
低学年男子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

6月10日 17:30 予　選
県中学記録(KJ)          45.72     亀井・濱口・小崎・西田(文岡中)        2014 6月11日 09:10 準決勝
大会記録(GR)            47.42     亀井・濱口・小崎・西田(文岡中)        2014 6月11日 16:20 決　勝

予　選　4組2着＋8

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 2 三雲中 984 水谷　公己(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｷ 49.66 1 7 千代崎中 1759 加藤　大政(2) ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 48.71
3598 江上　知輝(1) ｴｶﾞﾐ ﾄﾓｷ Q 3522 宮﨑　航也(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾔ Q
3597 浦崎　倖碧(1) ｳﾗｻｷ ｺｳﾍｷ 3524 山本　琉斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄ
973 大川　祥太(2) ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾀ 1768 ヘルモソ　彰真アレフ(2) ﾍﾙﾓｿ ｼｮｳﾏｱﾚﾌ

2 4 高田中 2125 多湖　友星(2) ﾀｺﾞ ﾕｳｾｲ 51.10 2 3 玉城中 386 稲垣　遥希(2) ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙｷ 49.30
2769 水谷　玲仁(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲｼﾞ Q 3435 井島　響生(1) ｲｼﾏ ﾋﾋﾞｷ Q
2764 西村　和将(1) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 3434 近藤　隆星(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ
2124 鈴木　勇大(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 391 辻井　啓太(2) ﾂｼﾞｲ ｹｲﾀ

3 5 平田野中 1593 古川　　昇(2) ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 53.56 3 4 創徳中 1880 東江　優児(2) ﾋｶﾞｼｴ ﾕｳｼﾞ 51.12
2969 井上　朝日(1) ｲﾉｳｴ ｱｻﾋ 2524 鎌田翔太郎(1) ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ q
2970 水上　夏希(1) ﾐﾅｶﾐ ﾅﾂｷ 2530 志岐　　要(1) ｼｷ ｶﾅﾒ
1592 中田　善大(2) ﾅｶﾀ ﾖｼﾋﾛ 1877 荻原　優斗(2) ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ

4 7 大木中 1717 萩原　拓海(2) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 54.02 4 2 鈴峰中 1811 古川　紘大(2) ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 52.23
3152 陶山　和輝(1) ｽﾔﾏ ｶｽﾞｷ 3410 福島　蓮也(1) ﾌｸｼﾏ ﾚﾝﾔ q
3151 鈴木陽々希(1) ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 3406 谷口　壮太(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ
1718 本岡　詞哉(2) ﾓﾄｵｶ ﾌﾐﾔ 1810 福本　雅樹(2) ﾌｸﾓﾄ ﾏｻｷ

5 6 白鳥中 1634 別府　佑一(2) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｲﾁ 54.75 5 8 四日市南中 1339 中井慎太朗(2) ﾅｶｲ ｼﾝﾀﾛｳ 52.23 *TK
3336 川島　大輝(1) ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｷ 3060 古川　　直(1) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ q
3335 川島　翔輝(1) ｶﾜｼﾏ ｼｮｳｷ 3056 戸谷　蓮樹(1) ﾄﾔ ﾚﾝｼﾞｭ
1627 上田中玲治(2) ｶﾐﾀﾅｶ ﾚｲｼﾞ 1341 堀江　伶哉(2) ﾎﾘｴ ﾚｲﾔ

6 8 常磐中 2445 冨永　隆汰(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ 56.31 6 5 橋南中 2018 山口　怜音(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 53.48
3386 伊達　風斗(1) ﾀﾞﾃ ﾌｳﾄ 3782 木村　颯翔(1) ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ
3380 稲垣　　翔(1) ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳ 3783 白藤　　翔(1) ｼﾗﾌｼﾞ ｼｮｳ
2448 藤田　大翔(2) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 2009 中村　　陸(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ

7 3 北浜中 309 常光　　暁(2) ﾂﾈﾐﾂ ｱｷﾗ 1:02.98 7 1 楠中 3092 長谷川真大(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 57.58
311 川邊　羽琉(1) ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙ 3111 河原崎湧太(1) ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾜｸﾀ
314 西村　大和(1) ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ 3110 亀井　悠椰(1) ｶﾒｲ ﾕｳﾔ
308 髙橋　颯太(2) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 3077 新井　航平(2) ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ

1 潮南中 587 服部　大洋(2) ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾖｳ DSQ,R2 6 久居西中 2189 高橋　佳生(2) ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ DSQ,T2

