
一般男子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県記録(KR)              39.58     梨本・九鬼・小林・松尾(NTN)           2016 9月9日 17:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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 高田高－A 1900 浅尾倫太朗(2) ｱｻｵ ﾘﾝﾀﾛｳ 44.28 1 6 岐阜工高 58 田中　　響(2) ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ 44.71
1912 松葉　　光(2) ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾙ 849 岩永　拓土(1) ｲﾜﾅｶﾞ ﾀｸﾄ
1926 鳥尾　英紀(1) ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ 850 細野　颯人(1) ﾎｿﾉ ﾊﾔﾄ
1928 上尾田武蔵(1) ｶﾐｵﾀ ﾑｻｼ 1064 志賀　友樹(1) ｼｶﾞ ﾄﾓｷ

2 6 四日市南高 1101 大倉　優輝(2) ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 44.37 2 8 神戸高－B 634 草山　尚暉(1) ｸｻﾔﾏ ﾅｵｷ 46.65
1123 桜木　優斗(1) ｻｸﾗｷﾞ ﾕｳﾄ 615 古田　光真(2) ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾝ
1118 宇治田圭佑(1) ｳｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 637 中川　拓己(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ
1109 水谷　草太(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ 606 石垣　朋暉(2) ｲｼｶﾞｷ ﾄﾓｷ

3 2 上野高－A 1283 井ノ本夏輝(2) ｲﾉﾓﾄ ﾅﾂｷ 44.50 3 4 四日市西高 397 山田　楓太(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳﾀ 46.68
1313 塚脇　志陽(1) ﾂｶﾜｷ ｼｮｳ 416 諸岡　大雅(1) ﾓﾛｵｶ ﾀｲｶﾞ
1290 松永　航太(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾀ 414 野子　天心(1) ﾉｼﾞ ﾃﾝｼﾝ
1286 橋本　悠希(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 396 満　　悠斗(2) ﾐﾂ ﾕｳﾄ

4 5 神戸高－A 616 三島　竜綺(2) ﾐｼﾏ ﾘｭｳｷ 45.02 4 3 鈴鹿高－A 2010 小川　武竜(2) ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 47.31
643 沢井　泰士(1) ｻﾜｲ ﾔｽｼ 2014 瀬田　雄星(2) ｾﾀ ﾕｳｾｲ
608 川島雄太郎(2) ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 2012 佐脇啓太郎(2) ｻﾜｷ ｹｲﾀﾛｳ
618 湯浅　光弘(2) ﾕｱｻ ﾐﾂﾋﾛ 2009 今村　友哉(2) ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾔ

5 4 津西高 1656 大隅　昭吾(1) ｵｵｽﾐ ｼｮｳｺﾞ 45.56 2 津工高 1701 木村　辰徳(1) ｷﾑﾗ ﾀﾂﾉﾘ DQ,R3

1659 ジョーンズ イーサン　健太(1) ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ｲｰｻﾝ ｹﾝﾀ 1700 加藤　雅也(1) ｶﾄｳ ﾏｻﾔ
1668 牟田　大地(1) ﾑﾀ ﾀﾞｲﾁ 1691 小林　風雅(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ
1666 桒原　康亮(1) ｸﾜﾊﾗ ｺｳｽｹ 1694 辻　　大輝(1) ﾂｼﾞ ﾋﾛｷ

3 四日市四郷高 DNS 5 亀山高 1436 江藤　慧太(2) ｴﾄｳ ｹｲﾀ DQ,R3

1459 服部　郁斗(1) ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾄ
1439 寺西　智哉(2) ﾃﾗﾆｼ ﾄﾓﾔ
1458 西谷　太佑(1) ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｽｹ

7 四日市高 DNS 7 上野高－B 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 7 川越高 1014 大竹　　要(2) ｵｵﾀｹ ｶﾅﾒ 44.51
1012 大泉竣太郎(2) ｵｵｲｽﾞﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ

1034 野田　涼太(2) ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
1051 松本　和己(1) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ

2 5 いなべ総合高 2180 片山　愛士(1) ｶﾀﾔﾏ ｱｲｼ 46.04
367 伊藤　太一(1) ｲﾄｳ ﾀｲﾁ
364 愛内　敬太(1) ｱｲｳﾁ ｹｲﾀ
368 神谷龍之介(1) ｶﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ

3 8 高田高－B 1930 滝谷健太郎(1) ﾀｷﾀﾞﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 46.16
1904 小西　健太(2) ｺﾆｼ ｹﾝﾀ
1905 中島　稜太(2) ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ
1927 越野　勇斗(1) ｺｼﾉ ﾕｳﾄ

4 4 四中工高 1545 山下　凌空(1) ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ 46.69
1527 奈良　圭将(2) ﾅﾗ ｹｲｽｹ
1539 西山　　慧(1) ﾆｼﾔﾏ ｹｲ
1525 佐々木澪音(2) ｻｻｷ ﾚﾝ

5 6 桑名工高 497 鈴木　涼平(2) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 52.15
494 黒田　竜人(2) ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳﾄ
495 佐藤　圭音(2) ｻﾄｳ ｹｲﾝ
507 水野　友太(1) ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾀ

3 上野高－C 1305 南部　健太(1) ﾅﾝﾌﾞ ｹﾝﾀ DQ,R1

1303 森里　怜真(1) ﾓﾘｻﾄ ﾘｮｳﾏ
1319 福永　怜央(1) ﾌｸﾅｶﾞ ﾚｵ
1320 高鴨　　央(1) ﾀｶｶﾓ ｵｳ

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 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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タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 44.28

2 44.37

3 44.50

4 44.51

5 44.71

6 45.02

7 45.56

8 46.04

高田高－A 浅尾倫太朗(2) / 松葉　　光(2) / 鳥尾　英紀(1) / 上尾田武蔵(1)

四日市南高 大倉　優輝(2) / 桜木　優斗(1) / 宇治田圭佑(1) / 水谷　草太(2)

上野高－A 井ノ本夏輝(2) / 塚脇　志陽(1) / 松永　航太(2) / 橋本　悠希(2)

津西高 大隅　昭吾(1) / ジョーンズ イーサン　健太(1) / 牟田　大地(1) / 桒原　康亮(1)

いなべ総合高 片山　愛士(1) / 伊藤　太一(1) / 愛内　敬太(1) / 神谷龍之介(1)

川越高 大竹　　要(2) / 大泉竣太郎(2) / 野田　涼太(2) / 松本　和己(1)

岐阜工高 田中　　響(2) / 岩永　拓土(1) / 細野　颯人(1) / 志賀　友樹(1)

神戸高－A 三島　竜綺(2) / 沢井　泰士(1) / 川島雄太郎(2) / 湯浅　光弘(2)

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 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


