
Record Ranking 2018

4KM Team Pursuit
※この記録は今年実施された都道府県ならびにブロック大会の記録を基に作成されています。
※競技場の周長、天候、屋内外、手動・電子計時など、すべてのハンディを無視しています。

順位 学校名 都道府県 選手名 大会名(順位) 会場(周長) 計時 大会日

1 岐南工 岐阜 佐藤　竜太/塩谷　雅樹/日比野　丈/奥田　豪樹 4 . 21 . 153 55.14 km/h 東海(1位) 名古屋(400m) 電子 6.08-09

2 祐誠 福岡 兒島　直樹/後藤　大輝/鶴　　淳志/江島　圭竜 4 . 28 . 211 53.69 km/h 九州(1位) 久留米(400m) 電子 6.15-17

3 南大隅 鹿児島 古谷田貴斗/馬場　慎也/髙良　柊也/細田　悠太 4 . 28 . 576 53.62 km/h 九州(2位) 久留米(400m) 電子 6.15-17

4 東北 宮城 髙橋　　舜/菅野　航基/加藤　拓斗/菊地　　圭 4 . 29 . 740 53.38 km/h 東北(1位) 紫波(333.3m) 電子 6.15-16

5 松山城南 愛媛 塩﨑　隼秀/日野　凌羽/犬塚　貴之/渡邊　諒馬 4 . 29 . 748 53.38 km/h 四国(1位) 瀬戸風(400m) 電子 6.09-10

6 学法石川 福島 福地　　猛/大河原　厳/中村　龍吉/柳沼　涼丘 4 . 30 . 280 53.28 km/h 東北(2位) 紫波(333.3m) 電子 6.15-16

7 学法石川 福島 福地　　猛/柳沼　涼丘/大河　原厳/邊見　竜馬 4 . 30 . 690 53.20 km/h 福島県(1位) 泉崎(333.3m) 手動 5.26-27

8 日出総合 大分 下山　綾亮/生野　優翔/高木京太郎/荒巻　悠喜 4 . 31 . 419 53.05 km/h 九州(3位) 久留米(400m) 電子 6.15-17

9 甲府工 山梨 筒井　康生/風間　竜太/大橋　一樹/天野　　凌 4 . 31 . 472 53.04 km/h 関東(1位) 境川(400m) 電子 6.09-10

10 東北Ａ 宮城 高橋　　舜/菅野　航基/加藤　拓斗/菊地　　圭 4 . 31 . 989 52.94 km/h 宮城県(1位) 宮城(333.3m) 電子 5.26-27

11 修明 福島 金澤　　陸/斎須　紳也/石井　祐介/藤田　歩夢 4 . 32 . 140 52.91 km/h 福島県(2位) 泉崎(333.3m) 手動 5.26-27

12 岐阜第一 岐阜 三浦　蓮海/平林　大航/三井　　海/塚原　郁也 4 . 32 . 739 52.80 km/h 東海(2位) 名古屋(400m) 電子 6.08-09

13 松山城南 愛媛 日野　泰静/犬塚　貴之/塩崎　隼秀/北宅　柊麻 4 . 32 . 789 52.79 km/h 愛媛県(1位) 瀬戸風(400m) 電子 6.02

14 科学技術Ａ 福井 齋藤　知樹/市田龍生都/北　　淳也/竹澤　雅也 4 . 32 . 800 52.79 km/h 福井県(1位) 福井(400m) 電子 5.26-27

15 南大隅Ａ 鹿児島 古谷田貴斗/細田　悠太/髙良　柊也/稲留　敦貴 4 . 33 . 009 52.75 km/h 鹿児島県(1位) 宮崎(400m) 電子 5.26-28

16 榛生昇陽 奈良 馬越　裕之/嶋岡　達貴/長谷川雄大/中西壮二郎 4 . 33 . 040 52.74 km/h 奈良県(1位) 奈良(333.3m) 手動 5.19

17 北桑田 京都 谷内　健太/松山　福人/四宮　寛人/川村　峻輝 4 . 33 . 270 52.70 km/h 京都府(1位) 向日町(400m) 電子 5.20

18 甲府工 山梨 風間　竜太/大橋　一樹/筒井　康生/天野　　凌 4 . 33 . 348 52.68 km/h 山梨県(1位) 境川(400m) 電子 5.09-10

19 北桑田 京都 四宮　寛人/谷内　健太/小池　陽斗/松山　福人 4 . 33 . 382 52.67 km/h 近畿(1位) 向日町(400m) 電子 6.09-10

