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日本中学記録(JR)                42.77 白河二               福  島  白河二           2004/08/25  
（金内　平良・田嶋　和也・梶　将徳・深谷　幸亮）

大会記録(GR)                    42.77 白河第二             福  島  白河第二         2004        
（金内　平良・田嶋　和也・梶　将徳・深谷　幸亮）

[ 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   5 上滝  1807 加藤 悠人(2)     43.40 Q  1   4 けやき台  2840 山本 宙(3)     43.52 Q

ｶﾐﾀﾞｷ ｶﾄｳ  ﾕｳﾄ ｹﾔｷﾀﾞｲ ﾔﾏﾓﾄ  ｿﾗ
富  山  1801 池渕 秀(3) 兵  庫  2838 谷 純太朗(3)

ｲｹﾌﾁ  ﾋﾃﾞ ﾀﾆ  ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ
 1802 荒井 郁人(3)  2839 藤田 勇輝(3)

ｱﾗｲ  ｲｸﾄ ﾌｼﾞﾀ  ﾕｳｷ
 1803 宮本 光(3)  2837 岡本 直也(3)

ﾐﾔﾓﾄ  ﾋｶﾙ ｵｶﾓﾄ  ﾅｵﾔ
 2   6 島  2413 村木 俊亮(3)     43.57 Q  2   5 芦原  1704 小林 涼真(3)     43.71 Q

ｼﾏ ﾑﾗｷ  ｼｭﾝｽｹ ｱｼﾊﾗ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾏ
岐  阜  2410 藤井 天佑(3) 長  野  1703 柳澤 祐希(3)

ﾌｼﾞｲ  ﾃﾝﾕｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕｳｷ
 2402 萩野 樹平(3)  1706 原 泰三(3)

ﾊｷﾞﾉ  ｷﾍｲ ﾊﾗ  ﾀｲｿﾞｳ
 2409 木野 創介(3)  1705 藤村 知季(3)

ｷﾉ  ｿｳｽｹ ﾌｼﾞﾑﾗ  ﾄﾓｷ
 3   4 東深井  1244 片倉 琉偉(3)     44.00 Q  3   3 東谷山  4606 羽生 樹哉(3)     44.74 Q

ﾋｶﾞｼﾌｶｲ ｶﾀｸﾗ  ﾙｲ ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏ ﾊﾌﾞ  ﾐｷﾔ
千  葉  1242 中村 優輝(3) 鹿児島  4607 髙松 史明(3)

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｷ ﾀｶﾏﾂ  ﾌﾐｱｷ
 1245 菅原 響喜(3)  4608 清野 瑛一朗(3)

ｽｶﾞﾜﾗ  ﾋﾋﾞｷ ｷﾖﾉ  ｴｲｲﾁﾛｳ
 1241 吉田 有佑(3)  4609 立岡 翼(3)

ﾖｼﾀﾞ  ﾕｳｽｹ ﾀﾁｵｶ  ﾂﾊﾞｻ
 4   7 宮崎本郷  4509 長井 航希(3)     44.20 q  4   2 西脇  3004 土永 雅也(3)     45.20 

ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳ ﾅｶﾞｲ  ｺｳｷ ﾆｼﾜｷ ﾂﾁﾅｶﾞ  ﾏｻﾔ
宮  崎  4507 大﨑 進太郎(3) 和歌山  3005 吉原 央祐(3)

ｵｵｻｷ  ｼﾝﾀﾛｳ ﾖｼﾊﾗ  ｵｳｽｹ
 4506 川越 響気(3)  3006 南 暢人(3)

ｶﾜｺﾞｴ  ﾋﾋﾞｷ ﾐﾅﾐ  ﾉﾌﾞﾄ
 4508 松本 幸心(3)  3007 飯村 太一(3)

ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳｼﾝ ｲｲﾑﾗ  ﾀｲﾁ
 5   3 辰野  1714 今井 頼人(1)     44.73  5   8 宿毛  3908 鍋島 仁(3)     45.38 

ﾀﾂﾉ ｲﾏｲ  ﾗｲﾄ ｽｸﾓ ﾅﾍﾞｼﾏ  ｼﾞﾝ
長  野  1715 有賀 匠吾(2) 高  知  3901 平岡 優真(3)

ｱﾙｶﾞ  ｼｮｳｺﾞ ﾋﾗｵｶ  ﾕｳﾏ
 1716 吉江 光司(3)  3907 保川 壮人(3)

