
男子　４×１００ｍＲ
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県高校記録(KH)               40.24     四日市工(西山・林・高橋・山路)        2018 10月2日 09:45 予　選
大会記録(GR)                 41.09     四日市工(河合・田中・川喜田・諏訪)    2011(第50回) 10月2日 16:35 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 7 四日市工 1653 山口　煌弥(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾔ 42.58 1 3 皇學館 388 山際　匠(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｸﾐ 43.08
1642 吉田　有輝(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ Q 352 藤森　大輝(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｷ Q
1647 松永　陸(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｸ 340 打田　快生(2) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ
1661 新家　鋭晟(1) ｼﾝﾔ ﾀｲｾｲ 338 福田　昂太(2) ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ

2 5 伊勢学園 174 中村　銀次郎(2) ﾅｶﾑﾗ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 44.46 2 7 津西 1395 臼井　嵩翔(2) ｳｽｲ ｼｭｳﾄ 43.78
173 和田　翔太(2) ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 1396 中垣内　稜央(2) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ q
177 山本　雄大(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 1419 上尾田　剣(2) ｶﾐｵﾀ ﾂﾙｷﾞ
175 中山　颯重(2) ﾅｶﾔﾏ ｿｳｴ 1391 松岡　大夢(2) ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ

3 8 いなべ総合 914 石原　愛翔(1) ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ 45.68 3 6 鈴鹿 563 和田　醒弥(1) ﾜﾀﾞ ｾｲﾔ 44.45
916 冨谷　勇太(1) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ 550 紺野　将伍(2) ｺﾝﾉ ｼｮｳｺﾞ
906 近藤　巧望(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 551 吉田　悠介(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ
901 濱口　愛翔(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ 566 加藤　光(1) ｶﾄｳ ﾋｶﾙ

3 伊勢工 692 池山　紘哉(2) ｲｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ DQ,R3 4 5 桑名西 1255 加藤　翼(2) ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 45.42
700 前田　唯斗(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾄ 1229 伊藤　優佑(1) ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ
684 西世古　昌毅(2) ﾆｼｾﾞｺ ﾏｻｷ 1221 磯部　釉稀(2) ｲｿﾍﾞ ﾕｳﾏ
727 西山　哲矢(1) ﾆｼﾔﾏ ﾃﾂﾔ 1223 黒田　楓(2) ｸﾛﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

4 鈴鹿高専 DNS 5 8 四日市西 1738 濵田　愛生(2) ﾊﾏﾀﾞ ｱｲｷ 46.10
1748 中田　翔己(1) ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳｷ
1741 島田　恭輔(2) ｼﾏﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
1740 井本　涼太(2) ｲﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

6 四中工 DNS 4 伊賀白鳳 DNS

9 津 DNS 9 川越 DNS

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 稲生 956 山本　琉斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 43.29 1 9 近大高専 439 古川　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ 43.65
950 鎌田　翔太郎(2) ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ Q 443 岡崎　煌(1) ｵｶｻﾞｷ ｺｳ Q
949 伊藤　悠真(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 437 岳野　迪也(2) ﾀｹﾉ ﾐﾁﾔ
958 鈴木　佑太朗(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 436 長田　怜士(2) ﾅｶﾞﾀ ﾚｲｼﾞ

2 3 神戸 1116 久保　夏稀(2) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 43.42 2 3 伊勢 756 礒井　亮輔(2) ｲｿｲ ﾘｮｳｽｹ 43.78
1122 杉﨑　悠大(2) ｽｷﾞｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ q 763 堤　拓斗(2) ﾂﾂﾐ ﾀｸﾄ q
1127 井上　朝日(2) ｲﾉｳｴ ｱｻﾋ 761 岩本　嵩己(2) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ
1114 渡辺　悠斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 781 浦﨑　倖碧(2) ｳﾗｻｷ ｺｳﾍｷ

3 9 桑名 1178 江上　貴紀(2) ｴｶﾞﾐ ﾀｶﾉﾘ 44.02 3 5 高田 500 中川　陽喜(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 44.42
1205 芝田　遼介(2) ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 507 水谷　玲仁(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲｼﾞ
1188 水谷　杜泉(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｲ 515 木村　颯翔(2) ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ
1180 矢野　恭太郎(2) ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ 535 今井　琳太郎(2) ｲﾏｲ ﾘﾝﾀﾛｳ

4 7 津田学園 595 向井　洸翔(1) ﾑｶｲ ﾋﾛﾄ 44.47 4 6 四日市四郷 1840 市川　凌久也(1) ｲﾁｶﾜ ﾘｸﾔ 45.07
594 横道　瑠樹(1) ﾖｺﾐﾁ ﾙｷ 1836 中溝　裕貴(2) ﾅｶﾐｿﾞ ﾕｳｷ
596 稲森　秀(1) ｲﾅﾓﾘ ｼｭｳ 1837 山下　哲誠(2) ﾔﾏｼﾀ ﾃｯｾｲ
590 今村　則斗(2) ｲﾏﾑﾗ ﾉﾘﾄ 1839 生川　奏斗(1) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ

5 6 南伊勢 1611 松本　幸樹(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 47.99 5 7 津東 1442 籔内　彰人(2) ﾔﾌﾞｳﾁ ｱｷﾄ 45.81
1598 三浦　健慎(1) ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾝ 1438 林　海翔(2) ﾊﾔｼ ｶｲﾄ
1600 溝口　涼斗(1) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ 1443 伊藤　奏都(1) ｲﾄｳ ｿｳﾄ
1597 井田　理貴(2) ｲﾀﾞ ﾘｷ 1441 林　拓夢(2) ﾊﾔｼ ﾀｸﾑ