20 日出総合 大分 下山　綾亮/岡田宗一郎/高木京太郎/生野　優翔 4 . 33 . 670 52.62 km/h 大分県(1位) 別府(400m) 手動 5.12-13

21 祐誠 福岡 鶴　　淳志/兒島　直樹/後藤　大輝/堀川敬太郎 4 . 34 . 640 52.43 km/h 福岡県(1位) 久留米(400m) 手動 5.19-20

22 岡山工 岡山 橋本　凌汰/服部幸之助/大森健太朗/小西　涼太 4 . 35 . 043 52.36 km/h 中国(1位) 広島(400m) 電子 6.15-17

23 和歌北 和歌山 仮屋　和駿/谷　　彰太/山本　秀太/石塚慶一郎 4 . 35 . 242 52.32 km/h 近畿(2位) 向日町(400m) 電子 6.09-10

24 岐南工Ａ 岐阜 日比野　丈/水谷　勇人/奥田　豪樹/佐藤　竜太 4 . 35 . 400 52.29 km/h 岐阜県(1位) 岐阜(400m) 手動 5.13

25 修明 福島 藤田　歩夢/石井　祐介/金澤　　陸/斎須　紳也 4 . 36 . 960 51.99 km/h 東北(3位) 紫波(333.3m) 電子 6.15-16

26 科学技術 福井 齋藤　知樹/奥井　統哉/北　　淳也/市田龍生都 4 . 38 . 034 51.79 km/h 北信越(1位) 富山(333.3m) 電子 6.15-17

27 岐阜第一Ａ 岐阜 石田　拓真/三井　　海/平林　大航/三浦　蓮海 4 . 38 . 110 51.78 km/h 岐阜県(2位) 岐阜(400m) 手動 5.13

28 興陽 岡山 藤森　健太/藤原　勇斗/小西　裕也/天沼　　柊 4 . 39 . 490 51.52 km/h 岡山県(1位) 玉野(400m) 手動 5.19-20

29 氷見 富山 中村　圭吾/上野　幸星/林佳　宗依/森本　知夏 4 . 39 . 750 51.47 km/h 富山県(1位) 富山(333.3m) 手動 5.27

30 奈良北 奈良 近藤　　光/中嶋　大稀/髙野　和希/津石　康平 4 . 39 . 802 51.46 km/h 近畿(3位) 向日町(400m) 電子 6.09-10

31 神崎 兵庫 原田　伽以/小林　聖哉/多田　雄飛/谷口　海斗 4 . 39 . 830 51.46 km/h 兵庫県(1位) 明石(400m) 手動 5.27

32 奈良北 奈良 近藤　　光/中嶋　大稀/髙野　和希/津石　康平 4 . 39 . 950 51.44 km/h 奈良県(2位) 奈良(333.3m) 手動 5.19

33 神崎 兵庫 原田　伽以/小林　聖哉/多田　雄飛/谷口　海斗 4 . 40 . 054 51.42 km/h 近畿(4位) 向日町(400m) 電子 6.09-10

34 浦和北 埼玉 阿蘇　　暖/氏原真之介/今井　　希/園田　大智 4 . 40 . 221 51.39 km/h 関東(2位) 境川(400m) 電子 6.09-10

35 前橋工 群馬 栗原　武蔵/北村　翔太/和田　碧来/川島　幸起 4 . 41 . 053 51.24 km/h 関東(3位) 境川(400m) 電子 6.09-10

36 大曲農 秋田 藤田　愁也/田口　勇介/糸井　星夜/須田　祐人 4 . 41 . 476 51.16 km/h 秋田県(1位) 美郷(333.3m) 電子 6.02-03

37 高崎工 群馬 中里見健司/曽根　笙平/中島孝一郎/重田倫一郎 4 . 41 . 672 51.12 km/h 群馬県(1位) ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｰﾑ(333.3m) 電子 5.12-13

38 和歌北 和歌山 仮屋　和駿/谷　　彰太/山本　秀太/石塚慶一郎 4 . 42 . 233 51.02 km/h 和歌山県(1位) 和歌山(400m) 電子 6.09-10

39 都城工 宮崎 岩永　　渓/加藤　凱也/中島　大瑚/前畠　怜哉 4 . 42 . 308 51.01 km/h 九州(4位) 久留米(400m) 電子 6.15-17

40 鹿町工 長崎 松本　敬之/平瀬　光喜/原　　将実/山内　達也 4 . 42 . 460 50.98 km/h 長崎県(1位) 佐世保(400m) 手動 5.26