ﾖｼｴ  ｺｳｼﾞ ﾎｶﾜ  ﾀｹﾄ
 1713 林 泰希(3)  3909 嵐 海斗(3)

ﾊﾔｼ  ﾀｲｷ ｱﾗｼ  ｶｲﾄ
 6   2 浅野川  1906 林 晋太朗(3)     44.87  6   9 鶴谷  4412 渡邉 航大(2)     45.45 

ｱｻﾉｶﾞﾜ ﾊﾔｼ  ｼﾝﾀﾛｳ ﾂﾙﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ
石  川  1905 窪田 剛大(3) 大  分  4406 小畑 葵(3)

ｸﾎﾞﾀ  ｺｳﾀﾞｲ ｵﾊﾞﾀ   ｱｵｲ
 1903 河村 朋紀(3)  4407 神﨑 凌(3)

ｶﾜﾑﾗ  ﾄﾓｷ ｶﾝｻﾞｷ ﾘｮｳ
 1904 町 亮汰(3)  4409 川野 流星(3)

ﾏﾁ  ﾘｮｳﾀ ｶﾜﾉ  ﾘｭｳｾｲ
 7   8 成和  2007 榊原 悠太(3)     45.01   6 五橋   404 石田 達朗(3)

ｾｲﾜ ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾕｳﾀ ｲﾂﾂﾊﾞｼ ｲｼﾀﾞ  ﾀﾂﾛｳ 失格
福  井  2005 牧野 玲士(3) 宮  城   401 佐々木 暁吾(3) R1(2-3)

ﾏｷﾉ  ﾚｲｼﾞ ｻｻｷ  ｷｮｳｺﾞ
 2004 嘉奈 宏造(3)   403 阿部 剛大(3)

ｶﾅ  ｺｳｿﾞｳ ｱﾍﾞ  ﾀｹﾋﾛ
 2006 竹内 浩樹(3)   402 渡部 日向(3)

ﾀｹｳﾁ  ｺｳｷ ﾜﾀﾉﾍﾞ  ﾋｭｳｶﾞ
 8   9 下益城城南  4317 松岡 嶺治(3)     45.84   7 茨城東海   812 長嶋 海斗(3)

ｼﾓﾏｼｷｼﾞｮｳﾅﾝ ﾏﾂｵｶ  ﾚｲｼﾞ ｲﾊﾞﾗｷﾄｳｶｲ ﾅｶﾞｼﾏ  ｶｲﾄ 失格
熊  本  4315 米田 太陽(3) 茨  城   808 小貫 摂良(2) T1

ｺﾒﾀﾞ  ﾀｲﾖｳ ｵﾇｷ  ｾﾂﾗ
 4318 山内 秀太(2)   809 小沼 剣真(3)

ﾔﾏｳﾁ  ｼｭｳﾀ ｵﾇﾏ  ｹﾝｼﾝ
 4316 古閑 由希也(3)   810 高田 友稔(3)

ｺｶﾞ  ﾕｷﾔ ﾀｶﾀﾞ  ﾄﾓﾅﾘ

男子

4×100m4×100m
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[ 3組] [ 4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   5 福大大濠  4024 内田 俊輔(3)     43.24 Q  1   4 大野原  3607 小出 健太(2)     43.67 Q

ﾌｸﾀﾞｲｵｵﾎﾘ ｳﾁﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ ｵｵﾉﾊﾗ ｺｲﾃﾞ  ｹﾝﾀ
福  岡  4003 今泉 堅貴(3) 香  川  3608 芟藪 広基(3)

ｲﾏｲｽﾞﾐ  ｹﾝｷ ｶﾘﾔﾌﾞ  ﾋﾛｷ
 4025 今泉 智貴(3)  3610 石川 天斗(3)

ｲﾏｲｽﾞﾐ  ｻﾄｷ ｲｼｶﾜ  ﾀｶﾄ
 4026 野田 雄也(3)  3609 柴坂 磨拓(3)

ﾉﾀﾞ  ﾕｳﾔ ｼﾊﾞｻｶ  ﾏﾋﾛ
 2   7 長良  2239 林 貴翔(3)     44.06 Q  2   5 泉   508 小原 優佑(3)     43.99 Q

ﾅｶﾞﾗ ﾊﾔｼ  ﾀｶﾄ ｲｽﾞﾐ ｵﾊﾞﾗ  ﾕｳｽｹ
愛  知  2237 戸谷 壮宏(3) 秋  田   509 熊田 凌平(3)