6 8 名張青峰 629 増田　誠也(2) ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 49.67 6 8 亀山 1048 石井　光稀(1) ｲｼｲ ﾐﾂｷ 48.11
647 福永　有希(2) ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ 1056 打田　悠真(1) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ
630 林口　京平(1) ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 1040 武田　康生(1) ﾀｹﾀﾞ ｺｳｾｲ
637 西本　桜太郎(1) ﾆｼﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 1046 小西　勇輝(1) ｺﾆｼ ﾕｳｷ

5 四日市 DNS 4 四日市農芸 1770 服部　哉音(2) ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ DQ,R1

1782 坂井　晴紀(2) ｻｶｲ ﾊﾙｷ
1790 竹内　琢人(1) ﾀｹｳﾁ ﾀｸﾄ
1787 小松　勝(2) ｺﾏﾂ ｼｮｳ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ内でバトンパスが完了しなかった1→2 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ内でバトンパスが完了しなかった2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ
内でバトンパスが完了しなかった3→4



男子　４×１００ｍＲ
審 判 長：和田　　靖
記録主任：赤塚　伸二

県高校記録(KH)               40.24     四日市工(西山・林・高橋・山路)        2018 10月2日 09:45 予　選
大会記録(GR)                 41.09     四日市工(河合・田中・川喜田・諏訪)    2011(第50回) 10月2日 16:35 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 7 宇治山田商 856 奥村　宗太(1) ｵｸﾑﾗ ｿｳﾀ 43.14
861 土井根　慶(1) ﾄﾞｲﾈ ｹｲ Q
864 山本　悠生(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ
829 谷﨑　光(2) ﾀﾆｻﾞｷ ﾋｶﾙ

2 9 上野 219 前川　直誉(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾅｵﾀｶ 44.13
222 永安　正弥(1) ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｻﾔ
218 竹原　光凜(2) ﾀｹﾊﾗ ｺｳﾘﾝ
248 老村　勇人(2) ｵｲﾑﾗ ﾕｳﾄ

3 4 松阪 1539 田邉　俊博(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 44.41
1527 大森　滉士(2) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾄ
1534 南　結人(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲﾄ
1528 川邊　羽琉(2) ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙ

4 3 三重 1881 堤　勇翔(1) ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ 45.73
1869 上山　竜輝(2) ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｷ
1861 山邉　悠斗(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾄ
1875 矢尾　幸樹(1) ﾔｵ ｺｳｷ

5 8 宇治山田 983 小野　颯也(2) ｵﾉ ｿｳﾔ 46.84
1000 西村　亘葵(2) ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ
992 山本　幸輝(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ
985 中川　椋翔(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾄ

6 6 四日市南 1809 名村　崚(2) ﾅﾑﾗ ﾘｮｳ 47.72
1825 大井　想梧(2) ｵｵｲ ｿｳｺﾞ
1812 安達　瑛士(1) ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ
1808 髙田　悠真(2) ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾏ

5 久居 1494 小川　翼(1) ｵｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ DQ,R2

1491 落合　浩晴(2) ｵﾁｱｲ ｺｳｾｲ
1493 奥田　智也(1) ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ
1497 渡壁　響希(1) ﾜﾀｶﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ

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 4 四日市工 1653 山口　煌弥(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾔ 42.46
1642 吉田　有輝(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ
1647 松永　陸(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｸ
1639 中山　智貴(2) ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｷ

2 5 皇學館 388 山際　匠(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀｸﾐ 42.59
352 藤森　大輝(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｷ
340 打田　快生(2) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ
348 河北　柊真(2) ｶﾜｷﾀ ﾄｳﾏ

3 9 近大高専 439 古川　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ 43.14
443 岡崎　煌(1) ｵｶｻﾞｷ ｺｳ
437 岳野　迪也(2) ﾀｹﾉ ﾐﾁﾔ
457 中川　陽司(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｼ

4 3 伊勢 756 礒井　亮輔(2) ｲｿｲ ﾘｮｳｽｹ 43.24
763 堤　拓斗(2) ﾂﾂﾐ ﾀｸﾄ
761 岩本　嵩己(2) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ
781 浦﨑　倖碧(2) ｳﾗｻｷ ｺｳﾍｷ

5 6 宇治山田商 856 奥村　宗太(1) ｵｸﾑﾗ ｿｳﾀ 43.37
861 土井根　慶(1) ﾄﾞｲﾈ ｹｲ
864 山本　悠生(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ
828 岡田　祥伍(2) ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

6 8 神戸 1116 久保　夏稀(2) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 43.68
1122 杉﨑　悠大(2) ｽｷﾞｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ
1127 井上　朝日(2) ｲﾉｳｴ ｱｻﾋ
1114 渡辺　悠斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

7 7 稲生 956 山本　琉斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 43.70
958 鈴木　佑太朗(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ
955 海住　航守(2) ｶｲｼﾞｭｳ ｺｳﾏ
952 小倉　大輝(2) ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

8 2 津西 1395 臼井　嵩翔(2) ｳｽｲ ｼｭｳﾄ 44.19
1396 中垣内　稜央(2) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ
1419 上尾田　剣(2) ｶﾐｵﾀ ﾂﾙｷﾞ
1391 松岡　大夢(2) ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ内でバトンパスが完了しなかった1→2 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ内でバトンパスが完了しなかった2→3 R3:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ
内でバトンパスが完了しなかった3→4


