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日本高専記録(KR)              3:15.43 
大会記録(GR)                  3:16.13 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 福島   231 今野 和樹(5)   3:24.21 Q  1   6 富山(射水)   412 岡本 雅生(3)   3:23.06 Q

ｺﾝﾉ ｶｽﾞｷ ｵｶﾓﾄ ﾐﾔｷ
  239 吉田 廉(3)   410 川端 秀汰(4)

ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭｳﾀ
  240 蛭田 大稀(3)   411 本田 武瑠(4)

ﾋﾙﾀ ﾀﾞｲｷ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ
  229 鈴木 陵太(5)   422 谷口 響(1)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ
 2   5 長野    15 髙橋 和真(2)   3:25.67 Q  2   7 岐阜   431 西脇 一輝(5)   3:23.29 Q

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ﾆｼﾜｷ ｶｽﾞｷ
   18 宮澤 陽斗(2)   433 深尾 僚太郎(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ﾌｶｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ
   16 髙橋 一輝(2)   434 日置 智則(4)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾋｵｷ ﾄﾓﾉﾘ
   14 廣瀬 洸(3)   443 安江 友登(4)

ﾋﾛｾ ｺｳ ﾔｽｴ ﾕｳﾄ
 3   4 佐世保   835 松永 太郎(4)   3:27.31 q  3   3 一関   212 山中 崚矢(4)   3:28.71 

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾛｳ ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳﾔ
  834 平戸 拓磨(4)   219 佐々木 柊哉(2)

ﾋﾗﾄﾞ ﾀｸﾏ ｻｻｷ ｼｭｳﾔ
  831 永田 篤樹(4)   220 高橋 龍也(2)

ﾅｶﾞﾀ ｱﾂｷ ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ
  842 満江 祐人(1)   213 瀬川 将平(4)

ﾐﾂｴ ﾕｳﾄ ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 4   7 弓削商船   739 木村 太一(4)   3:31.52  4   5 米子   619 眞山 尚輝(2)   3:29.54 

ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ
  737 牧野 一生(5)   613 岡本 直也(3)

ﾏｷﾉ ｲｯｾｲ ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ
  740 松本 宙依(4)   608 青戸 淳之介(4)

ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗｲ ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
  743 福井 璃玖(3)   609 岡村 康平(4)

ﾌｸｲ ﾘｸ ｵｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 5   9 鈴鹿   467 桜木 笙伍(4)   3:33.53  5   9 香川(高松)   719 徳 直哉(5)   3:30.30 

ｻｸﾗｷﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾄｸ ﾅｵﾔ
  473 京道 慶(2)   712 石坂 隆也(5)

ｷｮｳﾄﾞｳ ｹｲ ｲｼｻﾞｶ ﾘｭｳﾔ
  469 山尾 昇也(5)   713 髙石 地晴(4)

ﾔﾏｵ ｼｮｳﾔ ﾀｶｲｼ ﾁﾊﾙ
  471 岡﨑 稜汰(2)   711 中川 晴貴(4)

ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ
 6   6 広島商船   628 溝田 直音(4)   3:35.87  6   8 神戸市立   530 大平 翔(3)   3:30.89 

ﾐｿﾞﾀ ﾅｵﾄ ｵｵﾋﾗ ﾂﾊﾞｻ
  626 内田 光(4)   534 大村 悠真(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾏ
  624 小川 怜也(5)   532 沖中 基生(3)

ｵｶﾞﾜ ﾚｲﾔ ｵｷﾅｶ ﾓﾄｷ
  629 西浦 海(3)   536 北山 海偉大(2)

ﾆｼｳﾗ ｶｲ ｷﾀﾔﾏ ﾐｲﾀ
 7   8 釧路   124 松崎 祐渡(4)   3:40.35  7   2 八戸   204 水口 広太(2)   3:34.53 

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺｳﾀ
  125 椛澤 翔(2)   207 山田 聖也(4)

ｶﾊﾞｻﾜ ｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ
  126 荒木 純哉(2)   201 高比座 海斗(4)

ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾔ ﾀｶﾋｻﾞ ｶｲﾄ
  123 清水 優(5)   206 小山 浩亮(4)

ｼﾐｽﾞ ｽｸﾞﾙ ｺﾔﾏ ｺｳｽｹ
 8   3 高知   757 岡林 竜矢(3)   3:42.14  8   4 苫小牧   112 野崎 脩斗(4)   3:43.66 

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ ﾉｻﾞｷ ｼｭｳﾄ
  760 小松 靖心(1)   111 加藤 璃旗(3)

ｺﾏﾂ ｾｲｼﾝ ｶﾄｳ ﾘｷ
  759 眞辺 大希(1)   121 野田 純希(3)

ﾏﾅﾍﾞ ﾀｲｷ ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ
  758 徳弘 大輝(3)   114 本間 龍ﾉ介(3)

ﾄｸﾋﾛ ﾀﾞｲｷ ﾎﾝﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

男子

4×400m

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 近畿大学   544 田原 隼輝(4)   3:21.02 Q

ﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾝｷ
  555 山田 恭平(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
  539 岡田 竜来(5)

ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ
  557 和田 空翼(3)

ﾜﾀﾞ ｸｳ
 2   2 阿南   702 泉 晃平(5)   3:24.28 Q

ｲｽﾞﾐ ｺｳﾍｲ
  703 大平 祐生(5)

ｵｵﾋﾗ ﾕｳｾｲ
  704 北原 右京(5)

ｷﾀﾊﾗ ｳｷｮｳ
  706 伊丹 航(3)

ｲﾀﾐ ｺｳ
 3   5 豊田   458 加藤 悠基(4)   3:25.00 q

ｶﾄｳ ﾕｳｷ
  455 村山 治希(3)

ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｷ
  461 倉地 奎多(2)

ｸﾗﾁ ｹｲﾀ
  456 中西 陽(2)

ﾅｶﾆｼ ﾋﾅﾀ
 4   4 徳山   640 谷口 聖弥(5)   3:29.62 

ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ
  643 豊岡 龍一(3)

ﾄﾖｵｶ ﾘｭｳｲﾁ
  639 橋羽 宏人(5)

ﾊｼﾊﾞ ﾋﾛﾄ
  649 有松 大和(2)

ｱﾘﾏﾂ ﾔﾏﾄ
 5   6 木更津   325 榎本 拓海(4)   3:30.21 

ｴﾉﾓﾄ ﾀｸﾐ
  323 澤村 史也(4)

ｻﾜﾑﾗ ﾌﾐﾔ
  329 松本 賢人(3)

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾄ
  327 佐藤 一鉄(4)

ｻﾄｳ ｲｯﾃﾂ
 6   9 有明   826 野中 颯一郎(1)   3:36.94 

ﾉﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ
  820 髙見 大輔(3)

ﾀｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ
  825 清田 聖人(1)

ｷﾖﾀ ﾏｻﾄ
  821 大城 匠己(3)

ｵｵｷ ﾀｸﾐ
 7   7 奈良   517 寺田 祐紀(4)   3:38.40 

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ
  514 西川 晋太郎(5)

ﾆｼｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ
  521 原 玲音(3)

ﾊﾗ ﾚｵﾝ
  526 古川 壮汰(1)

ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ
 8   3 小山   315 藤本 一毅(1)   3:40.04 

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ
  306 大勝 圭輝(4)

ｵｵｶﾂ ﾖｼｷ
  304 藤田 陽太(4)

ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾀ
  312 小林 稜(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

男子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  2 佐世保   835 松永 太郎(4)

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾛｳ
  834 平戸 拓磨(4)

ﾋﾗﾄﾞ ﾀｸﾏ
  831 永田 篤樹(4)

ﾅｶﾞﾀ ｱﾂｷ
  842 満江 祐人(1)

ﾐﾂｴ ﾕｳﾄ
  3 豊田   458 加藤 悠基(4)

ｶﾄｳ ﾕｳｷ
  455 村山 治希(3)

ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｷ
  461 倉地 奎多(2)

ｸﾗﾁ ｹｲﾀ
  456 中西 陽(2)

ﾅｶﾆｼ ﾋﾅﾀ
  4 近畿大学   544 田原 隼輝(4)

ﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾝｷ
  555 山田 恭平(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
  539 岡田 竜来(5)

ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ
  557 和田 空翼(3)

ﾜﾀﾞ ｸｳ
  5 岐阜   431 西脇 一輝(5)

ﾆｼﾜｷ ｶｽﾞｷ
  433 深尾 僚太郎(5)

ﾌｶｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ
  434 日置 智則(4)

ﾋｵｷ ﾄﾓﾉﾘ
  443 安江 友登(4)

ﾔｽｴ ﾕｳﾄ
  6 福島   231 今野 和樹(5)

ｺﾝﾉ ｶｽﾞｷ
  239 吉田 廉(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ
  240 蛭田 大稀(3)

ﾋﾙﾀ ﾀﾞｲｷ
  229 鈴木 陵太(5)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
  7 富山(射水)   412 岡本 雅生(3)

ｵｶﾓﾄ ﾐﾔｷ
  410 川端 秀汰(4)

ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭｳﾀ
  411 本田 武瑠(4)

ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ
  422 谷口 響(1)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ
  8 長野    15 髙橋 和真(2)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
   18 宮澤 陽斗(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
   16 髙橋 一輝(2)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
   14 廣瀬 洸(3)

ﾋﾛｾ ｺｳ
  9 阿南   702 泉 晃平(5)

ｲｽﾞﾐ ｺｳﾍｲ
  703 大平 祐生(5)

ｵｵﾋﾗ ﾕｳｾｲ
  704 北原 右京(5)

ｷﾀﾊﾗ ｳｷｮｳ
  706 伊丹 航(3)

ｲﾀﾐ ｺｳ

決勝

男子

4×400m