ﾄﾀﾆ  ﾏｻﾋﾛ ｸﾏﾀﾞ  ﾘｮｳﾍｲ
 2238 加藤 久騎(3)   510 小林 優仁(3)

ｶﾄｳ  ﾋｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｻﾋﾄ
 2236 神谷 翔矢(3)   507 加藤 伊織(3)

ｶﾐﾔ  ｼｮｳﾔ ｶﾄｳ  ｲｵﾘ
 3   6 鶴岡第三   608 伊藤 北斗(3)     44.25 Q  3   6 清水第二  2113 大畑 賢祐(3)     44.27 Q

ﾂﾙｵｶﾀﾞｲｻﾝ ｲﾄｳ  ﾎｸﾄ ｼﾐｽﾞﾀﾞｲﾆ ｵｵﾊﾀ  ｹﾝｽｹ
山  形   610 鈴木 翔斗(3) 静  岡  2110 田中 健太(3)

ｽｽﾞｷ  ｼｮｳﾄ ﾀﾅｶ  ｹﾝﾀ
  609 小林 拓斗(3)  2112 末永 真成(3)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾄ ｽｴﾅｶﾞ  ﾏｻﾅﾘ
  607 渡部 輝(3)  2111 松井 駿弥(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋｶﾙ ﾏﾂｲ  ｼｭﾝﾔ
 4   3 小山城南   901 藤間 裕史(3)     44.43 q  4   7 香芝  2902 鎌田 祐輝(3)     44.45 

ｵﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾌｼﾞﾏ  ﾕｳｼﾞ ｶｼﾊﾞ ｶﾏﾀ  ﾕｳｷ
栃  木   902 岡島 浪漫(3) 奈  良  2903 塩田 響(3)

ｵｶｼﾞﾏ  ﾛﾏﾝ ｼｵﾀ  ﾋﾋﾞｷ
  903 國井 真人(3)  2904 下村 嶺弥(3)

ｸﾆｲ  ﾏｻﾄ ｼﾓﾑﾗ  ﾚｲﾔ
  904 垂石 悠吾(3)  2905 城ｹ﨑 崇(3)

ﾀﾚｲｼ  ﾕｳｺﾞ ｼﾞｮｳｶﾞｻｷﾀｹﾙ
 5   9 松江第一  3206 三木 真慧(3)     44.66  5   3 美東中  4703 照屋 快斗(3)     44.63 

ﾏﾂｴﾀﾞｲｲﾁ ﾐｷ  ﾏｻﾄ ﾋﾞﾄｳﾁｭｳ ﾃﾙﾔ  ｶｲﾄ
島  根  3207 平谷 彰吾(3) 沖  縄  4704 照屋 佑樹(3)

ﾋﾗﾀﾆ  ｼｮｳｺﾞ ﾃﾙﾔ  ﾕｳｷ
 3205 福田 亮太(3)  4705 山内 泰輝(3)

ﾌｸﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ ﾔﾏｳﾁ  ﾀｲｷ
 3208 中井 空(3)  4702 諸喜田 樹(3)

ﾅｶｲ  ｿﾗ ｼｮｷﾀ  ｲﾂｷ
 6   4 足立第十四  1328 松下 翔太(3)     45.00  6   8 榛名  1036 池田 琉央(2)     44.80 

ｱﾀﾞﾁﾀﾞｲｼﾞｭｳﾖﾝ ﾏﾂｼﾀ  ｼｮｳﾀ ﾊﾙﾅ ｲｹﾀﾞ  ﾘｵ
東  京  1329 石田 浩輝(3) 群  馬  1035 内藤 哲也(3)

ｲｼﾀﾞ  ﾋﾛｷ ﾅｲﾄｳ  ﾃﾂﾔ
 1330 髙長根 隼人(3)  1034 三堀 大翔(3)

ﾀｶﾅｶﾞﾈ  ﾊﾔﾄ ﾐﾂﾎﾞﾘ  ﾀｲﾄ
 1327 坂田 陸飛(3)  1033 金井 七輝(3)

ｻｶﾀ  ﾘｸﾄ ｶﾅｲ  ﾅﾅｷ
 7   8 済美平成  3810 松井 和弥(3)     45.26  7   9 諫早高附属  4209 松尾 一志(3)     44.95 

ｻｲﾋﾞﾍｲｾｲ ﾏﾂｲ  ｶｽﾞﾔ ｲｻﾊﾔｺｳﾌｿﾞｸ ﾏﾂｵ  ｶｽﾞｼ
愛  媛  3808 西原 滉稀(3) 長  崎  4211 川口 圭一郎(3)

