
小学5.6年男子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県小学記録(KE)          49.93     南勢陸上ク(林・笠井・熊野・森下)      2004
大会記録(GR)            52.62     川越陸上少(武雄・前岨・太田・森)      2012 10月1日 14:25 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 6 川越陸上少 323 寺本　裕哉(6) ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛﾔ 55.53 1 7 保々ＲＣ 186 萩原　翠月(5) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾂﾞｷ 58.69
319 加藤　大暉(6) ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 184 安田　俊太(6) ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
318 安達　瑛士(6) ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ 182 伊藤　玄貴(6) ｲﾄｳ ｼｽﾞｷ
322 駒田　開己(6) ｺﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 183 近澤　海斗(6) ﾁｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ

2 8 楠陸上Jｒ－A 248 谷川　宙大(6) ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾄ 58.22 2 6 朝日陸上少 279 阿部　幹斗(6) ｱﾍﾞ ｶﾝﾄ 59.86
244 菅原　雅晴(6) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ 287 山本　晃生(6) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ
240 石田　大翔(6) ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 283 佐々木裕斗(6) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ
241 来馬　光希(6) ｸﾙﾏ ｺｳｷ 280 伊藤　匠海(6) ｲﾄｳ ﾀｸﾐ

3 5 三浜陸上 146 今村　亮介(6) ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 1:02.19 3 5 楠陸上Jｒ－B 239 粟野　耀太(6) ｱﾜﾉ ﾖｳﾀ 1:00.52

144 伊藤　翔大(6) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ 249 森川　将伍(6) ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
145 伊藤　稜空(6) ｲﾄｳ ﾘｸ 243 坂倉　悠斗(6) ｻｶｸﾗ ﾕｳﾄ
147 松尾　航大(6) ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾞｲ 253 渡辺　太喜(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

4 3 ＹウェルネスＣ 217 水谷峻太朗(5) ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 1:03.06 4 4 菰野ＳＣ－B 370 伊藤　豪紀(5) ｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 1:01.44

2005 森　　悠輔(6) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 373 藤森　大晴(5) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｾｲ
216 馬庭　良太(5) ﾏﾆﾜ ﾘｮｳﾀ 372 田中　颯人(5) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ
215 寺尾　洋太(5) ﾃﾗｵ ﾖｳﾀ 366 落合　慶樹(5) ｵﾁｱｲ ｹｲｷ

5 7 菰野ＳＣ－A 374 七里　悠斗(5) ｼﾁﾘ ﾕｳﾄ 1:03.53

364 中田　翔己(6) ﾅｶﾀ ｼｮｳｷ
363 岡島　大正(6) ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼｮｳ
362 森　　結誠(6) ﾓﾘ ﾕｳｾｲ

6 4 楠陸上Jｒ－C 246 高岡　柚希(6) ﾀｶｵｶ ﾕｽﾞｷ 1:04.33

250 山口　陽士(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾄ
242 坂倉　貫太(6) ｻｶｸﾗ ｶﾝﾀ
251 加藤　佑基(5) ｶﾄｳ ﾕｳｷ

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 55.53

2 58.22

3 58.69

4 59.86

5 1:00.52

6 1:01.44

7 1:02.19

8 1:03.06

川越陸上少 寺本　裕哉(6) / 加藤　大暉(6) / 安達　瑛士(6) / 駒田　開己(6)

楠陸上Jｒ－A 谷川　宙大(6) / 菅原　雅晴(6) / 石田　大翔(6) / 来馬　光希(6)

保々ＲＣ 萩原　翠月(5) / 安田　俊太(6) / 伊藤　玄貴(6) / 近澤　海斗(6)

三浜陸上 今村　亮介(6) / 伊藤　翔大(6) / 伊藤　稜空(6) / 松尾　航大(6)

ＹウェルネスＣ 水谷峻太朗(5) / 森　　悠輔(6) / 馬庭　良太(5) / 寺尾　洋太(5)

朝日陸上少 阿部　幹斗(6) / 山本　晃生(6) / 佐々木裕斗(6) / 伊藤　匠海(6)

楠陸上Jｒ－B 粟野　耀太(6) / 森川　将伍(6) / 坂倉　悠斗(6) / 渡辺　太喜(5)

菰野ＳＣ－B 伊藤　豪紀(5) / 藤森　大晴(5) / 田中　颯人(5) / 落合　慶樹(5)