41 高知工 高知 山本　将司/濱田　和卓/諸隈健太郎/坂本　達也 4 . 43 . 627 50.77 km/h 四国(2位) 瀬戸風(400m) 電子 6.09-10

42 榛生昇陽 奈良 馬越　裕之/長谷川雄大/嶋岡　達貴/中西壮二郎 4 . 43 . 788 50.74 km/h 近畿(5位) 向日町(400m) 電子 6.09-10

43 岡山工Ａ 岡山 小西　涼太/服部幸之助/大森健太朗/橋本　凌汰 4 . 44 . 020 50.70 km/h 岡山県(2位) 玉野(400m) 手動 5.19-20

44 川越工Ａ 埼玉 野原　佑馬/荻野　　樹/田中　岬生/鈴木　翔太 4 . 44 . 340 50.64 km/h 埼玉県(1位) 大宮(500m) 手動 5.03-04

45 東北Ｂ 宮城 武山　　凱/大石　公亮/大泉　允佑/戸松　友輝 4 . 45 . 313 50.47 km/h 宮城県(2位) 宮城(333.3m) 電子 5.26-27

46 水島工 岡山 秋田　大翔/柏野　翔吾/北村　昭洋/米山翔一朗 4 . 45 . 369 50.46 km/h 中国(2位) 広島(400m) 電子 6.15-17

47 浦和北Ａ 埼玉 阿蘇　　暖/今井　　希/氏原真之介/園田　大智 4 . 45 . 500 50.44 km/h 埼玉県(2位) 大宮(500m) 手動 5.03-04

48 北中城 沖縄 具志堅大士/奥間　　凪/澤岻　達希/瑞慶覧　寿 4 . 45 . 887 50.37 km/h 九州(5位) 久留米(400m) 電子 6.15-17

49 横浜 神奈川 添田　龍児/福田　圭晃/香山　飛龍/五十嵐洸太 4 . 45 . 995 50.35 km/h 神奈川県(1位) 平塚(400m) 電子 4.21-22

50 千原台 熊本 池田　渓人/木村　　響/岡田　宗憲/溝口　永遠 4 . 46 . 292 50.30 km/h 九州(6位) 久留米(400m) 電子 6.15-17
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51 南大隅Ｂ 鹿児島 西村　　晟/大河内将泰/馬場　慎也/藤田翔太郎 4 . 46 . 686 50.23 km/h 鹿児島県(2位) 宮崎(400m) 電子 5.26-28

52 松山工 愛媛 村上功太郎/宮尾　達也/増田　伊吹/岡﨑　日向 4 . 46 . 895 50.19 km/h 四国(3位) 瀬戸風(400m) 電子 6.09-10

53 科学技術Ｂ 福井 大村　峻介/竹村虎太郎/粟田　大士/石川　開信 4 . 47 . 210 50.14 km/h 福井県(2位) 福井(400m) 電子 5.26-27

54 九州学院 熊本 安達　大晴/飯田要次郎/花香　竜麻/高橋　宥貴 4 . 47 . 248 50.13 km/h 九州(7位) 久留米(400m) 電子 6.15-17

55 都城工 宮崎 加藤　凱也/岩永　　渓/前畠　伶哉/中島　大瑚 4 . 47 . 253 50.13 km/h 宮崎県(1位) 宮崎(400m) 電子 5.26-28

56 九州学院 熊本 鈴木　知治/飯田要次郎/安達　大晴/前田　大騎 4 . 47 . 528 50.08 km/h 熊本県(1位) 宮崎(400m) 電子 5.26-28

57 八戸工 青森 田中　央介/小田　恭介/松井　　諒/畑崎　大輝 4 . 47 . 590 50.07 km/h 東北(4位) 紫波(333.3m) 電子 6.15-16

58 朝明 三重 竹野　太喜/土田　裕希/大山　龍司/武雄　雷人 4 . 48 . 009 50.00 km/h 東海(3位) 名古屋(400m) 電子 6.08-09

59 高松工芸 香川 角　　宗哉/原　　颯摩/金子　颯馬/上野　雅彦 4 . 48 . 340 49.94 km/h 香川県(1位) 高松(400m) 手動 5.26-27

60 高崎工 群馬 中里見健司/重田倫一郎/曽根　笙平/中島孝一郎 4 . 48 . 636 49.89 km/h 関東(4位) 境川(400m) 電子 6.09-10

61 千原台 熊本 池田　渓人/橋戸　竜生/木村　　響/今村　健斗 4 . 48 . 699 49.88 km/h 熊本県(2位) 宮崎(400m) 電子 5.26-28