ﾆｼﾊﾗ  ｺｳｷ ｶﾜｸﾞﾁｹｲｲﾁﾛｳ
 3811 亀井 颯一郎(3)  4210 大倉 一乗(3)

ｶﾒｲ  ｿｳｲﾁﾛｳ ｵｵｸﾗ  ｲﾁｼﾞｮｳ
 3809 杉原 秀明(3)  4208 豊島 海斗(3)

ｽｷﾞﾊﾗ  ﾋﾃﾞｱｷ ﾄﾖｼﾏ  ｶｲﾄ
  2 大宮   310 岩持 諒(3)  8   2 鏡  4105 浦田 悠斗(3)     45.53 

ｵｵﾐﾔ ｲﾜﾓﾁ  ﾘｮｳ 失格 ｶｶﾞﾐ ｳﾗﾀ  ﾕｳﾄ
岩  手   308 伊藤 輝星(3) R1(3-4) 佐  賀  4104 朝長 勘介(3)

ｲﾄｳ  ｺｳｾｲ ﾄﾓﾅｶﾞ  ｶﾝｽｹ
  309 阿部 紘也(3)  4107 井上 敦也(2)

ｱﾍﾞ  ﾋﾛﾔ ｲﾉｳｴ  ｱﾂﾔ
  311 三浦 洸太(3)  4106 小暮 明典(3)

ﾐｳﾗ  ｺｳﾀ ｺｸﾞﾚ  ｱｷﾉﾘ

男子男子

4×100m4×100m



[ 5組] [ 6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   7 宮前平  1452 林 佳輝(3)     43.09 Q  1   6 双葉  2510 髙倉 勇人(3)     43.60 Q

ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗ ﾊﾔｼ  ﾖｼｷ ｿｳﾖｳ ﾀｶｸﾗ  ﾕｳﾄ
神奈川  1450 安藤 慶祐(3) 滋  賀  2511 須戸 遼(2)

ｱﾝﾄﾞｳ  ｹｲｽｹ ｽﾄﾞ  ﾘｮｳ
 1451 元木 辰之丞(3)  2513 西野 開(2)

ﾓﾄｷ  ｼﾝﾉｽｹ ﾆｼﾉ  ﾋﾗｷ
 1449 矢崎 稜典(3)  2509 河内 颯太(3)

ﾔｻﾞｷ  ﾘｮｳｽｹ ｶﾜｳﾁ  ｿｳﾀ
 2   4 福米  3103 林 凌生(3)     43.39 Q  2   5 大阪花園  2703 鍋谷 庸介(3)     43.80 Q

ﾌｸﾖﾈ ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｾｲ ｵｵｻｶﾊﾅｿﾞﾉ ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ
鳥  取  3102 廣瀬 歩真(3) 大  阪  2701 坂東 日向(3)

ﾋﾛｾ  ｱﾕﾏ ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾋｭｳｶﾞ
 3106 下村 聖也(2)  2702 坂本 俊介(3)

ｼﾓﾑﾗ  ｾｲﾔ ｻｶﾓﾄ  ｼｭﾝｽｹ
 3101 下村 翔太(3)  2704 竹下 敦也(3)

ｼﾓﾑﾗ  ｼｮｳﾀ ﾀｹｼﾀ ｱﾂﾔ
 3   5 植田   717 正岡 大空(3)     43.54 Q  3   7 文岡  2306 濱岡 愛弥(3)     44.00 Q

ｳｴﾀﾞ ﾏｻｵｶ  ｿﾗ ﾌﾐｵｶ ﾊﾏｵｶ  ﾏﾅﾔ
福  島   718 澤田 樹(3) 三  重  2307 奥野 哉汰(3)

ｻﾜﾀﾞ  ｲﾂｷ ｵｸﾉ  ｶﾅﾀ
  719 山際 一颯(2)  2308 小﨑 慎平(3)

ﾔﾏｷﾞﾜ  ｲｯｻ ｺｻｷ  ｼﾝﾍﾟｲ
  720 小野 滉太(3)  2305 濱口 虎汰郎(3)

ｵﾉ  ｺｳﾀ ﾊﾏｸﾞﾁ  ｺﾀﾛｳ
 4   6 川本  1112 黒澤 希偉人(3)     43.60 q  4   4 吉備  3311 小野 稜汰(2)     44.31 q