3019 奧村　　凪(1) ｵｸﾑﾗ ﾅｷﾞ 3161 竹内　洸貴(1) ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ
3022 松尾　朋哉(1) ﾏﾂｵ ﾄﾓﾔ 2178 前田　尚音(1) ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾄ
584 谷口　航輔(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 2190 中川　竣介(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

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 西郊中 2060 吉田　　凌(2) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 51.03 1 4 緑ヶ丘中 2370 西川　勇誠(2) ﾆｼｶﾜ ｲｻﾐ 49.75
3137 中垣内稜央(1) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ Q 2381 松岡　大夢(1) ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾑ Q
3138 前川　鎮秀(1) ﾏｴｶﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ 2382 中林　星也(1) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ
2050 柿沼　颯希(2) ｶｷﾇﾏ ｻﾂｷ 2369 川添　蒼慎(2) ｶﾜｿﾞｴ ｿｳﾏ

2 2 菰野中 1438 山本　拓実(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 51.41 2 3 白子中 913 飯田　智也(2) ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾔ 50.76
2499 打田　快生(1) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ Q 2554 井手　一稀(1) ｲﾃﾞ ｶｽﾞｷ Q
2489 水谷　伊吹(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 2556 柳田　健次(1) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
1457 中村　秋火(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｶﾞ 929 藤田　琉聖(2) ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾄ

3 7 一身田中 2076 若林　颯真(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ 51.60 3 2 亀山中部中 3188 原　　一貴(2) ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 51.53
3296 林　　海翔(1) ﾊﾔｼ ｶｲﾄ q 3197 松葉　瑛斗(1) ﾏﾂﾊﾞ ｴｲﾄ
3295 早川史苑琉(1) ﾊﾔｶﾜ ｼｴﾙ 3190 浅野　晃輝(1) ｱｻﾉ ｺｳｷ
2074 野間　克視(2) ﾉﾏ ｶﾂﾐ 3183 髙松　星斗(2) ﾀｶﾏﾂ ｾｲﾄ

4 8 名張北中 2805 上田　結喜(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 53.25 4 8 尾鷲中 3478 浜田　典希(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘｷ 51.81
2817 竹原　光凜(1) ﾀｹﾊﾗ ｺｳﾘﾝ q 3489 梅本　翔真(1) ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳﾏ
2816 布村　宏季(1) ﾇﾉﾑﾗ ﾋﾛｷ 3491 佐々木　薫(1) ｻｻｷ ｶｵﾙ
2807 谷後　勝紀(2) ﾀﾆｺﾞ ｶｽﾞｷ 3474 下地　陽平(2) ｼﾓｼﾞ ﾖｳﾍｲ

5 6 南が丘中 2090 鷲見　俊也(2) ｽﾐ ﾄｼﾔ 53.59 5 7 内部中 1358 佐伯　拓海(2) ｻｴｷ ﾀｸﾐ 52.34
3654 橋本　大輝(1) ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 2784 服部　哉音(1) ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ
3649 中山　大地(1) ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 2782 久保　夏稀(1) ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ
2088 喜多　悠真(2) ｷﾀ ﾕｳﾏ 1364 堀田　滉生(2) ﾎｯﾀ ｺｳｷ

3 久保中 2612 福嶋　丈人(2) ﾌｸｼﾏ ﾀｹﾄ DSQ,R2 6 1 暁中 1390 中山　　慶(2) ﾅｶﾔﾏ ｹｲ 59.39
2635 奥野　楓斗(1) ｵｸﾉ ﾌｳﾄ 3028 寺本　克希(1) ﾃﾗﾓﾄ ｶﾂｷ
2638 坂本　和優(1) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 3027 柴原　一翔(1) ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾄ
2610 長谷川塔麻(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 1388 杉本　諒和(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶ

1 保々中 DNS 5 神戸中 1672 里中　洸亮(2) ｻﾄﾅｶ ｺｳｽｹ DSQ,R2

3575 林　　拓夢(1) ﾊﾔｼ ﾀｸﾑ
3567 安部　　創(1) ｱﾍﾞ ｿｳ
1675 南川隼太郎(2) ﾐﾅﾐｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ

5 嬉野中 DNS 6 明和中 732 市場　凪人(2) ｲﾁﾊﾞ ﾅｷﾞﾄ DSQ,RB

3541 野﨑　海斗(1) ﾉｻﾞｷ ｶｲﾄ
3544 丸山　航輝(1) ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
731 浅井　郁磨(2) ｱｻｲ ｲｸﾏ

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *TK:着差あり T2:(R163-3)レーン侵害 R2:オーバーゾーン ２→３ RB:(162-6)落としたバトンを適正に拾わなかった


