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日本高専記録(KR)                41.24 
大会記録(GR)                    41.71 

[ 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   9 岐阜   439 井藤 修也(4)     41.82 Q  1   4 豊田   457 酒井 克実(2)     42.54 Q

ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ ｻｶｲ ｶﾂﾐ
  435 三宅 悠暉(4)   460 山根 大輝(3)

ﾐﾔｹ ﾕｳｷ ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ
  429 後藤 壮(5)   461 倉地 奎多(2)

ｺﾞﾄｳ ｿｳ ｸﾗﾁ ｹｲﾀ
  431 西脇 一輝(5)   462 岡田 渓冴(5)

ﾆｼﾜｷ ｶｽﾞｷ ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ
 2   6 富山(射水)   415 五十嵐 晴紀(2)     42.02 Q  2   3 鈴鹿   474 安井 弦(2)     42.95 Q

ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ ﾔｽｲ ｹﾞﾝ
  422 谷口 響(1)   470 中脇 裕也(4)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ ﾅｶﾜｷ ﾕｳﾔ
  424 五十嵐 海翔(1)   467 桜木 笙伍(4)

ｲｶﾞﾗｼ ｶｲﾄ ｻｸﾗｷﾞ ｼｮｳｺﾞ
  413 駒井 宏至(3)   471 岡﨑 稜汰(2)

ｺﾏｲ ｺｳｼ ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
 3   2 明石   511 藤岡 宏輔(2)     43.46  3   9 有明   810 久家 佑太(5)     43.04 

ﾌｼﾞｵｶ ｺｳｽｹ ｸｹﾞ ﾕｳﾀ
  507 木下 凌太朗(4)   809 井上 傑士(5)

ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｼ
  509 北野 友啓(4)   811 外山 亨汰(5)

ｷﾀﾉ ﾄﾓｱｷ ﾄﾔﾏ ｷｮｳﾀ
  510 山本 隼一朗(3)   818 塚本 達也(4)

ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ﾂｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ
 4   4 久留米   801 坂井 勇斗(3)     43.65  4   8 長野    12 小林 嶺(3)     43.54 

ｻｶｲ ﾕｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ
  808 草場 進太郎(1)    18 宮澤 陽斗(2)

ｸｻﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
  806 丸山 尚吾(2)     3 宮澤 優仁(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  807 草場 健太郎(1)    15 髙橋 和真(2)

ｸｻﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 5   8 沼津   451 吉田 健太(3)     43.84  5   5 宇部   652 秋山 裕介(4)     44.05 

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ ｱｷﾔﾏ ﾕｳｽｹ
  447 瀧口 周(3)   653 藤井 卓弥(4)

ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾏﾈ ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ
  448 大勝 友晶(4)   655 高田 青空(3)

ｵｵｶﾂ ﾄﾓｱｷ ﾀｶﾀ ｱｵｿﾞﾗ
  452 小池 鼓太郎(1)   651 岡田 知希(4)

ｺｲｹ ｺﾀﾛｳ ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 6   3 米子   619 眞山 尚輝(2)     44.06  6   6 一関   218 及川 玲(2)     45.59 

ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ ｵｲｶﾜ ﾚｲ
  613 岡本 直也(3)   216 安藤 諒(2)

ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ
  617 西村 大樹(2)   217 及川 竜一(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ ｵｲｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ
  609 岡村 康平(4)   219 佐々木 柊哉(2)

ｵｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｻｻｷ ｼｭｳﾔ
 7   7 新居浜   735 新川 力丸(1)     45.38  7   7 弓削商船   737 牧野 一生(5)     46.08 

ｼﾝｶﾜ ﾘｷﾏﾙ ﾏｷﾉ ｲｯｾｲ
  733 前田 健太朗(3)   746 逸見 太郎(2)

ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾍﾝﾐ ﾀﾛｳ
  731 藪下 知樹(4)   743 福井 璃玖(3)

ﾔﾌﾞｼﾀ ﾄﾓｷ ﾌｸｲ ﾘｸ
  734 宮本 怜(2)   745 中村 優太(2)

ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
  5 釧路   2 奈良   518 児島 大河(3)

欠場 ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 失格
  519 濱田 敬文(3) R1(1-2)

ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ
  523 奥中 翔太郎(2)

ｵｸﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ
  521 原 玲音(3)

ﾊﾗ ﾚｵﾝ

男子

4×100m

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   545 小倉 健吾(4)     42.64 Q

ｵｸﾞﾗ ｹﾝｺﾞ
  560 芝田 豊和(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾄﾜ
  554 森井 健太(3)

ﾓﾘｲ ｹﾝﾀ
  565 山西 勇介(1)

ﾔﾏﾆｼ ﾕｳｽｹ
 2   6 木更津   324 首藤 輝晃(4)     42.79 Q

ｽﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ
  323 澤村 史也(4)

ｻﾜﾑﾗ ﾌﾐﾔ
  325 榎本 拓海(4)

ｴﾉﾓﾄ ﾀｸﾐ
  327 佐藤 一鉄(4)

ｻﾄｳ ｲｯﾃﾂ
 3   3 福島   231 今野 和樹(5)     42.95 q

ｺﾝﾉ ｶｽﾞｷ
  229 鈴木 陵太(5)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
  235 横田 亮祐(3)

ﾖｺﾀ ﾘｮｳｽｹ
  241 末永 淳(2)

ｽｴﾅｶﾞ ｱﾂｼ
 4   4 小山   309 長尾 健史(3)     43.02 q

ﾅｶﾞｵ ｹﾝｼﾞ
  303 田﨑 陽登(4)

ﾀｻｷ ﾊﾙﾄ
  305 川畑 祐貴(4)

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｷ
  307 ｸﾗｲﾝﾏｷｼﾐﾘｱﾝ拓哉(3)

ｸﾗｲﾝﾏｷｼﾐﾘｱﾝﾀｸﾔ
 5   2 神戸市立   533 橋本 紳吾(2)     43.70 

ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｺﾞ
  528 中井 友厚(5)

ﾅｶｲ ﾄﾓｱﾂ
  529 熊澤 武始(4)

ｸﾏｻﾞﾜ ﾀｹｼ
  531 北田 大樹(3)

ｷﾀﾀﾞ ﾏｻｷ
 6   5 熊本(八代)   848 荒木 浩考(5)     44.08 

ｱﾗｷ ﾋﾛﾀｶ
  847 犬童 太朗(5)

ｲﾝﾄﾞｳ ﾀﾛｳ
  853 山口 直希(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ
  854 田端 本気(2)

ﾀﾊﾞﾀ ﾓﾄｷ
 7   9 広島商船   630 北浦 樹一(3)     44.76 

ｷﾀｳﾗ ｼﾞｭｲﾁ
  626 内田 光(4)

ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ
  625 西村 瑞稀(5)

ﾆｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
  629 西浦 海(3)

ﾆｼｳﾗ ｶｲ
 8   7 函館   104 川村 綺斗(3)     45.79 

ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾄ
  102 松本 悠生(4)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｲ
  110 髙谷 保久斗(1)

ﾀｶﾔ ﾎｸﾄ
  101 中村 昂太(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ

男子

4×100m


