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大会記録(GR)                    42.16                              東海第三高       2001        
                                      （稲村・川上・長峯・塚原）

[ 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 赤穂中  8220 日野 要(3)     44.97 q  1   5 上伊那農   358 唐澤 悠斗(2)     44.03 q

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾋﾉ ｶﾅﾒ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 8245 小林 歩睦(3)   355 塩川 大樹(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 8247 鈴木 瑛翔(3)   361 柴 悠翔(2)

ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 8241 酒井 隼斗(3)   354 小牧 大晟(3)

ｻｶｲ ﾊﾔﾄ ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ
 2   3 中川中  8312 竹澤 士音(3)     46.73 q  2   4 岡谷工高   256 市川 蓮也(1)     44.67 q

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ﾀｹｻﾜ ｼｵﾝ ｵｶﾔｺｳｺｳ ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ
 8314 吉澤 志琉(3)   278 酒井 琢磨(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ ｻｶｲ ﾀｸﾏ
 8311 若山 武蔵(3)   279 西山 陸(2)

ﾜｶﾔﾏ ﾑｻｼ ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ
 8328 今井 貴士(3)   252 増田 光月(2)

ｲﾏｲ ｷｼ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ
 3   6 下諏訪向陽高   167 望月 翔太(2)     48.53  3   2 赤穂高   486 田中 敦也(3)     45.07 q

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ ｱｶﾎｺｳ ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ
  160 小松 裕昭(1)   489 松田 拓巳(3)

ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  154 太田 皓大(1)   456 小林 海惺(1)

ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ
  166 伊東 奏風(1)   478 土屋 颯太(1)

ｲﾄｳ ｶﾅﾀ ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ
 4   2 宮田中  8204 春日 和樹(3)     49.81  4   3 辰野高   291 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(1)    46.28 q

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｷ ﾀﾂﾉｺｳ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
 8212 保科 陽斗(3)   290 古庄 武(2)

ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ
 8219 平澤 澪(2)   292 宮澤 駿也(1)

ﾋﾗｻﾜ ﾚｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
 8216 中島 幸太(2)   289 古賀 涼輔(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 5   7 春富中  8165 北原 悠真(1)     51.76  5   8 諏訪理科大   840 佐藤 智哉     46.46 q

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾏ ｽﾜﾘｶﾀﾞｲ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
 8163 穴澤 祐翔(2)   843 水谷 草太(3)

ｱﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ
 8167 元吉 大翔(1)   839 岩崎 歩睦(1)

ﾓﾄﾖｼ ﾀﾞｲﾄ ｲﾜｻｷ ｱﾕﾑ
 8160 板山 正宗(2)   838 角田 捷太郎

ｲﾀﾔﾏ ﾏｻﾑﾈ ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 6   1 南箕輪中  8065 田坂 斗暉(1)     52.99  6   1 緑ヶ丘中  8613 森 蒼馬(2)     47.87 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｻｶ ﾄｷ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾓﾘ ｿｳﾏ
 8062 小島 千空(1)  8591 石原 隆(2)

ｺｼﾞﾏ ｾﾗ ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ
 8061 飯島 稜(1)  8609 平澤 文弥(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ
 8063 野村 陽斗(1)  8594 片桐 颯泰(2)

ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ
 7   8 高森中  8404 古籏 育(1)     53.14  7   6 伊那東部中  8135 三島 颯斗(3)     48.49 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾊｸﾞﾐ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ
 8370 後藤 大河(1)  8133 小澤 力六(3)

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ
 8406 筑丸 心斗(1)  8103 藤村 太士(3)

ﾁｸﾏﾙ ｼﾝﾄ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｼ
 8376 安藤 康正(2)  8111 市川 大輝(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
    4 東海大諏訪          7 箕輪中  8027 松井 孝太朗(1)

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ DNS ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾛｳ DQ
 8011 田口 悠聖(2) R1(1-2,3-4)

ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ
 8008 井口 安爾(2)

ｲｸﾞﾁ ｱﾝｼﾞ
 8002 山口 智也(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

男子

4×100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者