62 栄北Ａ 埼玉 川崎　三織/田村亮太郎/草間　海洲/池田　悠里 4 . 48 . 700 49.88 km/h 埼玉県(3位) 大宮(500m) 手動 5.03-04

63 笛吹 山梨 相原　拓海/手塚　智仁/塚原　　翔/石部　嵐士 4 . 48 . 830 49.86 km/h 山梨県(2位) 境川(400m) 電子 5.09-10

64 興陽 岡山 山内　太一/藤原　勇斗/天沼　　柊/菅　　亘希 4 . 49 . 825 49.69 km/h 中国(3位) 広島(400m) 電子 6.15-17

65 高松工芸 香川 角　　宗哉/原　　颯摩/上野　雅彦/香西　高良 4 . 50 . 101 49.64 km/h 四国(4位) 瀬戸風(400m) 電子 6.09-10

66 向陽 京都 金田　将英/福原　名月/見瀬　　焼/吉田　圭吾 4 . 51 . 004 49.48 km/h 近畿(6位) 向日町(400m) 電子 6.09-10

67 別府翔青 大分 内藤　悠真/福良　亮佑/大山丈一郎/永井　　豪 4 . 51 . 300 49.43 km/h 大分県(2位) 別府(400m) 手動 5.12-13

68 桜丘 愛知 中尾　怜雅/渡邊　統也/加藤　維吹/渡邊　誉友 4 . 51 . 571 49.39 km/h 東海(4位) 名古屋(400m) 電子 6.08-09

69 岡山工Ｂ　 岡山 吉野　太晟/近藤　康裕/吉房　暖人/三宅　悠斗 4 . 52 . 420 49.24 km/h 岡山県(3位) 玉野(400m) 手動 5.19-20

70 前橋工 群馬 櫻井　優真/和田　碧来/栗原　武蔵/北村　翔太 4 . 52 . 552 49.22 km/h 群馬県(2位) ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｰﾑ(333.3m) 電子 5.12-13

71 坂井Ａ 福井 宮崎　歩夢/小林　　光/上杉　有弘/畑中　直輝 4 . 52 . 720 49.19 km/h 福井県(3位) 福井(400m) 電子 5.26-27

72 静岡北 静岡 海野　有輝/柴田　大輝/安本　将人/梶原　聖悟 4 . 53 . 010 49.15 km/h 静岡県(1位) 静岡(400m) 手動 5.19-20

73 水島工Ａ 岡山 柏野　翔吾/秋田　大翔/北村　明洋/米山翔一郎 4 . 53 . 650 49.04 km/h 岡山県(4位) 玉野(400m) 手動 5.19-20

74 八戸工 青森 松井　　諒/畑崎　大輝/小田　恭介/田中　央祐 4 . 53 . 830 49.01 km/h 青森県(1位) 青森(400m) 手動 5.30-31

75 叡明 埼玉 土井　颯太/辻野　竜輝/藤井　涼介/石井　翔瑛 4 . 54 . 070 48.97 km/h 埼玉県(4位) 大宮(500m) 手動 5.03-04

76 岐南工Ｂ 岐阜 田中　雄大/裏野　翔太/小谷　稀春/塩谷　雅樹 4 . 54 . 880 48.83 km/h 岐阜県(3位) 岐阜(400m) 手動 5.13

77 八戸工大一 青森 荒谷　駿輔/北城　　純/吉田　真聖/高橋　翔夢 4 . 55 . 270 48.77 km/h 東北(5位) 紫波(333.3m) 電子 6.15-16

78 栄北Ｂ 埼玉 斉藤　哲也/若林　大典/市丸　健太/高橋　侑世 4 . 55 . 300 48.76 km/h 埼玉県(5位) 大宮(500m) 手動 5.03-04

79 岐阜第一Ｂ 岐阜 筒井　海翔/山田　健登/塚原　郁也/木村　天哉 4 . 55 . 360 48.75 km/h 岐阜県(4位) 岐阜(400m) 手動 5.13

80 叡明 埼玉 土井　颯太/藤井　涼介/辻野　竜輝/石井　翔瑛 4 . 55 . 516 48.73 km/h 関東(5位) 境川(400m) 電子 6.09-10

81 北中城 沖縄 澤岻　達希/具志堅大志/比嘉　祐貴/玉城　翔太 4 . 56 . 057 48.64 km/h 沖縄県(1位) 沖縄(333.3m) 電子 5.12-14

