
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

準決勝　2組3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 3 文岡中 181 濱岡　優輔(2) ﾊﾏｵｶ ﾕｳｽｹ 49.14 1 4 陵成中 1167 中野　凜生(2) ﾅｶﾉ ﾘｲ 49.02
3378 谷岡　雄太(1) ﾀﾆｵｶ ﾕｳﾀ Q 3086 青谷　拓実(1) ｱｵﾀﾆ ﾀｸﾐ Q
3386 奥村　宗太(1) ｵｸﾑﾗ ｿｳﾀ 3094 和田　醒弥(1) ﾜﾀﾞ ｾｲﾔ
176 奥野　統也(2) ｵｸﾉ ﾄｳﾔ 1166 杉本　治環(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾜ

2 6 四日市南中 1329 太田　伊織(2) ｵｵﾀ ｲｵﾘ 50.48 2 5 白鳥中 1695 川島　大輝(2) ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｷ 51.32
2947 杉谷　泰成(1) ｽｷﾞﾀﾆ ﾀｲｾｲ Q 3285 加藤　　光(1) ｶﾄｳ ﾋｶﾙ Q
2948 田中　大馳(1) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 3284 平岡　駿一(1) ﾋﾗｵｶ ｼｭﾝｲﾁ
1338 古川　　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ 1694 川島　翔輝(2) ｶﾜｼﾏ ｼｮｳｷ

3 5 正和中 1118 矢野恭太郎(2) ﾔﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ 50.59 3 3 久保中 2555 坂本　和優(2) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 51.46
3494 石原　愛翔(1) ｲｼﾊﾗ ｱｲﾄ Q 2747 赤羽根和樹(1) ｱｶﾊﾞﾈ ｶｽﾞｷ Q
3497 伊藤　元笑(1) ｲﾄｳ ｹﾞﾝｼｮｳ 2766 矢尾　幸樹(1) ﾔｵ ｺｳｷ
1105 大畑　竣也(2) ｵｵﾊﾀ ｼｭﾝﾔ 2549 ﾗ ｱﾃﾞｨﾃｨｱ(2) ﾗ ｱﾃﾞｨﾃｨｱ

4 4 橋南中 1924 奥　　貴弘(2) ｵｸ ﾀｶﾋﾛ 51.05 4 2 菰野中 1514 久保寺祐斗(2) ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 51.67
3061 長山　子龍(1) ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾘｭｳ q 2610 生川　奏斗(1) ﾅﾙｶﾜ ｶﾅﾄ
3054 松本龍之介(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 2631 中田　翔己(1) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ
1926 木村　颯翔(2) ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 1501 水谷　伊吹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ

5 7 アスリートY 5733 長田　怜士(J2) ﾅｶﾞﾀ ﾚｲｼﾞ 51.35 5 8 明和中 707 堀口　幾史(2) ﾎﾘｸﾞﾁ ｲｸｼ 52.91
5738 安田　俊太(J1) ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝﾀ q 3528 堤　　勇翔(1) ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ
5737 石田　大翔(J1) ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 3522 内田　櫂麻(1) ｳﾁﾀﾞ ﾄｳﾏ
5734 森　　一真(J2) ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 706 濵口　蒼生(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ

6 1 高田中 2013 中埜　将吾(2) ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 51.82 6 1 神戸中 2662 吉田　悠介(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 52.95
2896 宇野　湧真(1) ｳﾉ ﾕｳﾏ 2688 伊藤　愛斗(1) ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ
2901 林　　汰樹(1) ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 2693 瀬尾　洋介(1) ｾｵ ﾖｳｽｹ
2015 野内　日出(2) ﾉｳﾁ ﾋﾃﾞ 2658 菅　　瑠希(2) ｽｶﾞ ﾙｷ

7 2 楠中 3023 朝井　颯大(2) ｱｻｲ ｿｳﾀ 52.53 6 大木中 1732 櫻井　陽斗(2) ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾄ DQ,R2

3028 菅原　雅晴(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ 2888 伊藤　奏都(1) ｲﾄｳ ｿｳﾄ
3025 来馬　光希(1) ｸﾙﾏ ｺｳｷ 2889 一尾　璃穏(1) ｲﾁｵ ﾘｵﾝ
1563 河原崎湧太(2) ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾜｸﾀ 1738 矢田　琳久(2) ﾔﾀﾞ ﾘｸ

8 8 東員第二中 1254 前野　孔也(2) ﾏｴﾉ ｺｳﾔ 52.87 7 嬉野中 2164 海住　航守(2) ｶｲｼﾞｭｳ ｺｳﾏ DQ,R3

2582 向井　洸翔(1) ﾑｶｲ ﾋﾛﾄ 3772 矢形　文人(1) ﾔｶﾞﾀ ﾌﾐﾄ
2581 水谷　璃久(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｸ 3774 矢形　心人(1) ﾔｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ
1255 矢島　　楓(2) ﾔｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 2156 大森　滉士(2) ｵｵﾓﾘ ｺｳﾄ

凡例  DQ:失格 R2:ﾃｰｸ･ｵｰﾊﾞｰ･ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした 2→3 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


