
男子　４×４００ｍＲ
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県高校記録(KH)             3:12.15     宇治山田商(山本・北村・直江・奥川)    2014 10月3日 10:15 予　選
大会記録(GR)               3:18.63     桑名(東・石川・小林・大谷)            2014(第53回) 10月3日 16:10 決　勝

予　選　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 8 皇學館 347 大野　雅翔(2) ｵｵﾉ ﾏｻﾄ 3:33.70 1 5 松阪 1528 川邊　羽琉(2) ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙ 3:26.97

348 河北　柊真(2) ｶﾜｷﾀ ﾄｳﾏ Q 1527 大森　滉士(2) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾄ Q
349 古川　柊依(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｲ 1534 南　結人(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲﾄ
340 打田　快生(2) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ 1539 田邉　俊博(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ

2 2 三重 1877 長山　子龍(1) ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾘｭｳ 3:35.04 2 2 神戸 1131 塚原　達也(1) ﾂｶﾊﾗ ﾀﾂﾔ 3:27.19

1879 藤原　光汰(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ Q 1122 杉﨑　悠大(2) ｽｷﾞｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ Q
1869 上山　竜輝(2) ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｷ 1113 奥山　奏佑(2) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ
1861 山邉　悠斗(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾄ 1114 渡辺　悠斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

3 9 四日市工 1637 太田　伊織(2) ｵｵﾀ ｲｵﾘ 3:35.88 3 3 津西 1396 中垣内　稜央(2) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ 3:28.30

1641 橋本　大輝(2) ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 1419 上尾田　剣(2) ｶﾐｵﾀ ﾂﾙｷﾞ q
1645 松浦　陸(1) ﾏﾂｳﾗ ﾘｸ 1395 臼井　嵩翔(2) ｳｽｲ ｼｭｳﾄ
1650 近藤　遼空(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｸ 1391 松岡　大夢(2) ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ

4 3 上野 247 箱林　壱星(2) ﾊｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 3:36.23 4 4 宇治山田商 867 北村　海澄(1) ｷﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 3:28.47

216 冨田　陽誠(2) ﾄﾐﾀ ﾖｳｾｲ 861 土井根　慶(1) ﾄﾞｲﾈ ｹｲ
248 老村　勇人(2) ｵｲﾑﾗ ﾕｳﾄ 828 岡田　祥伍(2) ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
223 野田　琉笙(1) ﾉﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 829 谷﨑　光(2) ﾀﾆｻﾞｷ ﾋｶﾙ

5 6 伊勢工 701 奥田　聖也(2) ｵｸﾀﾞ ｾｲﾔ 3:36.93 5 7 伊賀白鳳 49 小林　周太郎(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 3:29.84

694 濱岡　優輔(2) ﾊﾏｵｶ ﾕｳｽｹ 54 鈴木　千翔(2) ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ
715 下村　修司(1) ｼﾓﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 46 立花　陽(2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅﾀ
695 松葉　悠(2) ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳ 72 秋山　稟央(1) ｱｷﾔﾏ ﾘｵ

6 4 いなべ総合 914 石原　愛翔(1) ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ 3:47.19 6 亀山 DNS
895 三浦　翔雅(2) ﾐｳﾗ ｼｮｳﾏ
916 冨谷　勇太(1) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ
901 濱口　愛翔(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ

5 稲生 DNS 8 川越 DNS

7 四日市南 DNS 9 鈴鹿 DNS

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 4 伊勢 761 岩本　嵩己(2) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ 3:26.08

755 三浦　大和(2) ﾐｳﾗ ﾔﾏﾄ Q
776 中西　伊央里(2) ﾅｶﾆｼ ｲｵﾘ
764 菊永　拓夢(2) ｷｸﾅｶﾞ ﾀｸﾑ

2 8 近大高専 438 田畑　白翔(2) ﾀﾊﾞﾀ ﾊｸﾄ 3:26.73

437 岳野　迪也(2) ﾀｹﾉ ﾐﾁﾔ Q
439 古川　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ
457 中川　陽司(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｼ

3 2 高田 518 伴　優英(1) ﾊﾞﾝ ﾕｳｴｲ 3:26.82

507 水谷　玲仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲｼﾞ q
500 中川　陽喜(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ
533 林　亮汰(1) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

4 6 四日市 1685 渡邊　晃心(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾐ 3:29.83

1683 古田　智也(2) ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾔ
1696 伊藤　定翔(1) ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾄ
1681 島田　大夢(2) ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ

5 5 桑名 1205 芝田　遼介(2) ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 3:40.75

1180 矢野　恭太郎(2) ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ
1187 前橋　一輝(1) ﾏｴﾊﾞｼ ｲﾂｷ
1188 水谷　杜泉(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｲ

6 7 四日市四郷 1849 砂押　天雅(1) ｽﾅｵｼ ﾃﾝｶﾞ 3:41.38

1846 谷川　宙大(1) ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾄ
1837 山下　哲誠(2) ﾔﾏｼﾀ ﾃｯｾｲ
1839 生川　奏斗(1) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ

7 3 桑名西 1223 黒田　楓(2) ｸﾛﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 3:41.70

1221 磯部　釉稀(2) ｲｿﾍﾞ ﾕｳﾏ
1229 伊藤　優佑(1) ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ
1262 加藤　貫来(2) ｶﾄｳ ｶﾝｷ

8 9 伊勢学園 178 村井　陽斗(1) ﾑﾗｲ ﾊﾙﾄ 3:59.50

1955 今西　海斗(1) ｲﾏﾆｼ ｶｲﾄ
197 萩原　幸星(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｾｲ

1959 山本　大成(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T3:縁石のうえ、内側ライン上・その内側を走った(TR17.3.2)
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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 6 皇學館 347 大野　雅翔(2) ｵｵﾉ ﾏｻﾄ 3:23.17

340 打田　快生(2) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ
384 谷岡　雄太(1) ﾀﾆｵｶ ﾕｳﾀ
349 古川　柊依(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄｳｲ

2 3 津西 1396 中垣内　稜央(2) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ 3:24.92

1419 上尾田　剣(2) ｶﾐｵﾀ ﾂﾙｷﾞ
1403 中山　大地(2) ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ
1391 松岡　大夢(2) ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ

3 5 伊勢 761 岩本　嵩己(2) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ 3:25.10

776 中西　伊央里(2) ﾅｶﾆｼ ｲｵﾘ
755 三浦　大和(2) ﾐｳﾗ ﾔﾏﾄ
764 菊永　拓夢(2) ｷｸﾅｶﾞ ﾀｸﾑ

4 7 松阪 1528 川邊　羽琉(2) ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙ 3:25.12

1527 大森　滉士(2) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾄ
1534 南　結人(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲﾄ
1539 田邉　俊博(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ

5 4 近大高専 438 田畑　白翔(2) ﾀﾊﾞﾀ ﾊｸﾄ 3:25.63

457 中川　陽司(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｼ
439 古川　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ
437 岳野　迪也(2) ﾀｹﾉ ﾐﾁﾔ

6 8 神戸 1131 塚原　達也(1) ﾂｶﾊﾗ ﾀﾂﾔ 3:25.96

1122 杉﨑　悠大(2) ｽｷﾞｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ
1113 奥山　奏佑(2) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ
1114 渡辺　悠斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

7 9 三重 1877 長山　子龍(1) ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾘｭｳ 3:33.98

1879 藤原　光汰(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ
1861 山邉　悠斗(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾄ
1867 松田　爽大(2) ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾄ

2 高田 518 伴　優英(1) ﾊﾞﾝ ﾕｳｴｲ DQ,T3

507 水谷　玲仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲｼﾞ
500 中川　陽喜(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ
533 林　亮汰(1) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T3:縁石のうえ、内側ライン上・その内側を走った(TR17.3.2)