82 松山工 愛媛 村上功太郎/宮尾　達也/増田　伊吹/岡崎　日向 4 . 56 . 314 48.60 km/h 愛媛県(2位) 瀬戸風(400m) 電子 6.02

83 六郷 秋田 高橋　慶地/難波　大翔/齊藤　涼雅/神原裕一郎 4 . 56 . 353 48.59 km/h 秋田県(2位) 美郷(333.3m) 電子 6.02-03

84 浜松学院 静岡 中津川　開/田端　天哉/小野田智仁/遠山友生樹 4 . 56 . 940 48.49 km/h 静岡県(2位) 静岡(400m) 手動 5.19-20

85 静岡北 静岡 海野　有輝/安本　将人/柴田　大輝/梶原　聖悟 4 . 57 . 991 48.32 km/h 東海(5位) 名古屋(400m) 電子 6.08-09

86 市立広島工 広島 吉岡　竜太/松原　颯祐/川崎　友也/三口　文也 4 . 58 . 330 48.27 km/h 広島県(1位) 広島(400m) 手動 6.02-03

87 松本工 長野 中西　竜歩/山浦　秀明/此村龍ノ介/田中裕一郎 4 . 58 . 410 48.26 km/h 長野県(1位) 美鈴湖(333.3m) 電子 6.02-03

88 鴨沂 京都 高木　絢匡/岡本　友汰/富田　莉央/藤井　響流 4 . 58 . 540 48.23 km/h 京都府(2位) 向日町(400m) 電子 5.20

89 三田 兵庫 辻中　拓摩/池田　康輔/田中　　肇/深見　克樹 4 . 58 . 689 48.21 km/h 近畿(7位) 向日町(400m) 電子 6.09-10

90 鹿町工 長崎 松本　敬之/原　　将実/山内　達也/平瀨　光喜 4 . 59 . 020 48.16 km/h 九州(8位) 久留米(400m) 電子 6.15-17

91 八戸工大一 青森 吉田　真聖/高橋　翔夢/荒谷　駿輔/北城　　純 4 . 59 . 100 48.14 km/h 青森県(2位) 青森(400m) 手動 5.30-31

92 古川工Ａ 宮城 福田　健太/米澤　龍河/永山　　遼/金田　圭斗 4 . 59 . 487 48.08 km/h 宮城県(3位) 宮城(333.3m) 電子 5.26-27

93 盛岡農 岩手 柴田　尚明/井上　徳紀/晴山　波輝/関　　佑太 4 . 59 . 490 48.08 km/h 東北(6位) 紫波(333.3m) 電子 6.15-16

94 桜丘 愛知 中尾　怜雅/加藤　維吹/渡邊　統也/渡邊　誉友 4 . 59 . 620 48.06 km/h 愛知県(1位) 名古屋(400m) 手動 5.13

95 浜松学院 静岡 田端　天哉/中津川　開/遠山友生樹/小野田智仁 4 . 59 . 724 48.04 km/h 東海(6位) 名古屋(400m) 電子 6.08-09

96 三田 兵庫 辻中　拓摩/田中　　肇/池田　康輔/深見　克樹 4 . 59 . 880 48.02 km/h 兵庫県(2位) 明石(400m) 手動 5.27

97 村山産 山形 松山　真大/烏　　峻也/清野　優太/渡辺　拓海 5 . 00 . 140 47.98 km/h 東北(7位) 紫波(333.3m) 電子 6.15-16

98 興國 大阪 坂本　篤哉/長谷川大悟/小野　孝弘/福島　大吉 5 . 00 . 190 47.97 km/h 大阪府(1位) 岸和田(400m) 手動 5.29-30

99 倉吉総産 鳥取 安本　　颯/田總　祐介/石井　雅也/伊藤　拓登 5 . 00 . 351 47.94 km/h 中国(4位) 広島(400m) 電子 6.15-17

100 松山聖陵 愛媛 田中　新生/瀧田　大輝/安倍　周作/稲葉　勇登 5 . 00 . 460 47.93 km/h 四国(5位) 瀬戸風(400m) 電子 6.09-10
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101 仙台商 宮城 沼倉　京佑/木村　佑来/伊藤　　貴/吾妻　凌平 5 . 00 . 661 47.89 km/h 宮城県(4位) 宮城(333.3m) 電子 5.26-27

102 松本工 長野 中西　竜歩/笠井大太郎/田中裕一郎/山浦　秀明 5 . 00 . 752 47.88 km/h 北信越(2位) 富山(333.3m) 電子 6.15-17

