
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9日 18:05 予　選
県中学記録(KJ)          45.72     亀井・濱口・小崎・西田(文岡中)        2014 6月10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10日 16:20 決　勝

予　選　5組2着＋6

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 文岡中 181 濱岡　優輔(2) ﾊﾏｵｶ ﾕｳｽｹ 49.46 1 5 久保中 2555 坂本　和優(2) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 51.23
3378 谷岡　雄太(1) ﾀﾆｵｶ ﾕｳﾀ Q 2747 赤羽根和樹(1) ｱｶﾊﾞﾈ ｶｽﾞｷ Q
3386 奥村　宗太(1) ｵｸﾑﾗ ｿｳﾀ 2766 矢尾　幸樹(1) ﾔｵ ｺｳｷ
176 奥野　統也(2) ｵｸﾉ ﾄｳﾔ 2549 ﾗ ｱﾃﾞｨﾃｨｱ(2) ﾗ ｱﾃﾞｨﾃｨｱ

2 1 橋南中 1924 奥　　貴弘(2) ｵｸ ﾀｶﾋﾛ 50.91 2 2 大木中 1732 櫻井　陽斗(2) ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾄ 52.06
3061 長山　子龍(1) ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾘｭｳ Q 2888 伊藤　奏都(1) ｲﾄｳ ｿｳﾄ Q
3054 松本龍之介(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 2889 一尾　璃穏(1) ｲﾁｵ ﾘｵﾝ
1926 木村　颯翔(2) ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 1738 矢田　琳久(2) ﾔﾀﾞ ﾘｸ

3 6 アスリートY 5733 長田　怜士(J2) ﾅｶﾞﾀ ﾚｲｼﾞ 51.17 3 6 神戸中 2662 吉田　悠介(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 52.32
5738 安田　俊太(J1) ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝﾀ q 2688 伊藤　愛斗(1) ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ q
5737 石田　大翔(J1) ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 2693 瀬尾　洋介(1) ｾｵ ﾖｳｽｹ
5734 森　　一真(J2) ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 2658 菅　　瑠希(2) ｽｶﾞ ﾙｷ

4 2 楠中 3023 朝井　颯大(2) ｱｻｲ ｿｳﾀ 52.19 4 3 尾鷲中 2417 庄司　　翼(2) ｼｮｳｼﾞ ﾂﾊﾞｻ 53.08
3028 菅原　雅晴(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ q 3633 山下　　慶(1) ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳ
3025 来馬　光希(1) ｸﾙﾏ ｺｳｷ 3634 吉澤　凛太(1) ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾝﾀ
1563 河原崎湧太(2) ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾜｸﾀ 2418 庄司　　遼(2) ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳ

5 5 八風中 954 西岡　　楓(2) ﾆｼｵｶ ｶｴﾃﾞ 52.96 5 8 内部中 1441 服部　哉音(2) ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ 53.51
389 山根　稜平(1) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 3428 井高　陽斗(1) ｲﾀｶ  ﾊﾙﾄ
379 伊藤　　颯(1) ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 3427 赤倉　元心(1) ｱｶｸﾗ ﾕｷﾓﾄ
956 森　　優太(2) ﾓﾘ ﾕｳﾀ 1436 稲垣　敬太(2) ｲﾅｶﾞｷ ｹｲﾀ

6 3 三雲中 2216 大野　和輝(2) ｵｵﾉ ｶｽﾞｷ 53.10 6 4 亀山中部中 3318 松葉　瑛斗(2) ﾏﾂﾊﾞ ｴｲﾄ 53.66
3220 伊藤　颯大(1) ｲﾄｳ ｿｳﾀ 3343 塚原　達也(1) ﾂｶﾊﾗ ﾀﾂﾔ
3223 岡嶋　　心(1) ｵｶｼﾞﾏ ﾊｱﾄ 3346 曲田　優斗(1) ﾏｶﾞﾘﾀﾞ ﾕｳﾄ
2220 早川　祐平(2) ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾍｲ 3311 浅野　晃輝(2) ｱｻﾉ ｺｳｷ

7 4 創徳中 59 原　　直輝(2) ﾊﾗ ﾅｵｷ 55.74 7 7 亀山中 2969 吉井　一真(2) ﾖｼｲ ｶｽﾞﾏ 54.79
87 中山　誠一(1) ﾅｶﾔﾏ ｾｲｲﾁ 2992 伊東　優希(1) ｲﾄｳ ﾕｳｷ
88 川崎　颯太(1) ｶﾜｻｷ ｿｳﾀ 2993 村田　鷹星(1) ﾑﾗﾀ ｵｵｾｲ
63 和田　洸輝(2) ﾜﾀﾞ ｺｳｷ 2975 田上　奏真(2) ﾀﾉｳｴ ｿｳﾏ

8 7 三浜AC 5793 奥山　奏佑(J2) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ 56.32
5795 伊藤　翔大(J1) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ
5796 伊藤　稜空(J1) ｲﾄｳ ﾘｸ
5794 城戸　晴喜(J2) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ

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 5 白鳥中 1695 川島　大輝(2) ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｷ 51.48 1 2 陵成中 1167 中野　凜生(2) ﾅｶﾉ ﾘｲ 49.05
3285 加藤　　光(1) ｶﾄｳ ﾋｶﾙ Q 3086 青谷　拓実(1) ｱｵﾀﾆ ﾀｸﾐ Q
3284 平岡　駿一(1) ﾋﾗｵｶ ｼｭﾝｲﾁ 3094 和田　醒弥(1) ﾜﾀﾞ ｾｲﾔ
1694 川島　翔輝(2) ｶﾜｼﾏ ｼｮｳｷ 1166 杉本　治環(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾜ

2 7 東員第二中 1254 前野　孔也(2) ﾏｴﾉ ｺｳﾔ 53.30 2 3 明和中 707 堀口　幾史(2) ﾎﾘｸﾞﾁ ｲｸｼ 52.67
2582 向井　洸翔(1) ﾑｶｲ ﾋﾛﾄ Q 3528 堤　　勇翔(1) ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ Q
2581 水谷　璃久(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｸ 3522 内田　櫂麻(1) ｳﾁﾀﾞ ﾄｳﾏ
1255 矢島　　楓(2) ﾔｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 706 濵口　蒼生(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ

3 2 常磐中 1386 石塚　大成(2) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｾｲ 53.51 3 7 陽和中 1066 古波蔵　ビクトル(2) ｺﾊｸﾞﾗ ﾋﾞｸﾄﾙ 52.81
3751 森　　悠輔(1) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 3119 前橋　一輝(1) ﾏｴﾊﾞｼ ｲﾂｷ
3743 高田　知哉(1) ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ 3120 水谷　杜泉(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｲ
1393 伊達　風斗(2) ﾀﾞﾃ ﾌｳﾄ 1068 船越　海里(2) ﾌﾅｺｼ ｶｲﾘ

4 3 鈴峰中 1806 髙田　悠真(2) ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾏ 55.27 4 6 一身田中 2824 丸山　颯太(2) ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 54.96
3369 小西　勇輝(1) ｺﾆｼ ﾕｳｷ 2836 芳山　芽生(1) ﾖｼﾔﾏ ﾒｲ
3368 市川　拳暉(1) ｲﾁｶﾜ ｹﾞﾝｷ 2837 伴　　優英(1) ﾊﾞﾝ ﾕｳｴｲ
1809 名村　　崚(2) ﾅﾑﾗ ﾘｮｳ 2820 加藤颯太朗(2) ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ

5 1 鼓ヶ浦中 1856 長谷川和輝(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 56.44 5 8 久居西中 2080 小林　　聖(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ 1:01.56

1870 前田　祐輝(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 3410 小川　　翼(1) ｵｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
1871 吉田　有輝(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 3416 中田　拓真(1) ﾅｶﾀ ﾀｸﾏ
1845 豊川　利音(2) ﾄﾖｶﾜ ﾘｵﾄ 2081 青木　翔聖(2) ｱｵｷ ｼｮｳｾｲ

4 紀北中 762 岡　　大翔(2) ｵｶ ﾊﾙﾄ DNS 4 光風中 DNS
768 植田　晴道(1) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐﾁ
771 長井優太郎(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀﾛｳ
764 中野　　陽(2) ﾅｶﾉ ﾊﾙ

6 一志中 DNS 5 白子中 DNS

8 崇広中 DNS

凡例  DNS:欠場



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9日 18:05 予　選
県中学記録(KJ)          45.72     亀井・濱口・小崎・西田(文岡中)        2014 6月10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10日 16:20 決　勝

予　選　5組2着＋6

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 6 正和中 1118 矢野恭太郎(2) ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ 51.20
3494 石原　愛翔(1) ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ Q
3497 伊藤　元笑(1) ｲﾄｳ ｹﾞﾝｼｮｳ
1105 大畑　竣也(2) ｵｵﾊﾀ ｼｭﾝﾔ

2 1 四日市南中 1329 太田　伊織(2) ｵｵﾀ ｲｵﾘ 51.24
2947 杉谷　泰成(1) ｽｷﾞﾀﾆ ﾀｲｾｲ Q
2948 田中　大馳(1) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ
1338 古川　　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ

3 3 嬉野中 2164 海住　航守(2) ｶｲｼﾞｭｳ ｺｳﾏ 51.61
3772 矢形　文人(1) ﾔｶﾞﾀ ﾌﾐﾄ q
3774 矢形　心人(1) ﾔｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ
2156 大森　滉士(2) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾄ

4 8 菰野中 1514 久保寺祐斗(2) ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 51.76
2610 生川　奏斗(1) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ q
2631 中田　翔己(1) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ
1501 水谷　伊吹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ

5 5 高田中 2013 中埜　将吾(2) ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 52.11
2896 宇野　湧真(1) ｳﾉ ﾕｳﾏ q
2901 林　　汰樹(1) ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
2015 野内　日出(2) ﾉｳﾁ ﾋﾃﾞ

6 7 明正中 1024 樋口　隼煕(2) ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｷ 53.49
3006 伊藤　定翔(1) ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾄ
3011 原田　伊蔵(1) ﾊﾗﾀﾞ ｲｿﾞｳ
1029 山﨑　吏稀(2) ﾔﾏｻｷ ﾘｷ

7 4 平田野中 1670 井上　朝日(2) ｲﾉｳｴ ｱｻﾋ 53.54
3401 伊藤　景虎(1) ｲﾄｳ ｶｹﾞﾄﾗ
3404 中川　千秋(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｱｷ
1671 水上　夏希(2) ﾐﾅｶﾐ ﾅﾂｷ

8 2 名張北中 677 田畑　白翔(2) ﾀﾊﾞﾀ ﾊｸﾄ 54.60
682 内山　拓海(1) ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ
685 林口　京平(1) ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ
674 竹原　光凜(2) ﾀｹﾊﾗ ｺｳﾘﾝ

凡例  DNS:欠場