ｶﾜﾓﾄ ｸﾛｻﾜ  ｷｲﾄ ｷﾋﾞ ｵﾉ  ﾘｮｳﾀ
埼  玉  1111 戸澤 宏太(3) 岡  山  3310 末友 晴基(2)

ﾄｻﾞﾜ  ｺｳﾀ ｽｴﾄﾓ  ﾊﾙｷ
 1110 倉林 雄大(3)  3309 沼隈 聖輝(3)

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ ﾇﾏｸﾏ  ｾｲｷ
 1113 小野寺 潤(3)  3308 中山 悠馬(3)

ｵﾉﾃﾞﾗ  ｼﾞｭﾝ ﾅｶﾔﾏ  ﾕｳﾏ
 5   9 新潟新井  1625 吉尾 鼓太郎(3)     43.60 q  5   9 広島安佐  3417 田中 晴斗(3)     44.63 

ﾆｲｶﾞﾀｱﾗｲ ﾖｼｵ  ｺﾀﾛｳ ﾋﾛｼﾏｱｻ ﾀﾅｶ  ﾊﾙﾄ
新  潟  1624 間島 楓(3) 広  島  3414 石橋 凌(3)

ﾏｼﾞﾏ  ｶｴﾃﾞ ｲｼﾊﾞｼ  ﾘｮｳ
 1627 渡邉 悠希(2)  3418 松中 馨大(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾕｳｷ ﾏﾂﾅｶ  ｹｲﾀ
 1605 吉川 渓(3)  3415 川村 優心(3)

ﾖｼｶﾜ  ｹｲ ｶﾜﾑﾗ  ﾕｳｼﾝ
 6   8 浪打   210 横山 幹真(2)     44.36 q  6   3 精華西  2620 辻 雄太(3)     44.66 

ﾅﾐｳﾁ ﾖｺﾔﾏ  ﾄﾓﾁｶ ｾｲｶﾆｼ ﾂｼﾞ  ﾕｳﾀ
青  森   207 泉田 虎男(3) 京  都  2621 村上 太一(3)

ｲｽﾞﾐﾀﾞ  ｺﾅﾝ ﾑﾗｶﾐ  ﾀｲﾁ
  208 向井 海翔(3)  2622 竹中 悠起(3)

ﾑｶｲ  ｶｲﾄ ﾀｹﾅｶ  ﾕｳｷ
  209 栃木 瑞生(3)  2623 松浦 大悟(2)

ﾄﾁｷﾞ  ﾐｽﾞｷ ﾏﾂｳﾗ  ﾀﾞｲｺﾞ
 7   3 熊毛  3502 神代 隼輝(3)     45.44  7   8 鳴門市第二  3708 大林 翔(3)     45.96 

ｸﾏｹﾞ ｺｳｼﾛ  ﾄｼｷ ﾅﾙﾄｼﾀﾞｲﾆ ｵｵﾊﾞﾔｼ  ｼｮｳ
山  口  3501 山本 悠真(3) 徳  島  3709 若藤 祐馬(3)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾏ ﾜｶﾌｼﾞ  ﾕｳﾏ
 3503 山本 昻輝(3)  3711 西垂水 凜大(3)

ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳｷ昻 ﾆｼﾀﾙﾐｽﾞ  ﾘﾝﾄ
 3504 倉増 卓矢(3)  3712 米延 洸太(3)

ｸﾗﾏｼ  ﾀｸﾔ ﾖﾈﾉﾌﾞ  ｺｳﾀ
  2 登別緑陽   121 佐々木 琉真(3)   2 櫛形  1510 丸山 礼聖(3)

ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂﾘｮｸﾖｳ ｻｻｷ  ﾘｮｳﾏ 失格 ｸｼｶﾞﾀ ﾏﾙﾔﾏ  ﾗｲｾｲ 失格
北海道   124 田久保 和輝(2) R1(1-2) 山  梨  1505 村田 翔哉(3) R1(3-4)

ﾀｸﾎﾞ  ｶｽﾞｷ ﾑﾗﾀ  ｼｮｳﾔ
  122 須藤 龍誠(3)  1511 名取 梓(2)

ｽﾄﾞｳ  ﾘｭｳｾｲ ﾅﾄﾘ  ｱｽﾞｻ
  120 上村 康介(3)  1507 横内 峻(3)

ｶﾐﾑﾗ  ｺｳｽｹ ﾖｺｳﾁ  ｼｭﾝ

4×100m4×100m
男子男子