103 紫波総合 岩手 細川　泰生/福士　寛室/菅原　　蓮/渡邉　優人 5 . 00 . 820 47.87 km/h 岩手県(1位) 紫波(333.3m) 手動 5.26

104 紫波総合 岩手 菅原　　蓮/福士　寛室/細川　泰生/渡邉　優人 5 . 02 . 320 47.63 km/h 東北(8位) 紫波(333.3m) 電子 6.15-16

105 松山誠陵 愛媛 田中　新生/瀧田　大輝/安倍　周作/稲葉　勇登 5 . 02 . 580 47.59 km/h 愛媛県(3位) 瀬戸風(400m) 電子 6.02

106 坂井 福井 宮崎　歩夢/畑中　直輝/上杉　有弘/小林　　光 5 . 02 . 963 47.53 km/h 北信越(3位) 富山(333.3m) 電子 6.15-17

107 氷見 富山 中村　圭吾/上野　幸星/林　佳宗依/森本　知夏 5 . 03 . 088 47.51 km/h 北信越(4位) 富山(333.3m) 電子 6.15-17

108 倉吉総産 鳥取 笠田　太地/菅原　太陽/松岡　宥磨/石井　雅也 5 . 03 . 550 47.44 km/h 鳥取県(1位) 倉吉(333.3m) 電子 5.19-20

109 立教新座 埼玉 宮田　陵平/根岸　佑吉/石井　　望/遠藤　　駿 5 . 03 . 730 47.41 km/h 埼玉県(6位) 大宮(500m) 手動 5.03-04

110 高知工 高知 山本　将司/坂本　達也/藤田　洸希/諸隈健太郎 5 . 04 . 380 47.31 km/h 高知県(1位) 高知(500m) 手動 5.19-20

111 吉田 新潟 鈴木　悠生/二ノ宮隆暉/幸田　匡平/酒井　　翔 5 . 07 . 110 46.89 km/h 新潟県(1位) 弥彦(400m) 手動 6.03

111 八王子桑志 東京 岡田　亮太/北林　大地/百瀬　　仁/澤田　侑児 5 . 07 . 110 46.89 km/h 東京都(1位) 立川(400m) 手動 4.29-30

113 村山産 山形 烏　　俊也/松山　真大/清野　優太/渡辺　拓海 5 . 07 . 140 46.88 km/h 山形県(1位) 美郷(333.3m) 手動 5.25-26

114 法政二 神奈川 松本　瑞生/安村　　開/鳥居　正義/松本弘一朗 5 . 07 . 222 46.87 km/h 神奈川県(2位) 平塚(400m) 電子 4.21-22

115 盛岡農 岩手 柴田　尚明/井上　徳紀/菊地雄一郎/関　　佑太 5 . 07 . 250 46.87 km/h 岩手県(2位) 紫波(333.3m) 手動 5.26

116 倉吉西 鳥取 小谷倫太郎/長安　柊哉/田平弘太郎/道祖尾大輝 5 . 07 . 470 46.83 km/h 鳥取県(2位) 倉吉(333.3m) 電子 5.19-20

117 慶応 神奈川 小原　　慧/栗原　拓海/西村　行生/川野　碧己 5 . 07 . 644 46.81 km/h 神奈川県(3位) 平塚(400m) 電子 4.21-22

118 出雲工 島根 小島　那智/内藤　健太/矢田　寛也/西村健太郎 5 . 08 . 340 46.70 km/h 中国(5位) 広島(400m) 電子 6.15-17

119 広島城北 広島 塩塚　章広/辻井　郁澄/難波　　輝/加藤　孝典 5 . 08 . 820 46.63 km/h 広島県(2位) 広島(400m) 手動 6.02-03

120 水島工Ｂ 岡山 村上　恭輝/池田　伊吹/妹尾　勝太/岡本　侑駿 5 . 09 . 470 46.53 km/h 岡山県(5位) 玉野(400m) 手動 5.19-20

121 坂井Ｂ 福井 五十嵐丈瑠/内山　慧大/徳田　尚輝/黒坂　隼汰 5 . 11 . 120 46.28 km/h 福井県(4位) 福井(400m) 電子 5.26-27

122 広島市工 広島 松原　颯祐/川崎　友也/古本亮太郎/三口　文也 5 . 11 . 200 46.27 km/h 中国(6位) 広島(400m) 電子 6.15-17

123 作新学院 栃木 秋澤　　隼/掛川　宗紀/中村　隆生/稲延　夢元 5 . 11 . 225 46.27 km/h 栃木県(1位) 宇都宮(500m) 電子 5.06

