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県中学記録(KJ)          43.11     文岡(山下・吉田・齊木・中村)          2012 9月9日 17:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 千代崎中 1754 山北　裕介(3) ﾔﾏｷﾀ ﾕｳｽｹ 45.44 1 4 川越中 1571 前田　悠希(3) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 47.50
1744 上野　正汰(3) ｳｴﾉ ｼｮｳﾀ 1577 舘　　琉生(2) ﾀﾁ ﾘｭｳｾｲ
1756 若林　　亮(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 1562 今井　敏稀(3) ｲﾏｲ ﾄｼｷ
1749 須崎雄二郎(3) ｽｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ 1564 大畑　隆成(3) ｵｵﾊﾀ ﾘｭｳｾｲ

2 3 久居中 3249 西田　優和(3) ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾜ 46.13 2 2 常磐中 2433 大島　隆星(3) ｵｵｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 47.95
3245 上村　壮汰(3) ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ 2436 仲代　壮良(3) ﾅｶｼﾛ ｿﾗ
3252 渡邉　来伸(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｲｼﾝ 2434 小林　拓翔(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ
3250 橋本　京磨(3) ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳﾏ 2438 水野　凌汰(3) ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳﾀ

3 7 朝日中－A 1497 荒木　健吾(3) ｱﾗｷ ｹﾝｺﾞ 46.83 3 7 嬉野中 2242 森田　晴翔(2) ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ 51.12
1500 伊藤　優真(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 2228 松田　大成(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲｾｲ
1503 金森　　康(3) ｶﾅﾓﾘ ｺｳ 2240 森　　奨貴(2) ﾓﾘ ﾏｻｷ
1507 佐々木勇斗(3) ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 2232 杉野ヒカル(2) ｽｷﾞﾉ ﾋｶﾙ

4 6 亀山中 1919 川添　葵吏(2) ｶﾜｿﾞｴ ｷﾘ 47.54 4 3 神戸中－B 3571 小林　洋音(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 51.71
1920 酒井チュン(2) ｻｶｲ ﾁｭﾝ 3575 林　　拓夢(1) ﾊﾔｼ ﾀｸﾑ
1915 向井　羽汰(3) ﾑｶｲ ｳﾀ 3567 安部　　創(1) ｱﾍﾞ ｿｳ
1908 草川　賢志(3) ｸｻｶﾞﾜ ｹﾝｼ 3572 菅　　瑠希(1) ｽｶﾞ ﾙｷ

5 2 神戸中－A 1665 菅　　晃基(3) ｽｶﾞ ｺｳｷ 48.59 5 8 豊里中 2168 小鷺　康誠(2) ｺｻｷﾞ ｺｳｾｲ 56.56
1674 三ツ井光輝(2) ﾐﾂｲ ｺｳｷ 2596 中川　陽喜(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ
1672 里中　洸亮(2) ｻﾄﾅｶ ｺｳｽｹ 2595 中村　快翔(1) ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ
1675 南川隼太郎(2) ﾐﾅﾐｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 2176 柴田　祥虎(2) ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾗ

6 8 菰野中 1453 清水　楓真(2) ｼﾐｽﾞ ﾌｳﾏ 50.08 6 山手中 1289 川口　晃矢(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾔ DQ,FS

1454 中瀬　陽斗(2) ﾅｶｾ ｱｷﾄ 1303 下岡　隼也(2) ｼﾓｵｶ ｼｭﾝﾔ
1441 前田ゆう作(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ 1295 松井　修平(3) ﾏﾂｲ ｼｭｳﾍｲ
1450 川高慎之輔(2) ｶﾜﾀｶ ｼﾝﾉｽｹ 1286 臼杵　　希(3) ｳｽｷ ﾏﾚ

4 大木中 DNS 5 朝日中－B DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 45.44

2 46.13

3 46.83

4 47.50

5 47.54

6 47.95

7 48.59

8 50.08

千代崎中 山北　裕介(3) / 上野　正汰(3) / 若林　　亮(3) / 須崎雄二郎(3)

久居中 西田　優和(3) / 上村　壮汰(3) / 渡邉　来伸(3) / 橋本　京磨(3)

朝日中－A 荒木　健吾(3) / 伊藤　優真(3) / 金森　　康(3) / 佐々木勇斗(3)

神戸中－A 菅　　晃基(3) / 三ツ井光輝(2) / 里中　洸亮(2) / 南川隼太郎(2)

菰野中 清水　楓真(2) / 中瀬　陽斗(2) / 前田ゆう作(2) / 川高慎之輔(2)

川越中 前田　悠希(3) / 舘　　琉生(2) / 今井　敏稀(3) / 大畑　隆成(3)

亀山中 川添　葵吏(2) / 酒井チュン(2) / 向井　羽汰(3) / 草川　賢志(3)

常磐中 大島　隆星(3) / 仲代　壮良(3) / 小林　拓翔(3) / 水野　凌汰(3)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:不正スタート(162-7)


