
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)              39.06     梨本・諏訪・九鬼・東(NTN)             2017 9月8日 18:15 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 5 四日市四郷高 1668 佐々木勇斗(1) ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 43.01 1 7 川越高－A 752 伊藤　光希(2) ｲﾄｳ ｺｳｷ 44.21
(三重) 1656 藤田　知和(2) ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｶｽﾞ (三重) 750 高橋　佳篤(2) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

1655 近藤匠一郎(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 751 松本　和己(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ
1652 黒田　　颯(2) ｸﾛﾀﾞ ﾊﾔﾃ 749 木本　純平(2) ｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2 6 いなべ総合高 567 片山　愛士(2) ｶﾀﾔﾏ ｱｲｼ 43.74 2 8 高田高－A 2052 川尻　功陽(1) ｶﾜｼﾞﾘ ｺｳﾖｳ 44.63
(三重) 565 神谷龍之介(2) ｶﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ (三重) 2041 鳥尾　英紀(2) ﾄﾘｵ ﾋﾃﾞﾉﾘ

564 伊藤　太一(2) ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 2044 滝谷健太郎(2) ﾀｷﾀﾞﾆ ｹﾝﾀﾛｳ
562 池田　圭吾(2) ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 2057 猿渡　　駿(1) ｻﾙﾜﾀﾘ ｼｭﾝ

3 7 四日市西高 717 大上　貴由(1) ｵｵｳｴ ﾀｶﾖｼ 45.28 3 6 宇治山田高－A 924 藪岡　　涼(2) ﾔﾌﾞｵｶ ﾘｮｳ 45.33
(三重) 728 山元裕太朗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ (三重) 915 川畑　志龍(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾘｭｳ

723 清水　　翼(1) ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ 937 中山　大輝(1) ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｷ
727 山野　裕斗(1) ﾔﾏﾉ ﾕｳﾄ 913 加藤　裕貴(2) ｶﾄｳ ﾕｳｷ

4 2 神戸高 663 草山　尚暉(2) ｸｻﾔﾏ ﾅｵｷ 45.55 4 2 四中工高 1808 柄澤拳士朗(2) ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾛｳ 46.71
(三重) 671 沢井　泰士(2) ｻﾜｲ ﾔｽｼ (三重) 1811 西山　　慧(2) ﾆｼﾔﾏ ｹｲ

666 中川　拓己(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 1812 羽田　征真(2) ﾊﾀﾞ ｾｲﾏ
661 村西　一真(2) ﾑﾗﾆｼ ｶｽﾞﾏ 1822 青山　慎弥(1) ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾔ

3 亀山高 DNS 5 4 宇治山田高－B 939 原　　陸斗(1) ﾊﾗ ﾘｸﾄ 47.56
(三重) (三重) 936 中村　航大(1) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

932 岸村　有作(1) ｷｼﾑﾗ ﾕｳｻｸ
931 奥村　　元(1) ｵｸﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ

4 四日市高 DNS 5 川越高－Ｃ 771 荒木　健吾(1) ｱﾗｷ ｹﾝｺﾞ DQ,R2

(三重) (三重) 776 島林　奈生(1) ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
786 本多　　駿(1) ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝ
787 横田　　響(1) ﾖｺﾀ ﾋﾋﾞｷ

8 津工高 DNS 3 津田学園高－A 1891 石原　慶仁(2) ｲｼﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ DNS
(三重) (三重) 1902 田中　優陽(1) ﾀﾅｶ ﾕｳﾋ

1909 伊藤　優真(1) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ
1892 林　　歩杜(2) ﾊﾔｼ ｱﾕﾄ

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 6 高田高－B 2058 野田　侑作(1) ﾉﾀﾞ ﾕｳｻｸ 45.09
(三重) 2042 越野　勇斗(2) ｺｼﾉ ﾕｳﾄ

2072 奥野　礼人(1) ｵｸﾉ ｱﾔﾄ
2055 村島　佑樹(1) ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ

2 4 上野高 1268 西岡　秀真(1) ﾆｼｵｶ ｼｭｳﾏ 45.25
(三重) 1252 塚脇　志陽(2) ﾂｶﾜｷ ｼｮｳ

1244 森里　怜真(2) ﾓﾘｻﾄ ﾘｮｳﾏ
1243 中西　教文(2) ﾅｶﾆｼ ﾉﾘﾌﾐ

3 8 高田高－Ｃ 2068 山口　桜介(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｳｽｹ 46.16
(三重) 2069 楠井　爽太(1) ｸｽｲ ｿｳﾀ

2059 亀鷹　佑晟(1) ｶﾒﾀｶ ﾕｳｾｲ
2047 伊藤　　翔(2) ｲﾄｳ ｶｹﾙ

4 5 桑名工高 1093 一木　涼平(2) ｲﾁｷ ﾘｮｳﾍｲ 46.77
(三重) 1096 塩谷　陸人(1) ｼｵﾔ ﾘｸﾄ

1097 黒﨑　琉斗(1) ｸﾛｻｷ ﾘｭｳﾄ
1095 水野　友太(2) ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾀ

5 3 津田学園高－B 1908 松永　大地(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 47.34
(三重) 1900 木下　空音(1) ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ

2119 栁　　海雲(1) ﾔﾅｷﾞ ﾐｸﾓ
1906 石垣　環太(1) ｲｼｶﾞｷ ｶﾝﾀ

6 7 四日市農芸高 2214 伊東　良将(1) ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 48.00
(三重) 1793 井上　寧琉(1) ｲﾉｳｴ ﾈﾙ

2228 廣田　郁弥(1) ﾋﾛﾀ ﾌﾐﾔ
1795 嵯峨崎智大(1) ｻｶﾞｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

2 川越高－B 759 上田　千晟(2) ｳｴﾀﾞ ﾁｱｷ DQ,R2

(三重) 753 市川　瑞樹(2) ｲﾁｶﾜ ﾐｽﾞｷ
755 佐藤　宏樹(2) ｻﾄｳ ﾋﾛｷ
756 山川　将葵(2) ﾔﾏｶﾜ ﾏｻｷ

凡例  DNS:欠場 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
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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 43.01

2 43.74

3 44.21

4 44.63

5 45.09

6 45.25

7 45.28

8 45.33

四日市四郷高(三重) 佐々木勇斗(1) / 藤田　知和(2) / 近藤匠一郎(2) / 黒田　　颯(2)

いなべ総合高(三重) 片山　愛士(2) / 神谷龍之介(2) / 伊藤　太一(2) / 池田　圭吾(2)

川越高－A(三重) 伊藤　光希(2) / 高橋　佳篤(2) / 松本　和己(2) / 木本　純平(2)

四日市西高(三重) 大上　貴由(1) / 山元裕太朗(1) / 清水　　翼(1) / 山野　裕斗(1)

宇治山田高－A(三重) 藪岡　　涼(2) / 川畑　志龍(2) / 中山　大輝(1) / 加藤　裕貴(2)

高田高－A(三重) 川尻　功陽(1) / 鳥尾　英紀(2) / 滝谷健太郎(2) / 猿渡　　駿(1)

高田高－B(三重) 野田　侑作(1) / 越野　勇斗(2) / 奥野　礼人(1) / 村島　佑樹(1)

上野高(三重) 西岡　秀真(1) / 塚脇　志陽(2) / 森里　怜真(2) / 中西　教文(2)

凡例  DNS:欠場 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