124 保土ヶ谷 神奈川 鈴木　稜平/星　　　衛/相原　士穏/松井　夢源 5 . 12 . 375 46.10 km/h 神奈川県(4位) 平塚(400m) 電子 4.21-22

125 向陽 京都 金田　将英/福原　名月/見瀬　矩慧/吉田　圭吾 5 . 12 . 900 46.02 km/h 京都府(3位) 向日町(400m) 電子 5.20

126 筑波坂戸Ａ 埼玉 野口　良樹/緒方　恵敬/佐藤　龍人/町田　啓剛 5 . 13 . 000 46.01 km/h 埼玉県(7位) 大宮(500m) 手動 5.03-04

127 市立伊丹 兵庫 武市　将宗/大野　　翔/影山　　怜/吉澤　央翔 5 . 13 . 090 45.99 km/h 兵庫県(3位) 明石(400m) 手動 5.27

128 吉田 新潟 鈴木　悠生/二ノ宮隆暉/幸田　匡平/酒井　　翔 5 . 14 . 017 45.86 km/h 北信越(5位) 富山(333.3m) 電子 6.15-17

129 興國 大阪 坂本　篤哉/長谷川大悟/小野　孝弘/福島　大吉 5 . 14 . 026 45.86 km/h 近畿(8位) 向日町(400m) 電子 6.09-10

130 今市工 栃木 斎藤　稜平/佐藤　聖仁/池田　拓真/菅野　　陸 5 . 14 . 120 45.84 km/h 栃木県(2位) 宇都宮(500m) 電子 5.06

131 城東工 大阪 北出　蒼矢/岩﨑　悠翔/田中　龍己/山﨑　友樹 5 . 15 . 510 45.64 km/h 大阪府(2位) 岸和田(400m) 手動 5.29-30

132 富士北稜 山梨 藤本　圭吾/小林　依央/荒井　泰雅/長田　鉄平 5 . 15 . 530 45.64 km/h 山梨県(3位) 境川(400m) 電子 5.09-10

133 多摩 東京 宮野　大地/平澤　日貴/塩浦　駿汰/松本　健治 5 . 16 . 020 45.57 km/h 東京都(2位) 立川(400m) 手動 4.29-30

134 出雲工 島根 小島　那智/内藤　健太/矢田　寛也/西村健太郎 5 . 17 . 860 45.30 km/h 島根県(1位) 大田(333.3m) 手動 5.25-26

135 日大豊山 東京 小川　陽大/中村　　翼/髙橋　佳大/袖山　　尊 5 . 18 . 180 45.26 km/h 東京都(3位) 立川(400m) 手動 4.29-30

136 開新 熊本 梅田　　律/西村　大夢/太田黒快斗/大城戸　空 5 . 20 . 306 44.96 km/h 熊本県(3位) 宮崎(400m) 電子 5.26-28

137 防府商工 山口 三井　大勢/中村　　壮/原　　竜樹/小田原　匠 5 . 21 . 000 44.86 km/h 山口県(1位) 観音寺(400m) 手動 5.26-27

138 愛産大工 愛知 佐野　由基/福永　　真/星野　龍磨/近藤　択海 5 . 21 . 199 44.83 km/h 東海(7位) 名古屋(400m) 電子 6.08-09

139 石田 香川 阿部　康貴/山崎孝太朗/亀谷　涼斗/小原　俊典 5 . 21 . 210 44.83 km/h 香川県(2位) 高松(400m) 手動 5.26-27

140 星陵 静岡 神尾　友登/望月　悠喜/高梨万里王/河野　拓真 5 . 21 . 750 44.76 km/h 静岡県(3位) 静岡(400m) 手動 5.19-20

141 笠田 香川 和田　　玲/北野　克季/詫間　　樹/森川　勇斗 5 . 22 . 834 44.60 km/h 四国(6位) 瀬戸風(400m) 電子 6.09-10

142 大宮工Ａ 埼玉 塚田　一真/小平　　樹/鈴木　海里/近藤　幹也 5 . 23 . 470 44.52 km/h 埼玉県(8位) 大宮(500m) 手動 5.03-04

143 古川工Ｂ 宮城 濱口　　翔/高島　秀人/三浦　幸大/畑　　力矢 5 . 24 . 416 44.39 km/h 宮城県(5位) 宮城(333.3m) 電子 5.26-27

144 笠田 香川 和田　　玲/森川　勇斗/詫間　　樹/北野　克季 5 . 25 . 510 44.24 km/h 香川県(3位) 高松(400m) 手動 5.26-27

