾅﾒ
2599 赤羽根寛大(3) ｱｶﾊﾞﾈ ﾋﾛｷ
2600 斎藤　海貴(3) ｻｲﾄｳ ｶｲｷ

8 2 楠 3071 伊藤　　圭(3) ｲﾄｳ ｹｲ 1:41.04

3076 渡部　渚亜(3) ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｱ
3075 森下　陽斗(3) ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾄ
3074 今村　俊章(3) ｲﾏﾑﾗ ﾄｼｱｷ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:ブレークライン手前で内側レーンに入った(R163-3) 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 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4×200mR
審 判 長：和田　　靖
記録主任：岡田　和久

10月14日 12:50 予　選
県中学記録(KJ)          1:31.48   倉田山・伊勢(畑･北村･谷口･森見)       1997 10月15日 10:00 準決勝
大会記録(GR)            1:31.48   倉田山・伊勢(畑･北村･谷口･森見)       1997 10月15日 15:05 決　勝

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 白子 908 猿渡　　駿(3) ｻﾙﾜﾀﾘ ｼｭﾝ 1:33.51

909 西山　桐矢(3) ﾆｼﾔﾏ ﾄｳﾔ
910 松浦　　稜(3) ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ
931 水本　琢斗(2) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｸﾄ

2 8 玉城 390 中西　一冴(2) ﾅｶﾆｼ ｲｯｻ 1:33.53

361 野呂　仁人(3) ﾉﾛ ﾖｼﾄ
360 中東　大輔(3) ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ
355 北村　勝音(3) ｷﾀﾑﾗ ｶﾂﾄ

3 5 三雲 968 永森　大貴(3) ﾅｶﾞﾓﾘ ﾋﾛｷ 1:33.86

972 渡邉虎太郎(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ
973 大川　祥太(2) ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀ
985 山田　真大(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

4 6 陵成 2683 谷田部智貴(2) ﾔﾀﾍﾞ ﾄﾓｷ 1:34.52

2664 程川　陽斗(3) ﾎﾄﾞｶﾜ ﾊﾙﾄ
2668 石川　　陸(2) ｲｼｶﾜ ﾘｸ
2665 山路　空良(3) ﾔﾏｼﾞ ｿﾗ

5 1 大木 1709 原田　遼愛(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 1:35.06

1707 中西　洋太(3) ﾅｶﾆｼ ﾖｳﾀ
1708 長谷川翔大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ
1703 家﨑　拓海(3) ｲｴｻｷ ﾀｸﾐ

6 7 尾鷲 3462 多田　悠人(3) ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 1:35.36

3461 大川　雷生(3) ｵｵｶﾜ ﾗｲｷ
3464 三鬼　翔哉(3) ﾐｷ ｼｮｳﾔ
3459 泉屋　秀人(3) ｲｽﾞﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ

7 4 菰野 1413 島林　奈生(3) ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 1:36.61

1402 赤木　柊介(3) ｱｶｷﾞ ｼｭｳｽｹ
1404 伊藤　　渉(3) ｲﾄｳ ｼｮｳ
1407 大竹　優哉(3) ｵｵﾀｹ ﾕｳﾔ

8 2 山手 1289 川口　晃矢(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾔ 1:38.53

1303 下岡　隼也(2) ｼﾓｵｶ ｼｭﾝﾔ
1295 松井　修平(3) ﾏﾂｲ ｼｭｳﾍｲ
1286 臼杵　　希(3) ｳｽｷ ﾏﾚ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:ブレークライン手前で内側レーンに入った(R163-3) 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 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


