
男子4×100mR
審 判 長：後藤　二三夫

記録主任：加藤　俊哉

県中学記録(KJ)          43.11     山下　吉田　齊木　中村　(文岡)        2012
大会記録(GR)            45.64     加藤　坂倉　上野　今村(内部)          2012 10月19日 15:05 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 4 菰野中 1514 久保寺祐斗(2) ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 48.66 1 7 四日市南中 1332 田中　晴斗(2) ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 49.06
(三重) 1500 山田　泰聖(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ (三重) 1338 古川　　直(2) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ

1511 打田　快生(2) ｳﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ 1333 田邊　大悟(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ
1501 水谷　伊吹(2) ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 1329 太田　伊織(2) ｵｵﾀ ｲｵﾘ

2 8 朝日中 1615 伊藤　万葉(2) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 50.29 2 6 常磐中 1386 石塚　大成(2) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｾｲ 50.95
(三重) 3817 冨谷　勇太(1) ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ (三重) 3743 高田　知哉(1) ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ

3806 伊藤　匠海(1) ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 3751 森　　悠輔(1) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ
1613 橋本　　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 1393 伊達　風斗(2) ﾀﾞﾃ ﾌｳﾄ

3 6 富田中 1307 浜田　愛生(2) ﾊﾏﾀﾞ ｱｲｷ 50.81 3 4 山手中 1278 伊藤　空吾(2) ｲﾄｳ ｸｳｺﾞ 50.97
(三重) 2808 林　　士恩(1) ﾊﾔｼ ｼｵﾝ (三重) 1284 山田　楓芽(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｶﾞ

2807 萩野　　匠(1) ﾊｷﾞﾉ ﾀｸﾐ 1279 金丸　優希(2) ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｷ
1309 森井　　耀(2) ﾓﾘｲ ﾖｳ 1280 駒田　眞士(2) ｺﾏﾀﾞ ﾏｵ

4 7 楠中 3023 朝井　颯大(2) ｱｻｲ ｿｳﾀ 52.68 4 5 八風中 954 西岡　　楓(2) ﾆｼｵｶ ｶｴﾃﾞ 53.70
(三重) 1563 河原崎湧太(2) ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾜｸﾀ (三重) 956 森　　優太(2) ﾓﾘ ﾕｳﾀ

1565 服部　天斗(2) ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾄ 953 伊藤　匡佑(2) ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ
1561 大家　銀仁(2) ｵｵﾔ ｷﾞﾝｼﾞ 955 増田　　虹(2) ﾏｽﾀﾞ ｺｳ

5 内部中 DNS 5 8 塩浜中 791 青木　春馬(2) ｱｵｷ ﾊﾙﾏ 54.48
(三重) (三重) 792 奥山　奏佑(2) ｵｸﾔﾏ ｶﾅｳ

796 伊藤　稜空(1) ｲﾄｳ ﾘｸ
793 城戸　晴喜(2) ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ

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 48.66

2 49.06

3 50.29

4 50.81

5 50.95

6 50.97

7 52.68

8 53.70

菰野中(三重) 久保寺祐斗(2) / 山田　泰聖(2) / 打田　快生(2) / 水谷　伊吹(2)

四日市南中(三重) 田中　晴斗(2) / 古川　　直(2) / 田邊　大悟(2) / 太田　伊織(2)

朝日中(三重) 伊藤　万葉(2) / 冨谷　勇太(1) / 伊藤　匠海(1) / 橋本　　蓮(2)

楠中(三重) 朝井　颯大(2) / 河原崎湧太(2) / 服部　天斗(2) / 大家　銀仁(2)

八風中(三重) 西岡　　楓(2) / 森　　優太(2) / 伊藤　匡佑(2) / 増田　　虹(2)

富田中(三重) 浜田　愛生(2) / 林　　士恩(1) / 萩野　　匠(1) / 森井　　耀(2)

常磐中(三重) 石塚　大成(2) / 高田　知哉(1) / 森　　悠輔(1) / 伊達　風斗(2)

山手中(三重) 伊藤　空吾(2) / 山田　楓芽(2) / 金丸　優希(2) / 駒田　眞士(2)

凡例  DNS:欠場