145 星陵 静岡 神尾　友登/髙梨万里王/望月　悠喜/河野　拓真 5 . 27 . 111 44.02 km/h 東海(8位) 名古屋(400m) 電子 6.08-09

146 横浜創学館 神奈川 宇佐美颯基/小林　昂心/齋藤　祥樹/山科　龍大 5 . 27 . 140 44.02 km/h 神奈川県(5位) 平塚(400m) 電子 4.21-22

147 朝明 三重 大山　龍司/竹野　太喜/武雄　雷人/土田　裕希 5 . 30 . 720 43.54 km/h 三重県(1位) 四日市(400m) 手動 4.28/5.19

148 愛産大工 愛知 福永　　真/佐野　由基/星野　龍磨/近藤　拓海 5 . 32 . 660 43.29 km/h 愛知県(2位) 名古屋(400m) 手動 5.13

149 龍谷 佐賀 樋口凪瑠希/中村　亮太/甲斐　隼人/牧瀬　治貴 5 . 33 . 850 43.13 km/h 佐賀県(1位) 武雄(400m) 手動 6.02-03

150 与勝 沖縄 比嘉　勇人/平田　　魁/與古田龍門/谷村　寧峰 5 . 35 . 622 42.91 km/h 沖縄県(2位) 沖縄(333.3m) 電子 5.12-14
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151 青森山田 青森 飯田　優星/川村　琢磨/成田　　凌/平山　裕樹 5 . 37 . 410 42.68 km/h 青森県(3位) 青森(400m) 手動 5.30-31

152 花園 京都 弥村　皆人/谷山　顕翼/西野　颯太/小西優太郎 5 . 42 . 800 42.01 km/h 京都府(4位) 向日町(400m) 電子 5.20

153 宮島工 広島 青山　奨悟/葉色　雄大/田中　勇斗/池田　　聖 5 . 44 . 529 41.80 km/h 中国(7位) 広島(400m) 電子 6.15-17

154 沖縄工 沖縄 入池原源弥/玉城　充己/比嘉　康斗/米田　　圭 5 . 45 . 111 41.73 km/h 沖縄県(3位) 沖縄(333.3m) 電子 5.12-14

155 今市工 栃木 斎藤　稜平/佐藤　聖仁/池田　拓真/本塩　剛雅 5 . 46 . 035 41.61 km/h 関東(6位) 境川(400m) 電子 6.09-10

156 崇徳 広島 貞安　 蒼/白井優太朗/頓宮　康生/綿本　隼人 5 . 49 . 410 41.21 km/h 広島県(3位) 広島(400m) 手動 6.02-03

157 倉吉西 鳥取 足羽　真弥/中村　雷太/中西　輝充/石川　大介 5 . 50 . 206 41.12 km/h 中国(8位) 広島(400m) 電子 6.15-17

158 青森商 青森 中村　春基/金山　晃聖/川村　良芽/原田裕太郎 5 . 52 . 100 40.90 km/h 青森県(4位) 青森(400m) 手動 5.30-31

159 岐阜第一Ｃ 岐阜 富樫　　響/若原　琢磨/山口　涼輔/岸　　侑弥 5 . 56 . 090 40.44 km/h 岐阜県(5位) 岐阜(400m) 手動 5.13

160 宮島工 広島 葉色　雄大/田中　勇斗/竹本　拓磨/池田　　聖 5 . 57 . 460 40.28 km/h 広島県(4位) 広島(400m) 手動 6.02-03

161 伊勢崎興陽 群馬 関谷　創史/新田　健弥/大谷　航輝/---------- 5 . 57 . 677 40.26 km/h 群馬県(3位) ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｰﾑ(333.3m) 電子 5.12-13

162 道科学Ｅ 北海道 永田　莉久/中谷　研斗/東方　力人/相野　　晴 6 . 08 . 590 39.07 km/h 北海道(1位) 函館(400m) 手動 6.15-16

163 道科学Ｆ 北海道 山野　竜貴/網塚　宙翔/四倉　悠聖/内田　圭亮 6 . 34 . 850 36.47 km/h 北海道(2位) 函館(400m) 手動 6.15-16

164 道科学Ｇ 北海道 蛇沼　享祏/南部　優作/関　　瑠生/田中　雄也 6 . 37 . 700 36.21 km/h 北海道(3位) 函館(400m) 手動 6.15-16

165 美来工 沖縄 宮城　昌粛/野原　太輝/矢島　　海/比嘉　　玲 7 . 55 . 931 30.26 km/h 沖縄県(4位) 沖縄(333.3m) 電子 5.12-14


